


◎新単価、４％増で３年連続の増額
　―東京との格差拡大には歯止め、通年雇用など人材確保の好機に

国土交通省と農林水産省は１月30日、
新たな公共工事設計労務単価を決定した。
北海道の全職種（46職種）の平均引き上げ
率は４％。すべての職種で上昇を見せ、中
でも鉄筋工や型枠工、大工、左官などは、
６％を超える高い伸びとなった。一方、東
日本大震災による被災３県（岩手、宮城、
福島）は北海道を上回る伸び率を示し、型
枠工での宮城県と北海道の差は１万円を超
え、一層の人材流出が懸念される事態と
なった。対照的に東京都との価格差は鉄筋
工や型枠工で縮小し、格差拡大に一定の歯
止めがかかった。東京の労務単価の上昇額
が北海道を下回ったのは、人材確保の面で
北海道にとって歓迎すべきことだが、民間
工事の単価は上昇傾向にあるとの指摘もあ
り、上昇がやや鈍化した今回を好機ととら
え、通年雇用化を積極的に進め、東京の労
働者需要が本格化する前に、人材確保に取
り組んでいくことが求められている。
公共工事設計労務単価は、建設技能労
働者の所定労働時間8時間当たりの基本給
や賞与などで構成する。今回の改定では、
2014年10月の賃金支払い実態調査を基
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ため、14年度に引き続き加入に必要な法定福利費相当額（本人負担分）を反映させた。
また、新単価の補正予算への的確な反映を図るため、国交省などは昨年に続いて、２
月公告分から適用する。
北海道の単価を主要職種で見ると、普通作業員は2.2％増の1万3,800円。とび工、
鉄筋工、型枠工、大工、左官はいずれも６％台の伸びを示している。上昇額では、普
通作業員は300円の増額にとどまったが、他の５職種は1,000円以上アップしてい
る。
一時期の単価低迷状況からは着実に回復
北海道の主要職種単価の年度別推移を見ると、ピークは1998年度。このころは、
鉄筋工や型枠工、大工、左官の４職
種は２万円台に乗り、普通作業員も
１万6,000円と、１万円台後半に達
していた。　　　　　　　　　　　
　その後は低下傾向を続け、11年度
には、最低水準となった。ピーク時
に比べ、型枠工は41％、8,900円の
マイナスにまで落ち込み、他の工種
も6,000―7,000円台の減額を示し
た。12年度も底ばいの状況が続いた
が、12年12月に安倍政権が発足すると、13年度の労務単価算定に際して、社会保
険加入に必要な法定福利費相当額（本人負担分）を確保。入職者の減少や賃金低下に歯
止めをかけるため、社会保険の未加入者も加入できるよう、法定福利費相当額を適切
に単価に反映させる対策を講じたことから、全ての工種で２桁増となった。主要職種
については、普通作業員が1万2,700円と、15.5％、1,700円の増を示した。型枠工
と鉄筋工、大工、とび工は17％を超える上昇率となり、いずれも2,000円以上の増
額を確保した。
14年度も、13年度ほどの伸びではないが、引き続き堅調な上昇を示し、15年度
も一定程度の増額を確保。３年連続で単価上昇が続いたことから、15年度の単価は、
最低水準だった11年度に比べ、普通作業員で3,100円、29％増となり、とび工、鉄
筋工、型枠工、大工、左官についても5,000円台の伸びとなった。ピーク時の98年
度水準にはまだ届いていないが、一時期の単価低迷状況からは着実に回復している。
型枠工、宮城との差は１万円台に、民間工事への単価普及を
一方、東日本大震災による被災３県や東京都の単価を見ると、被災３県では、北海
道を上回る伸びを示している。宮城県では、型枠工が２万8,000円と、14年度に比
べ1,700円上昇し、北海道との単価差は１万円を超えた。また、福島県ではとび工、
鉄筋工、型枠工、大工、左官など、建築系の職種が急騰。これらの５職種は、いずれ
も2,000円を超える増額を示している。東京都は、主要職種で1,000円未満の上昇に



とどまり、北海道との格差拡大にブレーキがかかった。しかし、依然として6,000円
前後の単価差がある。
道内の建設業者は公共工事設計労務単価の３年連続増額を歓迎している。しかし、
総合建設業者は、東京や東北との格差の顕在化に危機感を示し、専門工事業者からは、
市場単価に近づける政策の継続と民間工事への波及を求めている。
北海道建設業協会の岩田圭剛会
長は１月30日、札幌市内の会合
で「（全国平均の）設計労務単価が
4.2％上がる。矢継ぎ早の処置を
評価したい」と表明した。しかし
工事量の急増に伴う人手不足が深
刻化する中、東京五輪開催に向け
たインフラ整備が始まる東京や復
興工事が本格化する東北への人材
流出を心配する。
北海道型枠工事業協同組合の
澤田信彦理事長は「夏場以降にオ
リンピックの関連工事が本格化す
る。１日で３万円を支給する現場
が出てくる可能性がある」と話す。
しかし専門工事業の共通認識とし
て、技能者は道外に出るより道内
で安定した仕事を得たい志向が強
いという。また東北は建設市場の
開放が限定的なため、流出も一定
程度とみている。
澤田理事長は、今回の単価上昇
を歓迎するものの「まだ市場の実
勢単価には近づいていない。型枠
工の生活水準は低く、社会保険の個人負担分をみてあげられないと処遇の改善とはい
えない」と道半ばを強調した。
北海道鉄筋業協同組合の熊谷誠一理事長は、「１次下請けの社会保険加入率は現状
６割だが、15年度中には８割に引き上げたい」と国の支援を心強く感じている。北海
道建設作工技建協同組合の鈴久名健理事長も「民間工事で新しい単価を普及させるよ
う改善を図ってほしい。足並みがそろわないと社会保険加入は難しい」と主張する。
道内では社会保険が適用除外となる２次、３次の専門工事業者が増える現実がある。
「このままだと専門工事業が弱体化する」と 理解を求める。



◎2015年度北海道開発予算案、３年連続で増加
　―全国を上回る伸びを確保

国土交通省北海道局がまとめた2015年度北海道開発予算案によると、一般公共事
業費に当たる道開発事業費は前年度当初比1.3％増の5,312億円となっている。3年
連続の増額。重点分野の農業農村が
2.4％、水産基盤が3.3％それぞれ高
い伸びを示し、道路も2.4％増を見せ、
全国の一般公共事業費が横ばいとな
る中、北海道は高い伸びを確保した。
国交省は、15年度道開発予算に①
地域の活性化②食料供給力の強化③
安全・安心な国土の形成―の重点事
項を掲げ、これらに関連した施策に
758億円分を優先課題推進枠として
活用。優先枠を配分した農業、水産、
道路などで高い伸びとなった。
事業別に見ると、農業農村整備は、
全国の伸びと同じ2.4％増の700億円
を計上。新規に国営農地再編整備の
津別と今金北、国営総合農地防災の
産士（うぶし）、国営かん排の宇遠別
川、長沼、てしおがわ剣和の計６地
区を挙げた。
道路は、全国の道路整備予算が横
ばいとなる中、2.4％増の1,918億円
を措置。事業再開が決まった道縦貫
道士別市多寄町－名寄市、道横断道
陸別町－陸別町小利別で用地取得な
どに取り掛かる。治水は前年度当初と同額の876億円を計上。天塩川のサンルなど
直轄ダム３事業に15.2％増の123億円を配分した。このほか、石狩川の北村遊水地
整備や千歳川などで改修を継続する。港湾は微減の173億円。国際バルク戦略港湾
の釧路港で関連施設の整備を加速させる。
３年連続の増額となり、建設業界が求めていた当初予算での事業費確保がようや
く軌道に乗りつつあるが、一方で、過去２年間の大型補正に比べ、14年度補正はか



なり圧縮されたことから、15年度の実質的な工事量は14年度を大きく下回る状況と
なっている。
アベノミクスにより、建設業が人材採用や設備投資などの意欲を高めるなど、将来
に向けた取り組みを進めようとしている中、急激な発注量の減少は、こうした動きに
冷や水を浴びせかねない。今後は、早期の予算成立とともに、安定的かつ定量的な公
共事業予算確保に向け、地方や建設業界から、政府に補正編成などの対応を求める声
が高まることが予想される。

◎14年度補正予算は総額1223億円、発注本格化へ
国土交通省北海道局は１月26日、北海道開発事業費の2014年度補正の概要を発
表した。15年度予算の前倒しとなるゼロ国債は事業費1,002億円を計上。1,000億
円規模はここ10年では最大。また、追加補正では220億円を措置した。ゼロ国債と
追加補正の入札は来月中旬
以降、本格化する。
過去10年で最大規模と
なったゼロ国債を見ると、
北海道開発局など国の機関
が執行する直轄が前年度よ
り159億円多い935億円。
事業別の内訳は、道路（道
路環境整備含む）が27億円
増の493億円、農業農村が
68億円増の156億円、水
産基盤が31億円増の48億
円、治水が5億円増の138
億円などで、いずれも前年
度を上回っている。
14年度追加補正は直轄、補助ともに事業費で100億円規模。直轄は、道路が45億
円を確保したほか、農業農村が26億円、治水が24億円を積み上げた。補助は、農業
が26億円、水産基盤が22億円、森林整備に16億円、農山漁村地域整備交付金に10
億円など、農林水産分野に重点配分している。
道路は耐震対策や代替路線の確保を図る。農業は農地の大区画化を目指して基盤整
備を進めるほか、農業水利施設の防災・減災対策に充てる。漁港は老朽岸壁の更新な
どを整備する方針だ。
２月の予算成立後、公告が本格化。入札は大部分が３月になる見通しで、３月末ま
でに1,200億円を超える工事が執行となり、15年度の公共工事市場が本格的に動き
出すことになる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



全道から20人の女性技術者が集まった

◎道建協が女性建設技術者の活躍研究会を開催
北海道建設業協会は1月22日、ポー
ルスター札幌で女性建設技術者の活躍
研究会を開いた。道内の建設会社に勤
める女性技術者20人が参加。行政機
関で働く女性管理職からのメッセージ
を聞き、結婚や出産などを経て働き続
けるために何が必要かを議論した。
道建協の会員企業に所属する女性
技術者は87人、女性技能者は50人に
とどまる。少子高齢化で人材不足が進
む中、女性の進出が次世代に技術や技能を引き継ぐ大きな柱になるとみられている。
主催者を代表して萩原一利副会長は「道内の建設業従事者は22万人だが、女性の比

率は極めて少ない。家庭と両立できるバランスの取れた環境づくりが建設業のイメー
ジアップにもつながる」と期待した。
講師を務めた北海道労働局の浜田京子安全課長は「20代のころ、ある百貨店の女性
役員が言った『男のように考え、レディーのように振る舞い、犬のように働け』という
言葉が印象的だった。お茶くみは女性の仕事で、最初の２年は不満ばかりだった」と
職場環境を振り返った。当時は女性専用の休憩室や更衣室もなく、「制服に着替える
のはトイレだった。専用トイレもないのは、女性が活躍する以前の問題」と提起。「与
えられた環境をどう進むかは自らの選択と決断。最後は実力」と力強く生き抜くよう
激励した。
心理カウンセラーの神田裕子氏は、結婚と仕事を両立するワークライフバランスと、
20－50代にキャリアを形成するために向き合うビジョンや体験、反省など課題解決
をアドバイスした。
地方建協の女性事務員を含む参加者は、３グループに分かれて「女性技術者として
働き続ける上で何が必要（不足している）か、またこれから何がしたいか」を討議した。
岩田地崎建設（本社・札幌）の飯田百合亜さん（28）は「現場勤めがしたくて飛び込んだ
が、現場ではむしろ協力会社の作業員が戸惑っている。頑張りを理解してほしい」と
主張。妊娠や出産について「女性のつわりの大変さなどを知れば、おのずと改善策が
見えてくると思う」と話す。
このほか、働く上で「男性は女性ということを意識しすぎるのでは」「トイレや更衣
室は現場に必要」「女性技術者を増やしてほしい」「分煙してもらいたい」などの指摘が
出た。これからの目標や望むことでは「スキルアップして現場を任せられる人材にな
りたい」「女性ならではの特性を生かして働き続けたい」「出産、子育てが一段落したら
復帰したい」が多かった。



◎道商連などが建設業の人材確保で高校生の母親と懇談
深刻な人材不足を解決するため、高校生の職業選択で最も影響力がある母親から、

建設業に対するイメージや意見を聞く懇談
会が23日、札幌市内の道経済センターで
開かれた。母親からは「もっと小さいころ
から職業体験をさせてもいいのでは」など
の有意義な提案があった。
北海道商工会議所連合会と北海道建設業
協会、建設産業専門団体北海道地区連合会
の主催。３者が連携して取り組む人材確保
対策の一環として、初めて実施した。

道建協の地方組織である札幌建設業協会の聞き取り調査などによると、工業高校生
は卒業後の職業として建設業に興味を示すものの、就職行動では避ける傾向にあるこ
とが分かった。また、道建協のアンケート調査で、生徒が進路相談する相手は「母親」
が最多の31％を占めたため、強い影響力があると判断して懇談会を企画した。
中学生や高校生の子どもを持つ母親７人が参加。道商連の安孫子建雄産業振興委員
長は「建設業への理解を深め、改善点やアイデアを寄せてほしい」と期待を寄せた。
建設業の現状について道建協の牧野光博専務理事は「公共事業の削減により、リス
トラや新卒者の採用抑制、倒産・廃業、３Ｋ（きつい、汚い、危険）という厳しいイメー
ジが定着したのでは」と推測。その上で「業績は回復している。地域や企業の営みに不
可欠であり、自然災害の応急復旧に出向く、誇り高い産業」とアピールした。
建専連北海道の熊谷誠一副会長は元請けの総合建設業と下請けの専門工事業の違い
を説明し、「専門工事業は26職種あり、現場のプロフェッショナルとして働いている。
高校生や子どもたちを対象に職業体験の催しも実施している」と述べた。
母親が持つ建設業への印象で共通していたのは「体力的にきつく、冬の間は仕事が
なく、雇用保険をもらっている」などのイメージが浸透していることが浮かび上がっ
た。
しかし、懇談会での説明を通じて、30代の母親は「建設業の役割や仕組みが理解で
きた。イメージが独り歩きしていた。業界を理解してもらう今回の企画そのものに好
感を抱いた。もっと詳しく聞きたかった」と感想を述べた。また、40代の母親は「高
校生の職業体験では遅い。小学生のころから親子体験ができれば職業選択の幅が広が
り、意識も向く」と提案。「建設業は通年雇用で安定性のある職業になってほしい」と
望んだ。
札幌建協の野村幹夫労務委員長は「有意義な懇談だった。『職場環境を改善するたび、
その成果を発信したらどうか』という提案も参考になった。中長期の人材問題を解消
するため、もっとＰＲに努めたい」と手応えを感じていた。

高校生を持つ母親が職場環境の改善に向
けて数々の提案を寄せた



◎札幌市の15年度予算案、全会計の建設費は1,365億円
―新規に西２丁目地下駐輪場など、大型プロジェクトも本格化

札幌市は１月26日、2015年度予算案の概要を発表した。４月に市長選を控えた
骨格予算編成で、一般会計は前年度当初比1.4％減の8,722億円。同会計と特別、企
業会計を含めた全会計の建設費は12.2％減の1,365億円となっている。主な事業と
して都心部の違法駐輪対策で新設する西２丁目地下駐輪場や、円山動物園ホッキョク
グマ・アザラシ館の着工費を盛り込んだ。継続事業としては、苗穂駅移転橋上化や、
再開発組合が北４東６周辺地区内に整備する中央体育館移転新築の設計に対する負担
金をそれぞれ計上。2014年度に着工した創世1・1・1区を先導する北１西１地区市
街地再開発などの大型プロジェクトも本格化する。
骨格編成のため、経常的な事務事業を中心としたが、地域経済に配慮し、工事の早
期発注や平準化のための建設事業費や福祉施策、市民生活関連予算は計上した。
一般会計と特別、企業会計を含めた全会計の
建設費は12.2％減の1,365億円、このうち一般
会計に占める普通建設事業費は25.9％減の778
億円にダウンしたが、市長選後の肉付け補正財
源として地方交付税50億円分を留保している。
道路・街路、河川、公園の社会基盤整備費は
232億円。このうち道路新設改良費に含まれる生
活道路や電線類地中化など道路改良費に約57億
円、緊急輸送道路などの道路橋梁整備費に約37
億円、街路改良費に約56億円を充てている。工
事請負費は一般会計で7.6％減の499億円、特別
会計で11.8％減の11億円を確保した。
まちづくり戦略ビジョンに掲げる項目ごとの
主な事業を見ると、「暮らし・コミュニティ」で
は、広域型特養老人ホームが定員3施設240人の
新築費を計上。旧真駒内小に整備する南部高等
支援学校の実施設計費を措置した。
「低炭素社会・エネルギー転換」では、西2丁目通の南1条通－南2条通間で地下駐
輪場整備の準備工に入る。躯体本体は約80mで、掘削は16年度からの見通し。現在
地南側で建て替える駒岡清掃工場は、基本計画策定や環境影響評価手続きに入る。
「都市空間創造戦略」では、２カ年工事となる円山動物園ホッキョクグマ・アザラシ
館に着工。規模は展示スペースなどの建物部分がＲＣ造、２階、延べ1,280㎡で、こ



れ以外の運動場やプールなど屋外部分を含めると、延べ約3,500㎡に上る。
苗穂駅の移転橋上化事業では、設計や工事に関するＪＲへの負担金を計上。北４東
６周辺地区再開発事業で移転改築する中央体育館については、実施設計の負担金を措
置する。規模は基本設計段階でＳＲＣ一部Ｓ造、３階、延べ１万4,300㎡を見込む。
優良建築物等整備では、北２西３北地区の越山ビルなどの再開発や、大通東４地区
の医療施設新築に伴う補助金をそれぞれ計上。創世交流拠点を先導する北１西１地区
再開発は18年秋の供用開始を目指し工事を推進する。
学校改築は二条小などに37億円を計上
学校改築費には36億9,760万円を積み上げた。このうち工事では政府調達協定の
対象となる二条小のほか、篠路小と月寒東小の校舎改築も予定している。
継続の屯田小、中島中、啓明中では旧施設解体とグラウンド造成を推進。実施設計
は本通小校舎、中の島小校舎・屋体、中央中校舎・屋体を予定している。
改築の前段となる基本設計は、別枠で9,080万円を確保。中央小、澄川小、栄西小
で設計に取り掛かる。学校増築費は９億3,800万円で、札苗北小の校舎棟とプールを
整備。学校新築費には４億200万円を計上し、３年目の札幌開成中等教育学校新築
では、渡り廊下棟建設やグラウンド造成に取り組む。旧真駒内小跡地に建設する仮称・
南部高等支援学校の整備費には、２億5,000万円を確保。実施設計と、支障となる旧
校舎の解体を進める。

耐震補強事業費では
25億1,600万円を投
じ、計12校の耐震補
強工事と、高校や特別
支援学校を含む天井落
下防止対策の実施設計
と工事を推進する。
特別・企業会計を見
ると、土地区画整理特
別会計では東雁来第２
地区土地区画整理に
29億円余りを投入し、
宅地造成を推進。高速
電車企業会計では地下
鉄東豊線の車両更新や

南北線高架駅の耐震改修推進などに約193億円を充てる。水道企業会計は白川第３
送水管新設などの水道施設整備が約80億円、配水管敷設が約86億円。下水道企業会
計は、新川水再生プラザなど処理場10カ所の改築更新や、ポンプ場７カ所の整備に
約91億円、管路敷設に73億円余りを計上している。

南西側上空から見た二条小の完成イメージパース



◎札幌市が南部高等支援学校基本設計案、16年度単年度施工へ
札幌市教育委員会は、仮称・南部高等支援学校新築の基本設計概要案を示した。校
舎と屋内体育館合わせて延べ9,208㎡の規模で計画。基本設計発注段階では、既存施
設解体やグラウンド造成を含む事業費に約35億円を試算している。校舎、屋内体育

館とも2016
年度単年度で
建 設 し、17
年４月の開校
を目指す。
高等支援学
校の志願者は
毎年増加傾向
にあるが、間
口不足から市
外に通った
り、寄宿舎生

活を余儀なくされる生徒も多い。そこでエリア的に空白となっている市内南側での新
設を決めた。
南区真駒内上町４丁目７に位置する旧真駒内小跡地約２万6,000㎡のうち、１万
9,000㎡を活用して整備。残りの7,000㎡については利用方法が決まっていない。
専門的な職業訓練の場にするとともに、地域住民との交流の場を創設するため、校
舎には教室棟のほか作業棟、そして焼きたてパンを提供するカフェの設置を構想。校
舎はＲＣ造、延べ7,950㎡で、カフェは平屋、作業棟は２階、教室棟は３階とする。
屋内体育館の規模はＳＲＣ造、平屋、1,258㎡。
校舎は敷地東側と南側にＬ字形で配置し、北東側に整備する屋内体育館とつなげる。
校舎のうち教室棟では普通教室を南側に各階７室ずつ21室、北側には職員室や図書
室、理科室などを配置。
作業棟には園芸作業や電子機器解体、服飾、印刷などの実習室、ガラス張りのアト
リエなどを配置し、カフェには製パン室を設け、焼きたてパンの販売と接客を学びな
がら地域交流を図る。
カフェの内装には木材を使用し、柔らかで心地良い空間の形成を目指す。校名は公
募で15年６月ごろまでに決める考え。
実施設計は15年度中に完了させ、既存施設は６－10月に解体。校舎、屋内体育館
を16年度早期から17年２月までに建設し、並行して16年８月－17年１月にグラウ
ンドを整備するというスケジュールを見込んでいる。

旧真駒内小跡地に新築する南部高等支援学校の完成イメージ



◎季節労働者通年雇用促進支援協議会が合同企業説明会を開催
さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会
は1月13日から26日にかけて、札幌市内２会
場で延べ77社を集めて合同企業説明会を開催し
た。来場者は、各企業のブースで雇用形態や勤
務地などの就業要件などを聞いていた。
2008年度から実施している厚生労働省の受託
事業。今回は季節労働者がより通年雇用につな
がるよう、雇用保険特例一時金受給手続きが行

われる札幌サンプラザと札幌市産業振興センターの2会場で手続き時間に合わせて、
計6回の説明会を催した。参加企業は、土木・建築などの建設業をはじめ、運輸、福
祉、サービス業など多岐にわたり、各ブースでは、人事担当者らが事業概要などを記
したパンフレットを配布していた。オペレーター付き移動クレーンのリースを手掛け
る札幌興業（本社・豊平区）の飯嶋強志専務は「業界の人手不足は深刻。未経験者でも、
社内訓練や資格取得サポートなどで早期に現場で就業してほしい」と話していた。

◎建設業チャレンジ支援センターが井雲氏を迎えて勉強会開催
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１月15、23日の２日間、札幌サン
プラザで経営コンサルタントの井雲康晴氏に
よる「建設業のための勉強会」を開いた。15
日は26人、23日は18人と両日とも定員以
上参加。２日間で工事原価管理の進め方と経
営の視点からの決算書の見方を学んだ。
井雲氏は15日の冒頭「建設業の中小・零細企業の多くは、工事前、完了後の原価、

粗利益などいわゆる経営係数は、どんぶり勘定で商売をしてきた」とし、原価管理の
必要性を強調した。勉強会では、工事を受注する判断材料として、工事原価と社員給
料、固定費、利益額をしっかりと把握し、概算見積もりでは受注しないことや、コス
ト以外で顧客の満足度を上げたりするなどして差別化した工夫をするよう求めた。ま
た、実行予算は「現場の家計簿」だとし「日々の実績を把握し、今後かかる原価を予測
して原価の枠組みに収まるよう対処する」よう勧めた。
23日は、財務諸表の見方や資金繰りについて説明。井雲氏は「営業担当者は受注交
渉時に支払い条件を吟味し、値引きに応じて良いのか、支払い条件を変更してもらっ
た方が有利なのかを判断できなければならない」と話した。また、実際の決算書に基
づき、自己資本比率など主要11指標を参加者とともに計算した。

2日間とも定員を上回る参加者が
集まった

各ブースでは人事担当者が応対した



◎積水ハウスが札幌市中央区の開発局官舎跡を取得し分譲地へ
積水ハウス（大阪市北区大淀中１丁目１の88、阿部俊則社長）が、札幌市中央区南
14条西19丁目の国有地を取得したことが分かった。敷地面積は約7,000㎡。戸建て
住宅の分譲地として販売する構想だ。
取得したのは、中央区南14条西19丁目19の北海道開発局官舎跡。土地面積7,055
㎡で、延べ3,687㎡の宿舎建物が残る。
積水ハウスには12月に所有権が移っている。一帯は閑静な住宅街で、啓明バスター
ミナルなどが近い場所。用途地域は建ぺい率60％、容積率200％の第１種中高層住
居専用地域となっている。
北海道財務局による国有地売却で、10月に執行した第40回期間入札に３者が応札
し、同社が落札した。

◎ロイヤルパークスＥＲ札幌新築は大成建設が設計施工
大和ハウス工業は、ホテルなどから成る仮称ロイヤルパークスＥＲ札幌新築を大成
建設で進めている。
計画によると、建物はＲＣ一部Ｓ造、地下１地上14階、延べ１万881㎡の規模で、
ホテルと物販店舗、飲食店、駐車場で構成する。
建設地は札幌・狸小路５丁目商店街そばの札幌市中央区南２条西５丁目26ほかの
敷地約1,280㎡で、時間貸しの駐車場として使われていた場所。設計も大成建設が担
当した。工期は2016年７月下旬までを予定している。

◎愛心館が愛心メモリアル病院新館増築を４月にも着工
医療法人社団愛心館（札幌市東区北27条東１丁目１の15、高橋順一郎理事長）は、
愛心メモリアル病院の新館増築を計画している。設計は北海道日建設計で進めており、
実施設計を終えた後に、施工業者の選定作業に入る見込み。４月ごろの着工を予定し
ている。
同病院の診療科は心臓血管外科や循環器内科、外科、人工透析内科、眼科の計５科。
北側に本館、南側に新館がある。2001年に完成した新館の形状を四角くするため、
増築する。
計画によると、ＲＣ造、４階、延べ約3,000㎡の規模で構想。増築後の床面積は延
べ5,169㎡となる。
建設地は札幌市東区北26条東１丁目751の22ほかの敷地面積2,669㎡。16年４
月ごろに完成する見通し。
愛心館は札幌市内で、愛心メモリアル病院などの医療施設や、介護老人保健施設プ
ラットホームなどの介護施設を運営している。



◎若年就業者　16年ぶり増　国交省
若年就業者16年ぶりに増加―。総務省の労働力調査を基に国土交通省が算出した
建設業就業者数（2014年１～ 11月の平均）のうち、29歳以下の若年就業者が前年平

均と比べて４万人増
加し、55万人になっ
た。建設業就業者は全
階層で見ると、東日本
大震災後の12年に増
加しているが、若年就
業者が増加するのは
1997年以来となる。
１ ～ 11月 平 均 の
全年齢層における建
設業就業者は、前年

比４万人増の503万人。このうち、29歳以下の就業者は４万人増の55万人となる。
29歳以下の就業者の年齢階層をさらに細分化すると、15 ～ 19歳が５万人（１万人
増）、20～ 24歳が20万人（３万人増）、25～ 29歳が30万人（前年同数）。
建設業就業者の年齢構成は、1997年には29歳以下が全体の22％、55歳以上が
23.5％とほぼ同じ割合だったが、若年層の建設業離れと建設業就業者の高齢化が年々
進み、2013年度には55歳以上が34.3％、29歳以下が10.2％まで差が開いた。今回、
29歳以下の就業者が４万人増加したことにより、若年者が占める割合は0.7ポイン
ト増の10.9％に回復した。

◎建設業の社保加入率　労働者別５．６ポイント上昇
国土交通省などが行った公共事業労務費調査（2014年10月時点、速報値）で、建設
業の社会保険等３保険（健康保険、厚生年金保険、雇用保険）の労働者別加入率が前年
度比5.6ポイント増の67.3％となり、11年度以降の同調査で最高の伸びを示したこ
とが明らかになった。一昨年12月に同省が初めて行った民間建築工事に従事する労
働者別の加入率も、健康保険で66.6％、厚生年金保険で67.1％、雇用保険で78.3％と、
公共事業に従事する労働者を主な対象とする労務費調査の結果とほぼ同じ水準となっ
ていることが分かった。
公共工事設計労務単価の基礎となる労務費調査は、公共工事を受注する企業と所属
する労働者を対象に賃金の実態を調べたもの。11年度から社会保険等の加入状況も
合わせて回答を求めている。



今回は、14年10月時点における労働者単位の加入率の速報値を１月19日に開か
れた社会保険未加入対策推進協議会に示した。これによると、加入率は、雇用保険が
３ポイント増の79.2％、健康保険が６ポイント増の72.4％、年金保険が5.3ポイン
ト増の69.3％だった。３保険ともに加入している労働者は5.6ポイント増の67.3％
で、調査を始めた11年10月時点と比べると、この３年で加入率は10.6ポイント上
昇したことになる。加入率が大きく上昇した背景には、13年４月以降２度にわたる
労務単価の大幅な引き上げ、直轄工事における保険未加入企業の排除、12年度に始
まった建設業許可・更新時の指導などの対策が徐々に浸透してきたことがあるとみら
れる。国交省の建設市場整備課では「ここ数年の契約単価の上昇で、各企業に保険に
加入する余裕が生まれたこともあるのではないか」とみている。

◎2020年東京五輪　選手村後利用モデルプラン提示
東京都は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会終了後の選手村

の住宅棟モデルプランをまとめた。選手の宿泊施設として建設する14～ 17階建て
22棟の住宅棟を活用しつつ、新たに50階建ての超高層住宅２棟を建設し、合計で約
6,000戸の住宅を供給する計画。商業棟や学校も配置することで地域のにぎわいを創

出する。このモデルプランを基に14
年度中に「事業協力者」の公募・選定を
行うとともに、15年１月に環境影響
評価手続きを、15年度に地区計画策
定の都市計画手続きをそれぞれ開始
する。選手村は中央区晴海４・５丁目
の44haに建設する。居住ゾーンを三
つの街区に分けてシングルルームと
ツインルームで計１万7,000ベッドを
設けるほか、輸送モールやメーンダイ
ニングホール（１万㎡）、診療所なども

配置する。市街地再開発事業を導入して都が防潮堤や道路、盛土などの基盤整備を実
施し、宿泊棟の建設は特定建築者制度を利用して民間事業者に委ねる。大会終了後に
事業者が住宅に改修し、分譲することなどで資金を回収する。
選手村の建設に先立ち都がまとめた、大会終了後の住宅棟のモデルプランでは「多
様な人々が交流し快適に暮らせるまちづくり」を目標に設定。選手の宿泊施設として
新築する14 ～ 17階建ての住宅棟22棟を活用しながら、新たに50階建て２棟の超
高層住宅を建設。大会時に暫定的に設置する平屋の商業施設は撤去し、別途４階建て
の商業棟を配置する。商業棟と学校、超高層住宅を区域の中心軸に集約して配置して
にぎわいを形成するとともに、緑豊かな広場空間を設ける。

（以上、建通新聞社東京）

東京五輪選手村　大会終了後における
住宅棟のモデルプラン




