


　さっぽろ季節協議会が建設業経営基盤強化講演会を開催
　―鈴井貴之クリエイティブオフィスキュー会長らが講演
さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会（代表・秋元克広札幌市長）は2020年
12月９日、札幌国際ビルで建設業経営基盤強化講演会を開いた。芸能事務所・クリ
エイティブオフィスキュー（本社・札幌）の鈴井貴之取締役会長と中小企業診断士の
山中文雄氏が講演し、コロナ禍を生き抜く企業経営のヒントを伝えた。
通年雇用促進事業の一環で開設している
建設業チャレンジ支援センター（事務局・
帝国データバンク札幌支店）の役割につい
て、より多くの企業に知ってもらおうと企
画。建設業経営者ら約100人が参加した。
同センターで無料相談なども担当する中
小企業診断士の山中氏は、数字で計ること
のできない知的資産を含めた経営状態を把
握するために、財務と非財務の視点を組み
合わせて企業を分析する「ローカルベンチ
マーク」の活用を促すとともに、人材育成のポイント
についても解説した。
鈴井氏は「ローカル番組の『水曜どうでしょう』が、
全国的な人気になったのは既成概念にとらわれず、
柔軟に、非常識な発想で作ったから」と撮影エピソー
ドを披露。「地方の中小企業だから新たにできること
もある。コロナ禍を飛躍のバネに」と激励した。
さらに鈴井氏は「むちゃくちゃな経営論」として、

「５年、10年先のことなんて考えても分からないから、
ビジョンを持
たない経営を
した」と紹介。
「経営者に求
められるもの
は迅速な対応。なんと言っても一番はスピー
ディーな謝罪」とユーモアを交えながら、既
成概念にとらわれず、新しいことにチャレン
ジする姿勢の重要性を訴えた。
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経営のヒントを得ようと講演を
聴いた

「経営はスピードが大
事」と説く鈴井氏

山中氏は知的資産経営の有効
性を解説

建設産業ニュース～札幌編～
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　札幌市が清田地区拠点機能向上へ官民連携
　―イオン平岡強化を核にホールなど整備へ
札幌市は、清田区総合庁舎などがあり地域交流拠点として位置付ける清田地区の拠
点機能を向上させるため、官民連携によるまちづくりの基本的な考え方を整理した。
同区平岡3条5丁目地区にあるイオンモール札幌平岡の機能強化などを核に、清田、
平岡両地区でにぎわいや交流を促す姿勢を示している。
清田地区の地域交流拠点機能向上の取り組みとして市は、区役所周辺と平岡3条5
丁目の2地区を拠点とする。清田地区では市民交流広場の機能拡充のほか、区役所か
ら離れた場所にある区民センターの将来的な建て替えについては、区役所周辺を原則
に検討を進める方針だ。
平岡1条1丁目の清田区総合庁舎に隣接する市民交流広場は広さが2,778㎡。野外
ステージを備え地域のイベントなどに活用している。日常的に地域住民に利用しても
らい、にぎわい創出や憩いの場
になるような機能向上の方法を
模索する。
また、清田1条2丁目にある
清田区民センター（ＳＲＣ造、
2階、延べ3,095㎡）は、区役
所周辺への移転の可能性を探
る。併せて1982年完成の現
施設を別の公共施設に転用す
ることも検討する。
一方、連携強化を図る平岡3
条5丁目地区は、イオンモール
札幌平岡の機能拡充を柱とし
て、地域のイベントなどに活用できる広場やホール整備を構想。地域とイオン北海道
（本社・札幌）、市が一体となって継続的に活用する仕組みを検討し、地域まちづくり
の担い手育成につなげる。
イオン北海道では、既存施設を増築して周辺にある店舗を集約するほか、市と連携
して公共利用ができる施設の導入などを検討する。規模やスケジュールは未定だが、
早くても2022年以降の着工となる見込み。
イオンモール札幌平岡の北側にある駐車場などを活用して増築を検討。既存施設南
側で北野通向かいにあるイオンタウン平岡店の機能を集約するとみられる。
施設概要に関しては、意見公募などを通じて近隣住民の意見を取り入れながら、ホー
ルや広場などを整備して公共利用による地域貢献も視野に入れる。
両地区の取り組み効果を波及させるため、両地区間の移動手段の充実なども検討する。

区役所周辺と平岡３条５丁目
地区の位置関係
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老朽化と敷地の狭さが課題の向陵中

　札幌市教委が向陵中校舎改築へ／ 2021年度に基本設計
　―限られた敷地の有効活用を目指し施設計画を検討
札幌市教育委員会は2021年度、老朽化が進む向陵中校舎の改築に向けた基本設計
に着手する方針だ。その後、22年度の実施設計を経て、早ければ23年度に着工する
見通し。設計業務は、市都市局が例年5月ごろに公募型プロポーザルで公告しており、
今回も同様の方式での発注を目指している。
中央区北4条西28丁目1の30にある向陵中の校舎は、1970年建設のＲＣ造、4階、
延べ6,872㎡の規模で職員室や普通教室が入る敷地南東側の棟と、1981年にＲＣ造、
３階、延べ1,632㎡の規模で増築した図書室やコンピューター教室などが入る東側の
棟との2棟構成。
生徒数は2020年5月1日現在で897人。学級数が25クラスと多く、施設規模も大

きい。それに比
べ、敷地面積は
標 準 面 積（2万
㎡）を若干下回
る1万9,200 ㎡
となっている。
隣接地は地下鉄
西28丁目駅と
西28丁目バス
ターミナルのほ
か、寺院や住宅
などに囲まれて
いる。
2020年度は、
改築に関する国
の補助金交付要
件に該当するか

を確認するため、築50年が経過している４階建ての校舎棟で耐力度調査を実施。施
設老朽化の状況などを調査する中で、交付要件に該当する見込みとなったことから、
21年度の基本設計着手に向け、必要な予算を要求する考え。
基本設計では、限られた敷地を有効活用するため、学校施設やグラウンドを効率的
に配置する配置計画や平面計画のほか、工事スケジュールなど改築計画の検討を進め
ていく方針だ。
1970年建設で規模がＳ造、２階、延べ968㎡の屋内運動場棟は引き続き使用する
方針。
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開校から1世紀余りで閉校する常
盤小

　札幌市が2021年度に常盤小と石山東小の民間売却を目指す
札幌市は、南区での芸術の森小新設に伴い閉校する常盤小と石山東小について、
2021年度内の条件付き民間売却を目指している。常盤小は売却条件の検討に向けサ
ウンディング型市場調査を実施。石山東小は購入意思を示している法人を候補の一つ
とし、売却方法を検討する。2月ごろに開く地域との検討会議を経て、売却手続きに
入る考えだ。
市は、石山東小と常盤小を統合し、
2021年4月に芸術の森小を開校する。
同3月に閉校する2校の取り扱いについ
て地域住民らと検討を進めてきた。
常盤小に関しては、図書コーナーなど
憩いの場や多世代交流、高齢者が軽い運
動ができる場所、避難所としての機能確
保を求める意見がある。
サウンディング型調査の結果は2月の
検討会議で報告。地域の意見を踏まえて売却条件を検討する。
石山東小は、今までと同程度の料金で体育館が利用できる、年2回程度のイベント
時にグラウンドを活用する、災害時の避難場所として利用できることを売却条件とし
て求める。もなみ学園などを運営する社会福祉法人北海道社会福祉事業団（本社・札幌）
が購入意思を示す要望書を市に提出しているため、候補の一つとし、地域の検討会議
に示す予定だ。

　北5西1・西2事業推進パートナーは三菱地所と東急に
札幌駅交流拠点北5西1・西2地区市街地再開発準備組合（理事長・吉岡亨札幌市副市
長）は、公募型プロポーザルで募集していた、オフィス床を中心とした複合再開発ビル
の価値向上に向けた助言などを担う事業推進パートナーに、三菱地所（本社・東京）と東
急（本社・東京）で構成するコンソーシアムを選んだ。ＪＲ札幌駅東側で計画する再開発
ビルの施設像の具体化に向け、地権者らとオフィスを中心とした施設検討に入る。
事業推進パートナーは、ビル全体の価値向上策やオフィスの施設計画、企業誘致方
針などについて提案や助言をする。同コンソーシアムは、オフィスを中心とした価値
向上や課題に加え、アフターコロナを見据えたオフィスの在り方や付加価値などにつ
いて提案した。
商業施設と国際水準のホテル、バスターミナルを複合化する再開発ビルには、市内
最大級を目指すオフィス床が入る。環境影響評価手続きの事業計画案でＡ、Ｂの2案
を提示。Ａ案は最大高さ約255mの高層部を配置し、Ｂ案は約200mと約150mの2
棟の高層部が連なる。いずれも延べ約41万7,000㎡の規模で構想している。
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電線類の地中化と歩道バリアフ
リーが計画される旭山公園米里線

　札幌市の旭山公園米里線電線共同溝2021年度工事費は3.6億円
札幌市は、旭山公園米里線電線共同溝新設の2021年度工事費に約3億6,000万円
を見込んでいる。西7丁目線から西10丁目線付近までの区間に、延長580mを埋設
する予定。西7丁目線との交点から東側230m区間では、歩道バリアフリー化に取り
組む。工事は入札を20年度内に前倒し執行する早期発注となる見通しだ。
同線では、安全な歩行空間の確保や防災機能強化を図る目的で、2015年度から電
線共同溝の埋設と歩道バリアフリー化を進めている。
全体の事業区間は国道230号から公園東通線までの延長1,230m。現況幅員は、

230号－札幌駅前通間が車道
17.5m、 歩 道 各4.75mの 計
27m。残る駅前通から東側は、
車道17.5m、歩道がそれぞれ
3.75mの全幅25mとなってい
る。
これまでに駅前通との交点
周辺や230号－西10丁目線付
近などを施工し、電線共同溝
の延長で約880mの整備を完
了した。
2020年度の工事は入札不調
となったため、予定していた

範囲は21年度施工分に取り込む。22年度以降は、ＮＴＴへの委託施工分を含む電線
共同溝990mのほか、整備済み箇所の歩道バリアフリー化に取り組む考えだ。
■環状通では190m区間の電線共同溝を敷設
また、市は道道札幌環状線（環状通）の電線共同溝敷設について、2021年度は
190m区間を施工する予定だ。歩道バリアフリー化は延長300mを計画。併せて環状
通と交差する白石連絡線の交差点改良も実施する考えで、工事費は合わせて約3億
5,000万円を見込む。
対象区間は、羊ケ丘線の一部区間を含む2,200m。現況の幅員構成は変えず、両側
歩道下に電線共同溝を設け、歩道バリアフリー化を施す。2020年度末までに電線共
同溝は810m区間が完了となる見通し。
2021年度は、国道36号との交点から南側に150mと、望月寒川に架かる橋梁区間
40mで、それぞれ両側に電線共同溝を埋設する計画。歩道バリアフリー化は白石連
絡線との交点周辺の300mを対象に、片側を施工する予定だ。バリアフリー化に合わ
せて白石連絡線の交差点改良も行う考えで、交差点付近の拡幅や右折レーン設置など
を実施する。
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　札幌市の2020年度除雪費は2.4％増の220億円で過去最大
　―計画的な路面整正の試行を拡大
札幌市は、2020年度の除雪実施計画を決めた。生活道路の新たな除雪方法検討で
は、計画的な路面整正を10区13地域に広げて試行するほか、市民向け雪堆積場の労
働環境改善に向け週休日導入の検討などに取り組む。除雪費は前年度当初比2.4％増
の220億3,500万円に上り、除雪シーズン前の予算計上としては過去最大規模。こ
のほか、新型コロナウイルス感染症への対策も示した。
除雪費の内訳は、道路除雪費
が1.8％増の173億2,000万円、
雪対策関係費が4.8％増の47億
1,500万円。労務単価上昇や冬
のみちづくりプラン2018の取
り組み本格化などで伸びた。
生活道路の新たな除雪方法検
討では、作業の省力化などを目
指す計画的な路面整正の試行を
10区13地域へ拡大。また、新
雪除雪や路面整正作業による
雪の搬入先として、試行地域を
対象に公共用地や民有地の小規
模地も含めた活用を検討する考
え。このほか、車両データを活
用した除雪作業日報作成支援シ
ステム構築は、380台増となる
500台に拡充する。
市民向け雪堆積場では、年末年始の開設期間を見直す。原則、12月31日正午から
1月3日午後5時まで閉鎖し、大雪の場合は状況に応じて臨時開設する。加えて、従
事者の労働環境改善を目的とした週休日導入に向け、2021年度以降の実施を視野に
検討を進める方針だ。
除雪事業の新型コロナウイルス感染症対策については、予防など事前対策で新雪除
雪・運搬排雪の優先順位を検討するほか、除雪機械の配置・人員配置の把握に努める。
感染拡大時の対応では、各運転手の作業区間の延伸や企業体間の応援、除排雪作業・
除雪センター・雪堆積場の体制変更など、優先順位に基づき対応する方針を示した。
除雪延長は車道が5,444㎞、歩道は3,041㎞で計画。幹線排雪は1,378㎞、パート
ナーシップ排雪利用は2,059㎞を見込む。雪堆積場は75カ所で、計画搬入量を2,634
万㎥と想定している。
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築50年を迎える2022年度に
改築予定の元町北小

　札幌市の元町北小改築設計概要まとまる
　―校舎7,400㎡、屋内運動場1,350㎡で2022年度着工
札幌市教育委員会は、東区の元町北小改築の基本設計概要をまとめた。新たな校舎
と屋内運動場は一体型とし、児童会館や多目的ホールを併設。校舎部分はＲＣ造、4
階、延べ7,400㎡、屋内運動場部分はＲＣ造、平屋、延べ1,350㎡の規模を想定して
いる。校舎・屋内運動場は既存プール棟を解体した後、2022年10月にも着工する
予定。総事業費は約36億円を試算している。
同小は東区北31条東14丁目1の1に位置し、敷地面積は1万3,234㎡。現在の敷
地では南側に校舎棟と屋内運動場棟、北側にグラウンド、プール棟が立地する。
規模がＲＣ造、4階、延べ6,129㎡の現校舎棟は1972年に建設し、77、78、81
年と3回にわたり増築を重ねた。73年建設の屋内運動場棟はＳ造、平屋、延べ886
㎡。93年建設
のプール棟を
解体後に新設
するかについ
ては今後、民
間プールの使
用なども含め
検討した上で、
方針を固める
意向だ。
新校舎には、
普通教室18教
室、特別教室
9教室のほか、
300㎡の児童
会 館、150 ㎡
の多目的ホー
ル、128 ㎡ の
地域会議室などを設ける。
学習環境に考慮し、普通教室は全て日当たりの良い南側に配置する。
2020－21年度で実施設計を進め、22年7月から既存プール棟解体に着工。その
後、同10月から2カ年かけてグラウンド部分に新校舎・屋内運動場を建設する計画だ。
供用開始は24年4月を見込む。
既存校舎・屋内運動場棟の解体は2024年度、グラウンド整備は25年度を予定し、
全体工期は25年10月までの3年4カ月を想定している。
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　札幌市財政局の2020年度上半期業者別工事受注実績
　―田中組が25億円で首位
札幌市財政局が2020年度上半期（4－9月）に発注した工事の業者別受注実績がま
とまった。409者が前年度同期比4.6％減の637億9,172万円を積み上げた。市内業
者の受注シェアは88.2％で0.4㌽縮小。田中組（本社・札幌）が第2四半期（7－9月）
に二十四軒小改築ほか（主体）の大型工事を追加して首位を獲得した。
財政局が2020年4月1日から9月30日までに発注した競争入札、随意契約の落札
額、決定額を税抜きで集計した。共同体受注は出資比率で配分。ゼロ市債など3月末
までの早期発注分は集計から
除外している。
受注者数は前年度同期に比
べ5者減少。内訳は、市内業
者が11者減の375者、市外
の道内業者が1者減の2者、
道外業者が7者 増 の32者
だった。
所在地別の受注状況を見
ると、市内業者は5.1％減の
562億5,147万 円、 シ ェ ア
は88.2％で0.4㌽縮小。市外
の道内業者は76.6％減の1
億6,361万円、シェアも0.9
㌽縮小の0.2％にとどまっ
た。道外業者は6.9％増の73
億7,664万円となり、シェア
も11.6％と1.3㌽拡大してい
る。
業者別では、上位20者中
16者を市内業者が占めた。
第1四半期（4－6月）に8位
だった田中組が二十四軒小改築ほか（主体）や清田区美しが丘地区地下水位低下（その
1）などを第2四半期に追加し、合計5件、25億6,501万円で首位を射止めた。
2位の伊藤組土建（本社・札幌）は、第2四半期に発寒南小改築ほか（主体）や札幌コ
ンサートホール改修を受注するなど計3件、21億200万円を積み上げた。杉原建設
（本社・札幌）は新川処理区Ⅳ－1000北6条西12丁目ほか下水道新設など4件、14
億2,593万円で3位に入った。
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～札幌編～

個別企業担当者の面談で具体的な待
遇などを説明した

業界へのイメージアップを意識した
説明が行われた

　北警協が道労働局と連携した就職セミナーと仕事相談会
　―人材確保へ警備業の魅力をＰＲ
北海道警備業協会（北警協）は2020年10月23日と11月27日の2回、札幌市内の
同協会研修室で「警備業就職支援セミナー＆お仕事相談会」を開催した。北海道労働局
と初めての共催で、集まった求職者延べ30人に警備業の魅力を伝えた。

業界の現状や魅力について理
解を深めてもらうセミナーと、
人材を求める企業がブースを構
え、求職者の質問に答える企業
説明会形式の2部構成で実施。
10月は14人、11月には16人
の求職者が参加した。
10月のセミナーで北警協の
加藤敏紀総務担当次長は、警備
業の現状について「新型コロナ
ウイルス感染症の拡大で、説明
イベントの中止や航空機の減便
が相次ぎ影響がなかったわけで
はないが、安全・安心を提供し
て社会に貢献する警備業は、社
会の安定を維持するために必要
な業種。景気が後退すると対策
として公共事業の発注が期待で
きることからも不況に強いと言
われている」と説明し、安定し
た業界であることを強調した。
会員企業からは、10月はマー
ガレットサービス（本社・札幌）
と道都警備（本社・札幌）が、
11月はＡＬＳＯＫ北海道（本
社・札幌）とセコム（本社・東京）
がそれぞれプレゼンテーション
を行い、福利厚生や働き方改革

などについて各社の取り組みを話しながら、働きがいや将来性などをアピールした。
相談会では各社が別室に構えたブースを求職者が訪ね、採用担当者に労働条件や待
遇の詳細について熱心に質問していた。



～札幌編～
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仮称6・6ビルの完成予想図

改築が計画される琴似教会幼稚園

　三共電気工業と道建築士事務所協会がＪＲ札幌駅近くにビル新築
三共電気工業（本社・札幌）は、ＪＲ札幌駅近くに新築する仮称6・6ビルを主体、
設備一括で田中組（本社・札幌）に依頼し、着工した。北海道建築士事務所協会との共
同事業で、建物は区分所有する。完成は2022年1月末を予定している。
ＲＣ造、9階、延べ1,802㎡の規模。1－6階
は三共電気工業、7－9階は建築士事務所協会が
それぞれ所有する。設計はホクテイ建築事務所
（本社・札幌）を代表とする設計共同体が担当し
た。
三共電気工業は4－6階を本社機能とし、1－
3階はテナントで貸し出す考えだ。建築士事務所
協会は、本部と札幌支部を9階に移転。8階には
100人程度の会議室を設ける。
このほか、日本建築家協会北海道支部や北海
道設備設計事務所協会、日本建築構造技術者協
会北海道支部が、7階と9階にそれぞれ事務所を
移して、テナント入居する予定だ。
建設地は北区北6条西6丁目2の三共電気工業社屋跡地292㎡。ＪＲ札幌駅北口に
近く交通利便性が高い場所に立地している。

　琴似キリスト教学園が西区八軒の幼稚園改築を計画
学校法人琴似キリスト教学園（本部・札幌）は、西区八軒2条西1丁目3の1にある
琴似教会幼稚園の幼保連携型認定こども園移行に伴う改築を計画している。施工業者
は2021年度に選定する見通しだ。
同園は、札幌琴似教会と一体となった施設（Ｓ造、2階、延べ897㎡）の1階に設け

ていて、幼保連携型認定こども園へ
の移行により手狭になることから改
築を計画。札幌市の施設整備交付金
活用を考えている。
新施設はＳ造、3階、延べ1,000
㎡の規模を想定し、こども園単独の
建物とする。基本設計は一寸房（本
社・札幌）が担当する。
現施設と園庭を合わせた敷地面積
は1,098㎡で、現施設解体後に新築
する。
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自動運転車専用道と単線鉄道の併用ト
ンネルのイメージ

　ＪＡＰＩＣが第二青函トンネルで自動運転車と鉄道併用整備案
　―道経連シンポジウムで報告
北海道経済連合会（道経連）は2020年11月2日、札幌市内で第二青函トンネルに
関するシンポジウムを開催。日本プロジェクト産業協議会（ＪＡＰＩＣ）は、従来の計
画を改良し、片道1車線の自動運転車専用道路と貨物輸送用単線鉄道の併用トンネル
1基を整備する案を発表した。
ＪＡＰＩＣの神尾哲也国土・未来プロジェクト研究会委員が、「津軽海峡トンネル」
の新計画を報告。海底トンネルは延長 31㎞、内径 15mのシールド工法とし、最大
勾配は 2.5％、海底下の最小土かぶりは 30mと設定。概算事業費は 7,200 億円と試
算している。

トンネルと陸上を結ぶアクセス道
路は、北海道側が将来建設予定の高速
道に直結し、青森側は青森ＩＣまでの
60㎞を整備し、整備費には 2,000 億
円を見込む。
鉄道の在来線との接続は、北海道側
が木古内までの 35㎞、青森側が三厩
までの 10㎞を想定し、1,500 億円と
みている。
調査設計・施工の期間は、アクセス
道路と在来線との接続の整備を含め
て 15カ年と見込む。

事業形態は、民間が建設して完成後に公共に所有権を移転し民間が維持管理や運営
をするＢＴＯ方式と、公共がサービス購入料を民間に支払い民間が道路利用者にサー
ビスを提供するサービス購入型を組み合わせるとした。
鉄道は貨物輸送専門の単線を走らせ、青函トンネルは新幹線専用とすることで、本
来の高速性を発揮させる。自動車道は自動運転車専用とし、多重衝突の発生を防ぐ狙
いだ。未対応の車両に対してはパレット台車の輸送で対応する。
また、道経連青函物流プロジェクトチームの石井吉春座長は、ＰＦＩ方式の具体的
手法を発表した。ＪＡＰＩＣの提案とは別に、学識者や民間による第二青函多用途ト
ンネル構想研究会が提案した計画をベースとし、工事費は7,073億円と設定した上で、
ＢＴＯ方式と公共施設等運営権を民間に委託するコンセッション方式とで実現可能性
を比較。その結果、運営対価の総額が多額となり、事業期間も超長期になるものの、
コンセッション方式のほうが実現可能性が高いとした。

建設産業ニュース～道内編～
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～道内編～
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　2020年度上半期の道内公共工事請負額は7,566億円
　―過去10年で最高額を記録／北保証まとめ
北海道建設業信用保証がまとめた2020年度上半期（4－9月）の道内公共工事請負
額（保証工事）は、総額7,565億9,100万円で、前年度同期に比べ4.7％、336億7,200
万円上回り、11年度からの10年間で最高額を記録した。新型コロナウイルス感染拡
大で発注の中止や遅れが懸念された
が、北保証は「発注機関や建設業者に
よる感染防止対策などの努力で、ほ
ぼ当社の推定通りの発注がされてき
ている」（吉田義一社長）という。
上半期の前払い金保証対象請負
額は、過去10年間で最高額だった
2019年度同期の記録をさらに更新し
た。防災・減災、国土強靱化のため
の3カ年緊急対策のほか、北海道新幹
線の工事が多く計上されたため、同
社では20年度当初から請負額は前年
度比2－3％増になると試算。コロ
ナ禍という不安材料があったものの、
ほぼ推定通りに公共工事が執行され
ている。
2020年度末時点の請負額は、9,477
億円だった19年度と同じ水準まで確
保できるとみている。
発注者別では、独立行政法人等の
中で鉄道・運輸機構と東日本高速道
路道支社がそれぞれ4割程度増え、
49.5％の増。国は2.3％減った一方
で、道は3.2％、市町村は5.6％増加
した。
地域別では、4管内がマイナス。胆
振は胆振東部地震の復旧が一段落し
たことで2割弱減った。プラスとなっ
た残りの10管内のうち、オホーツク
や宗谷、渡島、留萌は2割以上伸ばし
た。
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～道内編～

　道が異業種への就職支援強化で奨励金
　―コロナ禍でも人手不足の建設業に追い風
新型コロナウイルス感染拡大の影響で雇用環境の悪化が長期化している。厚生労働
省によると、2020年11月27日時点の解雇等見込みは道内で2,890人に上り、新規
求人数は宿泊・飲食サービス業を中心に激減。一方で、建設業などは人手不足が続い
ていることから、道は異業種への就職支援を強化する。異業種から人手不足職種に就
職した場合、求職者と採用企業に奨励金30万円を支給し、就職を後押しする。
厚労省の発表によると、道内の解雇等見込み労働者は2,890人で、雇用調整の可能
性がある事業所は1万508カ所に上る。収入減などによる自己都合離職は含まれない
ため、実際に新型コロナウ
イルスの影響で離職した人
はさらに多いとみられる。
しかし、受け皿となる新
規求人の戻りは遅い。新規
求人数は緊急事態宣言が発
出された2020年4、5月に
前年同月比で大きく低下。
解除後も宿泊・飲食サービ
ス業や製造業、サービス業
では3割前後減少するなど回
復には至っていない。
一方で、建設業の下がり
幅は小さかった。2020年5
月以降もほぼ横ばいで推移、9、10月は上昇している。10月の建設職種の有効求人
倍率は4.62倍と全職種平均の0.97倍を大きく上回り、依然として深刻な人手不足の
状況が続いている。
道はこの状況を受け、離職者と人手不足職種のマッチングを強化する。新型コロナ
ウイルスの影響による離職者が道内の人手不足職種に異業種から就職した場合、求職
者と採用企業に奨励金30万円を支給する。転居を要する場合は20万円を上限に転居
費用も支援する。
支給対象は、2020年2月28日以降に新型コロナウイルスの影響により解雇された
人、収入減などで自己都合で離職した人。対象職種は建設・採掘の職業や建築・土木・
測量技術者、建設機械運転工などの人手不足分野。20年10月13日から21年3月31
日までに就職、申請し、正社員として3カ月以上勤務することを条件としている。申
請受付は20年11月13日から開始したところ、同27日までの２週間に約200件の問
い合わせなどがあったという。



４棟のビルで構成する三田小山町西地
区再開発

Ｂ敷地（左）は住宅棟、Ａ敷地（右）に
は住宅棟とオフィス棟が並ぶ

建設産業ニュース～道外編～

　中野駅前の囲町東地区再開発ビル２棟で延べ12万㎡
東京都中野区の中野駅前で、囲町東地区第1種市街地再開発事業が動きだす。２棟
合計で延べ約12万㎡の再開発ビル新築を計画し、2021年内の着工を目指している。
完成予定は25年３月。総事業費は約665億円を見込む。
事業区域は中野区中野４丁目の約２ha。敷地をＡとＢに分け、それぞれに新ビル
を建てるほか、隣接する区立「囲町ひろば」と一体的な地区広場を設け、オープンスペー
スを拡充する。
Ａ敷地には、地下２地上24階、延べ約
９万600㎡、高さ約100ｍのビルを建設。
低層部には商業施設が入り、高層部はオフィ
ス棟と住宅棟に分かれる
Ｂ敷地の建物規模は、地下１地上20階、
延べ約３万500㎡、高さは約90ｍで用途は
住宅がメインとなる。
両棟とも地下に駐車場と機械室を配置。住
戸は合わせて約720戸を供給する。
都市基盤施設としては、中野駅と接続する
ペデストリアンデッキを新設して歩行者ネットワークの充実を図る。

　三田小山町西地区再開発は４棟の延べ18万㎡で計画
東京都港区で、三田小山町西地区第1種市街地再開発事業が2023年3月の本体着
工に向け動きだした。４棟、総延べ約18万1,130㎡のビルを想定。1,453戸の住宅
をメインに、オフィスや店舗などを配置する。総事業費には約1,081億円を見積もり、

27年の完成を目指す。
事業区域は港区三田１丁目の面積約
2.5ha。区画道路を挟み、北街区と南街区
に分けて整備する。東側の古川沿いには
親水広場、南街区の西側には公園を新設
する。
北街区には、地下１地上44階の住宅Ａ
棟を新築。Ａ棟の北側に地下１地上８階の
オフィス棟を配置。南街区は、地下1地上
29階の住宅Ｂ棟と、地下1地上16階の住
宅Ｃ棟で構成する。 （提供：建通新聞社）
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