


◎建設技能者不足問題はさらに深刻化
　―通年雇用奨励金を積極的に活用し課題解決を

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、北海道の建設系技能者
の確保は非常に困難な状況が続き、全国では、東北や関東で北海道を上回る人材不足
の数値を示していることから、道内では他産業との競合、全国的には本州などへの人
材流出が危惧されている。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、人材問題が深刻化する中で、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。
臨時雇用よりも大きな負担軽減に
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、2016年９月16日以前から雇用され、2017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、2016年12月16日から17
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15万円を支払ったケースを想定
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。



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、2016年12月16日から17年１月31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、2017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「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、協議会が実施している建設業チャレンジ支援センターが幅広くサポートす
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。



「技能を磨き元請けの信頼を着実に」
　―田原鉄筋工業社長　田原聡さん

「関東支店を40年ほど前に立ち上げ、現在も通年雇用を継続する上で貴重な拠点と
なっている。元請けからの信頼と実績は一朝一夕にできるものではない。人材の確保・
育成に取り組み、技術をしっかりと磨き上げていくことが何よりも重要だと考えてい
る」
10年ほど前までは、通年雇用と季節雇用の割合は６対４ほどだったが、現在はほ
ぼ通年雇用化を実現している。現在は13人が通年雇用奨励金を利用し始めて２年目
を迎えている。人材の確保・育成や技能の継承などの面から、通年雇用は必然の流れ、
と語る。

「奨励金を受けることで、従業員の福利厚生の充
実や処遇の改善など、従業員が働きやすい職場づ
くりを実現することができた。中小企業にとって
は貴重な制度だと思う」と話す。
通年雇用の課題については「冬場に仕事が少なく
なるという北海道特有の事情に加え、民間工事の
動向と受注業者によって、われわれの仕事量が大
きく変わってくる。通年雇用のメリットは分かっ
ていても、１年を通して安定的な仕事がない状況
では、リスクが大きいと感じる経営者は多いので
はないか」と指摘する。
専門工事業界で人材不足問題が深刻化する中、
若者がこの業界に定着するためには、経営の安定

化が不可欠、と話す。「経営が安定することで、長期的な人材育成の取り組みを進め
ることが可能となる。業界としても工事量の平準化を常に要望しているが、これに加
えて、技術と経営に優れた企業を客観的に評価する制度が必要だと思う」と語る。
専門工事業は元請けの受注動向が経営に大きな影響を与える。行政の格付け制度の
ように、専門工事業に対してもランク付することで、競争と選択の動きが出て、結果
として業界全体の底上げになるのでは、と期待を寄せる。
40年近く前から、会社内に訓練所を設け新入社員に対して技能の知識と現場の技
能を学ばせている。「リーマンショックの時などは経費負担がかなりきつく、断念し
ようと思った時もあった。しかし、今になってみると、その時に育てた職人が一人前
になり、会社の柱となっている。経営者は、職員とその家族の生活を守るという役目
がある。地道に、だが継続していくことの大切さを感じている」と語る。

「中小企業にとって貴重な制度」
と語る田原社長



◎札幌市が土木施設めぐり女子ツアーを開催
　―先輩に仕事のやりがいや苦労などを質問

女性技術者の苦労、転勤事情などに質問続々－。札幌市建設局は15日、第2回土
木施設めぐり女子ツアーを開いた。土木を学ぶ女子学生を対象に企画したもので、市
内の土木施設を見学した後、女性技術者とのお茶会でさまざまな疑問をぶつけた。
土木系の学科に所属する女子学生・生徒を対象に、建設業の魅力や現場で働く女性
技術者のイメージをつかんでもらおうと、市建設局が2015年度から開始した。学生
側は札幌工高や苫小牧高専、北海道大学、北海道科学大から計12人、女性技術者側
は岩田地崎建設、勇建設、伊藤組土建、一二三北路、ひまわり建設、清水建設などか
ら計10人が参加した。

土木施設見学では、市が発注し、施
工中や完成済みの清田通道路新設、豊
平川水道水源水質保全導水路新設その
1、その2、小金湯さくらの森を巡った。
見学会終了後には、赤れんがテラスで
のお茶会に移行した。
男性が多い現場で女性が働くことに
ついて問われた岩田地崎建設の飯田百
合亜さんは「初めて女性を受け入れる場
所では、必要以上に意識されることも

あるかもしれないが、なじむにつれて男性と同様に扱ってくれるようになる」と話し、
上司に相談や愚痴を聞いてもらったエピソードを披露した。
また、清水建設の仁義水緒さんは「最初は若い女性ということで不安げな目で見ら
れた。自分がしっかりやっていれば、大丈夫だと思ってもらえる」と、自分の意思をしっ
かりと持ち続けることの大切さを伝えた。
意見交換では、転勤事情にも関心が集中した。「転勤は多いのか」「希望は通るのか」
など、学生らから次々と質問が出た。技術者側は「短いスパンで現場間を移動するこ
とは多い」と実情を明かす一方で、「その土地にどんなものがあるのかを探すのは楽し
い」と転勤の楽しみも伝えた。転勤に抵抗がある場合は「特定の地域内でしか異動がな
い地域採用という方法もある」とのアドバイスも受けた。
終了後、札幌工高土木科2年の小林奈々さんはこれまでのインターン経験も踏まえ、

「女性が先頭に立って現場を動かす姿は格好いいし、あこがれます」と目を輝かせ、「幾
つか夢があり迷っているが、希望の職業、企業に就職ができるように、今からしっか
りと勉強し、知識を蓄えていきたい」と前向きに話していた。

先輩から仕事のやりがいなどを学んだ



◎札幌市が冬季五輪・パラ開催概要計画でＮＴＣ誘致を追加
札幌市は、2026年招致を目指す冬季五輪・パラリンピックの開催概要計画を公表
した。４月にまとめた計画案に修正を加えたもので、新たに札幌ドーム周辺を候補地
とする冬季版総合ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）誘致や同施設を含めた
関連施設整備で道産材を積極的に使用することなどを追加した。関連してこれとは別
に、ＮＴＣを中核とするドーム周辺のスポーツパーク構想も今後策定し、2017年度
にスポーツ庁へ提出する考えだ。
主な修正・追加点で見ると、大会名称は「2026年北海道・札幌オリンピック・パ
ラリンピック冬季競技大会」へ変更。オール北海道色を打ち出した。
開催経費につ
いては、民間資
本の積極活用や
民間が参入しや
すい計画づくり
を推進。リュー
ジュやジャンプ
など国内に数カ
所しかない競技
施設は国立施設
として整備する
よう国と協議
し、経費縮減を
図ることも明記
している。
冬季競技のトレーニング環境を充実させる一環で誘致するＮＴＣは、大会終了後に
選手村を転用する宿泊施設などとともに構成する、野球やサッカーなどの夏季競技と
も連動した選手育成が可能なスポーツパークの核施設として構想。
市はドーム周辺を第２次都市計画マスタープランで高次機能交流拠点と位置付けて
いることもあり、まちづくり推進の観点から2016年度中にはスポーツパーク構想素
案をまとめ、競技団体やアスリートと共に17年度から要望活動を展開する考えだ。
施設整備コンセプトは、整備計画段階から競技者の視点を取り入れることとし、国
際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）の基準を踏まえ、スロープやエレベーターを設置。
会場にアクセスする交通機関や駅なども、障害の有無にかかわらず誰もが利用しやす
い形を目指す。
関連施設整備に当たっては道産材料を積極活用し、道内の林業、製造業の活性化に
も寄与することを追加している。



◎2018年10月にオープン
　―北1西1地区再開発ビルの市民交流プラザ、本格オペラも可能に

札幌市は、建設が進む北1西1地区再開発ビルのうち13階建ての低層棟を市民交
流プラザとして整備し、2018年10月7日にオープンする予定だ。北海道初の多面舞
台を有する高機能ホールでは、同7－8日にこけら落とし公演としてオペラ・アイー
ダを上演する。
低層棟の市民交流プラザには、主に札幌文化芸術劇場、札幌文化芸術交流センター、
札幌市図書・情報館の3つの機能を備え、高層棟には放送局や民間オフィスなどが入
居。再開発ビル地下には、約750台分の駐輪場と約380台の駐車場を確保し、地下
歩道とも直結する。
廃止を予定するさっぽろ芸術文化の館（ニトリ文化ホール）の機能を引き継ぐホール
は2,300席で、道内初の多面舞台仕様。主舞台のほかに奥舞台など複数の舞台を持つ
ため、場面転換がスムーズにできる。ニトリ文化ホールでは難しかった、幕数が多い
本格的なオペラやバレエなどの公演も可能となる。
準備期間を要する全国、国際規模のコンサート、オペラ、バレエなどの文化芸術事
業を対象とした18年10月分の優先貸し館受け付けは、10月から開始。供用開始後
の盛り上げにつなげる考えだ。

◎札幌市教委が学校施設環境改善で交付金22億円の内示受ける
札幌市教育委員会は、国の第２次補正予算に伴う学校施設環境改善交付金として、
国費ベース21億5,281万円の内示を受けた。このうち新規発注分は13億2,582万円
に上り、2017年度の発注となる見通し。１定補正に全額を計上し、繰り越し明許設
定する考えだ。
新規発注分は、改築、長寿命化改良（リニューアル改修）、大規模改造（トイレ改良）、
調理場新築、プール設置、武道場新築など。一方、2016年度に着工した中の島小と
中央中改築は２期目が認められた。
改築の新規発注分には、２億3,200万円を配分。対象校のうち中央小と栄西小は

17年度２定市議会で、澄川小は仮設校舎を設置する必要があるため、３定市議会で
の議決を得た上での着工を目指す。
2017年度からスタートするリニューアル改修は４億4,300万円。北都小、藻岩中、
西野中が対象となる。５億5,300万円が充てられたトイレ改良は小学校16校、中学
校９校を対象に、いずれも17年度単年度で施工する計画だ。
このほか、調理場の新増築、改築事業は5,400万円程度で、新発寒小や仮称・石山
地区新設校、改築対象校の栄西小で実施。格技場は藻岩中と新琴似中が対象で2,000
万円弱がある。このほかでは本通小のプール設置に2,100万円がある。



◎先人の遺業踏まえ未来に飛躍
　―北海道建設業協会が創立100周年記念式典

北海道建設業協会は10月27日、札幌グランドホテルで創立100周年記念式典を
開催した。これからの北海道づくりを担う建設業の役割と方向性などを明記した北海
道建設業将来ビジョンを掲げ、次の一世紀に向けた一歩を踏み出した。岩田圭剛会長
は「この式典を契機に建設業が北海道経済を担い、地域を支えているという社会的使
命の重さを十分認識し、新たな決意を持って業界の振興発展と北海道の未来のために
全力を尽くす」と決意表明した。

同協会は1916（大正5）年に、「札幌土木建築請負業
組合」を前身として活動を開始した。第２次世界大戦後
の1950年には国策として総合開発を進めるための北海
道開発法が公布され、6月には北海道開発庁が設置され
た。そして、総合的な直轄事業実施機関として北海道開
発局が1951年に発足。北海道開発の本格的なスタート
ともに、協会と会員企業の役割も重要性を増した。
1957年には社団法人北海道建設業協会創立総会を開
催。この後、1964年には道民にとって悲願だった青函
トンネルが着工し、1972年には札幌市でオリンピック
冬季大会が開催された。札幌オリンピックに関連した施

設建設は、開道以来最大のプロジェクトとなった。大倉山ジャンプ台や屋内外のスケー
トリンクなどが続々と整備され、1971年には地下鉄南北線が開業。札幌市新庁舎や札
幌地下街などが相次いで完成し、札幌中心部の都市機能は劇的に変化した。
公共事業を取り巻く環境は、1981年３月に発足した第２次臨時行政調査会が歳出
削減の方針を打ち出し、公共事業費も組み込まれたことで冬の時代に突入した。
建設業界は、その後も続く公共事業費の削減により疲弊の度を強めていたが、
1990年の日米構造協議で今後10年間の公共投資支出を430兆円に決定したことで
劇的に変化した。91年度予算の概算要求は、マイナスシーリングを９年ぶりに撤廃し、
対前年度比５％増とした。北海道開発事業も回復基調をたどる。1991年度は事業費
ベースで前年度比2.6％増の1兆3,232億円となり、その後は、相次いで打ち出され
た経済対策に伴う補正予算により大幅な増加を示した。
ビジョン掲げ次の100年に
一方、北海道開発をめぐる状況は、2001（平成13）年1月の中央省庁再編で、歴
史的な転換期を迎える。北海道開発庁は国土交通省北海道局に移行した。2009年に
発足した民主党政権下では、北海道局の存廃問題が浮上。その際、同年に伊藤義郎会

1930年代の札幌土建会館



長に代わって第６代会長に就任した岩田圭剛氏がリーダーシップを発揮する。商工会
議所などと連携し、全道11会場で緊急大会を相次いで開催した。北海道局の存廃問
題は、行政と経済界挙げての取り組みが実を結び、廃止が回避された。
北海道の豊かな自然は、貴重な観光資源である一方、時として甚大な被害を発生さ
せる。2011年３月11日に発生した東日本大震災では、いち早く行動を開始。５日
後の３月16日には東北建設業協会連合会に義援金3,000万円を送るとともに、救援
部隊が岩手県に救援物資を届けた。2016年8月、観測史上初めて本道に3つ上陸し
た台風は、広範囲にわたって甚大な被害を与えた。

協会の会員企業はこの非常事態に昼夜にわ
たる緊急復旧作業を展開。住民の安全と安心を
確保し、社会経済へのダメージを最小限に食い
止めた。
協会はことし5月､ 今後100年の建設業の〝あ

るべき姿〟を見据えて、未来の北海道づくりを担
う建設業の役割と方向性などを明記した「北海道
建設業将来ビジョン」を策定した。荒海の航海に

欠かせない羅針盤となるビジョンを掲げ､ 協会は次の100年に向かって歩み始めた。

◎開発局が16年度２次補正予算工事からＩＣＴ土工を本格導入
北海道開発局は2016年度第２次補正予算からＧＰＳなどの情報通信技術（ＩＣＴ）
を活用した盛り土などの土工を本格的に導入する。今後、道路と河川部門で発注する
土量1,000㎥程度以上の土工を含む一般土木工事を対象にＩＣＴを活用していく。当
面は、施工者が導入の採否を決める施工者希望Ⅱ型による発注が大半となる見通しだ。
国土交通省のｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎに位置付けられたＩＣＴ土工は、これまで
情報化施工で施工段階のみに導入していたＩＣＴ技術を調査・測量、設計、施工、検査の
全工程に一貫して導入するもの。特に土工工事の省力化と効率化、生産性向上が期待され
ている。国交省は今年３月、４月以降に契約手続きを始める一定規模以上の土工量を含む
直轄工事にＩＣＴ土工を導入する方針を決定。新たにＩＣＴ土工用の積算基準を定めるな
ど環境を整備した。発注方式については、総合評価で加点する施工者希望Ⅰ型と契約後に
施工者からの提案を受けてＩＣＴ土工を導入する施工者希望Ⅱ型、ＩＣＴ活用が前提の発
注者指定型の３タイプを設定した。
これを受け開発局は、2016年度から河川と道路の一般土木を対象に一部の工事をＩＣ
Ｔモデル事業と位置付け、施工者希望Ⅱ型を中心に試行を開始。札幌開建の道路工事が全
国第１号のＩＣＴ土工活用工事になるなど、取り組みが浸透しつつある。こうしたモデル
工事の発注でＩＣＴ土工の導入に向けた準備が整ったと判断し、16年度第２次補正予算の
工事から本格的な導入を決めた。補正関連工事は16年度内に契約する翌債の発注が３月
にかけて本格化する見通しだ。

次の100年への飛躍を誓った記念式典



◎開発局が16年度補正の開建別事業費発表／札幌142億円で最多
北海道開発局は、2016年度第２次補正予算の開建別事業費を発表した。札幌が
142億円で最も多く、釧路が79億円、旭川が53億円など農業農村整備への配分が多
い開建で事業費が多い。農業は生産基盤の強化に向け、農地の大区画化や水利施設の
更新を進める。国営かん排別海北部地区に28億円、農地再編妹背牛地区に26億円な
ど地区によっては2016年度当初予算を上回る事業費が配分された。

全体では、道路は、改築が
55億円、交通安全施設が25
億3,000万円、施設の維持管
理に39億900万円を配分。
改築のうち高規格幹線道路
は、５号倶知安余市道路共
和余市に１億円、38・44号
釧路外環状道路に１億5,000
万円、40号音威子府バイパ
スに１億円、深川・留萌自
動車道幌糠留萌道路に１億
5,000万円を計上した。
治水は、河川改修が80億
5,700万円、施設の維持修繕

が14億900万円など。河川改修では堤防の天端をアスファルトで保護して堤防を強
化する工事を各地で進める。
農業農村整備は、国営かん排が11地区、76億円、農地再編が14地区、140億9,000

万円、総合農地防災が５地区、27億1,000万円。水産基盤整備は函館、釧路、網走
の３漁港に10億2,000万円が付いた。
港湾は函館港や稚内港などで大型客船が着岸できる岸壁整備を進め、官庁営繕は、
北見地方合同庁舎（ＲＣ造、３階、延べ3,607㎡）の耐震改修に３億2,400万円が配分
された。
札幌開建分を見ると、142億2,800万円を措置。最も多い農業農村は81億円を追
加し、大区画化を進める。治水は33億2,900万円で、石狩川下流の河川改修に30億
6,400万円を計上し、河川維持修繕に2億5,500万円を充てた。道路は20億6,200万
円で、道央圏連絡道路関連に5億5,000万円、452号盤の沢道路に1億円を予算化し
ている。札幌開建の補正予算で６割を占める農業農村は、国営かん排道央用水（三期）
に1億7,000万円、農地再編に79億3,000万円を充てた。国営公園などは7億3,700
万円を計上。滝野すずらん公園のインバウンド対応に1億3,000万円、国立の民族共
生公園の実施設計、造成に6億700万円を配分している。



◎道が総合評価改正へ／施工計画審査タイプは事項数絞り込み
北海道は、2017年度の入札に適用する総合評価方式ガイドライン改正の検討方向
をまとめた。施工計画審査タイプで簡易な施工計画の評価事項数を絞り込むとともに、
Ⅰ型を対象として技術的所見の採用数に応じた得点方式に改める。施工実績審査タイ
プでは、入札参加者が技術点を自己採点する評価点事後審査方式の導入を検討する。
道は、施工計画審査タイプの簡易な施工計画で「工程管理」「品質管理」「施工上の対
処すべき事項」の３項目を設定。さらに、工程管理は「現地条件や気象条件」など３つ、
品質管理は「現場条件を踏まえた品質管理」など５つ、施工上の対処すべき事項は「現
地状況の把握」など６つの事項を定め、発注者がどの事項を評価対象とするかを決め
ている。
建管の2015年度実績を見る
と、評価対象事項数はⅠ型が
平均10.3個、Ⅱ型が平均6.8
個。技術的所見は事項ごとに２
つ求めるため、入札参加者は
Ⅰ型で平均20.6個、Ⅱ型で平
均13.6個の技術的所見を記載
しなくてはならず、負担になっ
ていた。全入札参加者の技術資
料を審査する発注者にとって
も負担が重い。
そのため、工事の性格などを踏まえた評価対象事項の絞り込みを打ち出した。Ⅰ型
は評価事項数を６つ以内に減らし、技術的所見の採用数が２つの場合は満点、１つで
満点の0.8倍を与える仕組みに変える。
Ⅱ型は評価事項数を４つ、技術的所見の提案数を１つにそれぞれ減らす。Ⅰ、Ⅱ型
ともに工程管理の項目で求めていた工程表は廃止し、技術的所見のみで評価する。ま
た、簡易な施工計画の事項を再編し、技術的所見の視点を明確化。標準的な提案内容
とオーバースペックの事例集も作成し、ガイドラインに記載する。技術的難易度が低
い工事で適用していたⅢ型は件数が減っていることなどから廃止する。
施工実績審査タイプでは、評価点事後審査方式を夏以降に試行する。公告後に、入
札参加者が技術点の自己採点申請書を提出。それを基に、発注者は開札後に評価値を
算出し、上位３者に技術資料の提出を求める仕組み。３者のみを審査するため、発注
者の負担が軽減する。入札参加者が自己採点を誤って低く算定しても、上方修正は認
めない。
道は、これらの変更に関して、細部の詳細な検討に入り、2017年１月に地方建設
業協会から意見を聞くなどして、２月にガイドラインを改正する。



◎建設技術者は過去最高の倍率に
　―９月の有効求人倍率、建設業の人手不足が加速

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、過去最高だった前年同月を上回る倍率となり、
型枠大工・とび工も、7.57倍と、４カ月連続で全職種最高を記録している。また、
東日本建設業保証が集計した企業の景況感でも、建設労働者確保が困難とする回答が
多数に上り、特に東北や関東で深刻化している。
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
の職業を見ると、建築・土木・測量技術者は5.7倍、型枠大工・とび工は7.57倍と、
いずれも全職種平均の1.1倍を大きく上回っている。型枠大工・とび工については、
４カ月連続して全職種
トップの倍率となって
いる。建築・土木・測量
技術者は、過去最高だっ
た2015年 ９ 月 の5.37
倍を上回る倍率を記録
した。
また、東日本建設業
保証が10月に発表した、地域別の企業景況調査によると、建設労働者の確保に関す
るBSI（「容易」から「困難」を引いた数値）は、北海道でマイナス17。前回７月発表の
マイナス14.5から悪化している。
道内では今後、第２次補正予算の発注や、８月の豪雨などによる災害復旧工事が本
格化する。道東地方を中心とする工事量の大幅な増加は、人手不足にさらに拍車をか
けることが懸念されている。
全国建設業協会と国土交通省、北海道建設業協会は10月28日に、札幌市内のホテ
ルで地域懇談会を開催したが、この場でも、建設業における人材確保が中心的なテー
マとなった。岩田圭剛道建協会長は、８月の台風などによる災害時に、地方の建設業
者が不眠不休で復旧工事に取り組み、地域住民の安心と安全を確保した現実を踏まえ
「地域の安全と安心を守り、担い手を確保するためにも、安定的で継続的な事業量と
予算の確保が不可欠」と国交省幹部に訴えた。
国や道、札幌市など各行政機関では、建設業の人材確保・育成に向けてさまざまな
取り組みを進めている。人材確保・育成に効果を発揮する通年雇用化も、全道各地の
通年雇用促進支援協議会の活動などにより、2017年度の全道の建設業の季節労働者
数は、５年前に比べ約１万2,000人、25％減少した。
こうした人材確保・育成対策と公共事業予算の確保が両輪となって継続していくこ
とで、地域の安全と安心を守る建設業の担い手確保が実現することになる。



◎新千歳国際線ターミナル拡張の設計は日本空港コンサルＪＶに
新千歳空港ターミナルビルを運営する北海道空港（国本学社長）は、2017年春に着
工を予定している、海外富裕層向けホテルを含む国際線ターミナルビル拡張の基本計
画と基本・実施設計を、日本空港コンサルタンツ・梓設計・山下設計・えんれいしゃ
JVで進めている。施工業者を選定する入札方式や入札時期は協議中だ。
400億円程度の総事業費を見込むビル拡張は2019年の完成、ホテルは20年の開

業を目指す。国際線ターミナルビル（Ｓ一部ＲＣ造、地下１地上４階、延べ約６万㎡）
を南側に拡張し、現施設の２倍超に広げる。税関・入出国管理・検疫（ＣＩＱ）や航空
会社の事務所、物販などのテナントスペースを増やし、年々増える外国人観光客に対
応する。ホテルは、ビル増築部分に併設。４階にフロント、５階から８階に約40㎡
のツインルームを中心に約180室の客室を設ける。宿泊者向けのアスレチックジム
や大型会議室のほか、本格的な茶室や舞台なども計画されている。

◎京阪電鉄不動産が南１西１にビジネスホテルを計画／12月着工
京阪電鉄不動産（三浦達也社長）は、札幌市中央

区南１条西１丁目にビジネスホテル新設を計画し
ている。客室189室を構想。今後、施工業者の
選定に入り、12月中旬の着工を予定している。
ホテルはＳ造、地下１地上14階、延べ6,289
㎡の規模を想定。ホテル運営などの詳細部分は現
在検討中で設計は竹中工務店で進めている。建設
地は中央区南１条西１丁目13の４の敷地834㎡
で、現在は時間貸しの駐車場として使われている。
2018年３月か４月ごろの完成を目指している。

◎大京などが南５西27の分譲マンション２棟を松村組で新築
大京北海道支店（上田進司支店長）と三菱地所レジデンス札幌営業所（浦崎康弘所長）
は、分譲マンションを２棟、計99戸新築する仮称・南５西27プロジェクトの施工を
主体、設備一括して松村組に決めた。今後、工事を本格化させる。
マンションは２棟で構成。いずれもＲＣ造、11階建てとし、ＷＥＳＴ棟が延べ5,874
㎡、ＥＡＳＴ棟が延べ3,344㎡の規模で計画する。ＷＥＳＴ棟は３－４ＬＤＫの間取
りで計60戸、ＥＡＳＴ棟は２－４ＬＤＫの間取りで計39戸を設ける見込み。建設地
は札幌市中央区南５条西27丁目135の56ほかの集合住宅などがあった場所で、敷
地は約2,700㎡の広さ。環状通沿いにあり、円山公園などが近い。設計は企画設計事
務所オルトが担当した。ＥＡＳＴ棟は2018年３月末、ＷＥＳＴ棟は同５月末ごろの
完成を予定している。



◎現場力維持へ議論開始　建設産業政策会議が初会合　国交省
国土交通省は10月11日、建設業関連制
度の枠組みを再検討する｢建設産業政策会議｣
(座長･石原邦夫東京海上日動火災保険相談
役)の初会合を開いた＝写真。10年後の建設
産業が、生産性を高めながら現場力を維持で
きるよう、経営事項審査制度や技術者制度な
どの見直しを議論する。建設業法の改正も見

据えている。国交省は初会合で、今後の論点として、生産性向上や労働環境改善に関
する企業評価、後継者難・規模縮小が懸念される地方建設業が活躍できる環境整備、
ＣＭなど請負工事以外の事業に対応した契約制度・許可制度の在り方などを例示した。
建設産業政策会議では、人口減少・高齢化による将来の担い手不足、ＩＣＴ技術の
進展による現場の変化など、10年先を見越した建設産業の在り方を展望し、建設業
関連制度の基本的な枠組みを再検討する。政府全体で働き方改革や生産性革命などの
議論が始まったことも踏まえ、2017年6月に提言をまとめる。
国交省は11日の初会合で、後継者難や規模縮小で地方建設企業が『地域の守り手』
として活躍するための環境整備が必要だとの論点を例示。委員からは｢今の経審は、
技術者数を評価するため、受注が伸び悩む地域でも企業のスリム化が難しい｣｢統合す
る側の企業にインセンティブがあってもいいのではないか｣といった意見が出た。
他産業と比べ、賃金水準が低く、労働時間が長い建設産業の働き方改革も論点にな
る。労使で時間外労働の上限を決めることができる｢三六協定｣の適用除外である建設
業は、時間外労働が短い反面、時間内労働が長い特徴がある。土日休暇も進んでおらず、
約65％の就業者が4週4休で働いている現状がある。このことが若年入職を阻害す
る要因になっており、初会合でも｢他産業より労働時間が長い上に賃金が低い。日給
月給が多い技能者の賃金を下げずに休日をどう拡大するのか｣といった課題が指摘さ
れた。外国人労働者を｢国内に入れるのか、入れないのか、本気で議論しなくてはい
けないのではないか｣という声も上がった。
建設業法についても｢民民関係にいかに関与できるかが新しい任務。担い手の待遇
改善について、最終的に労働法制に落とし込めるよう、国交省として原案をつくるべ
きではないか｣との意見も出た。

◎2020東京五輪　新国立競技場　工事費は1,380億円
日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）は、9月30日に開かれた新国立競技場整備計

画再検討のための関係閣僚会議で｢新国立競技場整備事業の第Ⅱ期事業契約｣の承認を



得たことから、大成建設・梓設計・隈研吾建築都市設計事務所ＪＶが提示した見積も
り額（工事費1,379億6,289万円、設計費36億9,059万8,000円、いずれも税抜き）
で契約することを決めた。10月中に契約を結んで準備工を始め、12月に本体工事に
着手。2019年11月末に完成させる。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のメイン会場となる新国立競技
場は、新宿区霞ケ丘町10ノ1他の旧国立競技場跡地などを利用して建設する。規模
は鉄骨一部鉄骨鉄筋コンクリート一部鉄筋コンクリート造地下2階地上5階建て延べ
約19万4,000㎡。外観は軒庇と縦格子を連続させ、ハイブリット構造の屋根は木の
集成材と鉄骨トラスを組み合わせた片持ち形式の三角形断面トラスとする。3層のス
タンドは鉄骨造と鉄骨鉄筋コンクリート造のブレース付きラーメン構造で、大会時に
約6万席を確保し、将来的に8万席に増設できるようにする。

◎全建　基本給引き上げ72％　２次以下の社保加入状況も調査
全国建設業協会（全建、近藤晴貞会長）は、賃
金水準の確保と社会保険加入状況に関するアン
ケート調査の結果をまとめた。最近1年間で基
本給を引き上げた（予定を含む）のは回答企業全
体の72.1％、下請けと契約する際に労務単価を
引き上げたのは66.7％だった。社保加入につい

ては2次下請け以下の状況を今回初めて調査。2016年度中にほぼ全ての2次下請けの
加入を見込んでいるのは72.2％だった。この他、週休2日制の普及状況に変化は見ら
れなかったものの、有給休暇の取得は着実に進んでいることが分かった。
賃金関係で固定給、一時金などを引き上げたとしたのは88.1％。引き下げた企業
は全体の0.7％のみだった。下請け契約での労務単価については、予定を含めると全
体の80.8％が引き上げたと回答している。
社会保険で1次下請けの状況は、健康、厚生年金、雇用の3保険ともほぼ加入済み。
2次以下については、2016年度中の加入見込みを聞いた。それによると、2次下請
けは72.2％、3次下請け以下は54.9％だった（｢2次下請けなし｣｢3次下請けなし｣と
の回答を除く）。現場作業員レベルでは、3保険とも加入状況は改善。加入状況は健
康保険が93.4％、年金保険が89.5％、雇用保険が86.2％となった。
休日・休暇関係のうち有給休暇は、年間「４日以下｣が減少するなど取得状況が改善
した。｢５～７日｣ 32.5％、｢８～９日｣ 16.7％、｢10 ～ 11日｣ 12.1％、「12日以上」
13.3％と続く。現場の休日は、原則的な労働時間制の一定の期間内で時間配分の例
外を認める｢変形労働時間制｣が最多の46.5％を占めた。｢4週8休｣は前年度とほぼ同
水準の5.2％にとどまっている。週休2日制を普及させるための必要条件として挙げ
られたのは｢適正な工期｣｢労務単価・諸経費のアップ｣｢受注量の平準化｣などだった。

　(以上、建通新聞 東京／問い合わせは０３－５４２５－２０７０ 報道部)




