


　札幌市の2022年度開発予算概算要望は190億円
　―百合が原公園のパークＰＦＩ導入費など

札幌市は、2022年度の北海道開発予算概算要望額を明らかにした。国費ベースで
21年度配分額を63.6％上回る189億5,000万円を要望。札幌北広島環状線屯田西工
区、交通安全施設整備の歩道バリアフリーや公営住宅等整備が要望額を押し上げた要因。
新規では、20年度に事業者公募を見送った百合が原公園のパークＰＦＩ導入に向けた
費用を盛り込んだ。
社会資本整備総合交付金（社交金）と防災・安全交付金（防安）の要望額を国費ベース

で積み上げた。全国枠交付金、補助金は含めていない。
内訳は、社交金が105億4,400万円で2021年度配分比（以下同）90.2％増。防安

も84億600万円で39.1％増えた。構成比は社交金が55.6％、防安が44.4％で、社交
金の割合が3.6㌽拡大した。
事業別では、道路・街路に2.2
倍となる101億9,100万円を積み
上げた。継続の札幌北広島環状線
屯田西工区の高架橋桁、屯田・茨
戸通、一条大橋など橋梁長寿命化
修繕を盛り込んだ。
公営住宅等整備は、市営住宅伏
古団地Ｃブロック建て替えのほか、
東札幌団地などの外部改修、ひば
りが丘団地などのエレベーター更
新に73.1％増の19億6,300万円
を要望した。
公園・緑地には3.2％増の12億
5,000万円を積み上げた。2021
年度予算の本要望で取り下げてい
た百合が原公園のパークＰＦＩ導
入に向けた費用を新規に盛り込み、
継続では厚別山本公園造成などを予定している。
環境衛生は5.1倍となる11億300万円を要望。駒岡清掃工場更新の本格化で要望額
が伸びた。下水道は6.3％増の38億8,700万円を計上し、下水道施設の再構築や災害
対策、水質改善などを推進。水道には48.9％減の1億1,300万円を充て、豊平川水道
水源水質保全に取り組む。



　道新幹線札幌延伸で市内都心部明かり部分に今秋着工
　―北8条西12丁目から北6条西5丁目の区間

鉄道建設・運輸施設整備支援機構北海道新幹線建設局は、北海道新幹線札幌延伸に
伴う札幌市内都心部の明かり部分に今秋にも着工する見通しだ。北8条西12丁目から北
6条西5丁目までの区間が対象。札幌桑園停車場緑道線・北6条線と並行して新幹線構
造物を配置する。2027年秋ごろの完成を目指している。
都心部区間は、札樽トンネル到達立て坑付近の北8条西12丁目から北6条西5丁目

までの約1.1㎞で、主に3区間に分けて整備概要を示した。
到達立て坑から石山通の区間は、開削工法でトンネルを構築する。鉄工団地通から石
山通区間の緑道線は整備後、現況幅員で復旧。道路復旧期間を除き工期は2021年秋
から27年秋を予定している。
札幌桑園停車場緑道線の石山通から西7丁目線までの区間は、石山通－西8丁目線
間が地上部ボックスカルバート（内空断面高さ約8ｍ、幅約10ｍ）、西8丁目線－西7丁
目線間が地上部補強盛り土構造で計画。緑道線は整備後、幅員約４ｍの歩行者専用道
で復旧する見通しだ。工期は、道路復旧期間を除き2022年冬から27年春までを予定
する。
西7丁目線から西5丁目線ま

での北6条線は、地上部高架橋
構造とした。新幹線整備に伴い
北6条線の道路幅員が狭くなる
ため、西6丁目の車両通行止め
や西5丁目の車両一方通行化を
検討。工期は2022年冬から27
年春までを想定している。
西9丁目中線と西8丁目線は
新幹線構造物と平面交差するた
め、完成後も通り抜けできなくなる。アンダーパスやオーバーパスを検討したが、周辺
への影響が大きいことなどを理由に断念した。西7丁目線は新幹線が高架構造で交差す
るが必要な高さが確保できないため、路面を最大40㎝切り下げる。
このほか、今後の検討事項として緑道線の復旧や自転車対策、西8丁目高架下のエル
ムの里公園改修などを挙げた。鉄工団地通から石山通区間について今後工事説明会を開
き、秋にも着工することを検討。これと並行し、2022年冬に着工する石山通から西5丁目
線で、今年10月にも都市計画変更に向けた手続きに着手することを視野に入れている。
鉄工団地通から西8丁目線区間については、機構が北海道新幹線札樽トンネル桑園

ほかとして発注済みで、大成建設・伊藤組土建・札建工業・豊松吉工業共同体が落札
した。



事務局の立花部長

清水宏保氏

　建設業チャレンジ支援センターが開設
　―訪問相談・専門家のアドバイスが無料で

厚生労働省委託事業の通年雇用促進支援事業の一環として、さっぽろ季節労働者通
年雇用促進支援協議会で取り組む「建設業チャレンジ支援センター」が、2021年度の業
務を開始した。相談は無料で、同センターは「今年度は助成金に関する相談が増えてい
ます。その他の経営問題にも対応しますので、気軽に利用していただければ」と呼び掛け
ている。
同センターは、さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会から委託を受け、東京

商工リサーチ北海道支社（札幌市
中央区北4条西5丁目1 アスティ
45 10階）が運営している。
札幌市内建設事業者の経営に関

する相談に対応し、社会保険労務
士、キャリアカウンセラー、行政書
士、中小企業診断士、司法書士、
税理士らの専門家による個別のア
ドバイスが無料で受けられるもの
で、通年雇用助成金をはじめとし
た各種助成金の紹介などに加え、
建設業許可申請、就業規則の作成・

改定、人材採用、新規事業参入、現場の効率化、事業承継、経営診断、税務申告など、
経営全般に関する相談に幅広く対応している。
まず、同センターの相談員が依頼者の抱える課題をヒア

リングし、課題の分野別に専門家が対応、課題内容に応じ
た個別支援を行う。また、新型コロナウイルス感染症対策
の一環としてオンライン面談にも対応している。
また、参加無料の講演会やセミナーを今年度も企画して
いる。11月に開催予定の講演会では、講師役に元スピー
ドスケード選手の清水宏保氏、社会保険労務士の遠藤起予
子氏を招く予定。12月と1月に開催予定の建設業チャレン
ジ支援セミナーでは、決算書の読み方や助成金活用方法、
人材採用のノウハウなどを伝える。
利用時間は午前9時から午後5時まで（土日祝、年末年始を除く）。相談は電話やＦ

ＡＸ、Ｅメールでの事前予約を勧めている。問い合わせは、同センター事務局（電話：
011-213-1647、FAX：011-213-1648、E-mail：sapporo-kisetsu@tsr-net.co.jp）
まで。



　有明配水池流入管耐震化で2022年度以降に1,960ｍ施工
　―21年度は実施設計と工事1件を発注

札幌市水道局は、2019年度から取り組んでいる清田第2幹線から里塚霊園内の有明
配水池をつなぐ流入管の耐震化で、22年度以降の残延長に1,960ｍを試算している。
21年度は、霊園内に布設する工区1,100ｍの実施設計を8月24日に開札するほか、そ
の6工区270ｍを発注した。5月に不調となったその8工区200ｍ（開削130ｍ、推進
70ｍ）は22年度以降に発注する方針。
市水道ビジョン配水幹線整備基本計画に基づく連続耐震化の一環として取り組む。有
明配水池流入管は、清田第2幹線が通る道道真駒内御料札幌線から真栄ポンプ場を経
由し、標高差がある里
塚霊園内の有明配水池
までをつなぐ延長約４
㎞。
事業期間は2019－
24年度を想定。20年
度末時点で設計を終え
ている10工区のうち6
工区、2,823ｍのうち
1,693ｍが施工済みと
なっている。実施設計
がまとまってない霊園
内の工区は、22年度
以降に分割して発注す
る考えで、24年度の供
用開始を目指す。
2021年度は、2工区分の計470mの発注を計画していたが、その8工区200ｍが不
調となったため、その6工区270ｍ（札幌建設運送が落札）のみを単年で施工する。
その6工区から有明配水池までの区間は、施工性や維持管理を考慮して一部を別ルー

トに切り替える。このため、2022年度以降に施工するその8工区と霊園内は別ルートとし、
その１工区とその2工区は、施工済みのその３―５工区と同じく既設ルートでの施工と
なる。
霊園内の工区は管径400㎜のダクタイル鋳鉄管を採用。2021年度に発注する実施設
計では、開削工事に向けた詳細部分の検討や各種資材・機材の数量を算定、図面を作
製する。
有明配水池流入管と同様に、清田第2幹線を始点とする里塚配水池流入管の耐震化

も推進中で、2024年度までの供用開始を予定している。



　札幌市が真駒内駅前市場調査の結果公表
　―歩行者空間直結案に高い投資意欲

札幌市まちづくり政策局は、真駒内駅前地区のまちづくりに関するサウンディング型市
場調査の結果を公表した。作成を進めている2つの土地利用計画案のうち、駅直結化に
よるにぎわい創出の期待、利便性向上、歩行環境改善などの点で、駅と街区を隔てる平
岸通を迂回し、歩行者空間を直結する案の方が望ましく、投資意欲が高かった。
同地区は2013年度にまちづくり指針を策定。実現に向け、地域課題の対応や土地利
用再編の方向性を検討している。
2021年2月に開催した第4回真駒内駅前地区まちづくり検討委員会で土地利用計画
案を示しており、これらの実現性や市場ニーズを把握するため、4―5月にかけて総合建
設、開発・不動産、商業など12事業者のヒアリングを実施した。
計画案では、駅前から西側に向かって複合開発ゾーン（Ａ街区）、公共ゾーン（Ｂ1街

区）、健康・文教ゾーン（Ｂ2・Ｃ街区）と整理。Ａ街区は商業、マンション、医療など
多様な用途導入の可能性があり、開発規模は商業が1万㎡程度、住宅が一度の供給で
100戸程度とする意見が多かった。
交流広場については、商業施設と連携することでよりにぎわいが創出されるため、一
体的に整備できる可能性があるとし、Ａ街区施設へのバス待合空間の取り組みは利用者
の利便性が向上し、施設側にもメリットがあるといった声が寄せられた。
Ｂ2・Ｃ街区の用途はクリニックモール、フィットネス、福祉、教育施設など特色や目
的性の高い用途が望ましいといった意見があり、方向性はどの事業者も同じだった。
今後は、これら調査結果を踏まえて土地利用計画案の検討を進める。年内にも仮称・
真駒内駅前地区まちづくり計画案をまとめ、年度内の策定を目指している。



　札幌市が道路施設等設備機能保持計画まとめる
　―2021年度から10カ年で事業費40億円を試算

札幌市建設局は札幌市道路維持管理基本方針に基づく施設別補修計画の一つとして、
今後10年間の道路施設等設備機能保持計画をまとめた。トンネルや覆道20施設、アン
ダーパス・跨道橋10施設の電気・機械設備、道路情報板22施設が対象。2021年度
からおおむね10年間、1年当たり3－4億円を投じる見込みで、事業費は40億円をみ
ている。
対象は市内の道路トンネル・覆道、アンダーパス・跨道橋の電気・機械設備、道路
情報板。主要トンネルは環状通エルム、創成、盤渓北ノ沢の3施設、道道小樽定山渓
線施設のうちトンネルは白井、神威、小天狗など6施設、覆道は木挽など3施設となっ
ている。
南区のトンネルでは南沢など5施設、西区は小別沢など3施設、アンダーパスは東8
丁目や苗穂など7施
設、跨道橋は新川と平
岡、大谷地の3施設。
道路情報板はシステム
更新のほか、国際ス
キー場上りなど22施設
を対象とした。
計画期間は定めず、

おおむね10年先を見
据えて策定。事業費は、
今後の点検結果や社会
情勢の変化などにもよ
るが40億円を試算す
る。2022－24年度は
3億円台前半から4億
円台後半の事業費を想
定。道路情報板は1年
当たり2、3カ所程度で計画し、事業費は計5億円を試算している。
2022年度は、エルムトンネルの非常用設備や道路情報板の更新を検討。道路情報板

は朝日橋、錦橋、三笠緑地の3カ所を予定する。
現状の課題として、今後経過年数などから段階的・集中的に更新時期を迎える設備が
数多くあることを挙げた。予防保全では定期点検による設備の状態把握に基づき修繕・
整備をする状態監視型の管理や、決められた周期で設備の整備・更新する期間管理型
の管理に取り組む。



　新幹線開業に合わせて進化の10年に
1972年の冬季五輪に合わせて完成した札幌都心部のビルが更新期を迎えている。10
年後の北海道新幹線札幌開業を見据え、行政は規制緩和で開発を促し、民間事業者は
にぎわいを生む新たな施設を思い描く。進み始めた都心再生。札幌駅前、大通、ススキ
ノ・中島公園の市内都心部各地区の再開発動向を追った。（vol2―4で3回連載します）
■商業地図が転換期を迎える
ファッションや物販などの店舗が集積し、札幌駅前とは異なる発展を遂げてきた大通
地区。商業ビルは老朽化の一途をたどり、札幌駅前通と同様に再開発計画を検討する事

業者が増えている。従来の商業に加え、マンションやホテルを取り入れた複合施設の計
画が浮上するなど、商業地図は転換期を迎える。
大手デベロッパーのダイビル（本社・大阪）は2019年度に商業施設ピヴォとペンタグラ

ムビル、桂和ＭＴビルを取得。同社として道内初の再開発に乗り出す。
当時、ピヴォを所有していた中心街ビル（本社・札幌）は、耐震改修も検討したが、大
規模な工事になるためテナントへの影響などを考慮して断念。建て替えるにしても費用が
莫大(ばくだい)になることから、事業協力者となる有力なデベロッパーを探していた。ダ
イビルはオフィスを中心に展開していて、物販ビルを扱うのは珍しい。長年、ファッショ
ンビルを運営し、地下街の接続ノウハウを持つ中心街ビルと連携して再開発計画を固め
る構えだ。
新施設は、日建設計グループのアドバイスを受けながら低層階に商業、中層階にオフィ

ス、高層階にホテルが入居する複合ビルを検討。ダイビルの担当者は「最短で26年の竣



札幌駅前に続き大通地区も再開発計
画が活性化してきた

工、遅くとも31年の新幹線札幌延伸までには間に合わせたい」と話す。
■4プラ閉館に市民から驚きの声
ピヴォとともに大通地区を代表するファッションビルも動きだした。4丁目プラザ（本社・
札幌）は4月1日、2022年1月の閉館を発表。約50年間若者たちに愛された老舗ビル
終了の知らせは市民を驚かせた。
同社の広川雄一社長

は、閉店理由として未耐
震を挙げるとともに「周辺
商業ビルが再開発に動
いていて、良いテナント
を誘致するのは難しくな
る」と説明。付近では同
じファッションビルの「Ｉ
ＫＥＵＣＨＩ　ＧＡＴＥ
（イケウチゲート）」の建
て替え計画も進んでいて、
集客競争は厳しさを増す
と不安をにじませた。
隣接するピヴォと4プラ

だが、一体開発の予定は今のところない。過去に東京の大手デベロッパーが両ビルの再
開発案を提示したが、実現には至らなかった。広川社長は「それぞれの事業があってタイ
ミングが合わなかった」と明かす。今後、地権者らと再開発に向けた検討に着手するという。
■大通公園エリアも再開発活性化
大通公園に面する地区でも再開発計画が相次いでいる。平和不動産（本社・東京）は、

北海道銀行本店が入る大通西4丁目の道銀ビルディングと、西側に隣接する新大通ビル
ディングの一体開発に乗り出す。2020－23年度中期経営計画の再開発事業案件に盛り
込んだ。平和不動産の担当者は「コロナ禍でスケジュールは流動的だが、なるべく早く着
手したい」と話す。
大通西2丁目に位置するほくほくフィナンシャルグループの北陸銀行（本社・富山）も札

幌支店建て替えに着手した。新たなビルには同支店のほか、店舗や共用スペースを設け
る予定だ。同行の担当者は「北陸銀行としての道内のシンボルになれば」と期待し、道銀
を含むグループ全体での活用を視野に施設配置などを協議している。2021年11月の着
工、24年1月末の完成を目指す。
先行して容積率緩和などの地区計画を変更した札幌駅前通北街区と同様、大通地区

も規制緩和を求める動きが出ている。冬季五輪に併せて建設されたビルが多いことから、
市もその必要性に理解を示す。2031年の北海道新幹線札幌開業に向け、商業地区とし
て新たな進化を遂げる10年になりそうだ。



鈴木商会の石狩事業所で働く赤沢外野手

　人材確保に一工夫、あの手この手で採用活動
　―野球独立リーグ球団と連携やユーチューブ活用など

中小企業にとって人材確保は業種を問わず悩ましい課題だ。最近はコロナ禍から対面
機会が制限され、会社や業界をＰＲしたり、志願する学生の長所や考え方を把握するこ
とが難しくなっている。野球を接点に新卒者を受け入れたり、将来の担い手候補に向け
て動画配信サイトで魅力をアピールするなど、通常の採用活動や業界ＰＲとは一線を画
した人材確保のあの手この手をみた。
鉄リサイクルの鈴木商会（本社・札幌）は、石狩市を本拠地とする球団「石狩レッドフェ

ニックス」とパートナー契約を結び、所属する一部選手を就業者として今春から受け入れ
ている。
石狩レッドフェニックスは、北海道ベースボールリーグ（ＨＢＬ）に参入するため2020
年5月に創設。鈴木商会は石狩湾新港に道内最大拠点を構えている縁から、パートナー

企業として球団活動を支援して
おり、赤沢泰一外野手、木谷一
紀投手、中谷内完内野手、納口
大樹捕手、宇多村元投手の5選
手を受け入れた。いずれも石狩
事業所でリサイクル品を分別した
り、事務作業に携わるなど、野
球とは違った汗を流している。
駒谷僚社長は「チーム本拠地

の青葉公園野球場は、石狩事業
所から3分ほどの距離。若い戦

力を一気に得られたほか、夢や目標を持つ子が加わると中堅やベテラン社員が応援し、
組織全体の活性化になっている」と話す。
若者に身近なユーチューブはＰＲに最適なツールだ。土木学会は「土木学会ｔｖ」を
開設し、オール土木ネタの個性派芸人の元気丸さんを起用するなど、イメージアップに
努めている。最近は、北海道測量設計業協会のＰＲ動画「恋のトータルステーション」が、
全北海道広告協会賞のフィルム部門（ＯＮＬＩＮＥフィルム）で優秀賞に選ばれるなど、
内容の進化も目覚ましい。
北海道砂利工業組合は、業界ＰＲの一環で「北海道の砂利屋さん」を配信。イメージ

キャラクターの「サンド君」が砂利採取の仕事や冬場の除雪業務、業務主任者の資格取得
に向けて勉強する様子を伝える。小学校などの出前授業や社会見学で使うＶＲ向け3Ｄ
動画も作った。重機のオペレーター視点から、採取場で働く様子を体感できる。組合で
はＶＲ機器を3台用意。新型コロナの感染動向などを見つつ各支所の要望に応じて順次
貸し出す意向だ。



設備用の配管類は鋼材、樹
脂材とも上昇傾向で厳しい

　建設資材のやまない値上がりに悲鳴
　―鋼材、石油、ストアスなど相場が高騰

鋼材や樹脂材、石油製など建設資材の値上がりがやまない。鋼材は、原料の鉄鉱石や
石炭の輸入価格が高騰しているためで、配管用鋼管や空調用鋼管の卸価格上昇が続く。ま
た、原油相場の高騰を背景に石油や石油化学製品も値上がりが続き、塩ビ管の価格上昇
やエアコンの品不足、ストレートアスファルトの度重なる値上げで、関係者から悲鳴の声が
上がっている。
鋼材は今春から値上がりが続く。中国の鉄鋼生産が好調で、原料の鉄鉱石や石炭の価
格が高騰したためだ。鋼材を原料とする鋼管も値上がりが収まらず、日本製鉄は国内店
売り向け炭素鋼鋼管を2月受注分から１ｔ当たり1万5,000円、5月受注分からは現行比
10％改定した。9月製造分も１ｔ当たり１万円引き上げ
る。ＪＦＥスチールは6月契約分から10％改定した。
ガス用ステンレス鋼管も上昇傾向で、日立金属は7
月1日出荷分からフレキシブル管や継ぎ手などの価格を
10－20％改定。膨張タンクなど建築設備システム機器
やバルブ関連も値上げする意向だ。ベンカンもコイル調
達難などを理由に、一般配管用ステンレス鋼鋼管を値
上げし、継ぎ手は7月21日出荷分から改定する方針だ。
キッツは青・黄銅弁やバタフライ弁を8月2日出荷分から10％値上げする。
札幌市内の配管用資機材販社には、メーカーや商社から価格改定の通知案内が多く届

くようになった。新型コロナからの景気回復の期待感を背景に原油相場が高騰し、塩ビ
管やポリエチレン管の原料となるナフサが価格上昇しているためで、「春から3度の改定
を伝えてきたところもあり、この上がり方は異常」（販社経営者）という。
信越ポリマーは塩ビ管の販売価格を4月に15％以上値上げし、積水化学工業や前沢化成
工業、旭有機材、アロン化成なども追随した。7月はタキロンシーアイが塩ビ製の汚水桝な
どを10％以上改定。空調やロードヒーティングに使う冷熱媒体のオイルも上がっているほか、
半導体の不足からエアコンも品薄状態にあり、納期遅れなど現場の混乱が懸念されている。
石油製品のストレートアスファルトも高騰している。石油元売りの卸価格は4月から大幅
上昇し、8月も値上がりを見込む。ある販売商社は「取引先の道路会社に大幅値上げを飲
んでもらった後も原油の高騰が収まらない。道路会社のコスト負担が増す中、どう打ち出そ
うか困っている」と話す。
生コンは、最大市場の札幌が値上げに動いていて、価格推移が注目される。普通コン

クリート標準物（呼び強度21、スランプ18㎝、粗骨材20㎜）で1㎥当たり1万5,500円
となる予定だが、経済調査会も物価調査会も6月時点で旧価格の1万3,300円を据え置
いた。札幌生コンクリート協同組合では「新規物件の動きが鈍く、市場に占める旧価格の
割合が高いのが要因。いずれにしても秋には新価格に改定されるはず」とみている。



　ラフィラ跡複合ビルは2023年秋開業へ
東急不動産（本社・東京）など5者は、札幌市内の商業施設ススキノラフィラ跡地に新

築する大型複合ビルの設計施工を竹中工務店（同）
に依頼し、着工した。2023年秋の開業を予定して
いる。
東急不動産、竹中工務店、イトーヨーカ堂（本社・
東京）、アインファーマシーズ（本社・札幌）、キタデン（同）
が仮称・札幌すすきの駅前複合計画として進めている。
建設地は札幌市中央区南 4条西 4丁目 1の 1

の敷地 5,157㎡で、Ｓ一部ＲＣ造、地下 2地上
18 階、延べ 5万 3,378㎡の規模。地下 2階にイ
トーヨーカ堂が手掛けるスーパーマーケット、地上
1階にアインファーマシーズのドラッグストアなどが
入り、4階までを商業スペースとする。5－7階は道内初出店となるＴＯＨＯシネマズ（本
社・東京）のシネマコンプレックスが入居する予定。10スクリーン、約 1,800 席を備える。
7－ 18階は約 470 室のホテルで、東急ホテルズ（同）が運営する。
公共交通機関の乗り換えや街の回遊性にも配慮した。月寒通に面する1階に路線バス

の待合所を設置。屋内貫通通路を設け、商業店舗の営業時間外でも地下鉄運行中は通
行可能だ。地下鉄南北線すすきの駅と接続し、利便性を備える。

　イケウチゲートビル建て替えの概要を公表
丸ヨ池内（本社・札幌）は6月10日、複合商業施設「ＩＫＥＵＣＨＩ　ＧＡＴＥ（イケ

ウチゲート）ビル」の建て替え概要を発表した。カフェやショッピングに加え、新技術や製
品開発、起業支援に向けたコワーキングスペースを提供する。2022年秋のオープンを

目指す。
札幌市中央区南 1条西 2丁目にあるイケウチゲート

ビルは、老朽化のため2020 年 6月に閉店。このほど
解体を終えた。新施設はＳＲＣ一部Ｓ造、地下 1地上
8階、延べ 9,297㎡の規模。設計は建築家の伊東豊雄
氏が担当し、施工は岩田地崎建設（本社・札幌）に依
頼している。
高気密・高断熱でエネルギー効率を高めたオリジナ

ルシステムによるスマートビルディングを導入。4階に
はフィンランドのデモーラグローバル社との連携により、
起業などを支援するインキュベーション機能を備えたコ
ワーキングスペースを設ける予定だ。

新イケウチゲートビルの
完成イメージ

仮称・札幌すすきの駅前複合開
発計画の完成予想図



大規模な土石流が発生した静岡県熱海
市の伊豆山地区

　道内の土石流危険箇所を調査へ
　―静岡県熱海市の災害受け鈴木知事が指示

静岡県熱海市の伊豆山地区で発生した土石流災害を受けて、鈴木直道知事は7月5
日、庁内関係部局に対して道内に同様の危険箇所がないか調査するよう指示したことを
明らかにした。道建設部によると、現在のところ調査対象箇所は、道内で土砂災害警戒
区域指定に向けて実施した基礎調査の完了区域のうち、土石流の危険性がある4,746カ
所を基本とすることを想定。調査方法などを固めて、早急に危険箇所のリストアップを進
める考えだ。
土石流は7月3日午前10時半ごろ発生。静岡県の発表によると、逢初（あいぞめ）川

の最上流部である標高約
390m地点（海岸から約２㎞
上流）から同川を流下した土
石流が、延長約1㎞、最大
幅約120mにわたって被害
をもたらした。熱海市の調
査では被害地域は約12万
㎡に上り、建物約130棟が
被害を受けたという。
災害発生を受け、県警や
消防などが行方不明者の捜
索を進めていて、県と国土
交通省中部地方整備局は、谷の最上流部などでの調査や応急復旧活動を展開した。
甚大な被害状況が伝えられる中、鈴木知事は「土砂災害をはじめとする大雨に伴う災害

リスクは道内にもある」と指摘。上流部に盛り土がある地域や下流部に住宅地がある地域な
ど、同様の災害が懸念される箇所の調査を総務部危機対策課や建設部に指示した。
道建設部では、土砂災害警戒区域の指定に必要な基礎調査を1万1,807カ所で終えて
いて、そのうち土石流発生の可能性がある区域を基本に調査する考え。調査方法は検討
中だが、まずは文献調査を進めるとみられる。
同部の木村英也施設保全防災担当局長は「どんなメカニズムで土石流が発生したかまだ
不明だが、その原因究明を横目に見ながら、道内における同様箇所のリストアップと必要
な対策を講じていく」と述べた。
土石流の原因は県が調査中。ただ、土砂崩落が起きた逢初川の最上流部で、過去の開
発行為で約5万㎥の盛り土により谷が埋められていた事実を発表していて、盛り土の目的
や土石流との関係を調査するとしている。



函館市の函館公園に設置した「ポケふた」

　ウポポイ開業1年を迎える
白老町の国立民族共生象徴空間（ウポポイ）で7月17日、開業1年を祝う記念セレモ

ニーが開かれた。加藤勝信内閣官房長官や鈴木直道知事らが参加し、アイヌ民族の文化
の理解促進へ一層取り組むことを誓った。
ウポポイは、新型コロナウイルス感染症拡大を受け、当初の予定より遅れて昨年7月
12日に開業。アイヌ民族文化財団の常本照樹理事長は「この1年で25万人を超える人に
来場いただいたが、文化の伝承、創造発展には成果が出せていない。新たな文化の創
造発展の拠点としてさらに力をそそぎたい」とあいさつした。
加藤官房長官は「アイヌ文化の復興、創造の拠点であるウポポイの果たす役割は大き
い。一人でも多くの人がウポポイを訪れ、文化体験や民族共生の理念に共感してもらえ
るよう、コンテンツの充実、ＰＲに取り組みたい」と表明した。
鈴木知事は「アイヌ文化の振興や、北海道の観光振興の面からもウポポイは重要。ウ

ポポイをはじめとする関連施設を魅力的なものにして伝えたい」と述べた。
ウポポイＰＲアンバサダーで俳優の宇梶剛士さんは、母親がアイヌ復権に向けて精力
的に活動していた思い出などを振り返り、「ウポポイが文化の集まれる場所になるように、
自分もできることをやりたい」と話した。
このあと、アイヌの伝統芸能「シノッ」が披露され、参加者全員で祝った。

　ポケモン描いたマンホールが道内7市町に新設
世界的人気キャラクター「ポケモン」を描いたマンホール「ポケふた」が道内7市町に新

設される。7月7日のお披露目会では、デザインや設置場所が公表。コロナ禍で落ち込
む道内観光の救世主として期待されている。
道総合政策部が6月4日、函館市、小樽市、根室市、登別市、本別町、陸別町、中
標津町にポケふたを新設すると発表した。株式会社ポケモン（本社・東京）は、地域振興
などを目的に2018年度から全国の自治体にポケふたを寄贈。道とも包括連携協定を結

んでいて、19市町の公園や道の駅など
に設置されている。
新設が決まった自治体からは「ポケふ

た効果」に期待する声が聞こえる。函館
市企業局の高木博昭経営企画課長は「ポ
ケふたを見てもらい、さらにその下の下
水道にも興味を持ってもらえれば」とコメ
ント。根室市の薦田秀範下水道課長は
「ポケふた設置で訪問者が増えるかもし
れない。下水道事業に関心を持ってもら
うきっかけになれば」と話している。



（提供：建通新聞社）

　三越伊勢丹ＨＤが旗艦2店舗再開発を構想
三越伊勢丹ホールディングス（本社・東京）は、「伊勢丹新宿本店」と「三越日本橋本店

本館」の再開発を検討する。将来に向けて、新宿地区と日本橋地区における保有不動産
を含む周辺開発を推進し、エリア全体の価値向上を図るため、百貨店を核とした複合的
な開発やまちづくりを目指す。
同社は再開発について「構想段階であり、中
長期的に議論を進める」としている。　
伊勢丹新宿本店の規模は、ＳＲＣ造（制震

構造）、地下3地上7階、延べ8万2,893㎡。
設計・施工は清水建設（本社・東京）。1933
年の完成後、65年までに計10回増改築して
現在の姿となった。東京都の歴史的建造物に
指定されている。所在地は東京都新宿区新宿
３丁目14の1。
三越日本橋本店本館は、ＳＲＣ造（制震構造）、地下3地上7階、延べ7万1,727㎡。
設計は横河建築設計事務所（本社・東京）で、清水建設が施工した。1914年の完成後、
64年まで5回の増改築を経て、国の重要文化財に登録されている。所在地は東京都中
央区日本橋室町1丁目4の1。

　東急百貨店本店は建て替えへ
東急（本社・東京）と東急百貨店（同）、ＧＩＮＺＡ ＳＩＸなどの複合施設開発を手掛

けたＬ Ｃａｔｔｅｒｔｏｎ Ｒｅａｌ Ｅｓｔａｔｅ（ルクセンブルク）は、渋谷区道玄
坂にある東急百貨店本店を建て替える。今後、計画の検討・設計などを進め、2023年
春以降に既存建物の解体を開始する予定。隣接するＢｕｎｋａｍｕｒａは同計画に合

わせて長期休館し、大規模改修工事を行う。
解体する東急百貨店本店は地下3地上9
階。設計は東急不動産（本社・東京）、施
工は東急建設（同）が担当し、1967年に開
業した。コンサートホール、劇場、美術館
などで構成する複合型文化施設「Ｂｕｎｋ
ａｍｕｒａ」と各階の連絡通路で接続してい
る。
所在地は東京都渋谷区道玄坂2丁目24

の1。

伊勢丹新宿本店

東急百貨店本店
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