


◎分譲に加え賃貸や大規模修繕も活発に
　―市内のマンション建設市場、道外資本が積極的参入

札幌市内における分譲マンションの建設動向は、大型再開発事業の始動や道外資本
の積極的な投資などにより、堅調に推移している。賃貸についても、北大植物園北側
近くで、富裕層らを対象とした高層マンションが着工。新築物件以外でも、タワーマ
ンションや500戸を超える大型マンションの大規模修繕が始まるなど、マンション
市場全体が活況を呈している。

札幌市内の１―３月の新設住宅着
工は、貸家が21.8％増の2,141戸、
分譲は40.3％増の487戸と、とも
に大きく伸びている。いずれもマン
ションの好調さが背景にある。
今後の動向について、日本不動産
研究所北海道支社では、「今後も引
き続き地下鉄駅から徒歩圏内にある
住宅地への需要は堅調に推移すると
考えられる」と予測。さらに「札幌駅
近接地での高層マンション建設な
ど、デベロッパーの戦略が駅周辺に

おける高層マンションにシフトしている」と分析する。
道外デベロッパーの分譲マンション建設は、これまで東急不動産や住友不動産、大
京、大和ハウス工業など、すでに市内に支店を構えていた“老舗”企業が中心だったが、
５年ほど前から京阪電鉄不動産やフージャースコーポレーションなどの道外企業が、
新規に札幌に事務所を開設し、営業を開始するケースが目立ってきている。
いずれも、中央区を中心とする地域で積極的な設備投資をしている。京阪電鉄不動
産は2014年10月に札幌営業所を開設。東区での建設を第一号に、これまでに毎年
１―２棟ペースで建設している。
フージャースコーポレーションも、新築事業とともに中古分譲マンションを丸ごと
買い取って大規模改修するリノベーション事業を展開する。これまでに供給あるいは
建設中の戸数は両社合わせて600戸近くに達している。
投資先として札幌が選ばれることについて、不動産専門のデータ会社・東京カンテ
イの担当者は「首都圏などと比べ地価は格段に安いことに加え、価格が急に上昇・下
落することはなくバランスが取れている。多くの不動産を持っている人には、リスク
分散として最適な地域」と分析。今後も都心部を中心に旺盛な取引が続くと見ている。

道外デベロッパーの積極的な投資が目立つ



賃貸や大規模修繕にも新たな動き
分譲と同様に賃貸マンションも新たな動きが出ている。住
友不動産では、植物園北側の中央区北５条西８丁目で、東京
以外で初となる高級賃貸マンションの建設を進めている。規
模はＲＣ造、30階、延べ４万2,229㎡。家賃15万円程度を
見込む２ＬＤＫと、20万円台の３ＬＤＫを中心とする337
戸で構成する。
また、大阪圏や首都圏を中心に営業展開する不動産のサム
ティは2015年10月に札幌支店を開設。賃貸マンションを
取得して家賃収入を得る事業に加え、中央区宮の森でファミ
リー向け高級賃貸マンション建設に着手した。規模はＲＣ造、
４階、延べ2,755㎡の規模で４ＬＤＫ22戸を配置し、こと
し９月の完成を予定している。
マンション修繕を見ると、Ｓタウン管理組合（北区）はこのほど、屋上防水や塗装改
修などの大規模修繕に着工した。工事は1期と2期に分け、住居棟7棟504戸と管理
棟1棟を改 修する。また、ライオンズマンション札幌スカイタワー管理組合（中央区）
は、地下2地上28階、住居246戸、延べ２万9,311㎡の修繕工事を進めるなど、大
規模修繕分野でも大型物件が登場している。

◎新入社員162人が夢語り合う
　―札幌建協の合同研修会

札幌建設業協会（岩田圭剛会長）の新入社員合同研修交流会が４月10日、市内の北
海道建設会館で開かれた。建設業を選んだ162人の仲間が親交を深めつつ、将来の
夢や希望などを語り合った。
乾杯の音頭を取った村井悟専務理事は「これからも同期の仲間を大切にしてほしい。
そして、来年の『1年目の同窓会』で再会して」と激励した。日中の研修会では社会人
としての心構えやマナーを再確認することができたとの声が多く聞かれた。

新太平洋建設（本社・中央区）に入社した伊川昇
吾さん（22歳、北海道科学大卒）は「社会人として
活躍できる人間になりたい」との目標を掲げ、道
路工業（同）に入った田中幸太郎さん（18歳、札幌工
高卒）は「部活もやり続け、途中で辞めるという こ
とは考えなかった。40年先もこの会社で働いて
いたい思う。そのときは後輩に尊敬される技術者

になっていたい」と目を輝かせた。丸彦渡辺建設（本社・豊平区）の工藤瑠華さん（20歳、
函館高専卒）は「多くの資格を取りたい。まずは技術士に挑戦する。結婚しても仕事を
続けていく」と笑顔を見せた。

賃貸ＭＳにも新たな
動きが出ている

同期として将来の夢を語り合った



◎札幌市の16年度下期企業経営動向
　―建設業の人材不足が浮き彫りに

札幌市が4月25日に発表した2016年度下期企業経営動向調査結果によると、経
営上の課題（複数回答）では、全業種の41％が「収益率の低下」を上げ、これに「人手
不足」（40.5％）、「諸経費の増加」（38.2％）と続いている。建設業では「人手不足」が
67％と全体の約３分の２を占め、業種別では最も高い数値を示している。
この調査は、施策推進の基礎資料とするため毎年度８月と２月に実施しているもの。
下期は企業、団体、個人事業者2,000者を対象にアンケートを送付し、1,022者から
回答を得た。建設業はこのうち15.5％に当たる158者だった。
景況に関する回答を見ると、2016年度下期（16年10月―17年３月）は「上昇」と

の回答が全業種で9.4％だったのに対し、建設業は8.2％にとどまった。一方、2017
年度上期（（17年４月―17年９月）の見通しでは、「上昇」と答えた企業が全業種で
10.9％、建設業11.4％と、建設業は3.1ポイント上昇し、全業種の割合も上回った。
人材に関する回答では、建設業の深刻さが際立つ結果となった。まず、人材の確保
について「確保できている」との回答は全業種で28.1％だったが、建設業は20.3％と
大きな差が付き、「確保できていない」は建設業が全業種で最も高い69.6％と、７割
近くが人手不足に陥っている状況が浮き彫りとなった。

経営上の問題点でも、建設業で「人手不足」をあげた企業は67％に達し、他の業種
で割合が高かった「収益率の低下」や「諸経費の増大」を大きく引き離している。建設業
に次いで「人手不足」の回答割合が多かったのは運輸業の54％だった。
人材確保のために実施している取り組みを見ると、「賃金の向上」について、建設業
は69％が実施。運輸業の77.1％に次ぐ割合となっている。「資格取得の支援」も過半
数の企業が実施している。「休暇制度の徹底」では、建設業で25.9％が実施しているが、
全業種の31.4％とは大きな差が付いている。
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◎工事・除雪の労務単価上昇分として7億円を計上
　―札幌市が２定で補正

札幌市は、労務単価の上昇に伴う一般会計の工事費、除雪費増額分約７億円を盛り
込んだ、全会計総額９億9,880万円の追加補正予算案を、第2回定例市議会に提出し
可決された。債務負担行為限度額についても、工事費増額を踏まえ合わせて約3億円
引き上げる変更案を合わせて上程した。このほか、官民保有データの活用に向けた基
盤構築や、円山動物園獣舎監視カメラ設置の費用も盛り込んでいる。
内訳は一般会計が８億9,980万円。制度改正に伴うシステム改修費を計上する介護
保険特別会計が9,900万円。
一般会計では、道内平均で6.1％増となった公共工事の設計労務単価を反映し、14
事業で総額６億9,780万円を追加する。このうち工事費が４億2,680万円、道路除雪
費が２億7,100万円。債務負担行為では、単価アップによる工事費増額に対応するた
め、2018年度までの限度額を５事業で３億3,280万円引き上げる。
当初からの上昇率（資材価格増を含む）は工事費で2.2－３％、除雪労務費で3.6％。

単価上昇に伴う２定補正は、国の公共工事設計労務単価が2月に公表されるように
なった2014年度から４年連続行っている。
ＩＣＴ活用戦略推進事業に伴うデータ活用基盤構築には6,000万円を措置。国の補
助メニュー創設を受け、外国人観光客の動態把握やスマート除排雪、冬季路面状況の
把握など３分野５項目で実証実験基盤の構築を進める。
獣舎監視カメラの事業費は2,000万円。カバ・ライオン館、キリン館、カンガルー
館の3舎に24時間監視カメラ35台を設置し、事故の予兆把握に努める。
一般会計のうち労務単価上昇に伴う予算追加事業は次の通り。（カッコ内は追加補

正額）
◇補正予算▽小学校併設地域交流施設（120万円）▽仮称・丘珠縄文遺跡公園（540
万円）▽文化財保全活用（160万円）▽札幌ドーム保全（2,200万円）▽札苗緑小校区多
世代交流施設（250万円）▽動物園内小規模整備（240万円）▽ホッキョクグマ・アザラ
シ館建設（1,700万円）
▽豊平区土木センター改築（1,500万円）▽道路除雪（2億5,800万円）▽雪対策施
設維持管理（1,300万円）▽市住改修（2,300万円）▽市住建設（2,600万円）▽学校新築
（640万円）▽学校増築（810万円）▽学校改築（１億1,800万円）▽格技場（760万円）▽
学校給食施設（660万円）▽学校施設改修（１億2,800万円）▽学校災害対策環境（200
万円）▽学校リニューアル改修（3,400万円）
◇債務負担行為限度額変更▽琴似駅エレベーター新設（１億4,600万円）300万円
増▽児童会館整備（２億3,090万円）540万円増▽区保育・子育て支援センター（７億
6,700万円）2,100万円増▽市営住宅建設（23億8,400万円）6,600万円増▽学校施
設整備（89億3,740万円）２億3,740万円増



◎札幌市が東苗穂周辺雨水拡充管の整備対象地区に10haを追加
札幌市下水道河川局は、現在進めている東苗穂周辺の雨水拡充管整備対象地区に、
約10haを追加する。新たに延長500ｍの整備が必要となる見通し。2017年度の路
線測量を踏まえて布設ルートや管径、延長を固め、18年度の着工に備える。追加分
の事業費は約３億円程度と試算している。
雨水拡充管整備は近年の雨量増加対策として進めているもので、地下鉄東西線菊水
駅周辺と南北線麻生駅周辺では既に整備を終えた。
2014年度に事業着

手した東苗穂周辺地区
は東苗穂、本町、苗穂
町など約86haを対象と
し、全体延長約２㎞の
整備を計画。しかし14
年８月に隣接エリアで
大雨による道路冠水が
発生し、道路周辺住民
から要望があったため
国の補助事業として認
可を受け、浸水対策区
域を拡大する。
新たに加わったのは東苗穂の４条１丁目と５条１丁目から伏古の８条５丁目－10
条５丁目にまたがる約10haの区域。札幌新道以南で勤医協中央病院を含むエリアと
なっている。2014年度にスタートした当初のエリアと合わせ、18年度末までに約
10億円を投じ、整備完了を目指す。
2017年度は路線測量を経て管径やルート、延長など整備内容を固め、地質調査を

含めた実施設計を進める。
追加分以外で残している整備対象は３件。東苗穂４条１丁目ほか、東苗穂３条１丁
目ほかの２件は2017年度、三角点通沿いの東苗穂２条２丁目は18年度に施工する。
東苗穂４条１丁目ほかは７月10日着工予定で管径1,500㎜を90ｍ、管径900㎜を
140ｍ布設。管径600㎜を230ｍ、管径450㎜を115ｍ整備する東苗穂３条１丁目
ほかは同下旬の着工を目指す。
どちらも推進工法による単年度施工となる。総合評価方式実績評価Ⅰ型で発注する
計画で、事業費には２件合わせて３億円程度を見込む。
2018年度施工となる三角点通沿いの東苗穂２条２丁目は、延長約600mを２工
区に分けて推進。実施設計は７月ごろ制限付き一般競争で発注する。事業費は約
４億円。



◎新琴似運動広場の土壌汚染封じ込めと造成で設計に着手―札幌市
札幌市スポーツ局は、検討していた新琴似運動広場の土壌汚染封じ込め対策内容を
固め、８月をめどに対策工と広場造成の実施設計に着手する。軟弱地盤の影響を検証
するため、実施設計に先立って基本設計を発注する可能性もあり、近く判断する。総
事業費は８億5,000万円。年度内に設計をまとめ、2018年度の対策工、19年度の広
場造成を見込んでいる。
整備予定地は、道道樽川篠路線沿いの北区新琴似町769の２にある約3.9haの敷地。

50年前までごみ処理場に利用され、
深さ４mまで石炭の燃え殻など廃棄物
が埋まっている。
2005年の調査で、ホウ素など３種
類の有害物質が土中の環境基準を超
えていることが判明。時間経過による
安定化と覆土により健康被害や周辺
拡散の恐れはないものの、運動公園と
して利用することにより地下水拡散
や土中の物質が敷地外へ流動する恐
れがあるため、市は対策と経過観察を
続けていた。
2016年の調査でもホウ素が敷地外
に流れる恐れが指摘され、対策を議論
してきた専門家委員会は、３月までに
封じ込め対策工を採用する方針を固
めた。

対策は大きく２つ。１つは敷地の周囲約800mに約６ｍの鋼矢板を垂直に打ち込む。
廃棄物下の水を通しにくい粘土やシルト層まで届く壁を造り、敷地外流出や地下水拡
散を防ぐ。
さらに敷地表面を覆う高さ１mの覆土の下にガス透過性防水シートを敷設し、雨水
の地下浸透を妨げる。両工法と難透水層で廃棄物を包み込むことにより、流出や拡散
防止する考えだ。
対策後は、市内のスポーツ施設の状況や地域の要望を踏まえ、ラグビー場と18ホー
ルのパークゴルフ場を整備する計画。広場には両施設と防球フェンスや管理事務所、
駐車場を配置し、2020年度開設を目指す。
事業費は拡散防止対策が５億1,000万円、運動広場造成が3億4,000万円。泥炭地

のため重量がある施設の建設は難しいことから、基本設計で造成のゾーニングを再検
討することも視野に入れている。



◎札幌市が年度末メドに大通公園周辺地区の「まちづくり案」策定
札幌市は、大通公園と創成川通が交わる「都市文化創造拠点」を対象に、地権者と議
論してきた基本的な方向性をまとめ、2017年度末までに「まちづくり案」を作成する。
①滞留空間づくり②都市文化創造拠点の強み③連続性・一体性－をキーワードに、活
性化の取り組みや空間形成の方向性を固めて成案化する。有効性を確認するため、秋
に実証実験を予定している。
対象エリアは、北海道電力本店や中央バスターミナルがある大通東１丁目から市役

所本庁舎、札幌駅前
通を経て同西４丁
目までの大通公園
に面した街区21ha。
第2次都心まちづく
り計画では、大通・
創世交流拠点にも
位置付けている。
2015年には地権
者と市による都市
文化創造拠点まち
づくり研究会が発
足。冬季五輪招致や

新幹線延伸で期待される経済効果を引き出すための拠点再生など４つの目標を掲げ、
まちづくりの方向性について協議してきた。
現在の地権者は33者で、平和不動産、北洋銀行、北海道新聞社、三菱地所、札幌
市の５者が幹事を務めている。
2016年度は「沿道」「通り」「公園」の３つの場所について、空間活用と空間形成の両
面から議論し、活用で17項目、形成で10項目の方向性と、３つのキーワードを打ち
出した。
本年度は、これをベースとしてさらに研究会で検討し、実現可能な取り組みを盛り
込んだ、まちづくり案をまとめる。
ビジネス街に、大通公園や時計台など観光資源が共存する空間を生かした拠点づ
くり、街区と公園の連続性、地下地上一体性の発揮などが盛り込まれるものとみら
れる。取り組みの有効性を確認するため７－９月には、エリア内で実証実験を予定
している。
まちづくり案自体は活性化施策や方向性を示すものだが、一帯には老朽ビルもあり
ＮＨＫ札幌放送局の移転計画もある。各地権者がまちづくりの方向感を共有すること
で、再整備の活発化につながるとの期待もある。



◎道林業会館がＫＫＲホテル札幌取得後に複合型ビルへの建て替え構想
再開発が進む、札幌都心部で新たな開発計画が浮上している。北海道林業会館（札
幌市中央区北４条西５丁目１）は、同会館と一体的建物となっているＫＫＲホテル札
幌が2018年３月末で営業終了するのを踏まえ、同ホテルの土地と建物を取得した上
で複合型ビル新築を構想している。
林業会館とＫＫＲホテルは道庁本庁舎の北側向かいに位置し、林業会館と国家公務

員共済組合連合会（ＫＫＲ、本部・東京、尾原栄夫理事長）の共同
事業で1968年に完成させた。建物は地下２地上９階、延べ１万
5,004㎡の規模で土地は共有、建物は区分所有する。
ＫＫＲがホテルの老朽化を理由に廃止を決めたことから、
林業会館ではその後の対応を協議した結果、現在地での会館
存続を決定した。
ＫＫＲでは土地、建物の活用方法を正式に決めていないが、売
却も選択肢の一つにある。林業会館は４月にＫＫＲ持ち分の土地
と建物を取得する意向と、売却先の第１候補とするよう要望書を
提出している。
土地・建物を取得した場合、林業会館は新たなパートナー

に建物を改築してもらい、建物内に権利床を確保して入居することを想定している。

◎北ガスが札幌市内の新本社ビルを鹿島で施工／ 19年3月完成へ
北海道ガス（札幌市中央区大通西７丁目３の１、大槻博社長）は、札幌市東区北７条
東２丁目の中央エネルギーセンター敷地内で新設する本社ビルの施工を鹿島に依頼し
た。施設規模は８階、延べ約２万4,000㎡を想定。2019年３月の完成を目指す。敷
地内にある事務所などの既存施設の解体を鹿島が進めており、終了次第着工する。

同社は中央区のエムズ大通ビルに入居する本社に加え、
東区の北ガス保安センターなど市内５カ所に散らばった各
部門の機能を集約するため、新本社ビルを計画。子会社の
北海道熱供給公社が担う中央エネルギーセンターの敷地約
1.2haで、西側にある事務所や倉庫などを解体し、その跡
地に建てる。
新施設の詳しい概要は明らかにしていないが、大槻社長は

「8階建てで、延べ約２万4,000㎡を想定し、２階には小ホール
を造り、一般のイベント使用も検討している」と説明。地下には大型の天然ガスコージェ
ネレーションを整備し、防災センターも併設するほか、最上階に食堂を設ける考え。
また、機能性の高いパウダールームを備えるなど、女性が働きやすい環境づくりに
力を入れる方針で、将来は保育所の設置を検討しているという。

新本社新設に向けて着
工の準備が進んでいる

建て替え構想が浮上
している、ＫＫＲホ
テル札幌と林業会館



～今年4月に札幌市内の建設会社に入社した
　　 　　　　　「わこうど」をご紹介します～

　資格を取って、大き
な現場に代理人として
携わりたい」と意気込
む。今春、伊藤組土建
（本社・札幌）に入社し、
土木部工事課に配属と
なった。
　就職に役立つ技術を
身に付けようと函館工
高環境土木科に進学し
た。在学中、インター
ンシップや新幹線工事

の現場見学会を通じて「住む人たちに貢献で
きて、やりがいがあり、地図に残る仕事がし

たい」と建設業に進む決意を強くした。
　同社を選んだのは、全道各地で仕事がした
いとの思いから。「120 年以上の歴史があり、
地域の発展に貢献している。一緒に北海道全
体をより良くし、多くの人に喜んでもらいた
い」との夢を実現するためだ。
　当面は「先輩との対話や現場で重要なコ
ミュニケーションを大切にして早く仕事を覚
えたい」との目標を掲げる。函館市で生まれ、
高校卒業まで過ごす。就職と同時に始まった
１人暮らしは「食事が少し大変です」と苦笑
する。

　「たくさんの知識を
身に付けて、早く一人
前の現場監督になりた
い」と夢を語る。
岩田地崎建設（本社・
札幌）に入社し、建築
部建築課に配属になっ
た。
　初めての現場は札幌
医大付属病院増築。こ
の仕事を通じて「多く
の人の役に立てたら」

と希望を膨らませる。
　小さい頃から空港や美術館など大きな建物

を見るのが好きで、いつかは自分で造り上げ
たいと、北海学園大工学部建築学科に進んだ。
　就職活動では建設業で働きたいという自分
の思いを再確認した。「北海道が好きで、北
海道のためになりたい」。札幌市で土木の仕
事に携わる父の後押しもあって、道内大手の
同社を選んだ。
　開放感があり、みんなが楽しめる空間が好
きなため、「いつか空港に携わる仕事がした
い」と目標を掲げる。建築の現場に出る女性
が少ない現状の中で、女性ならではの目線を
生かして「私なりの提案ができるようになり
たい」と笑顔を見せる。



◎定着対策の取り組みで確保・育成に効果も
　―道建協会員企業の人材確保・育成アンケート

北海道建設業協会の会員企業を対象とした、人材確保・育成に関するアンケート結
果がまとまった。企業が直面している経営上の課題は、「人材不足による技術力の低下」
が最多を占め、公共事業費の安定的確保の見通しが立った際の対応として、新規技術
者の雇用と中堅技術者の増員に取り組む意向を多くの企業が示した。採用や定着に関
しては、厳しい環境下にある中小規模の企業であっても、「話しやすい職場環境の創造」
など、定着対策に取り組むことで、採用および定着面で効果があることが浮き彫りと
なった。また、働き方改革を進め、長時間労働の解消や休暇を取りやすい環境をつく
ることで、離職率を下げることができることが判った。
調査は、北海道土木技術会建設マネジメント研究委員会の建設経営小委員会が実施。
建設産業の担い手不足問題が深刻化する中、現状の課題と若年技術者確保に向けての
対応などをアンケート調査し、その結果を集計・分析することで、今後の効果的な担
い手対策を検討する際の基礎資料とすることを目的としている。会員企業598社を
対象に2017年1月に実施。303社から回答を得た（回答率50.7％） 
調査対象企業の技術者の年齢構成は、20代が８％、30代が12％と、若手が２割
程度しかいない現状が浮き彫りとなった。2016年度の受注実績は「やや減少」が約半
数を占めるなかで、2017年度の予想は「やや増加」が4割に達し、逆に「やや減少」は
27％と、実績比で20ポイント近く減っている。
企業が直面している経営上の課題としては、「人材不足による技術力の低下」が

72.2％と最も高く、人材問題が喫緊の課題であることが示された。受注減少や競争
激化による利益低下も3
割以上を占め、公共事業
費の安定的な確保が課題
であることも浮き彫りと
なった。このような経営
課題があるなかで、公
共事業費の安定的確保
の見通しが立った際に
は、「新規技術者の雇用」
（78.5％）や「中堅技術者
の増員」（57.9％）など、
人材確保に取り組む企業
が多いことが判明した。



若手技術者（40歳未満）の定着に向けた取り組みをすでに実施している企業の割合
は42％、今後実施予定の企業が34％だった。定着に向けた取り組みに関して、人事
労務面では、給与引き上げが64.4％、労働時間短縮・休日増加が49.3％と、賃金や
労働時間など改善に取り組んだ企業が多い。技術面では、資格取得支援に取り組んだ
企業が多数を占め、心理面では、会話しやすい職場環境づくりに取り組んだ企業が
60％だった。
10億円未満でも採用が実現
若手技術者採用の実績について、受注高規模別に集計すると、50億円以上では、
91.7％の企業で採用が実現しているが、10億円未満では、28.1％の企業しか採用が
できず、70.8％の企業で応募がないなど、規模が小さな企業ほど若手採用が困難な
状況であることが明らかになった。
しかし、一方で10億円未満の企業について、先に質問した若手の定着対策実施の
有無で区分すると、実施済みの企業は56％で採用が実現し、取り組んでいない企業
の17％とは大きな差が生じている。「応募なし」も未実施の企業は78.3％と突出した
数値となっている。
定着状況について、「定
着が良い・まあ良い」と回
答した企業は、50億円以
上では73.9％、10億円未
満は45.5％だった。10億
円未満の企業でみると、定
着対策を実施した企業のう
ち、72.2％が「定着が良い・
まあ良い」状況にあること
に対し、定着対策をしてい
ない企業は、32％と低く、10億円未満の企業では、若手人材定着の対策が有効であ
ることが判明した。
若手技術者が離職する理由を調査すると、「長時間労働・休みがとりにくい」といっ

た労働環境に起因するものが53％と半数以上を占めている。また、確保・育成のポ
イントとして、休暇や時短が重視されていることから、休暇が確保しやすい仕組みや
現場管理業務の簡素化、施工管理技士受験資格の見直しなど、制度改革の要望を求め
る意見も出ていた。
今回のアンケート結果では、中小規模の企業が人材の確保・育成に関して厳しい環
境下にあることがあらためて浮き彫りとなった。しかし、こうした企業でも、人材の
定着対策に積極的に取り組むことで、採用と定着が実現することが明らかになった。
人材の確保・育成は業界にとって喫緊の課題であり、課題を解決するためにも、企業
が自ら決断し、具体的な取り組みを一歩でも進めていくことが求められている。
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◎開発局の2016年度ＩＣＴ活用工事で施工成績80点以上が6割強
北海道開発局の2016年度工事施工成績のうち、実施初年度となったＩＣＴ（情報
通信技術）活用工事は19件で、80点以上の高得点を獲得した工事は63.2％に当たる
12件に上ることが本紙調査で分かった。同等級の一般土木80点以上の工事に比べて
22.9㌽の上昇。評価項目のうち創意工夫に対するインセンティブが高得点につながっ
た。

国土交通省は2016年度を「生産性
革命元年」と位置付け、調査.測量か
ら設計、施工、検査、維持管理.更新
まで全ての建設生産プロセスにＩＣ
Ｔを活用する「i-Construction」を提唱。
これを受けて開発局も16年度に道
路、河川、空港の工事19件をＩＣＴ
対象工事とした。
80点以上の内訳は82点が３件、
81点が２件、80点が７件。細目別評

点で満点が最も多かったのが「創意工夫（配点5.7点）」。19件中６件が満点で、平均
は５点だった。これに次いで満点が多いのは「対外関係（3.7点）」の３件（平均3.2点）、
「配置技術者（4.1点）」の２件（3.4点）、「出来栄え（8.5点）」の１件（7.3点）という状況。
ＩＣＴ活用以外の道路、河川、空港部門におけるＢ等級以上の工事を見ると、80
点以上は372件中150件で、40.3％にとどまっている。
「創意工夫」は、ＩＣＴ工事がスタートした2016年度、普及拡大を図る一環として
インセンティブを与えている項目で、これが点数アップに結び付いた形だ。
開発局では2017年度もＩＣＴ活用工事のさらなる拡大に取り組む考え。技術管理
課では「担い手不足の穴を埋める上で、ＩＣＴ活用に備えてほしい」と導入を呼び掛け
ている。
ＩＣＴ活用工事80点以上は次の通り。
◇82点▽44号釧路町別保中央東改良（辻谷建設）▽道横断道陸別町日宗橋下部（宮
坂建設工業）▽十勝川改修羽帯築堤外（宮坂建設工業）
◇81点▽44号釧路町別保西改良（小針土建）▽道横断道釧路市湯波内西改良（白崎
建設）
◇80点▽40号音威子府村音威子府改良（宮坂建設工業・しずお建設運輸JV）▽函

館新外環状道路函館市東山中央改良（田中組）▽道央圏連絡道路千歳市泉郷改良（砂子
組）▽日高自動車道新冠町共栄改良（北興工業）▽44号釧路町別保中央改良（宮坂建設
工業・山根土建JV）▽十勝川改修新川上流河道掘削（萩原建設工業）▽石狩川改修上新
篠津築堤河道掘削（植村建設）

対象件数の拡大を図っていくＩＣＴ活用工事



◎一般土木は平均78.6点―開発局16年度工事施工成績評定結果
北海道開発局の2016年度施工成績の評定結果が北海道建設新聞社の集計でまと
まった。平均点は前年度を0.4㌽上回る78.3点で、一般土木は0.3㌽高い78.6点だっ
た。全工種を通じた最高点は根室地方合同庁舎改修（丸彦渡辺建設）の84点。一般土
木では釧路港マイナス14m岸壁取り付け部上部建設（白崎建設）と函館港七重浜部臨
港道路建設（工藤組・岩倉建設共同体）の83点だった。一般土木の部局別平均点は最
高が札幌と帯広の79点で、釧路が78.8点、函館、旭川、網走が78.7点と続く。
2016年度に成績評定を受けた工事1,566件を集計、分析した。平均点が前年度を

上回るのは7年連続となる。

全体の半数強を占める一般土木は前年度に比べ128件多い903件。点数動向を見
ると、82点が40 件、81点が38件、80点が180件で、80点以上は82件多い258
件に上った。一般土木全体に占める80点以上の割合は、28.6％で前年度に比べ5.8
㌽上昇した。
点数分布（＝グラフ参照）で最も多いのは78点で、次いで79点、80点と続く。過
去5年の推移では77点以下が最も低く、年々高得点側にシフトする傾向がうかがえ
る。
その他の工種の平均点は、舗装が77.9点（前年度77.9点）、維持が78.1点（77.6点）、
建築が77.3点（76.1点）、電気が77.1点（77.1点）などとなっている。
一般土木の部局別平均点は次の通り。（カッコ内は前年度）
▽札幌＝79点（78.8点）▽函館＝78.7点（78.2点）▽小樽＝77.8点（77.8点）▽旭
川＝78.7点（78.6点）▽室蘭＝78.2点（78.2点）▽釧路＝78.8点（78.3点）▽帯広＝
79点（78.2点）▽網走＝78.7点（77.7点）▽留萌＝78点（77.2点）▽稚内＝78.2点
（78.6点）



◎十条駅西口再開発　本組合設立へ　2018年6月着工目指す　
ＪＲ埼京線十条駅西口に隣接する地域の玄関口で組合施行による再
開発事業が始動する。40階建て延べ約8万㎡の再開発施設を建設し、
住宅約540戸や商業・業務施設などを配置する計画。5月26日付で東京
都の認可を得て再開発組合を設立し、権利変換計画の作成作業などを
進め、2018年5月に同計画の認可を受けて6月に工事に着手する考え。
十条駅西口地区第1種市街地再開発事業の対象区域は、東京都北区
上十条1丁目と2丁目の約1.7ha。再開発施設の規模は地下2階地上40
階建て延べ7万9,460㎡。約540戸の共同住宅の他、地階に駐車場や駐輪場、1～2階に
店舗、3～ 4階に業務、公共施設などを配置する計画。公共施設として、補助第73号線
（延長85ｍ、幅員20ｍ）や補助第85号線（延長170ｍ、幅員30ｍ）、北区画街路第7号線
（延長40ｍ、幅員20ｍ）を整備する。2018年6月に着工し、22年7月の完成を目指す。
総事業費は約445億円。(写真：十条駅西口地区市街地再開発イメージパース）

◎建設職人基本法　基本計画案を提示　国交省・厚労省
国土交通省と厚生労働省は5月15日、「建設工事従事者安全健康確保推進専門家会
議」を開き、建設職人基本法に基づく基本計画案を提示した。計画案では、建設工事
従事者の安全・健康を確保するため、政府が講ずべき施策を列挙。安全衛生経費の実
態を把握した上で、経費が適切・明確に支払われる実効性ある施策を検討するとした。
また、一人親方に対して、労災保険の特別加入制度の活用を促進する。
基本計画案では、建設業の労働災害の発生率は全産業平均の2倍に上ることを重く
受け止め、政府が実効性ある対策を講じると記載。公共工事、民間工事を問わず、全ての
建設工事で、労働安全衛生法令に基づく最低基準の順守とともに、適正な請負代金と工
期を定める必要があると記述した。請負代金に含まれる安全衛生経費については、建設
工事の工種・規模・施工場所によって異なる実態を把握し、経費が下請けまで適切に
支払われる施策を検討する。安全衛生経費を建設業法に規定する「通常必要と認められ
る原価」と位置付け、建設業許可部局による立入検査を通じて法令順守を求める。
一人親方が労働安全衛生法の『労働者』に当たらず、同法の直接の保護対象でない中
で、2015年の死亡者数が81人に上ったことを問題視し、特段の対応が必要だと記載
した。労働者と同じように一人親方への措置を統一的に講じる必要性を指摘し、まず一
人親方に安全衛生に関する知識習得を支援するとした。さらに、労働法制上の保護対象
でないため労災保険の対象とならない一人親方に対し、労災保険の特別加入制度の任
意加入を働き掛ける。元請けを通じて特別加入の実態を把握し、効果的な加入促進策を
講じる。　　　（以上、建通新聞 東京／問い合わせは０３－５４２５－２０７０ 報道部）



相談内容の一例

協議会ニュース

〒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5階

ご利用・ご相談は、9時～17時までです。
土日祝日および12月29日～1月3日はお休みです。
協議会の専用駐車場はございません。
一般駐車場をご利用ください。

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

0120-916-881
TEL.011-211-1823

http://sapporo-kisetsu.jp

FAX.011-211-1822
検 索さっぽろ　季節

お問い合わせ


