


◎深刻さ増す人手不足問題
　―通年雇用奨励金活用で企業経営と労働者の生活の安定実現を

建設業における人材の確保・育成問題が深刻さを増している。北海道労働局がまと
めた９月の有効求人倍率でも、型枠大工・とび工が前年同月比１. ７ポイント増の６.44
倍に達し、全職種で最高を記録するなど、極端な人手不足に歯止めがかかっていない。
一方で、2014年度補正予算編成に向けた議論がスタートするなど、切れ目のない工
事発注は今後も続く見通しだ。円滑な施工と経営安定、そして労働者の安定的な生活
実現に向け、企業の通年雇用化を後押しする通年雇用奨励金は、近年の建設投資回復
の中で、より重要性を増している。12月16日の受け付け開始を前に、制度の概要と
申請手続き、奨励金利用者の声などを紹介する。
月給30万円の場合、３年間で150万円の助成に
今回、新規に通年雇用奨励金の申請を予定している企業の場合、対象となる季節労
働者は、2014年９月16日以前から雇用され、2015年１月31日現在で、雇用保険の
特例一時金の受給資格を得ていて、この一時金が支給見込みであることが条件となる。
助成は、2014年12月16日から15年３月15日の間に通年雇用化させた季節労働
者一人ひとりの賃金（賞与も含む）の額面に応じて支払われる。２年目、３年目も通年
年雇用化していれば、助成を受けることができる。
助成額については、対象期間（12月16日～３月15日）に支払った賃金額に対し１

年目が2/3（限度額は71万円）、２年目、３年目については1/2（同54万円）を支払う。
具体的な支払額を見ると、たとえば、季節労働者１人を通年雇用し、この時の月給
が30万円だった場合、３カ月間の月給総額は90万円となる。奨励金の支払いを３年間
満度に受けると、１年目は60万円、２―３年目は各45万円ずつ支給されることになる。

３年間トータルで考え
ると、270万円の給与支払
いに対する助成総額は150
万円に上り、自社の負担は
120万円となる。一方、通
年雇用奨励金を利用せず、
１―３月の間、週に２、３
日のアルバイトとして雇
い、月15万円を支払った
場合を想定すると、支払総
額は年間45万円、３年間

では135万円となり、助成を受けたケースよりも、より大きな支払い負担となる。



年に２回の簡易な申請で継続受給が実現
通年雇用をしていれば、３年間継続で奨励金を受け取ることができるが、年末で雇
用を打ち切った場合と、雇用を継続した際の届け出時期との関係は下図のようになる。

まず、通年雇用奨励金を受け取るための最初の手続きは、「通年雇用届」などの必要
書類を、2014年12月16日から15年２月２日までの期間内に、ハローワークに提出
することから始まる。
書類はこのほかに「継続雇用労働者名簿」「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

（喪失届付）」「対象期間内の工事見込み証明書」「出勤簿・賃金台帳」「労働者名簿（全労
働者分）」などが必要となる。
届け出が完了すると、次は「通年雇用奨励金支給申請書」などの書類を、2015年３

月16日から６月15日の期間中にハローワークに提出する。書類は申請書のほか、「通
年雇用届」の際に提出した書類（「対象期間内の工事見込み証明書」除く）に「支給申請内
訳書」と「支給要件確認申立書」などを加え提出する。
奨励金は、支給申請受理後２カ月ほどで北海道労働局から支給となる。２年目以降
についても、通年雇用を継続していれば、こうした２回の申請を同時期に行うことで、
奨励金の給付を受けることができる。
季節労働者の通年雇用化をサポートする「さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協
議会」では、「通年雇用奨励金に関する相談はもちろん、経営全般に関わる問題も、幅
広く相談やサポートに応じている。季節労働者の資格取得などのスキルアップもお手
伝いするので、気軽に相談してほしい」と呼び掛けている。



「奨励金は企業を支える欠か
せない制度」と語る曽根社長

◎通年雇用奨励金活用企業インタビュー
「通年雇用化は会社としての先行投資」
　―グローバルシーリング社長・曽根一騎さん
「奨励金のおかげで、来年はもう一人職員を通年雇用化する。社会保険などの負担
増はあるが、通年雇用化は人材に対する先行投資と考えている」
市内のシーリング会社勤めを経て、個人事業主として３年間働き、その後、２年前
の2012年７月に会社を立ち上げた。曽根社長と総務経理担当の妻・志美さんが経営を
担当。昨年、社員２人のうち１人を通年雇用化し、来年はもう１人を通年雇用とする

予定だ。
会社設立の理由について「個人事業主では受注
しにくい状況があり、一歩一歩体制を固める意
味で、まずは会社を立ち上げた」と語る。しかし、
会社を立ち上げた時は、建築工事量が落ち込んで
いた時期。「本当は設立時に３人を通年雇用する
予定だったが、受注工事の工程が遅れ、仕事がで
きず、通年雇用を断念した」
建設投資の回復に伴い、昨年は仕事が増加し、今
年はさらに受注が増えた。札幌市内を中心に、旭川
の仕事もこなし、現在は20件程度の現場を抱える。
「立ち上げ時と比べると３倍ぐらいの仕事量
だ。仕事が多いのは経営者としてありがたいこと

だが、従業員の体を考えると、忙しすぎる。募集をかけているが、電話さえ来ない。
アルバイトなどを雇い何とか現場をこなしているが、正直大変だ」。ここ２カ月は休
みなし。現場には朝入り、夜まで仕事が続くという。
仕事は、マンションや学校などの大型建築の新築が中心。来年５月までは仕事が集
中し、再来年の３月までという現場もある。「今ほどの忙しさではないと思うが、人
材の確保・育成を考えると通年雇用と社会保険加入はセットで考えている」と言う。
「正直、社会保険料の負担は重い。単価もやや上がったが十分ではない。しかし、
こうしたことにきちんと取り組んでいかなければ、人は入ってこないし、定着もしな
い」と語り、「通年雇用化や社会保険加入は、人材の確保と育成のための先行投資だと
考えている。通年雇用奨励金はそうした取り組みを力強く支えてくれる欠かせない制
度だと思う」と制度の意義を強調する。
再来年以降も、通年雇用には積極的に取り組む考えだ。「できれば５、６人ほどを
通年雇用化して、ある程度余裕を持ちながら仕事をしていきたい。そうなれば技術の
習得にもより時間をかけることができる」。人材の確保・育成を信念に、先を見据え、
今日も現場を駆け回る。



◎大型再開発プロジェクトが続々と始動
　―道都のまちなみが一新、新たな賑わいの場に

市街地に活力と活気を呼び込む再開発事業が、市内中心部で相次いで本格化する。
市街地再開発事業としては、過去最大規模となる「札幌創世１. １. １区（さんく）北1
西1地区」や、50階建ての超高層マンションを建設する「北8西1地区」、ＪＲ苗穂駅
周辺開発と連動して２つの再開発事業も進んでいる。札幌市のまちなみを一新する再
開発事業をダイジェストする。
15年度に躯体工事などが本格化
総事業費に680億円を見込む「札幌創世１. １. １区北1西1地区」は、10月に特定
業務代行者として大成建設・岩田地崎建設・伊藤組土建・岩倉建設・丸彦渡辺建設共
同体を選定。同月、建設予定地内の既存建物の解体工事に着工した。
事業区域内の約1万1,650㎡には、立体駐車場と明治安田生命北一条西ビル、平面
駐車場管理事務所が残っているが、立体駐車場は年内に除却を終え、引き続き2015
年２月ごろまでに明治安田生命ビル、最後に管理事務所という順で、3月までに一連
の解体を終える予定だ。
計画されている施設規模は、地下５地上28階、Ｓ一部ＳＲＣ造、延べ約12万7,800
㎡。北海道テレビ放送（ＨＴＢ）や朝日新聞社などが入居する高層棟は高さ約138m、
約2,300席の高機能ホールやアートセンター、図書館などで構成する仮称・市民交流
複合施設が入る低層棟は高さ約65mとなる。
躯体工事には2015年8月ごろから取り掛かる。16年7月ごろから設備や内部の仕
上げなども始まり、外構を含めて17年10月までには工事を終える流れだ。また、建
設機械や工事車両の稼働については、16年７月―10月ごろにピークを迎える。この
時期には、１日当たり最大で建設機械が約33台、工事用車両は629台が現場を行き
交うことになる。
ＪＲ札幌駅を挟んで北側の

「北8西1地区」では、50階建
て、高さ180ｍのタワー型
マンションを中核とする再開
発事業が2015年度に着工す
る。
規模は地下1地上50階、
ＲＣ・ＳＲＣ・Ｓ造、延べ約
12万2,000㎡。高さ約180m
のタワー型マンションや商業



南２西３南西地区のイメージパース

施設、医療・福祉施設、駐車場で構成する。
既存施設解体を含めた工期は37カ月で、15年10月から鋼製囲い設置などの準備
工に入る。土工事には16年2月に着工し、その後、６月に地下躯体、17年１月には
建物低層部の地上躯体に着手。３月ごろから設備や内装の仕上げも始まり、外構を含
めて18年10月までに工事を終える予定だ。
ＪＲ苗穂駅周辺では２事業が進行中
札幌市の商店街の老舗・狸小路商店街でも、再開発事業がスタートする。「南2西

3南西地区」事業では、ドンキホーテやゲオの店舗が入っているサンデパートビルな
ど街区内の7つのビルを解体し、跡地に店
舗とマンションで構成する地下３地上29
階、延べ４万4,000㎡の新たなビルを建設
する。
高さは約122mで、地下3階から6階ま
でを店舗、7階以降を約130戸の住戸ス
ペースとする。
2014年度内の市街地再開発組合設立、
権利変換計画の認可を経て、15年度に現
在のビルを解体し、再開発ビルに着工、
17年度の竣工を目指す。
ＪＲ苗穂駅周辺では、駅舎移転新築と
連絡通路整備などに伴い、「北４東６周辺
地区」と「北３東11周辺地区」という２つの

ビックプロジェクトが進んでいる。
「北４東６周辺地区」では、札幌市の中央体育館の移転新築とともに、民間事業が、
ツイン型の分譲マンションと商業施設の複合施設（延べ約２万2,000㎡、約230戸）と、
クリニックや高度検診センター、高齢者住宅などで構成する医療・福祉系の複合施設
（延べ約３万5,000㎡）を建設する。
今後は、2015年度の実施設計、権利変換計画認可を経て、15年度後半から既存建
物の解体に入り、16年春の本体着工、19年度の完成を目指している。
「北３東11周辺地区」は、ＪＲ苗穂駅舎の移転新築に伴い、新たに整備されるＪＲ
苗穂駅南口駅前広場の東西が対象で、敷地面積は約1万5000㎡。商業や住宅などか
らなるにぎわいの拠点2カ所や、医療・福祉複合、業務複合の計4街区、全体延べ床
面積約5万9000㎡の施設整備を見込む。
工事は15年度から5年程度かけて、市やＪＲなどが取り組む駅前広場整備や駅舎
移転整備などと整合性を図りながら進めていく計画。
2020年度には、両事業がほぼ完了。新しい駅舎と駅前広場とともに、札幌市の新

たな顔となる賑わいの拠点が誕生することになる。



完成から40年以上経過した本庁舎

◎札幌市役所本庁舎の免震導入には83億円
完成から40年以上経過した札幌市役所本庁舎の耐震診断調査で、免震工法を導入
した場合の改修費用が83億円に上ることが分かった。市は今後、建て替えの可能性
も視野に、現在見直し中の都心まちづくり計画との整合性を図りながら、議論を進め
ていく。
耐震改修あるいは建て替えを今後議論

北1条西2丁目にある現在の本庁舎は、
規模がＲＣ造、地下2地上19階、延べ4
万2,216㎡。工事費には約40億円を投じ、
1971年に竣工した。三菱地所が設計を担当
し、主体は大林組・地崎組（現・岩田地崎建
設）・岩田建設（同）共同体が施工した。
耐震性能については、先の第3回定例市議
会でも質問に上がった。生島典明副市長は答
弁の中で、11年度から13年度にかけて耐震
診断を実施したと報告した。
その結果、最大想定震度である震度6強の
地震が発生した場合、倒壊することはないも
ののコンクリート壁のひび割れや柱、梁への
被害が生じる恐れがあり、状況によっては業
務継続に支障が出る事態も想定されている
と説明した。

市では、柱や壁などを補強、増設するといった一般的な耐震改修か、免震工法での
対応を検討してきたが、事務室を移転する必要がなく、住民サービスの低下を招かず
に工事が進められる免震工法がもっとも現実的な工法だとみている。
一方、改修費用の83億円は12年度の単価などに基づいた試算であるため、その後、
資材や労務費が大幅に上昇していることのなどを踏まえると、さらに膨らむ見通しだ。
耐震改修あるいは建て替えを実施する場合でも、都心まちづくりとは大きく関連す
ることから市は、15年度中の策定を目指す都心まちづくり計画の見直しに合わせて
議論を進める考えだ。

◎札幌建協と市の建築系ＷＧで人手不足対策のＰＣ工法に課題浮上
札幌建設業協会と札幌市都市局の建築系技術者でつくるワーキンググループ（ＷＧ）
は10月28日、道建設会館で工期設定や設計単価、品質確保をめぐり意見交換した。
建築技能者の不足対策として工場生産のＰＣ（プレキャストコンクリート）工法につい
て協議したが、高止まりな価格やデザイン性などの課題が浮上した。



白にスカイブルーを配した新車両

学校工事は工期に配慮を　
ＷＧは、札幌建協と市幹部がメンバーとなる定期協議会の実務者組織。土木系と建
築系に分かれて課題を探り、定期協議会での議論を効果的に進める役割を担う。
ことし7月に発足した建築系ＷＧは、土木系と同じく札幌建協が定期協議会に提出
した要望の中から①工期の設定②設計単価③品質確保―について集中協議している。
ＰＣ工法は前回のＷＧで、市が導入を検討していると表明。ことしの2定市議会で、
製品のＰＣ部材を現場に運び込めば、鉄筋工事の省力化と型枠工事の省略で、技能者
不足対策に効果があるのでは、との質問が出た。
今回のＷＧでは効率化のメリットについて賛同が得られたものの、「生産工場が限
定的で価格が高い」「現場が遠いほど運搬費が掛かる」「デザインが画一的」などデメ
リットも指摘された。ただし、ＰＣ工法は財務省の財政制度等審議会も技能者不足対
策として推奨する動きがあることから、「鋼製型枠を現場で製作する工法もある。一
部で採用してみてはどうか」など前向きな姿勢が目立った。
工期の設定では、小中学校耐震化に関し「夏休みや土日の工事になる。その上、6
月議会で議決後の契約となる。作業員が足りない中、工期が厳しく制約される」と配
慮を要望。市は「持ち帰って検討したい」と回答した。
冬季施工について、実態に即さない除雪や防寒養生費で歩掛かりの設定を求めたほ
か、「屋上防水や外壁仕上げなどは作業効率が落ちる」と切実に訴え、最も問題がある
外構を含めた分離発注や、繰り越しでの対応を要望した。
複数年契約での解決も提案したが、「資材価格が急騰する場合があり、スライド条
項を適切に運用してもらいたい」という意見もあった。

◎東豊線新型車両外観デザインを披露
札幌市交通局は、東豊線の新型車両9000形の外観を公表した。白を基調とし、扉

などに同線のラインカラーであるスカイブルーを配したシンプルなデザイン。内部に
はユニバーサルデザインを採用する。
東豊線の現行20編成すべてを新型
車両に更新する。１編成４両のため、
171億円を投じて80両を導入する大
事業となる。同局がデザインを考案。
2013年12月に開いた札幌市立大デ
ザイン学部の学生と同局若手職員によ
る意見交換を踏まえ、先頭車両のライ
トに丸みを持たせるなどの修正を加え
た。
導入は12月の１編成から始まり、

15年２月に２編成、４月以降は毎月１編成ずつ進め16年８月に完了する計画だ。　



建設業経営者が今後の生き残り策について学んだ

◎平野陽子氏招き経営戦略と人材育成について学ぶ
建設業チャレンジ支援センター本年度第２回セミナー開催
さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会の実施事業である建設業チャレンジ支
援センターは10月23日、札幌サンプラザで2014年度第２回目の建設業経営者向け
セミナーを開いた。建設業経営者17人が参加。講師の平野陽子氏から建設業の経営
戦略と人材育成について学んだ。
季節から通年雇用への移行を
平野氏は、公共工事の先行きが厳しい中「５年後10年後にどうやって生き残ってい
くのか。自社の会社を安定して運営していくため、実現可能な計画をつくるべき」と

説明。現在の経営戦略が惰性的に
なっていないか再検討し、異業種
を含めた信頼できる企業と協力
して受注することや、仕事量より
収益性を重視して仕事を取るこ
とを勧めた。
経営のスタンスとしては、地域
社会とともに生きる重要性を示
し、各種会合や交流会などに参加

するなどして身近な情報に敏感になることをはじめ、現場や営業活動の進ちょく状況
をチェックすることも求めた。
「会社をつぶさないことが経営者として一番大事なこと」と説明し、存続していくう
えでどこに独自性があって強みがあるのか他社の模倣でない自前の戦略を立てるべき
だとした。具体的には、今すぐ手を打つべき内容を詰め、後継者を含めた中・長期的
な戦略を取り入れること、官民の工事など事業ごとに戦略目標を考えることなどを挙
げて説明。資材購入先を再検討することや人材の育成確保、財務体質の強化に努める
ことも必要だとした。また、信頼できる外部専門家を活用することや、消費税率の引
き上げ、外形標準課税導入など経営の環境変化に対応できるよう日ごろから関連情報
を注視していくことも求めた。
さらに、現場と経営幹部とのコミュニケーションを密にして無駄なコストがかから
ないようにすること。人材育成・確保策として「建設業の魅力を業界挙げてＰＲしな
ければいけない」とし、厳しい仕事に励めるよう待遇面で仕事の評価をすることや、
職場の不満を聞く体制をつくること、季節雇用から通年雇用への移行に取り組むこと
なども呼び掛けた。
今後のセミナーは2015年１月21日、２月25日に札幌サンプラザで開催。原価管
理や新分野進出など、経営に関わる話題を経営コンサルタントら専門家が分かりやす
く解説する。各回の定員は20人程度。参加費は無料。



◎ＪＲ北海道が苗穂駅周辺のマンション開発検討に着手
ＪＲ北海道が、苗穂駅周辺での分譲マンション開発に向け検討を始めた。商業施設
やホテル、サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）の運営などと並ぶ経営多角化の一環
と位置付けている。同社はここ数年、主力の鉄道事業収入の伸び悩みという問題を抱
えている。沿線開発などを通じて周辺の人口を増やし、収益改善につなげることを目
指す。
老朽化した駅舎の移設を柱とする札幌市の「苗穂駅周辺地区まちづくり計画」などと
連動し、開発事業本部が中心となり、マンション開発の準備を進めることとした。詳
細な検討はこれからだが、広報部では「実施が決まった場合、新たな駅舎が供用開始
となる予定の2018年度ごろに着手することになる」との見通しを示す。
マンション建設の候補地は社員研修センターがある東区北５条東10丁目。老朽化
した同センターは、17年１月の稲穂駅西側社有地への移転後に取り壊す。敷地は約
１万8,000㎡。
マンション開発は、ＪＲ北海道本体としては初めての事業。グループ全体としては、
1990年代前半に北海道ジェイアール不動産（北海道ジェイアール都市開発が後に吸
収）が、西区と清田区、手稲区で手掛けて以来となる。
今回のマンション開発の背景として考えられるのは、長引く鉄道事業収入の伸び悩
みが要因としてある。同社は、グループ会社を通じて札幌駅直結の商業施設ＪＲタワー
をはじめ、旭川や帯広といった主要都市における大型ホテル、飲食店、食品スーパー、
サービス付き高齢者向け住宅、自動車学校の運営など多くの事業を展開している。今
回のマンション開発に関しても、これらに並ぶ主力事業の一つと位置付けて取り組む
計画だ。
今後の展開について同社は「今のところ苗穂以外の計画はない」（広報部）と説明。一
方で、苗穂のように鉄道事業との相乗効果が見込まれるエリアがほかにもあれば、新
たな計画が出てくる可能性があるとしている。

◎大和ハウスが札幌中心部にホテルなど複合施設建設へ
大和ハウス工業（本社・大阪）が、狸小路5丁目商店街そばの敷地で、ホテルなどで
構成する複合施設の建設を計画していることが分かった。延べ１万㎡超の大型施設と
なる予定で、12月１日の着工を目指している。
名称はロイヤルパークスＥＲ札幌（仮称）。時間貸しの駐車場として使われていた中
央区南２条西５丁目26の約1,280㎡の敷地に、ＲＣ一部Ｓ造、地下１地上14階、延
べ１万881㎡の施設を建てる。
施設の高さは56m。ホテルと物販店舗、飲食店、駐車場などで構成する。設計は
大成建設が担当。駐車場施設などの解体も同社が実施した。



◎型枠大工・とび工で人材不足が顕著に
　―有効求人倍率、３カ月連続で全職種中最高倍率に

建設業関連職種の人手不足状況が加速している。北海道労働局がまとめた９月の有
効求人倍率によると、建設技術者は昨年１月以降では最高の倍率となり、型枠大工・
とび工も、６.44倍と、３カ月連続で全職種最高を記録している。深刻化する人手不足問
題に対して、専門工事業界からは「工事量を平準化し、処遇改善を進め、単価や年収
を引き上げないと人は入ってこない」など、抜本的な対策を訴える声が強まっている。
３者が連携して人材の確保・育成の取り組みを
北海道労働局がこのほど公表した職業別求人・求職状況データのうち、建設業関係
の技術的職業を見ると、大工・左官、建設作業員の２職種では２倍前後の倍率となり、
建築・土木・測量技術者は４.99倍、型枠大工・とび工は６.44倍と、いずれも全職
種平均の０.88倍を大きく上回っている。

特に型枠大工・とび工につ
いては、これまで全職種で最
も倍率が高かった医師・薬剤
師を７月に追い抜き、８―９
月もこの傾向を継続。３カ月
連続して全職種トップの倍率
となっている。また、建築・
土木・測量技術者は、3,152
人の募集に対して、求職数は
632人。求人倍率は、全職種

で３位だが、不足人数は最も高い状況だ。
人手不足に歯止めがかからない現状に対し、特に専門工事業界は危機感を強めてい
る。10月30日に道建設会館で開かれた、北海道建設業協会と北海道商工会議所連合
会、建設産業専門団体北海道地区連合会による人材問題に対する意見交換会では、現
状の厳しさと抜本的な対策の必要性を指摘する声が相次いだ。
建専連北海道の鈴久名健会長は「若者を含め、技能工は４、５年前の半分以下に減っ
た。工事量を平準化させ、処遇を改善し、単価や年収を引き上げないと人は入ってこ
ない」と根幹的な問題を指摘した。また、北海道鉄筋業協同組合の熊谷誠一理事長は
「全国の鉄筋工は約４万5,000人だが、オリンピック開催に向けて準備が進む東京は、
18万人が不足すると言われている」と、技能者の道外流失を強く懸念した。こうした
声に対して、道建協と道商連の幹部は、人材問題は道内経済界全体の重要課題であり、
今後も３者が連携して課題解決に取り組む姿勢を示した。



◎建設マスターに道内から中定建設工業の伊藤さんら18人
国土交通省は、2014年度の優秀施工者国土交通大臣顕彰受賞者389人を発表した。
道内関係者は、建設機械運転工の伊藤正行さん（中定建設工業・札幌）、熱絶縁工の川
本親史さん（ホンマ工業・札幌）ら18人が選ばれた。
優秀な技術・技能を持ち、後進の指導・育成などに貢献している建設技能者を「建
設マスター」として顕彰する取り組み。23回目の今回で累計8,413人となった。
業種別内訳は、建設機械運転工の46人が最多。これに土工の45人、大工（型枠大
工含む）の32人が続いている。道内関係者は18人。このうち札幌市内の企業に勤務
する人は10人となっている。
道内の受賞者は次の各氏。（カッコ内は勤務先と所在地）
▽阿部哲治（藤沢塗装店・苫小牧）塗装工▽伊藤正行（中定建設工業・札幌）建設機械
運転工▽加藤誠二（加藤木建・旭川）大工▽川本親史（ホンマ工業・札幌）熱絶縁工▽木
村司（一二三北路・札幌）建設機械運転工▽櫛桁巧（共鉄工業・札幌）鉄筋工▽島元正明
（ハウジング高橋・旭川）大工▽高谷広美（日本基礎技術・札幌）ボーリング工▽田中一
郎（海陸興業・石狩）土工▽竺土定行（佐藤興業・札幌）塗装工▽成田信一（成田タイル・
札幌）タイル工▽野上昌司（藤井工務店・札幌）大工▽畠中毅（砂子組・奈井江）土工▽
藤原初雄（札幌興業・札幌）建設機械運転工▽細川忠男（西村組・湧別）土工▽松林仁（原
工業・和歌山）トンネル工▽三島一司（稲田組・札幌）鋼構造物工▽宮川政晴（苫重建設・
苫小牧）建設機械運転工

◎道内経済団体が公共事業の予算確保などを太田国交相に要望
商工や建設、観光、運輸など道内の主要経済20団体は10月18日、札幌市内のホ
テルで太田昭宏国土交通相に人口減少対策や外国人観光客の誘致、安定的な公共事業
予算の確保、高速道路の利用料金引き下げなどを要望した。
参加した20団体のうち、北海道商工会議所連合会と北海道経済連合会、北海道建
設業協会、北海道観光振興機構、建設産業専門団体北海道地区連合会、北海道トラッ
ク協会、北海道不動産政治連盟が代表して陳情した。
道建協と建専連北海道は、若年者を含む技術者や技能者の入職に向け、安定的で持
続性のある公共事業予算の確保を求めた。公共工事設計労務単価は大幅な増額があっ
たものの「民間工事はまだ普及していない」（建専連北海道）と現状を訴えた。
太田国交相は「東京五輪が終了して工事も終わることがないよう、平準的な工事量
の確保に努めたい。建設業に人材が入る雇用環境の改善が必要だ」と理解を示した。
道商連や道経連は、政府が取り組む地方経済再生や人口減少対策に期待を寄せ、
北海道新幹線札幌延伸の早期開業や高規格幹線道路の早期整備などを求めた。道観
光振興機構は外国人観光客のために「道路標識は英語を併記してほしい」と提案し
た。



小学校の改築現場を舞台に物語が進む

◎道建協などが建設業のＰＲ漫画発行し高校生らに配布
建設業の仕事内容や魅力を若い人に知ってもらおうと、北海道建設業協会と北海道
商工会議所連合会、建設産業専門団体北海道地区連合会が、建設業をＰＲするストー
リー漫画冊子を発行した。全道の高校などに配り、進路選択や職業観養成に役立てて
もらう。
小学校の改築現場が舞台
タイトルは「ただいま工事中!!（建築工事編）」。Ｂ６判、23㌻の冊子で、8万部を

印刷した。
物語の舞台は、高校生の主人公が子供のころに通っていた小学校の改築現場。そこ
で現場所長として働く総合建設業の父親をはじめ、知り合った専門工事のとび・土工
や鉄筋工、型枠大工、左官工から、全員で一つの仕事をやり遂げる素晴らしさや楽し
さを知り、ものづくり産業である建設業に対して魅力を感じるという内容だ。

また、総合工事業と専門工事業で構
成する建設業の仕組みや、それぞれの
職種の役割、仕事の内容などについて
もイラストなどを使って分かりやすく、
かつ具体的に紹介している。
道建協の岩田圭剛会長は「建設現場で
働く技術者や技能者が減っている。高
齢化し、若者がなかなか入ってこない。
人材確保に特効薬はないかもしれない
が、ものづくり産業としての建設業の魅
力を伝える取り組みの一環として作っ
た」と話し、若者に建設業の魅力に気付
いてほしいとの願いを込める。
漫画の作成は、道建協傘下の札幌建
設業協会が専門工事団体と共同で実施
した工業高校生へのアンケートで、「建
設業の情報が少ない」との回答が多かっ
たのが発端。５月から札幌建協と札幌
商工会議所が企画・監修し、プロの漫

画家が現場取材して作画した。
全道の全日、定時制の公立、私立高校と各地方建協に無償で配布する。道建協と札
幌建協などのホームページでも閲覧できる。
岩田会長は「第２弾、第３弾も検討したい。若者が誇りとやりがいを感じる職場環
境の整備に努めたい」と意欲を見せている。



◎経審改正　若年雇用に加点措置　継続・新規雇用で各１点
国土交通省は10月31日、若年技術者・技能労働者を雇用した企業に加点措置を講
じる経営事項審査の審査項目と基準の改正内容を決定した。「社会性等（Ｗ点）」の審査
項目で、35歳未満の技術職員数（主任技術者、監理技術者、登録基幹技能者）が全技
術職員の15％以上、審査基準日から１年以内に新規雇用した35歳未満の技術職員が
全技術職員の１％以上に達した企業に対し、それぞれ一律で１点を加点する。また、
同じくＷ点で評価している建設機械の保有について「大型ダンプ車」など３機種を加点
対象に追加する。改正した経審は2015年４月１日の申請から適用する。
改正公共工事品質確保促進法（品確法）では、公共工事の競争参加者の「若年技術者・
技能労働者の育成・確保の状況」や「建設機械の保有状況」などを適切に審査・評価す
ることを発注者責務に位置付けており、この規定を反映させるために経審を改正する。
現行の審査基準では、技術職員の資格と人数を「技術力（Ｚ点）」の審査項目で評価し
ているが、雇用している技術職員の年齢は問わないため、付加的な要素としてＷ点で
新たに加点措置を講じる。
具体的には、審査基準日時点で技術職員名簿に記載された技術職員数のうち、35
歳未満の技術職員数を評価対象とする。継続的な雇用では、全技術職員に占める若年
技術職員が15％以上の場合に一律１点を加点。審査基準日からさかのぼって１年以
内に新規で雇用した若年技術者が、全技術職員数の１％以上の場合にも一律１点を加
点する。双方に該当する場合には合計２点の加点措置を受けることもできる。
一方、建機の保有に関しては、ショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドー
ザーの３機種を対象に、Ｗ点で１台当たり１点、最大15点を加点している。この加
点対象に▽移動式クレーン（吊り上げ荷重３ｔ以上）▽大型ダンプ車（車両総重量８ｔ
以上または最大積載量５ｔ以上、事業種類として建設業の届出、表示番号の指定を受
けているもの）▽モーターグレーダー（自重５ｔ以上）―の３機種を追加する。
改正した経審の施行は15年４月１日から。国交省は施行日前の申請者に対する経
過措置の有無について今後検討する。

◎新国立競技場建設、スタンドを大成建設、屋根は竹中工務店
日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）は10月31日、新国立競技場の実施設計技術
協力と本体工事をセットにした発注に伴う公募型プロポーザルで、スタンド工区の事
業者に大成建設、屋根工区の事業者に竹中工務店をそれぞれ決定した。今後、技術協
力業務委託契約などを結び、最新の実施設計図書で概算工事費を算出。技術提案を基
に工法などを随時協議して、数量積算や見積書を作成してもらう。2015年６月ごろ
に別途、工事の見積もり合わせを実施して契約を結び、同年７～９月の資材調達や準



備工事を経て、同年10月に本体工事をスタートさせる。
新国立競技場は、現在の国立競技場（国立霞ケ丘競技場）や明治公園、日本青年館の
敷地などを合わせた新宿区霞ケ丘町10の１他の約11.3haを利用して建設する。規模
はＳ一部ＳＲＣ造地下２階地上６階建て延べ21万878㎡。免震構造を採用し、サッ
カーでの使用時に８万137人を収容できる。折りたたみ膜構造の屋根を設け、音響
効果を高めるとともに騒音を防ぐ。実施設計は日建設計・梓設計・日本設計・アラッ
プJVが担当している。
概算事業費（13年７月時点の単価、消費税５％で算出）は本体整備が約1,388億円、
周辺整備が約237億円の計約1,625億円。19年３月に完成させて、19年ラグビーワー
ルドカップや20年東京五輪のメーンスタジアムなどとして利用する。

◎東京労働局、建設工事関係者連絡会議を設置
厚生労働省東京労働局は9月19日、建設工事関係者連絡会議を設置した。すでに
全国的に人材不足が深刻化している上に、2020年の東京オリンピック・パラリンピッ
ク開催に向けて建設工事の増加が予想されていることから、発注者、施工者、労働災
害防止行政関係者が、これまで以上に緊密に連携して労働災害防止対策を強化、推進
していく必要があると判断した。
特に東京都内では、国土強靭化基本法に基づく建築物の耐震化に加え、密集市街地
対策などを目的とする公共工事や、老朽化した高層建築物の解体工事が増加するとみ
られている。東日本大震災復興関連工事とも相まって、技能労働者と技術者（現場管

理者）の不足が一層深刻化す
るとの懸念が高まっている。
他方、近年は、元方事業者
の統括管理能力や関係請負
人も含めた現場力の弱体化
も指摘されるようになってい
る。また、1963年の東京オ
リンピック前後の建設労働災
害の発生状況を見ると、開催
の５年前ごろから建設業の死
亡・休業災害が急増しており、

20年開催の東京オリンピックに置き換えると、15年からは「要注意時期」に入るとい
う見方もできる。
このため東京労働局は、連絡会議を発注機関と関係団体、受注（元方）事業者などと
の情報共有の場と位置付け、現場力の弱体化を防止するための指導、安全衛生教育の
徹底を強力に推進していくことにしている。

（以上、建通新聞社東京）

緊密に連携して労災防止対策を強化す
ることを確認した




