


◎厳しさ増す専門工事業界の人材問題
　―さまざまな支援・助成制度の積極的な利用を

2013年度に顕在化した建設技能者の不足問題は、依然として厳しい状況が続いて
いる。各企業では人材の確保を経営上の最重要課題として位置付け、積極的に取り組
みを進めているが、首都圏での東京オリンピック開催に向けた大型プロジェクトなど
の本格化により、人材不足傾向はさらに加速している。人材確保に効果的な通年雇用
に対する関心も高く、札幌市域のここ数年の通年雇用奨励金の利用者数は、高い水準
で推移している。札幌市域における、通年雇用の実態と意義を、通年雇用奨励金など
の関連制度利用事業主の声とともに紹介する。

　札幌市は、2015 年に中期実施計画「札幌
市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラ
ン2015」を策定し、「雇用を生み出す力強い街」
を重点課題に掲げ、安定的な雇用の場を確保
するためのさまざまな取組を進めているとこ
ろです。
　しかしながら、北海道は積雪寒冷という気
象条件のため、冬期間の産業活動に著しい制
約が加えられています。特に建設業の皆様に
おかれましては、冬期の仕事の確保が難しい
ために、季節的雇用を余儀なくされている事
業主の方も少なくないと存じます。
　国では、季節労働者の通年雇用化を支援す
るため、2007 年に通年雇用促進支援事業を
スタートさせ、当協議会が委託を受けて実施
しております。

　当協議会は、（一社）札幌建設業協会や札幌市等で構成されており、事業主の
皆様に対する支援や、季節労働者向けの相談、個別サポートなどを行いながら
求職者と企業のマッチングを支援しております。
　こうした札幌市や当協議会の取組を通じて、市内経済全体の活性化と市民生
活の向上を図ってまいりたいと考えております。

「通年雇用化の取り組み通じて経済の活性化と市民生活の向上を」
さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会代表 　札幌市長　秋元克広

秋元克広代表



北海道における季節労働者の現状は、積雪寒冷地による施工時期の制限に加え、
2006年度には雇用保険特例一時金の給付日数削減などにより、非常に厳しいものと
なっていた。
こうした状況を受けて、厚生労働省では季節労働者を支援し、通年雇用化を促進す
る委託事業を制度化した。その受け皿として、札幌市域では、2007年８月に札幌商
工会議所、一般社団法人北海道中小企業家同友会札幌支部、一般社団法人札幌建設業
協会、連合北海道石狩地域協議会、北海道及び札幌市の６団体で構成する「さっぽろ
季節労働者通年雇用促進支援協議会」が発足した。

発足から９年目を迎えた協議会では、季
節労働者の就労相談、セミナーや合同企業
説明会の開催などを実施するとともに、建
設業チャレンジ支援センターや雇用促進支
援員が事業主らに対して、きめの細かいア
ドバイスや制度活用などを提案してきた。
2015年度の道内建設市場を振り返ると、
公共事業に関しては、当初予算は前年度並
みを確保したものの、補正予算が大幅に減
少したことから、全道的にはアベノミクス
始動以前の水準に戻った。

一方、民間建築に関しては、住宅系では分譲マンションが落ち込んだものの、戸建
て住宅は堅調に推移。外国人観光客の増加や北海道新幹線開業などに伴うホテルの増
改築・改修工事や医療・福祉関係施設の新築なども依然として活発な状況が続いている。
札幌地区の2015年度の通年雇用奨励金の給付人数は、大幅増を示した2013年度

とそれをさらに上回る2014年度の水準をほぼ維持している。
事業所を訪問し、経営者と直接話している支援員からは「専門工事業者と話してい
ると『求人しても応募がない』『応援を頼もうと考えてもどの会社も人が足りない状況
だ』など、この業界が慢性的な人手不足の状況に陥っている状況がうかがえる」「通年
雇用の意義は理解していながらも、受注を考えると通年で雇用することにためらいを
感じている事業者がいる」―など、現状の厳しさを伝える声が寄せられる。
一方で「特に30代から40代の経営者では、現状の厳しさを認識した上で、通年雇
用化などを通じて人材を確保し、前向きに経営基盤を確立しようとしている人が多い。
社会保険加入に対する元請けの理解も着実に進んでいる」など、明るい話題も提供す
る。
協議会では「各種経営相談や助成金等支援制度の活用など、経営全般に関わる問題
の解決に向けた支援を幅広く実施している。６月には建設業チャレンジ支援センター
も開設し、企業支援が本格化する。支援員が企業を訪問した際には、遠慮なく相談し、
さまざまな支援・助成制度を気軽に活用してほしい」と呼び掛けている。

幅広い支援を行っている協議会の支援員
通年雇用化促進に向け企業をサポート



◎通年雇用奨励金活用企業インタビュー
「人と地域に寄り添う企業をこれからも実践」　道央環境社長  柳澤智志さん

「会社全体で人を育てていく、ということを第一に掲げている。当社にとって最大
の財産は『人』であり、清田区とともに歩んできた会社として、地域と人を大切にする
企業であり続けたい」
長年にわたって、札幌市内の道路や河川の維持や除雪、舗装、下水道など、土木系
の工事全般を手がけてきた。４月28日に開催した安全大会では44社の協力業者を前
に「効率的な作業を進めることで、しっかりと休日をとることは可能だ。社員のリフ
レッシュが安全と人材の定着にもつながる」と呼びかけた。
通年雇用奨励金に関しては、３年目と２年目を迎える職員が各１人、本年度は新規
に３人の奨励金活用を予定している。
「技術の習得や生活の安定、そして現場の安全のためにも通年雇用は重要であり、
それを支援する奨励金は企業としてありがたい制度だ」と語る。要望としては「どの企
業も人材確保が経営上の最重要課題となっている。もっと活用を図るためにも、例え
ば『人材育成奨励金』などという名称を考えてみてはどうか」と提案する。
また「建設業で人を育てるためには最低でも５年は必要。奨励金も５年程度の期間

を確保してくれれば助かるのだが」とも語る。
企業のトップとして、企業の持続的な活動の
ために人材を最重要視する。「事故や労災は企
業にとって命取りになる。しかし、現場にはリ
スクが常に伴う。このリスクを少しでも減らし、
ゼロ災害を実現するためには、教育を積み重ね
人材を育てることが最も効果的だ」と話す。
そのためには、資格取得の奨励や休日の積極
的な取得を繰り返し社員に勧め、その成果とし
て現場作業の効率化を実現している。「夏場な
どは休日を取りにくく、維持をやっていると
24時間の対応が必要な時もある。でも、休み
をきちんととることで心身がリフレッシュし、
安全や作業効率が向上する。売り上げが多少
減っても、利益を確保できるというメリットが

ある」と確信を持つ。
維持や舗装、下水道などを手掛ける会社として、行政や地域の要望にワンストップ
で応えることに長年努めてきた。「複数の工種を施工し、直営で人と資機材を持って
いる会社の強みを活かし、迅速な対応が可能だ。清掃や草刈りなどの地域貢献活動も
定期的に実施している。地域に寄り添う企業をこれからも実践していきたい」と語る。

最大の財産は『人』と語る柳澤社長



◎東京圏のUIターン就職希望者と市内企業のマッチングを後押し
　―札幌市が東京にUIターン就職センターを開設

札幌市は4月5日、東京圏で学ぶ道内出身学生らの就職支援を目的としてJR東京
駅近くに「札幌UIターン就職センター」を開設した。札幌へのUIターン就職希望者と
東京圏からの採用を希望する札幌市内企業とのマッチングを後押しし、札幌経済の活
性化につなげたい考えだ。
文部科学省の2014年度学校基本調査によると、道内から東京圏の大学に進学する
学生は3,400人に上っている。しかし、民間の調査によると、その約4割がUターン
就職を希望しているにもかかわらず、東京圏では札幌市内企業の情報が入手しにくい
ことが大きな要因となって、実際のUターン就職者は極めて少数にとどまっているの
が現状だ。
こうしたギャップを解消するため、札幌市では経済団体や厚生労働省北海道労働局
と協力し、センターに市内企業の求人情報を集約させ、UIターン就職希望者に対し
ては札幌の状況に詳しいキャリアコーディネーターによる、きめ細やかな就職支援や
移住相談、市内企業の情報提供及び求人紹介を実施する。
また、市内企業に対しては、東
京圏での採用活動へのアドバイス、
学生らとの面接用ブースの提供や
Skypeを利用した面談の支援のほ
か、合同企業説明会の開催などを
実施する。
なお、同センターは株式会社パ
ソナ(人材総合サービス業)による
運営とし、センターホームページ
(http://www.sapporo-ui.com/)で
は、通常の求人票には掲載されていない、職場の写真や人事担当者や社員へのインタ
ビューなどを掲載し、企業の魅力を発信する。
求人登録は無料となっており、問い合わせは同センター札幌事務局(株式会社パソ
ナ札幌支社内)011－241－2171まで。〔午前9時～午後5時30分（土日祝日、年末
年始を除く）〕
※センター概要
設置場所：東京都千代田区大手町2丁目6の4、パソナグループ本部ビル2階
開所時間：午前10時～午後6時(年末年始、日月祝を除く)
センター内施設：カウンセリングブース2か所、利用者向けPCブース、就職情報コーナー

センターが入る東京駅近くのビル



◎大型プロジェクトが続々と本格化、総事業費は1,100億円超
　―札幌市の2016年度再開発事業ダイジェスト

札幌市は2016－17年度にかけて着工する市街地再開発事業４地区（南２西３南西
地区、北３東11周辺、北４東６周辺、北８西１）への補助金として、16年度予算に
総額60億円余りを計上した。このうち北３東11周辺と北４東６周辺の両地区では、
16年度に本体着工までこぎ着ける計画。民間投資による大規模プロジェクトが各地
区で本格化する。
北４東６周辺地区は、約4.1 を対象に総事業費約300億円を見込み、北西、北東、
南の３街区に分けて整備する。北西街区には市の中央体育館（延べ面積１万4,606㎡）
を移転改築するほか、地域の冷暖房を担うエネルギーセンターと同施設の上に整備す
る駐車場を計画している。

北東街区にはクリニックや調剤薬局、サービス付き高齢者向け住宅（サ高住、80戸）
が入居する医療・福祉施設と、スポーツジムが入る商業施設を建設。南街区には高層
マンション（275戸）や商業施設を設ける。16年度の補助額は21億320万円。実施設
計や既存施設の除却を経て、１期工事として中央体育館を含む北西街区と、南街区か
ら着工するスケジュールだ。事業協力者として大和ハウス工業が参画する。
約2.5haが対象となる北３東11周辺地区では、中央区北３条東13丁目のＪＲ苗穂
駅を約300m西側へ移転・橋上化することを核として、新駅南側をＡ－Ｄ街区に分け、
商業施設や共同住宅などを整備する。Ａ街区には商業施設や共同住宅、駐車場を新築、
Ｂ街区には商業施設や医療施設のほか、共同住宅（約330戸）やサ高住、駐車場を建
設。Ｃ街区には既存の寺院施設が位置し、Ｄ街区には業務施設を整備する。事業費は
約190億円。16年度は補助額７億4,080万円を得て、実施設計や支障物件の除却を
完了させ、Ｂ、Ｃ、Ｄ街区を含む１期工事に着手する。一般業務代行者はノーザンク
ロス・えんれいしゃ共同体。
中央区の狸小路商店街と札幌駅前通交差部で再開発に取り組む南２西３南西地区
は、ことし8月ごろの権利変換計画認可を経て、同11月から17年６月まで８カ月か

北４東６周辺地区の施行区域（写真）と街区ごとの施設配置図



けて既存のサンデパートビルを含む計７棟
を解体。市は補助金として22億5,760万円
を支出する。施設本体は17年７月の着工、
19年３月の完成を目標に掲げる。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
事務所がそれぞれ担当している。
面積が約1.2haの北８西１地区は、道内最
高となる高さ180mのタワー型マンション
（約600戸）をはじめ商業施設、医療・福祉
施設、駐車場で構成する。総事業費に約410
億円を見込み、17年度の本体着工に向け、

16年度は実施設計や補償、既存施設の除却工事を進める。大成建設と伊藤組土建が
事業協力者、日本設計が事業コンサルタントとなっている。市は16年度予算案に補
助として9億9,700万円を盛り込んだ。

◎札幌市が管更生施工者確保へ入札改善／機械保有加点など検討
札幌市下水道河川局は2016年度、今後の管路改築でメーンとなる管更生工事の施
工業者確保に向け、入札手法を変更する。総合評価方式では機械保有や技術者雇用へ
の加点などを検討しているほか、事後審査型では発注件数の約５割で管更生工事の実
績を求めない方針だ。
同局が策定した、今後の長期的整備方針を示す下水道改築基本方針では、今後の管
路改築に当たり管更生工事を主流とすると明記。年々事業量を増やし、将来的には年
間60㎞程度を整備するとしている。一方、管更生工事を直営施工できる市内企業は
多くない。多額の初期投資による新規参入へのためらいや、先行投資した企業への優
遇などの要望もあることから、施工業者確保に向けて、入札方式の変更に踏み切る。
2016年度の管更生工事の発注件数は21件を予定。ランク別では下水道のＡ１等

級とＡ２等級が各４件、Ｂ等級が13件を想定。このうち総合評価方式は人材育成型
１件、実績評価Ⅱ型４件の計５件。先行投資企業への優遇策として実績評価Ⅱ型の案
件で機械保有や技術者雇用などに対する加点を考えているが、どの機械を対象とする
かなど詳細は固まっていない。加点などで変更の可能性がある案件は、５月中旬公告
の南16条西６丁目地区ほか１線（Ａ２等級）、６月上旬公告の北８条東３丁目ほか（Ｂ
等級）、南８条西20丁目地区ほか３線（Ｂ等級）、６月下旬の北７条西15丁目地区ほ
か７線（Ｂ等級）。その他の16件は事後審査型で発注。このうち約半数では管更生工
事の実績を求めるが、残る半数では実績を求めないこととし、うち２－３件は成績重
視型で執行する考えだ。

北８西１地区の完成予想パース





◎秋元札幌市長が熊本地震受けて耐震化加速を強調
4月14日から熊本、大分県を中心に続く熊本地震を受け、複数の活断層が潜む札
幌市も直下型地震に備えた耐震化を急いでいる。秋元克広市長は直下型地震が冬季に
発生することも想定しながら、耐震化のスピードを早めていく考えを強調した。

市の想定によれば、内陸直下型地
震のうち、月寒断層を震源とする震
度７の直下型地震が冬季に発生した
場合、死者数は阪神・淡路大震災を
上回る8,234人に達し、中でも倒壊
した建物などの下敷きになった被
災者の凍死が6,000人を超えるとさ
れている。このほどまとめた第２
次札幌市耐震改修促進計画案では、
2020年までに住戸と多数の者が利
用する建築物で、それぞれ耐震化率
95％の達成を目標に据えた。その
ため住戸では約４万8,000戸、民間

の多数利用施設では約165棟の耐震化が必要となる見込み。
市では2007年度に木造住宅耐震化補助制度をスタートさせたが、耐震化は思うよ
うに進んでいない。15年度末の補助件数は木造住宅が10件、一般建築物が３件、要
緊急安全確認大規模建築物が２件の計15件にとどまる。一方、15年末までに耐震診
断結果報告が義務付けられている要緊急大規模建築物の公表などについては、「道と
調整中」としている。秋元市長は「自然災害の恐ろしさ、それへの備えをしっかりして
いかないといけないとあらためて認識した」とし、「公共施設耐震化は計画的に進めて
いるが、家屋の倒壊を防ぐには耐震化が必要。補助制度の拡充も図りながらスピード
を上げていきたい」と述べた。
今回の地震について、岡田成幸北大大学院工学研究院教授（都市防災学）は、耐震化
された非木造構造物は震度６強の揺れに見舞われてもほとんど被害が発生していない
と分析。半面、「木造住宅はこれまでと同様の被害率で、耐震補強がなかなか進んで
いない事実が露呈した」と指摘。熊本のようなタイプの地震（大きな前震＋本震）が、
札幌でも起こり得るという想定で各種対策を見直す必要があるとし、「まずは木造住
宅の耐震化を早急に進めるべき」と説く。
耐震化のスピードが求められる中、行政の耐震化助成事業が利用しやすくなるよう
条件を緩和することが最も効果的だとし、「耐震評点１・０以上に耐震化するという
条件を取り払い、評点が少しでも上がるリフォームについても助成対象とすべき」と
提起している。

震度７の地震により多数の家屋が倒
壊した（消防庁ホームページより）



◎建設関連職種の有効求人倍率、依然として高水準に
　―求職側と求人側の賃金格差は拡大傾向

北海道労働局がまとめた2016年３月の建設業関係業種の有効求人倍率は、建築・
土木等技術者で3.6倍、型枠大工・とび工で2.63倍など、全職種の0.97倍を大きく
上回る状況を示している。前年同月と比べると、技術者では0.22ポイント下降したが、
型枠大工・とび工は0.01ポイント、大工・左官も0.15ポイント上昇した。求職者が
希望する平均賃金（月給）をみると、技術者で15年同月比8.1％、１万8,901円、大工・
左官も２％、4,439円それぞれ上昇している。企業側の提示賃金も上がっているもの
の、求職者側と企業側の賃金差は拡大している。

北海道労働局が公表している職業別求人・求職状況データのうち、建築・土木・測
量技術者と技能系の型枠大工・とび工、大工・左官、建設作業員、電気工事・電気配
線工の５工種について有効求人倍率や企業と労働者側の提示・希望賃金の推移などを
整理した。2016年３月の全職種平均有効求人倍率は0.97倍。15年同月を0.07ポイ
ント上回った。建設関係は、型枠大工・とび工と技術者で２―３倍になっているほか、
電気系で1.9倍、建設作業員も1.79倍など、高い倍率を示している。
一方、企業側と求職者側の賃金をみると、企業側が提示する最低賃金の平均額は、
すべての職種で前年同月を上回る水準となり、型枠大工・とび工では5,029円、2.8％
増を提示している。しかし、求職者側が希望する賃金とは依然として開きがあり、技
術者で２万4,384円、大工・左官では６万3,918円と差が拡大している。
北海道型枠工事業協同組合の澤田信彦理事長は、技能者の賃金と人材確保について

「技能者の賃金はアベノミクス以降、確実に上昇しているが、確保は難しい。特に若
手の技能者は募集してもほとんど応募がないのが現状だ。首都圏でのオリンピック関
連工事に加え、熊本の地震による復旧・復興工事で技能者不足は今後一層深刻化する
のではないか」と不安を募らせている。

建設業関連職種の有効求人倍率推移
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◎官庁土木落ち込むも民間建築が過去５カ年で２番目の水準に
　―15年度の道内外主要建設業者の受注高
道内に本社・支社を置く主要建設業者の2015年度の受注動向がまとまった。官庁
土木が補正の減額により18％減少したことにより、総額は14年度比11％減の8,705
億円と、３年ぶりに8,000億円台にとどまった。官庁土木と並ぶ受注の柱である民間
建築については、３％減と、14年度をわずかに割り込んだが、過去５年間では２番
目の水準を確保した。
今回のデータは、格付けや完成工事高上位の道内外の主要建設業者約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。道外業者については、道内工事における受注分をカウントしている。

2015年度の総受注額は8,705億円。11年度からの５カ年で見ると13、14年度に
次いで３番目の水準だった。分野別に見ると、官庁土木は、3,201億円と、補正や繰
り越しの反動などにより、14年度を18％下回った。大型補正があった13年度と比
べると23％、947億円減少している。民間建築は3,961億円と、14年度に続いて4,000
億円台確保はならなかったが、過去５年間では２番目の水準を確保している。
企業所在地別に官庁土木と民間建築の2011年度からの受注推移を見ると、官庁土
木では、道内勢は13年度の3,370億円が最高。５カ年で最低だった11年度に比べ約
1,200億円増えている。15年度は2,484億円と、アベノミクス始動前の水準まで落
ち込んだ。一方、民間建築の道内業者の受注高は2,201億円と、５カ年で最高の金額
となり、官庁土木とは対照的な状況を示している。
2016年度については、15年度補正予算の繰り越し工事の執行に加え、追加補正予
算編成の動きが具体化すれば、官庁土木の回復が実現する。また、北海道新幹線の札
幌延伸でトンネル工事が多数発注となることも追い風になる。民間建築についても、
ホテルの新・増築やリニューアルが道南やニセコ地区などで好調に推移し、札幌市で
は大型再開発事業も本格化することなどから、15年度を上回る受注高になることが
期待できそうだ。



◎人材不足要因１位は「イメージの悪さ」、企業と若者の認識の違いも
　―道建設部の若年労働者入職アンケート結果

人手不足の要因は「建設業のイメージの悪さ」が企業と若年就業者で共通だが、労働
時間や職業としての不安定さ、不況産業との印象には差―。建設会社と若手就業者、
大学や工業高校など建設系学科がある道内の学校で学ぶ学生・生徒に対するアンケー
ト結果がまとまった。建設業界の人手不足の要因についての質問で、企業と若手就業
者ともに半数以上が「イメージの悪さ」をあげている。一方で、「景気や政治に影響さ
れる不安定感」を選んだ企業は43％に達したが、若手就業者は27％にとどまるなど、
両者の認識の違いも浮き彫りになった。
建設業若年労働者入職実態調査として道建設部が実施した。企業については道内に
本社・本店を置く建設業許可業者を対象に2,315社から回答を得た。若手就業者は、
調査対象とした建設業者の30歳代までの839人が回答。学生・生徒は、建設系の学
校や学科がある工業高校、高等専門学校、専門学校、大学、高等技術専門学院の計
33校にアンケートを依頼し2,302人が答えた。

建設業が人手不足になってい
る要因（複数回答）は「イメージ
が良くない」との回答が企業お
よび若手就業者で最も多く、と
もに５割を超えている。企業側
ではこれに「労働時間が長い」
（44.5％）「景気や政治に左右さ
れる不安定感」（43.3％）と続
く。若手就業者を見ると、２位
は「休日が少ない」（39.9％）３

位が「労働時間が長い」（38.1％）。賃金や労働時間については両者が重要視している
が、若手就業者でよりその傾向が強く、企業側は、不安定感や不況産業というマイナ
スイメージを要因としてとらえていることが浮き彫りになった。
また、若手人材確保の取り組みとしては「賃金向上」との回答が両者でトップに。こ
れに続く上位の回答は「福利厚生の充実」「仕事の面白さ、魅力を伝える」「資格取得な
どのスキルアップ支援」「業界全体のイメージ向上」などがあがっている。
学生らの答えとして、現在の学校を選択した理由は「将来建設の仕事がしたかった」
が最も多く、71.3％が入学したことを納得している。建設業界への就職を考えてい
るのは70.2％。学校別で見ると、専門学校と高等技専で８割を超えているが、工業
高校は63.6％と６割台にとどまっている。建設関係の仕事の魅力は「ものづくりは面
白そう」「『自分がやった』という実感が持てる」の順で多く、目に見える形で仕事の結
果を残せることに魅力を感じていることがうかがえる。
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◎札幌副都心開発がサンピアザとデュオを大規模改装
札幌副都心開発公社（高橋稔社長）は、新さっぽろ
の複合商業施設サンピアザとデュオ１、２を大規模
改装する。施設間の回遊性を高めるため、各フロア
で食やファッションなど年齢層に応じた店舗に配置
を整える。投資額は20億円超を試算。近く一般競争
入札で施工者を決めて着工し、2017年度末の工事完
了を目指す。

飲食や食品の売り場を強化するとともに、テナント業種、ターゲット層など統一
性がなかった施設間の横導線を一体的に見直す。デュオ１の５階、デュオ２の４、
５階以外の３施設のフロアを整備対象に内装やテナントの大幅な入れ替えを進める。
今回のリニューアルは、サンピアザショッピングセンターに入るイオン北海道の「カ
テプリ新さっぽろ店」が５月に全面改装することに合わせた。

◎ 慶愛会が医療施設整備をスタート／札幌花園病院改修を計画
特定医療法人社団慶愛会（本間研一理事長）は、社会の新たなニーズに対応するた

め、将来を見据えた施設整備をスタートさせた。初弾として、法人所在地にある札
幌花園病院の北側敷地に精神科急性期治療病棟を建設。2017年４月以後、既存の管
理棟や病棟、東棟の改修にも着手する計画だ。
札幌花園病院の精神病棟239床のうち60床を新たに整備する急性期治療病棟に
移す。病棟はＲＣ造、地下１地上４階、延べ約3,800㎡の規模。戸田建設の設計施
工で３月に着工した。1階は厨房（ちゅうぼう）施設やカンファレンスルーム、多目
的ホールなどを設け、2、3階は病床を各30床配置する。建設地は中央区南14条西
15丁目７ほかの農林中央金庫の社宅があった場所。開院は2017年４月を予定して
いる。

◎日本エスコンがススキノに延べ4,100㎡のビジネスホテル計画
日本エスコン（東京都千代田区神田駿河台４丁目２の５、伊藤貴俊社長）は、中央

区南７条西４丁目にビジネスホテル建設を計画している。ＲＣ造、地下１地上10階、
延べ4,146㎡の規模を想定。近く施工者を選定して着工する。
建設地は中央区南７条西４丁目２の１で敷地面積665㎡。地下鉄南北線すすきの
駅、中島公園駅から徒歩でそれぞれ5、6分と利便性が高く、付近にはビジネスホテ
ルや飲食店のビルが立ち並ぶ。３月に串武桂和観光から敷地を取得。建物は解体され、
更地になっている。
施設概要やホテル運営会社などは交渉中のため明かせないとするが、１階には飲
食店が入居するもよう。設計はアトリエアルス（札幌）が担当した。

デュオとサンピアザの一部
をリニューアルする



◎森ビル　26万㎡の新超高層タワー　虎ノ門を国際新都心へ
森ビル(東京都港区)は4月13日、延べ床面
積約26万㎡の新しい超高層タワー ｢虎ノ門ヒ
ルズ ステーションタワー｣の建設計画を発表
した。虎ノ門ヒルズから桜田通りを挟んだ西
側の街区に東京メトロ日比谷線虎ノ門新駅と
一体開発する。ことし2月に設立した虎ノ門
一丁目・二丁目地区市街地再開発事業準備組
合で詳細を検討し、2020年度の完成を目指
して事業を推進する。外観デザインはＯＭＡ
の重松象平氏とレム・コールハース氏が担当
する。事業費は1,700億円程度の見込み。
ステーションタワーは虎ノ門11森ビル(港
区虎ノ門2ノ6)を中心としたエリアに建設す
る。オフィスやホテル、住宅を複合し、｢グロー
バルプレイヤーが住み、働き、集う国際新都

心グローバルビジネスセンター｣ (同社)として開発する。虎ノ門ヒルズや2016年度建
設工事に着手する｢(仮称)虎ノ門ヒルズビジネスタワー｣｢(仮称)虎ノ門ヒルズレジデン
シャルタワー｣と合せて4棟・延べ床面積約80万㎡の超高層ビルを人工地盤で連絡させ、
地域を一体的に開発。1.5万㎡の緑地を新たに創出する。

◎建設キャリアアップシステム　2017年8月運用開始　国交省
国土交通省は4月19日、｢建設キャリアアップシステム(就労履歴管理システム)｣を
構築するための官民コンソーシアムを開き、同システムの基本計画書を固めた。システ
ムは、技能者の資格や就労実績を業界統一のルールで蓄積する。蓄積した情報の利用は
処遇改善などの目的に特化する。10月からシステム開発に着手し、2017年4月に登録
開始、同年8月に運用を始める。大規模工事から段階的に対象を広げ、運用開始後1年
で技能者100万人、5年をめどに全技能者の登録を目指す。
コンソーシアムでは、これまで｢就労履歴管理システム｣や｢技能労働者の経験が蓄積
されるシステム｣としていた名称を、｢建設キャリアアップシステム｣とすることで合意。
システムに蓄積する技能者の施工力に関する情報が、技能者本人のキャリアパスに活用
できるとの意味を込めた。
登録する技能者本人の情報は▽氏名・住所・性別・生年月日・国籍▽雇用事業者▽社
会保険加入状況▽建設業退職金共済番号・手帳の有無▽保有資格―を必須情報とし、研

虎ノ門ヒルズ全景。右が「虎ノ
門ヒルズステーションタワー」

(仮称)虎ノ門ヒルズ
ビジネスタワー

日比谷線
虎ノ門新駅(仮称)

(仮称)虎ノ門ヒルズ
レジデンシャルタワー

(仮称)虎ノ門ヒルズ
ステーションタワー

虎ノ門ヒルズ



修受講履歴や労災保険特別加入の有無などは任意で登録する。原則として技能者本人が
登録するが、所属企業や建設業団体による代行も認める。本人情報は、身分証明書や資
格者証を添付して本人確認を行い、真正性を確保する。ただし、真正性を確保できなく
ても登録自体は認める。登録した技能者には技能者ＩＤ番号を記載し、資格・技能に応
じて色分けしたＩＣカードを交付する。
事業者情報は、商号・所在地・建設業許可情報を登録。元請け・下請けが企業単位で
情報を登録する。下請けには、元請け・建設業団体による申請代行も認める。元請けは
必須で建設工事の現場情報、任意で契約情報も登録する。各現場には、カードリーダー
などを設置し、技能者の入退場を管理するとともに、各現場での技能者の就労情報を蓄
積できるようにする。登録した情報は、技能者が入場中の現場の元請けや上位下請けが
工事期間中のみ閲覧できる。技能者本人と所属企業が同意した場合に限り、システムに
登録した他の企業も技能者情報を閲覧できるようにする。
システムの開発費は、出えん金で賄うことを基本とする。システムの運営は、技能者・

元請け・下請けの登録料から費用を捻出。技能者は情報登録時にカード発行などの実費
を負担、元請けは現場の規模に応じて登録料を負担する。下請け企業にも一定の登録料
の負担を求める。
基本計画書ではこのほか、他のシステムとの連携についても記述しており、既存の労
務安全システムとは一定の範囲でデータ交換を行うとした。建設業退職金共済制度との
連携については、当面の間、元請けが共済証紙を現物交付する仕組みを補完する。将来
的にシステムで建退共制度を代替することを目指す。　

－システム開発に本腰　普及加速へ支援措置
国土交通省は｢建設キャリアアップシステム｣の運用開始に向け、システム開発や建設
業界への周知を急ぐ。システムの運営主体、調達、開発費・運営費などを検討する開発
準備室を2016年4月中に建設業振興基金に設置するほか、システムの内容・意義を周
知する業界向け説明会もスタートさせる。導入当初の普及を促すため、技能者・事業者
の負担軽減に向けた支援措置を講じることも検討する。
2017年4月の登録開始、同年8月の運用開始に向け、基本計画書に沿ってシステム
開発に本腰を入れる。建設業振興基金に設置する開発準備室には、建設業団体などの出
向者も受け入れ、システムの運用手順やシステムに必要な機能要件などを固める。国交
省にもシステム開発を統括する開発準備推進室を置く。
2016年8月に官民コンソーシアムを開く。システムの開発・運営費、調達に向けた
基本方針、運営主体について参加者の合意を得て、今秋からシステム開発に着手する。
一方で、建設業界への周知も急ぐ。2016年4月から技能労働者の処遇改善、現場管理
の効率化、受注機会の拡大といった、利用者ごとのメリットに関する説明会を開催。9
月以降、システムの登録方法や利用方法を周知する説明会もあらためて開く方針だ。

(以上、建通新聞 東京／問い合わせは０３－５４２５－２０７０ 報道部)



お問い合わせ

〒060-0001　札幌市中央区北１条西８丁目２番地 39　みたけ大通ビル（旧大通ビル）５階


