


◎人手不足問題、改善の兆し見えず
　―通年雇用奨励金活用し企業経営と労働者の生活の安定実現を

建設業における人手不足問題は、ここ数年で深刻さを増している。北海道労働局や
東日本建設業保証がまとめた人材関係の統計データを見ても改善の兆しは現れず、首
都圏ではより深刻な状況を示していることから、技能者の流失が現実味を持つ状況と
なっている。企業の人材の確保と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、人材問題がクローズアップされる中で、一層重要
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、2015年９月16日以前から雇用され、2016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、2015年12月16日から16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
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て、

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、2015年12月16日から16年２月１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（新規事業所のみ）」「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（生産）見込み証明書」「出勤簿・賃金
台帳」「労働者名簿（対象分、新規事業所は全労働者分）」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、2016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から、「対象期間内の工事見込み証明書」を除き、新た
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、協
議会が実施している『建設業チャレンジ支援センター』で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。



◎通年雇用奨励金活用企業インタビュー
「通年雇用と新規採用で人材の確保・育成を」
―日吉建設（機械土工）社長　稲場英司さん
「公共事業の先行きが不透明な中、新たな分野の受注にも取り組んでいる。それを
支えるのは人材であり、通年雇用とともに、新規の学卒者採用も実施して、企業の体
力を高めていきたい」―。
６年前から、河川工事の機械土工を請け負うようになり、それまでの維持工事専門
から事業範囲を拡大した。本年度に入ってからは土工に関連する橋梁などの作工物も
手がけ、さらに東日本高速道路北海道支社発注のメンテナンス工事もはじめて受注す
るなど、施工領域の多角化を進めている。

「本年度の完工高は昨年度をやや上回る予定だ
が、先行きは決して明るくない。当社のメーンで
ある河川の機械土工も今後工事量が減少していく
ことが予想される。事業範囲の拡大が必要であり、
その際には人材の確保が不可欠だと考えた」と語
る。
人材確保の一環として、まずは通年雇用奨励金
を活用して、季節労働者の通年雇用化を進めた。
一昨年度は２人、昨年度は８人を通年雇用とした。
「当社には28人の季節労働者がいたが、ここ２年
間で、農家など短期で仕事を希望する人以外はす
べて通年雇用にした。奨励金は厳しい経営を余儀
なくされている企業にとって非常にありがたい制
度で、通年雇用化を後押していると思う」と話す。

今年１月に専務から社長に就任して以来、人材の確保・育成に積極的に取り組んで
きた。来年４月にははじめて札幌工業高校生ら新規学卒者を３人採用する。「当社職
員の平均年齢は40歳代半ば。これまで培ってきた技術を継承していくためにも、若
手技術者の確保・育成が必要であり、新規採用に踏み切った。年代の近い先輩ととも
に働かせるなど、働きやすい職場環境の整備を進め、戦力として定着してほしい」
社長として取り組んだことのもう一つが、がんの早期発見法として注目される「PET

検査」の職員受診だ。就任後間もない１月に46歳の社員を失った。すい臓がんだった。
「本人そして家族の悲しみを見ているとやりきれない気持ちになった。経営者として
最優先に考えるべきことは社員の生活の安定であり、健康で働き続けることのできる
取り組みとして受診を義務付けた」。会社の負担は毎年かなりの金額となるが「人あっ
てこその会社。日吉の技術を残していくためにも人材は今後も最重要課題だ」と力強
く語る。

「事業範囲拡大には人材の確保
が不可欠だ」と語る稲場社長



◎2019年度までの５年間に1兆3,257億円を投入
　―札幌市のまちづくり戦略ビジョン・アクションプラン2015 
札幌市は2015－19年度に実施する全ての政策的事業を盛り込んだ「札幌市まちづ

くり戦略ビジョン・アクションプラン2015」を公表した。人口減少対策や経済活性
化を柱に697事業を盛り込み、これらの総事業費には1兆3,257億円を試算している。
このうち一般会計の建設事業費は5,637億円を見込み、毎年度1,000億円以上の投資
を想定している。主な事業として、下水道の老朽管路改築に622億円を充てるほか、
橋梁長寿命化修繕に187億円、道路補修に136億円を配分。新規では南消防署改築
を含む真駒内地区防災拠点施設強化や、中央区役所庁舎整備に着手する。秋元克広市
長は、記者会見の席上、今回のアクションプランについて「ハード、ソフト両面から
まちをつくり替えていく着実な一歩になる」と計画実現への強い意欲を示した。
同プランには、秋元克広市長が掲げた公約112項目を実現するための事業や、ま
ちづくり戦略ビジョン、人口減少対策に関連した事業を主に反映している。戦略ビジョ
ンに沿った「暮らし・コミュニティー」「産業・活力」「低炭素社会・エネルギー転換」「戦
略を支える都市空間」の４つの政策分野、９つの政策目標を設定し、37施策の697事
業を実施する。

プラン実施に当たっては施政
方針に掲げた「雇用を生み出す
力強い街」など４つのまちづく
りへの挑戦を重点課題に位置付
け、実現のため５つのリーディ
ングプロジェクトを打ち出し
た。主なプロジェクトは、急増
する外国人観光客の受け入れに

対応するため、ホテルなどの客室増改築に対する補助制度を創設。大規模な国際会議
場誘致の環境整備に向けてＭＩＣＥ施設整備基本計画を策定する。札幌駅周辺の北５
西１・北５西２街区と周辺街区の再整備を目指し、札幌駅交流拠点まちづくり計画策
定も位置付けた。
一般会計分の事業費は１兆1,381億円、特別・企業会計の事業費は合わせて1,876
億円。一般会計中の建設事業費は15年度1,013億円、16年度1,305億円、17年度
1,261億円、18年度1,053億円、19年度1,005億円と毎年度1,000億円以上を確保
する考えだ。
アクションプランの公表に際して記者会見した秋元市長は、人口減少や超高齢社会
の到来を目前に控える中、今後札幌は大きな転換期を迎えると認識。これを踏まえ、
将来投資の部分で再開発を含め民間の投資を誘発する事業に力を入れているとし、「札
幌駅前の再開発事業の全容は計画期間中に示せる」と自信をのぞかせた。毎年1,000



億円以上確保するとした建設事業費については、設
備投資や人材の確保が課題となっている建設関係業
者に配慮し、先々の経営状況を見通せるよう一定程
度を示したものだと説明した。
主な事業を見ると、「暮らし・コミュニティ」で広
域型特養老人ホーム新築費など補助に33億3,000
万円を計上。真駒内地区防災拠点施設強化には18
億6,000万円を措置する。学校施設では371億円を
投入し15校の改築を進める。「低炭素社会・エネル
ギー転換」では、交通局が南北線高架駅3駅の耐震
改修に58億5,000億円を計上している。　
「戦略を支える都市空間」は、北１西１や北４東６
周辺などの再開発５事業に、合わせて357億円を投入。老朽化が進む中央区役所に
ついては、17年度に庁舎整備基本計画を策定する。道路・街路関連では橋梁の耐震
補強に36億円、橋梁長寿命化修繕295橋に187億円を配分。下水道は管路95㎞の改
築に621億円、雨水拡充管の整備8㎞に207億円を充て、水道局関連では配水管の耐
震化に175億円を計上するほか、豊平川水道水源水質保全のバイパス導水路整備に
150億円を措置する方針だ。

◎建設業チャレンジ支援センター本年度４回目の勉強会を開催
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20日、帝国データバンク札幌支店で2015年度4回目の勉強会を
開いた。建設業経営者ら7人が参加、中小企業診断士の平野陽子氏から経営戦略の立
て方や人材育成について学んだ。
平野氏は、経営戦略について「まずは社内風土も含めてどういう会社にしたいのかを
柱に組み立てていく」とし、事業規模の拡
大か現状維持か、縮小しても利益を出す方
向か、目標を明確に設定することを指導し
た。惰性の経営思考を一度クリアにして発
想の妙味を活かす、自社の強みと弱みを把
握し課題への対応策を考える―などと助言
し「資産がどう変わっていくか、貸借対照
表から見た計画も検討すること」と説いた。
人材確保・育成については「一朝一夕にはいかない問題」として、教育機関と日頃か
ら関係を築いておくことや、季節労働から通年雇用への取り組み、人生設計を描ける
ような待遇面などの将来像提示、女性のライフサイクルに合わせたサポート―などで
対応するようアドバイスした。

「ハード、ソフト両面からま
ちをつくり替えていく着実な
一歩になる」と語る秋元市長

経営戦略の立て方などを学んだ



◎中央区役所改築の方針／移転視野に2016－17年度で基本計画
　―早ければ20年度の着工へ

札幌市は、老朽化が進む中央区役所を改築する方針を固めた。建設場所の選定を含
め2016－17年度で庁舎整備基本計画を策定する。着工は早くとも20年度となる見
通しだ。
中央区南３条西11丁目にある現庁舎は1972年に建設された。施設規模はＳＲＣ
造、13階、延べ１万3,550㎡。１－３階部分が区役所、４階から上がＵＲ都市機構
の所有する住宅となっている。敷地面積は約4,000㎡と狭く、駐車場も30台分ほど
しかないため、駐車待ちの列が途切れない状態だ。
以前は耐震補強
の計画もあった
が、事務スペース
として確保でき
る面積が減り、区
役所としての機能
を維持することが
困難になることか
ら、改築を決断し
た。
現地改築の場合
は、ＵＲ住宅を含
む既存建物を解体
してから新築する
ことになるが、その際は仮設庁舎が必要。移転改築の場合は、新たな敷地を確保しな
ければならない。市民まちづくり局区政課の担当者によれば「今のところ五分五分」と
のことで、「まずは2016年度中に現地改築か移転改築を判断した上で、概要をまと
めたい」と話している。
移転先としては中央区北１条西12丁目にあるさっぽろ芸術文化の館が2018年度
の閉館を控えていることから、候補地の一つと目される。ただ、市のＭＩＣＥ総合戦
略に沿って大規模コンベンション施設の検討エリアに位置付けられているほか、仮称・
札幌博物館の建設候補地でもあるなど、他事業との調整が必要となる。
中央区役所改築に当たっては、2015－19年度に実施する全ての政策的事業を盛
り込んだ「札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン2015」の新規事業にも
位置付けており、これから本格的な協議を進めることになる。
基本計画策定後は、最短で2018年度の基本設計、19年度の実施設計を経て20年
度の着工が見込まれる。

老朽化と駐車場の狭さが課題の中央区役所



◎2015年度９月末のゼネコン受注高
　―建築が３％増、プラスに転じる

道内の本社・支社を置く主要ゼネコンの2015年度９月末の受注動向がまとまった。
総額は15％、約790億円減の4,572億円。土木が補正の減額により30％減少と、６
月末時点よりもマイナス幅が拡大したが、建築は３％増と、４―６月間のマイナスか
らプラスに転じた。道内、道外企業の土木、建築別の受注を見ると、道内企業の土木
受注高は26％減、道外土木は39％減と、大きく落ち込む一方で、建築は、道内建築
が６％増、道外建築も横ばいなど、土木と建築で対照的な受注額となっている。
今回のデータは、完成工事高上位の道内外の主要建設企業約300社に対して、北
海道建設新聞が四半期ごとに実施している受注高アンケート結果を集計したもの。官
庁土木、官庁建築、民間土木、民間建築の４分野について、元請受注額を調査。道外
企業については、道内工事における受注分をカウントしている。
2015年度９月末の総受注額は4,572億円。７―９月間で2,086億円上積みした。

分野別に見ると、土木は、過去２年間での補正や繰り越しの反動と北海道新幹線工事
のピーク越えなどにより、2,040億円と、ここ５年間では４番目の低水準にとどまっ
た。最高だった2013年度から1,000億円以上減少している。
一方、建築は前年度比３％増の2,532億円。４―６月の前年度比５％減からプラス
に転じた。民間建築が、４―６月を上回る伸び率（７％増）を確保したことが要因だ。
民間建築では、上位２社（岩田地崎建設、大成建設）が７―９月についても、第1四半
期の好調を維持。釧路市内の再開発ビルや、札幌市内のビル新築などの大型工事を施
工し、受注額を大きく伸ばしている。
土木と建築で対照的な状況だが、建築は、今後も札幌市以外でも社会福祉施設や大
型店舗などの着工が予定され、堅調な状況が続くものとみられる。土木は、今後本格
化する補正予算編成の結果が受注動向を大きく左右することになりそうだ。
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◎４期連続のマイナス、全国との差も拡大
　―北保証の７－９月期建設業景況調査結果

北海道建設業信用保証がまとめた2015年第３四半期（７－９月）道内建設業景況調
査の結果によると、地元建設業界の景気を示す業況等の景気判断指数（ＢＳＩ値）はマ
イナス26と、４期連続のマイナスとなり、政権交代前だった12年の水準に戻った。
全国と比べても、北海道の数値は３期連続で下回り、その差は拡大傾向にある。また、
建設労働者の確保はマイナス9.5と、前回調査から改善しているが、東北や関東はマ
イナス20前後の数値を示し、労務単価の高いこれらの地域への建設労働者の流出が
懸念される事態となっている。
北保証が道内建設業者を対象に四半期に一度実施している景況アンケート。９月に
土木、建築、土木建築、設備業を対象に調査し、計253社から回答を得た。ＢＳＩ
値は「良い」と回答した企業割合から「悪い」と回答した企業割合を引いた数値。
過去10年間の業況等ＢＳＩ値は、2011年までマイナス30前後と低迷していたが、
12年後半から回復基調が鮮明となり、政権交代が実現し、大型補正予算の発注が本
格化した13年第2四半期（4－6月）からプラスに転じた。しかし、補正予算が前年度
を大幅に下回ることが確実となった14年第４四半期（10－12月）にはマイナスとな
り、その後は低下の一途をたどった。

また、全国の数値を見ると、2012年ま
ではおおむね北海道を上回る水準だった
が、13年から14年にかけては、北海道が
補正と繰り越しによる公共事業費の増額の
恩恵をより受けたため、全国を上回る状況
を示していた。しかし、これらの効果が薄
れた14年第４四半期以降は、全国を大き
く下回る数値となり、北海道の退潮傾向が
際立つ状況となっている。
一方、建設労働者の確保に関しては、今
期のＢＳＩ値はマイナス9.5と、不足状況
は続いたものの、前期のマイナス16.5か
らは改善した。しかし、全国の数値は北

海道を大きく下回る状況が続き、特に東北はマイナス21.5、関東はマイナス19.5と、
北海道の約２倍の数値を示し、これらの地域で人手不足が深刻化していることがうか
がえる。来期（10－12月）は、業況等がマイナス24と悪い傾向は続くものの、やや
回復する見通し。北海道建設信用保証の吉田義一社長は「政権交代前とは労務単価の
引き上げなどで受注環境が変わり、補正予算の編成によって公共事業の下げ止まりに
期待しているのではないか」とみている。 
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◎技術提案評価型の拡大など施工計画重視にシフト
　―開発局の2016年度総合評価方式改善案

北海道開発局は2016年度の総合評価運用改善案をまとめた。落札者と非落札者の技
術点が僅差にある現状を踏まえ、技術提案評価型の拡大や施工計画を重視する新たな
手法など、表彰や施行成績といった企業や技術者の固定点以外を評価する方式の導入
を盛り込んだ。10月28日から始まった各地方建設業協会との意見交換会で提示した。
国土交通省は2013年度から、企業や技術者の施工能力を評価するタイプと技術提
案を重視するタイプを二極化し、施工能力評価型と技術提案評価型に大別して運用し
てきた。ただ、開発局発注工事のうち技術提案評価型は14年度に30件、15年度も
９月までで前年度と同数程度にとどまっている。

各開建が14年度に施工能力
評価型Ⅰ型で発注した一般土木
と舗装570件を調べたところ、
落札者と非落札者の書面審査に
よる施工計画（施工監理能力の
確認）の点差は0・65点しかな
く、企業や技術者の表彰実績や
施行成績が落札の主要因になっ
ていることが分かった。これを
受けて開発局は、企業の技術力
を高め、適切な競争性を確保す
るためには、技術提案などの施

工計画を重視する総合評価の導入が必要との認識で改善案をまとめた。
具体的には①技術提案評価型（Ｓ型）の発注を積極的に採用②施工計画の配点を増や
す③試行工事でチャレンジ型を活用④1位満点方式の試行など配点方法の工夫⑤地域
要件の緩和－の5点を示した。技術提案評価型は、ＷＴＯ政府調達協定対象以外の工
事への採用を視野に入れている。施工計画の配点見直しは、札幌開建がことし試行し
た施工計画重視型のように、配点をこれまでの10点から20点に引き上げることを検
討。施工計画のみを評価するチャレンジ型の試行も考える。
開発局は、改善案を10月28日の帯広建設業協会を皮切りとする各地方建協との意
見交換会に提示し、業界の意見を聞きながら16年度の総合評価方針を決定する考え
だ。
施工計画重視の改善方針について、企業側からは「落札企業の固定化を避けるため
には有効な方法では」との声がある一方で「施行成績や表彰は企業が長年にわたる企業
努力の結果であり、技術を測る尺度としては適切なものだ」など、施行成績などのウ
エートが下がることを懸念する意見も出ている。

総合評価方式の改正などに向けて建
協との意見交換会がスタートした



◎横浜の傾斜マンション問題が道内にも波紋
　―揺れる基礎杭の施工モラル
横浜市のマンションが傾斜した問題で発覚した、基礎杭
の施工データ改ざんと施工不良が、道内の基礎工事関係者
に波紋を広げている。関係者の一人は「見えないところだ
からこそ、見えるところ以上に厳格でなければならないの
に」と話し、突然の不信に困惑の声を漏らした。道内の元
請け建設会社は、マンション販売会社からの問い合わせに
納得のいく説明を求められるなど対応に追われている。
「長年基礎工事をやってきたが、杭を打っていて建物が
傾くという話は聞いたことがない」。首都圏とは地盤特性
に違いがあるが、道内で工事を展開する基礎施工関係者は
驚きを隠さない。問題のマンションでは、４棟を支える基
礎杭473本の70本で施工データの転用や加筆、改変が判
明。うち傾いた１棟の８本が固い地盤に達していないなど施工不具合が表面化した。
工事を施工した旭化成建材（本社・東京）の親会社・旭化成が発表した調査内容によれ
ば、データ改ざんの理由は機器のスイッチ入れ忘れによるデータ取得失敗や用紙紛失
と推定。不具合のあった杭の施工は判断ミスや地形的な特性による理由と指摘し、意
図的なものではないとの見解を示した。
モラルで守ってきた基礎工事の安全に投げ掛けられた不信。その影響の広がりが懸
念される。道央圏に本社を置く地場中堅ゼネコン幹部は「杭打ちには自社の現場代理
人と基礎工の担当者、建築設計士が立ち会い、みんなで確認する。データ改ざんなど
絶対にあってはならない。生命と財産を守る建設業として、モラル以前の問題」と憤
りを隠さず、不正を許す仕組みがあることに驚いている。横浜のデータ改ざんが報道
されて以降、道内の地場ゼネコンは自主的に過去の施工物件を洗い直している。道内
大手の地場ゼネコンは、過去10年にさかのぼり手作業で施工物件を調べている。

―市内の旭化成建材施工杭は小学校や公営住宅などで30件

札幌市都市局は10月27日、旭化成建材（本社・東京）が施工に携わった札幌市発注
分の物件数を公表した。横浜市のマンション傾斜問題と同種類の杭工法を使用した物
件は30件あった。内訳としては下水道関係施設が４件、都市局所管の市有施設が26
件だった。
同社からは10月26日に、横浜市のマンション問題と同種類のコンクリート製杭を
使用した2004－14年分の札幌市発注物件について報告を受けた。都市局所管の26
件は、小中学校などが13件、公営住宅が８件、地区センターなどの公共施設が５件
という内訳となっている。

写真は杭打ち作業
イメージ



◎道建協が技能者確保へ協議を本格化／専門工事業の実態を共有
　―新設するＷＧに現状報告

建設業を取り巻く人材問題の深刻化を背景に北海道建設業協会は、効果的な建設技
能者の確保・育成に向けた協議を本格化した。北海道建設部や北海道開発局などと設
けた北海道建設産業担い手確保・育成推進協議会が11月下旬に新設する建設技能者
確保・育成検討部会（ＷＧ）に専門工事業者の実情を報告。2016年度からは技能を継
承する若手の入職が困難な職種を選び、教育訓練を進める方針だ。
同協議会は６月中旬に設置。技術者と技能者の減少と高齢化は、受注工事の工程に
支障を来すだけでなく、技術や技能の継承を難しくし、地域を自然災害から守るため
の応急復旧にも多大な影響を与える。道建協は、特に専門工事の技能者が著しく高齢
化し、若者が入職してこない現状を打開するため、岩田圭剛会長が「認識を共有し、
問題を解消しなければならない」と指示。同協議会でも専門のＷＧを組織する機運が
高まり、新設することになった。

10月中旬に道建協と建設産業専門団体北海
道地区連合会が意見交換し、人材を養成する上
での実情を聞き取った。建専連北海道からはと
び・土工、鉄筋、左官、型枠の４団体代表が出
席した。
道内で働く技能者数は、北海道型枠工事業協
同組合のまとめで2007年に3,587人いたが、
14年に型枠工1,525人と57.5％減少。北海道
鉄筋業協同組合によると、03年の3,719人が

14年には鉄筋工2,798人に減った。4職種とも人手不足が続く中、「何とかやりくり
している」と悲痛な現状に理解を求めた。公共事業は再び減少傾向にあり「この先は不
透明感に覆われている」と語った。
しかし一部の企業では、若者が建設業を敬遠する理由を解消し「土曜日は休日。賃
金を月給制にする会社が現われている」との先進的な事例を紹介。このほか、団体ぐ
るみで高校の教員に専門工事業を知ってもらう活動を展開し、帯広職業能力開発セン
ターで２月から型枠大工の教育訓練をした結果、十勝管内で型枠工が増加した。一方
で、収入の低さや仕事のきつさなどから離職率が高く、事業内職業訓練校の充実を図
りたくても経費の負担が重いなど、自助努力では解決できない課題も内在している。
このため道建協には「雇用を維持するための安定的な仕事量の確保」を求めた。
道建協はＷＧにこれらの実情を報告し、関係機関が連携して解決策を探る考え。初
年度の2015年度は予備調査をし、16年度にも教育訓練に取り組む対象職種を選定。
学識経験者や中小企業診断士、全国工業高等学校長協会の推薦者らをアドバイザーに
選任し、各種相談を含めて効果的な体制で臨む。

若手入職者が少ない現状を繊
毛工事業と話し合った



◎狸小路のビル建設が始動／市街地再開発組合が設立申請
札幌市中央区の狸小路商店街と札幌駅前通の交差部で市街地再開発事業を計画する
南２西３南西地区市街地再開発準備組合（河関憲幸理事長）は、札幌市に組合設立認可
申請書を提出した。再開発ビルは28階建て延べ約４万3,000㎡の規模を想定。近く
本組合を設立し、実施設計に着手する。施工者の選定方法は競争入札が基本となり、
現段階では選定時期を含めて未定。2016年度に権利変換計画認可を経て既存施設の
解体除却を進め、17年度の本体着工、19年度完成を目指す。総事業費は約240億円。
ドン・キホーテなどが入居するサンデパートビルを建て替えるものとなる。
事業概要案では、再開発ビルは敷地面積約3,700㎡にＳＲＣ・ＲＣ・Ｓ造、地下２
地上28階、延べ約４万2,900㎡で計画。６階までの低層階は商業部分が約２万800㎡、
業務部分が約2,100㎡。７－28階の高層階に整備する分譲住宅は約１万9,200㎡で
140戸程度。地下１階には750台分を収容する公共駐輪場約800㎡を確保する。　　
事業協力者は大京。事業コンサルタントは協同組合都市設計連合、設計コンサルタ
ントはＮＴＴファシリティーズとプランテック総合計画事務所が担当する。

◎９月の札幌市内分譲マンション販売は成約が４割増と好調
札幌市内で９月に新たに販売された分譲マンションは120戸で、前年同月を
33.3％上回ることが住宅流通研究所の調査で分かった。成約戸数も44.4％増の117
戸と好調を維持しているものの、分譲価格の高騰が進んでおり、今後の影響が懸念さ
れる。９月は東区の札幌繊維卸センター跡地でクリーンリバーが建設した「フィネス
札幌ミッドステージ・フロントコート」や中央区で日本グランデが「グランファーレ
伏見アクアスプリングス」の第２期など11物件を販売。いずれも期分け分譲だった
ため、タワーマンションが登場した前月の214戸と比べると総戸数は伸びなかった。
分譲価格は９月末時点で平均3,830万円とし、前年同月より268万円上昇している。
成約状況を見ると、ＮＩＰＰＯの「ル・サンク札幌北14条ノースプレミアム」１期

１－２次が18戸中14戸で最多。次いで多かっ
たのはクリーンリバーの「フィネス札幌ミッド
ステージ」で55戸中11戸の成約があり、当月
内で10戸以上を超えたのはこの２件のみだっ
た。１－９月の成約累計は1,007戸で前年同期
を2.2％上回った。在庫戸数は９月末で489戸
となり、消費税の駆け込み需要で発売が激増
した2013年９月以降で最も高い水準。全体の
91％を15年発売物件が占めており、古い物件

は安値感で成約が進んでいる。完成在庫は103戸で、100戸台の在庫は46カ月ぶり
となる。

東区の札幌卸センター跡地で
建設中のマンション



◎2020東京五輪　恒久３施設　１月開札で施工者
　― 契約総額1,000億円超　東京都

2020年オリンピック・パラリンピック競技大会の会場整備が動き出す。東京都は
10月16日、恒久施設として建設する７会場のうち第１弾工事として「オリンピック
アクアティクスセンター」「有明アリーナ」「海の森水上競技場」の３件の一般競争入札
手続きを開始した。いずれも施工難易度が高く、完成までの時間的な猶予がないこと
から、設計・施工一括(ＤＢ)による技術提案型総合評価方式を採用。４業種(工種)
で構成する異業種特定ＪＶと、それぞれの工種での共同施工(甲型)・分担施工(乙型)
ＪＶの結成を参加条件として設定した。１１月下旬に入札参加申請を受け付け、16
年１月14日に開札して施工者を決める。予定価格の総額が1,000億円を超える３件
の工事の契約を皮切りに、残る４会場についても設計などの作業を進めていく。
水泳の競技会場として新
築するアクアティクスセン
ターの規模は鉄骨一部鉄骨
鉄筋コンクリート・鉄筋コ
ンクリート造５階建て延べ
約７万7,700㎡。約２万席の
座席(観客席)を配置し、大
会後は座席数を5,000席まで
減らし、延床面積を約４万
6,600㎡に減築する。
入札には▽建築工事( ４者
以上)▽電気工事( ２者以上)
▽給排水衛生工事( ２者以上)▽空調工事( ２者以上)―の４工種で異業種特定ＪＶで
の参加を要件とする。工期は2019年12月20日。予定価格(税抜き)は498億5,365
万8,000円。
オリンピックのバレーボール、パラリンピックのシッティングバレーボールの会場
となる有明アリーナの規模は鉄筋コンクリート一部鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造５
階建て延べ約４万5,600㎡。
アクアティクスセンターと同様、▽建築工事( ４者以上)▽電気工事( ２者以上)▽
給排水衛生工事( ２者以上)▽空調工事( ２者以上)―で構成する異業種特定ＪＶでの
参加を求める。工期は2019年12月９日。予定価格は334億2,171万2,000円。
海の森水上競技場はボート・カヌー (スプリント)の競技会場として整備する。中
央防波堤内側埋立地と外側埋立地の既存護岸を改修するとともに、区域の東側と西側

アクアティクスセンター外観パース(大会時)



にそれぞれの締切堤を新設し、水位を調節するための揚排水施設を設置。中央防波堤
東西水路に水門・揚排水施設を設置し、競技関連棟や関連諸室棟、フィニッシュタワー
といった競技関連施設を新築する。
入札参加は▽河川工事( ３者以上)▽建築工事( ２者以上)▽ポンプ据付け(単体)▽
水門門扉(単体)―の４工種で構成する異業種ＪＶのみ受け付ける。工期は2019年３
月28日。予定価格は230億5,429万6,000円。

◎「解体工事業」経審に追加　３年間の経過措置　国交省
国土交通省は、2016年６月に建設業許可に新設される「解体工事業」を経営事項審
査にも追加する。この際、解体工事業の経審追加で、従来の「とび・土工工事業」の総
合評定値(Ｐ値)に大幅な変動が生じる恐れがあるとして、16年６月の施行後３年間
の経過措置を講じる。とび・土工工事業から解体工事業を分離する際に生じる経審の
評価上での完成工事高や技術職員の減少を回避するのが狙いだ。同省は、解体工事業
に関する経審の経過措置や解体工事業の技術者制度などを定める建設業法の省令・告
示案をまとめた。
建設業法の改正で、建設業許可の業種区分に新設される解体工事業は2016年６月
に施行される予定。ただし、施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事
業を施工している業者は、引き続き３年間は解体工事業の許可を取得しなくても解体
工事を施工できる経過措置が設けられている。
許可業種の新設に合わせ、経審にも解体工事業が29番目の業種として新設される。
解体工事業の建設業許可を取得した上で、解体工事の完成工事高、元請け完成工事高、
技術職員数を申請すると、解体工事の総合評定値を取得できるようになる。
ただ、解体工事で経審を取得する場合、これまでのとび・土工工事に含まれていた
解体工事の完成工事高が抜き出されるため、とび・土工工事の完成工事高は減少する。
このため、経過措置の期間中は「とび・土工」と「解体」に加えて「とび・土工＋解体」の
３種別で完成工事高を申請してもらい、これまでのとび・土工工事と変わらない総合
評定値を算出できるようにする。
また、経審の評価項目の一つである技術職員数は、１人の技術職員が保有する資格
に応じて２業種まで申請できるが、解体工事の業種新設でとび・土工工事でカウント
していた技術職員数は減少してしまう。経過措置期間は、１人の技術職員が保有する
資格に応じ、とび・土工工事と解体工事に加え、他１業種の３業種まで申請できるよ
うにする。
国交省は、経審の中で完成工事高と技術職員数に関する経過措置を講じるが、経過
措置期間中の総合評定値を入札参加資格審査に反映させるかは、各発注者が判断する。
省令・告示案は、11月１日まで行ったパブリックコメントの結果を踏まえ、2016年
６月に施行される予定。

(以上、建通新聞東京)
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