


　◎季節労働者の通年雇用で人手不足解消へ
　ことし２月に成立した大型補正予算の執行が４月以降にずれ込んだことで、2013
年度の公共事業発注額は高水準に推移し、本道の建設市場が久しぶりに活況を呈して
いる。一方、民間建築工事も消費税増税前の駆け込み需要に支えられ、札幌市内の再
開発事業が動き始めるなど住宅需要の回復が顕著になってきた。こうした切れ目のな
い建設活動によって、本道の季節労働者をめぐる状況が大きく変化し、今冬は季節労
働者の通年雇用化を実現する最大のチャンスといえる。通年雇用奨励金などの関連制
度を利用している事業主の声を紹介しながら、札幌地区における季節労働者対策の現
状と今後の課題を追ってみた。
　道内には、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者が建設業を中心に約８万人い
るが、そのうちの17.5％に当たる約１万4000人が札幌市内にいる。
　季節労働者の雇用環境は非常に厳しく、建設業の不況によって働く場そのものが減
少。とりわけ2006年度まで季節労働者の冬の生活を支えていた雇用保険特例一時金
の給付日数が削減されたことや各種雇用安定政策が廃止されたことで、季節労働者の
生活は厳しさを増している。
　こうした状況を踏まえ、厚生労働省は市町村や経済団体、労働界などの創意工夫に
よって季節労働者を支援し、季節労働者の通年雇用化を促進する委託事業を制度化。
その受け皿として道内各地に通年雇用の支援組織ができた。
　札幌市中央区北１西８に事務所を構える「さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協
議会」（以下「さっぽろ協議会」）は、札幌市域を対象とする通年雇用促進支援事業の実
施主体として、札幌商工会議所、北海道中小企業家同友会札幌支部、札幌建設業協会、
連合北海道石狩地域協議会、北海道石狩振興局、札幌市の６団体で構成している。さっ
ぽろ協議会では、季節労働者の支援を専門とする雇用促進支援員が、関係団体と協力
してセミナーや求人開拓、合同企業説明会などの各種事業を展開している。
　さっぽろ協議会の支援員は日々、季節労働者を抱える事業主を訪問し、事業主が抱
える問題解決の支援や各種助成制度の活用を勧めているが、ことしは人手不足を訴え
る声が日増しに強まっているという。「５月ごろから、建設業のあらゆる業種で『人手
が足りない』『募集しても集まらない』と嘆く事業主が多かった」（支援員）。
　道内では施工単価の下落に伴い型枠や鉄筋などの職人が他業種へ転身するケースが
相次ぎ、型枠大工がいなくなって建築現場が工程通りに進まないという状態が慢性化
している。
　他方、社会保険に加入していない専門工事会社を公共工事から閉め出す、いわゆる
「社会保険未加入問題」も小規模・零細企業の経営を圧迫しているという。「公共工事
の社会保険未加入対策は、実施までに猶予期間はあるものの、すでに一部の元請けか



ら『社会保険に加入していない会社は使わない』と言われているとことも多い。受注額
が上がらない中で法定福利経費を負担するのは、極めて難しいようだ」（支援員）。
　建設市場の活況に伴う人手不足を乗り切るためには、まず冬期間も仕事を確保し、
季節労働者を手放さないことが重要であり、今冬の通年雇用化が大きなポイントにな
る。さっぽろ協議会は「通年雇用奨励金を活用するのは、ハードルが高いとの先入観
があるかもしれないが、いろいろな利用の仕方がある。困ったことがあったら、いつ
でも気軽に相談してほしい」と呼び掛け、建設業チャレンジ支援センターの利用をＰ
Ｒしている。

　◎通年雇用奨励金利用者の声①　龍和工業　川村雅恵社長
　通年雇用奨励金制度は社会保険労務士さんがここ数年のうちの仕事を見ていて、通
年雇用にしたらどうですか、と教えてくれました。
　もともとはダンプの仕事をしていて、札幌市のマルチゾーン除雪のメーンの会社が
うちをつかってくれるようになりました。夏場は舗装や外構工事、砂利の運搬販売な
どをやっています。
　通年雇用奨励金は従業員のうち６人が支給対象となっていて、昨年度１回目が支給

されました。それまでは、除雪が終わる３月から６
月ごろまでが閑散期でした。一時、ダンプや機械を
売り払い、しのいだ時期もありましたが、今の元請
けさんのお手伝いをするようになってから軌道に乗
りました。マルチ除雪に使う大型ダンプは一番多い
時で９台ありましたが、車検代やタイヤ代などの維
持経費がかかりすぎ、４台に減らしました。その代
わり、民間の個別排雪や店舗の除排雪に使う４ｔト
ラックや重機の運搬に使うセルフトラックを買い、
仕事の内容を転換しました。
　春先の仕事がない時でも、家族の手前があるだろ
うと思い、会社に出てもらい、満額ではありません

が給料を払っていました。従業員の保険代などもかかりますので、通年雇用奨励金制
度はとても助かります。従業員に還元し、退職金制度や共済制度を加入するためにも
つかわさせていただきました。ただ、支給額は従業員がぎりぎりの生活ができるよう
な金額でもいいので、期間を少し長くできるようにしたらどうかとも思います。
　うちは雪が降らなければ利益が出ません。奨励金が切れる４年目に従業員を通年で
雇うのは会社の努力しかなく、今からいろいろ考えています。電柱広告やバスに広告
を出したこともありましたし、ホームページで外構工事の案内をしたり試行錯誤して
います。
　会長の知り合いが多く、マルチの時期には30台以上のダンプが集まってくれます。



それは、単価をはねたりしないから。１人だけの利益を追求せず、協力会社や従業員
とも和をもってやっていくことを大事にしています。
　いかに従業員に安定した生活をしてもらうか。春先に仕事を確保できるよう、これ
からも信用第一に会社として努力していきたいと思います

　◎通年雇用奨励金利用者の声②　秋山建築板金　秋山豊社長
　これまで通年雇用奨励金制度を利用したのは３人です。平成20年度から22年度ま
でが２人、22年度から24年度までが１人で、いずれも30代です。通年雇用とする
までの雇用期間は12月末ごろまででした。翌年の４月か５月ごろに再度出社しても
らっていたのですが、その間、仕事があれば何日か出てもらっていました。
　冬期間は屋根工事が少なくなります。次第に、ハウスメーカーさんの仕事をやるよ
うになり、冬でもある程度、稼げるめどがつくようになりました。若い人たちはまだ
結婚前だからよかったのですが、かまどを持ったら安定した金額を保証してあげた方
がいいとも思い通年雇用に切り替えました。
　屋根工事はほとんどが夏場の仕事。冬は夏の間お付き合いをしているハウスメー

カーさんや建築屋さんの下請けです。そういう仕事
だから収支面でプラスではないのです。だから、春
先から12月までの間に、そうした仕事以外でいか
に稼ぐかです。夏の間に稼いで、冬期間に吐き出す
感じとなります。息子が別会社でホームセンターの
下請けをしているので、そこから仕事をもらうこと
もあります。
　通年雇用とするのは、会社として保険をかけたり
しなければいけないので厳しい。ただ、通年雇用奨
励金をいただいていた３年間は、従業員の給料を補
てんできたからよかった。今後も冬期間の仕事を確
保しなければいけませんので、営業マンを１人置き、

営業に力を入れています。元請けを通じてきたクレーム処理や、以前やったお客さん
をつぶさに周っています。
　私自体は50歳まで板金屋に勤めていました。独立して従業員４人に１級建築板金
技能士の資格をとらせました。製図や実地など板金組合で数日勉強させましたが、
あとはすべて自分で直接指導しました。１級を持っていればお客さんの信用が得ら
れますし、できるだけ安い仕事はしません。その代わり、しっかりとした仕事をし
ます。
　最近では板金屋が従業員を雇えなくなってきており、個人でやって高い単価をもら
う人もいます。うちは会社の規模拡大は考えていませんが、若い人たちのためにも、
今後も通年雇用に取り組んでいきます。



　◎交通誘導員不足が深刻化、確保できず入札辞退も
　工事現場を出入りする車両や第三者の安全を守る交通誘導員の不足が深刻化してい
る。公共工事の入札に際し、建設技能者はなんとか手配したものの、交通誘導員を確
保できず応札を辞退する建設会社も現われている。工事量の回復に伴い、人材育成の
難しさを象徴する混乱だが、一方では最低水準にある交通誘導員の労務単価が正常化
の兆しを見せ始めている。
　札幌市内に本社を置く警備会社の社長が現状を説明する。「会社を始めて25年にな
るが、初めての現象だ。毎年８月のお盆明けから忙しくなるが、ことしは６月からフ
ル回転。警備員が足りず、私を含む内勤の全員が出動した。新規に付き合うゼネコン
の依頼は断っている」と多忙ぶりを見せる。
　安倍政権が進めるアベノミクスで公共工事の量は回復したが、これまでの削減政策
による反動で、技術者や技能者の不足が浮き彫りになった。そして、想定していなかっ
た交通誘導員の不足が深刻さに輪をかけている。
　道東のある建設会社は、自治体から公共工事の入札で指名を受け、争奪戦の末、よ
うやく技能者を見つけて施工体制を固めた。しかし、交通誘導員を手配しようとした
ところ、全て当てが外れ、やむなく入札を辞退した。関係者は「これまでは落札して
から探せば良かった。状況は一変した」と驚きを隠せない。

　北海道建設業信用保証がまとめた
2013年度上半期( ４―９月)の公共
工事請負動向(保証工事)によると、
国や道、市町村などの発注額は１万
3351件で7364億3700万円に上る。
前年度同期に比べて件数は1601件、
金額は22.4％、1347億円それぞれ増
えている。民間工事も消費税率５％
のままの９月末までの契約締結が相次
ぎ、分譲マンションや商業施設、オフィ
スビルなどの新築が急増した。

　工事量の急増とは裏腹に交通誘導員の求職が伸び悩む。札幌市内にある別の警備会
社の社長は「求人情報誌で募集したが、ほとんど反応がなかった。景気が上向いたので、
違う職業に流れたのではないか」と肩を落とす。
　交通誘導員の13年度公共工事設計労務単価は、有資格者のＡが9100円、無資格
者のＢが8300円。前年度比でＡは15.2％増、Ｂは16.9％増となったが、道内48職
種中では最低額。全国47都道府県でも下位にある。



　北海道警備業協会の佐藤親人専務理事は、人材を容易に供給できない理由として「交
通誘導員は人の命を守る仕事。粗悪な警備を提供するわけにはいかない。一定の資質
を保つためには、教育する時間とお金が掛かる」と説く。しかし、「優秀な人材の確保
が課題だが、極端な値上げを望んではいない。低賃金を解消し、社会保険に加入でき
る適正単価に戻したいだけ」と話す。
　ある警備業関係者は「ゼネコン側の理解が浸透し、単価は1000―1500円アップし
ている」という。道内の大手建設会社は「交通誘導員を含めて下落した単価の改善は、
業界全体で考えなければならない問題だ」と、健全な発展を見据えて協調体制を意識
している。

　◎技能者不足、底見えず―地域間争奪や単価上昇に懸念
　道内での技能者不足が深刻化している。国土交通省がまとめた建設労働需給調査
結果( ８月調査)によると、型枠や鉄筋など６工種中５工種で前月から不足率が上昇。
中でも型枠(建築)は、ことしに入り最高の不足率となった。10、11月も５工種で「困

難」との見通し。全国的にも技能者不足が著しい。
関東では鉄筋(建築)の不足率が高まり、10、11
月も「困難」が見込まれているため、地域間での技
能者争奪と単価上昇の激化が懸念される。
　国交省は、全国の建設業者約3000社を対象に
毎月の需給状況をアンケート調査している。過
不足率は「確保したかったができなかった労働者
数」から「確保したが過剰となった労働者数」を引
いた数を分子、「確保している労働者数」と「確保
したができなかった労働者数」の和を分母とし、
100を掛けて算出。見通しは「容易」や「困難」など
６段階で聞き取りし、最も多い回答を採用してい
る。
　今回は８月10日から20日にかけて調査。６職
種を見ると、北海道は全ての職種で不足してい
る。中でも型枠(建築)は、７月の過剰状態から
一転して6.8％のマイナスとなり、ことしに入り
最高の不足率を示した。10月の見通しは「困難」

となっている。左官は3.2％の不足率で、10、11月も「困難」との見通しだ。
　鉄筋(土木)は、２カ月連続で７％台の不足率となり、鉄筋(建築)とともに10月は
「やや困難」、11月は「困難」との見通しになっている。
　技能者確保の見通しについては、全国平均で鉄筋(建築)が11月に「困難」となって
いる以外は「普通」。北海道は、10月に型枠(建築)と左官、11月に型枠(土木)と左官、

北海道と全国の技能者需給状況
北海道 全国

型枠
（土木）

８月過不足率 3.1％ 2.4％
10月見通し 普通 普通11月見通し 困難

型枠
（建築）

８月過不足率 6.8％ 3.1％
10月見通し 困難 普通11月見通し 普通

左官
８月過不足率 3.2％ 0.9％
10月見通し 困難 普通11月見通し

とび工
８月過不足率 1.6％ 3.3％
10月見通し 普通 普通11月見通し

鉄筋
（土木）

８月過不足率 7.1％ 7.7％
10月見通し やや困難 普通11月見通し 困難

鉄筋
（建築）

８月過不足率 2.3％ 5.5％
10月見通し やや困難 普通
11月見通し 困難 困難

計
８月過不足率 3.4％ 3.4％
10月見通し やや困難 普通11月見通し 困難



鉄筋(土木と建築)がそれぞれ「困難」となるなど突出した状況だ。
　他地域と比べると、最も工事量の多い関東で鉄筋(建築)と型枠(土木)の不足率が
北海道を上回り、特に鉄筋(建築)は10、11月ともに「困難」との見通しのため、今後
は関東を中心に技能者の争奪と単価の上昇などが一層激化することが懸念される。

　◎道が農業農村整備で通年施工の制度化を要望へ
　道の竹林孝農政部長は、農業農村整備の施工時期が収穫により春や秋に限られてい
るため、通年施工を可能とする制度の創設や、当初予算での総額確保を国に要望し、
計画的な事業実施に努める考えを示した。９月30日の道議会予算特別委員会第２分
科会で、鳥越良孝氏（北海道・大地）の質問に答えた。
　竹林部長はこのほか、効率化を図るため、工事情報の早期公表などに取り組んでい
ると説明。事業量が急増している暗渠工事は、資材の需要見込みを必要に応じて見直
し、関係団体に情報提供しているとした。
　鳥越氏は、2013年度道営農業農村整備の入札中止・不落件数についても質問した。
山田恵二技監は、８月末までに470件を執行し、うち応札者がゼロだった中止は12
件、入札はしたが落札に至らなかった不落は２件あったことを説明。これらについて
は、工事内容の見直しや入札参加要件の地域要件などを拡大し、11件で再入札を実
施したほか、残り３件も早急に入札する予定だとした。

　◎道内基準地価、札幌中心に60地点で上昇 
　道は９月19日、2013年７月１日現在の道内基準地価を発表した。林地を除く宅
地など全体はマイナス2.8％で、1992年以降22年連続の下落だが、下落幅は前年よ
り0.9ポイント縮小。札幌市内は0.7％のプラスとなり、08年以来５年ぶりに上昇に
転じた。上昇は住宅地と商業地合わせ60地点で、前年の７地点から大幅な増加。消
費増税前の駆け込みや住宅ローン金利の先高観などから、都市部を中心に住宅建設が
持ち直し、マンション建設に適した商業地が高値となった。
　基準地価は国土利用計画法に基づき都道府県が調査する。１月１日時点で国が調査
する地価公示と併せ、公的土地評価の基準や一般的な土地取引の指標として用いら
れる。道内の調査地点は、林地を除き1134地点。うち住宅地は823地点、商業地は
276地点が対象となっている。
　道内の１㎡当たりの地価は、住宅地がマイナス2.6％の１万8100円で16年連続の
下落だが、下落幅は0.7ポイント縮小。商業地はマイナス3.6％の５万7200円と22
年連続の下落で、下落幅は1.2ポイント縮まった。全用途の平均は２万7500円で、
83年ごろの水準となる。
　上昇したのは、住宅地が札幌市内の34、旭川市と倶知安町で各１の計36地点。前
年に比べて32増加した。商業地も札幌市で24地点が値上がりし、前年を21上回っ
ている。



上昇率が高い地点を見ると、住宅地のトップ３は札幌市中央区のいわゆる高級住宅地。
１位の宮の森３条５丁目が8.9％、２位の北４条西26丁目が8.5％、３位の宮ケ丘２
丁目が8.4％で、いずれも２年連続上昇した。４―８位と10位も札幌市内で豊平区、
白石区、西区の地下鉄駅に近い地点が入っている。
　９位は3.6％の上昇に転じた倶知安町山田。ニセコひらふ地区でのリゾート関連企
業の従業員住宅としての需要や、円安による観光客の入り込み増が反映された。
　商業地では、札幌市中央区南１条西26丁目が7.6％の上昇で、２年連続の１位。２

位には4.5％上昇した豊平区平岸４条３
丁目と北区北７条西２丁目が並ぶ。
　調査を受託した北海道不動産鑑定士
協会は、札幌の上昇地点について「住宅
地は消費税の増税や金利の先高観など
で潜在的な需要が動きだした。商業地は
商況が良くなったというより、マンショ
ンが建って人口が増えた」ことが評価の
ポイントだと説明する。

　札幌以外では、上昇は前年より１多い２地点で、横ばいは前年より25増えて65地
点となった。旭川、帯広、釧路など地方の中核的な都市で横ばい地点が増加し、下落
幅が縮小した。一方、住宅地のうち下落率マイナス10.4％で、２年連続の全道一となっ
たのは美唄市東明２条２丁目。全国で５位に入った。商業地の下落率全道一は、全国
でも１位となるマイナス14％の留萌市栄町２丁目で、こちらも２年連続となった。

　◎上半期の道内公共事業発注は2割増の8700億円に
　北海道開発局や道、市町村など道内公共事業発注機関の2013年度上半期( ４―９
月)執行状況が北海道建設新聞社の集計でまとまった。発注額は12年度補正の繰り越
しなどにより、前年度同期を1342億円、18.2％上回る8732億円となった。開発局
や札幌市が３割増を示したが、建管は微減。入札不調や中止は2.3倍の1356件を数え、
総件数に占める割合は6.3％となった。森林管理局と東日本高速道路道支社が３割に
達し、開発局や建管は１割の工事で入札が成立していない。一方で市町村は１桁台と、
発注機関により大きな差が生じている。
　道内公共事業発注機関の開札結果を集計した。２―３月に発注となったゼロ国債や
翌債工事などは13年度分として数え、12年度も同様の手法でまとめた。不調や中止
については、再度入札などで発注済みとなった工事もあるが、不調・中止件数として
計上した。
　上半期で２万1388件、8732億円を発注。前年度同期と比べると件数は8.1％、金
額は18.2％それぞれ増えた。

（以上、北海道建設新聞）



　◎札幌市が北1西9の市有地1万㎡売却へ準備開始
　札幌市が2014年度以降の売却を予定している同市中央区北1条西9丁目の市有地
約１万㎡で、売却に向けた準備が進んでいる。敷地の一部を利用して観光バスの待機
場が設けられていたが、10月1日に中央区内の別の場所に移転。また、同月９日ま
での予定で埋蔵文化財の試掘調査などが実施された。

　この土地は、1995年に中央区北11
条西13丁目へ移転した市立病院の跡地。
東側はヤマダ電機、南側は北1条宮の沢
通に面し、面積は1万372㎡。敷地北側
にバス待機場、北1条側の南側には博物
館活動センターなどが入るリンケージプ
ラザがある。一帯は建ぺい率80％、容
積率600％の商業地域。
　札幌市はこれまで暫定利用を続けてき

たが、13年度に入り、敷地のうち、バス待機場だった場所を含む約5000㎡を先行売
却することを明らかにした。
　10月上旬から始まった埋蔵文化財調査などで、リンケージプラザの場所を除き、
敷地一帯の調査がひとまず完了するという。バス待機場は中央区南8条西2丁目の旧
星園高跡地に移転している。
　担当部署によると、具体的な売却時期は未定の状況。将来的にはリンケージプラザ
がある一角の売却も視野に入れているが、利用している団体などが複数あり、予定が
立っていないという。札幌市内の中心部では数少ない大規模な土地だけに、今後の動
向が注目される。

　◎札幌・月寒西で福祉施設や高齢者向けマンションの建設計画 
　豊牧(本社・札幌市豊平区、阿部貞夫社長)は、同市豊平区月寒西１条11丁目の約
１万7000㎡で再開発を計画している。福祉施設や高齢者向け分譲マンション、ドラッ
グストアなどを建設するもので、温泉も掘削する。同社の阿部知博専務は、「この地
域では高齢化が進んでいる。まちの活性化を考えたときに、高齢者が安心して暮らせ
るまちづくりが重要だと思った」と話している。
　建設地は、同市豊平区月寒西１条11丁目443の15。東豊線福住駅から徒歩４分の
立地で、イトーヨーカドー福住店や札幌ドームも徒歩圏内にある。40年ほど前に阿
部氏が牧場を営んでいた場所だが、その後は周辺で戸建てを中心に宅地開発が進んだ。
敷地には旧イトーヨーカドー月寒店や旧カウボーイ月寒店などが建てられていたが、



現在は更地となっている。面積は１万6830㎡。
　同社は、ここにサービス付き高齢者向け住宅と介護老人保健施設(老健)、高齢者向
け分譲マンション、ドラッグストア、医療モールの５施設を誘致する計画だ。敷地面
積はいずれも3300㎡程度ずつを予定し、サービス付き高齢者向け住宅と高齢者向け
分譲住宅に供給するため、敷地内で温泉も掘削する。
　全て定期借地権で契約し、建物はそれぞれの事業者が建設する。このうち先行する
のはＲＣ造、６階、延べ5637㎡のサービス付き高齢者向け住宅を先行整備中。来年
９月に完成する予定だ。老健とドラッグストアについては現在、整備に向けて手続き
を進めている段階。
　一方、高齢者向け分譲マンションは、コーポラティブ方式での建設を見込む。現在、
出資者(入居者)を募集する説明会などを開いており、これから組合を結成して着工
を目指す。規模はＲＣ造、７階、延べ6711㎡を想定。居室以外に食堂やラウンジ、
多目的ホールなども備え、多様化した高齢者ニーズに応えることにしている。医療モー
ルについてはまだ具体的な計画まで至っていない。
　阿部専務は、「ここに安心して生活できる住宅を整備することで、戸建てに住んで
いる高齢者たちが住み替えを考えるきっかけになればいい」と話している。

　◎丘珠空港を防災拠点に―札商が整備構想案
　札幌商工会議所は、丘珠空港の防災拠点化に向けた構想案をまとめた。災害などで
新千歳空港の機能が失われた場合に代替施設として活用できるようにする内容で、救
援物資の備蓄倉庫や災害時研修施設、広域医療に対応できる施設の集積を目指す。国
の国土強靱(きょうじん)化関連予算を用いての整備を見込む。今後、道や札幌市な

どが主体となって策定する地域計画に構
想の中身を反映させる方針だ。
　地域開発委員会(委員長・勝木紀昭北
海道エネルギー社長)がまとめた。同委
員会は昨年、北海道新幹線札幌延伸の効
果を最大限発揮するには、高速道路の都
心部乗り入れや札幌駅前再整備と並ん
で、丘珠空港の機能拡充が必要とする提
言書をまとめ、関係機関に提出した。防

災拠点化を図ることで、懸案の滑走路延長を具現化するという狙いもある。
　構想案によると、空港周辺に防災関連施設を集積し、災害予防対策から応急復旧、
復興対策までを一元的に扱うことができる拠点形成を目指す。
　具体的には、コア施設として防災指令本部や啓発体験施設、教育訓練施設を整備す
るほか、災害を未然に防ぐための研究センター機能、救援物資の荷さばき場、備蓄倉
庫などを空港周辺に配置。災害時にボランティア活動に当たるためのベースキャンプ



も整備し、不測の事態に備える。
　また、ドクターヘリが離発着できるヘリポートや駐機場を空港内に増設し、広域医
療への対応を強化。空港ターミナルビルに、患者を被災地外へ航空機搬送するための
広域搬送拠点臨時医療施設(ＳＣＵ)を入れるなどして、医療活動拠点としての再編
を図る。近隣にあるコミュニティドーム(つどーむ)も緊急時施設としての使用を想
定している。
　これら防災拠点化に要する費用は、国土強靱化関連予算で賄う考え。
　政府・与党は10月15日招集する秋の臨時国会で、国土強靱化基本法案の成立を見
込んでいる。成立後、地方公共団体が主体となって国土強靱化地域計画を策定。計画
に基づく対策に政府が予算配分する。
　同会議所では、この計画に防災拠点化の構想案を重点事業として盛り込むことを目
指している。

　◎斗南病院移転改築の設計者決まる―14年12月着工へ
　国家公務員共済組合連合会(ＫＫＲ、東京都千代田区九段南１丁目１の10、尾原栄
夫理事長)は、札幌市中央区にあるＫＫＲ札幌医療センター斗南病院移転改築の基本・
実施設計、工事監理を大建設計に依頼した。基本計画段階で11階建て、延べ約2万
2700㎡の規模。今後1年をかけて設計を進め、2014年12月の着工を予定している。
　現在の斗南病院は札幌市中央区北１条西６丁目に所在。ＫＫＲでは築50年以上が
経過し、老朽化していることなどから建て替えを決めた。建設地として、昨年11月
には中央区北4条西7丁目の道有地を、50年間定期借地することで道と合意してい

る。
　設計などの一般競争入札を９月
27日に行い、落札額は9380万円
(税抜き)。同30日に契約した。
　基本計画段階でのフロア構成は
１、２階が外来、３階が検査やリハ
ビリなどのスペース、４階が手術室、
５階が医局、６―10階を病室とし、
11階には食堂などを設ける。
　手術室は８室あり、道内では導入
例が少ないハイブリッド手術室も用

意する。同手術室は手術台と血管撮影装置を組み合わせたもので、手術の安全性など
を高めるとされる。病床数は現状の243床とするが、個室を望む人が増えているこ
とを受け、個室率を50％まで引き上げる。設計業務は14年９月30日までで、同年
12月１日の着工、16年８月末までの完成を予定している。

（以上、北海道建設新聞）



　◎がれき焼却処理が完了―仙台で仮設焼却炉の火納め式
　仙台市が行ってきた震災がれきの焼却処理が終了するのに伴い、仮設焼却炉の火納
め式が９月29日、仙台市若林区の井土搬入場で行われた。地元企業の総力を結集し
た早期撤去、分別徹底と迅速処理など「仙台方式」として注目を集めた仙台市のがれき
処理が節目を迎えた。リサイクルや埋め立て処分は年内に完了する予定で、搬入場は
2014年３月末までに原状復旧させる。
　東日本大震災で発生した仙台市の震災廃棄物は、がれきが約135万ｔ、津波堆積

物が約130万ｔと推計される。がれき処理
の実施に当たっては、地元企業を活用し、が
れきの最終処分まで自らの地域内で処理を完
結する仕組みを構築。搬入前、搬入場内での
分別を徹底して進めるなど、「仙台方式」とし
て注目を集めた。
　東部沿岸地区内の３カ所（蒲生、荒浜、井土）
に整備した搬入場には、仮設の専用処理施設
を設置。各搬入場の仮設焼却炉設置運営会社

は、▽蒲生搬入場＝ＪＦＥエンジニアリング▽荒浜搬入場＝川崎重工業▽井土搬入場
＝日立造船―となっており、処理能力は合計で１日480ｔ。
　仮設焼却炉は11年10月から順次稼働し、リサイクルが困難な可燃物を24時間連
続稼働で焼却処理した。焼却処理量は石巻市から受け入れた５万ｔを含めて約26万
ｔに達した。
　今後、12月末までに津波堆積物の再生処理、がれきの埋め立て処分、リサイクル
が完了する予定となっている。仮設焼却炉は14年２月末ごろに解体を終え、14年３
月末までにがれき搬入場の原状復旧を完了させる見通しだ。

　◎錦エステートが仙台市錦ケ丘にメガソーラー計画
　錦エステート（仙台市青葉区錦ケ丘７丁目１の３　嶋田哲夫社長）は、仙台市青葉区
錦ケ丘ほか地内にメガクラスの太陽光発電所「雲の上の発電所」（仮称）を建設し、新た
に売電事業に参入する。
　計画によると、仙台市青葉区錦ケ丘１丁目78の40ほか地内の同社社有地２万
7380㎡（現況＝雑種地）を対象に、発電規模1.5MW、一般家庭450世帯分の電力消
費量に匹敵する。設備金額は５億円弱。トリナ・ソーラー製太陽電池モジュール（パ
ネル数5,280枚）を採用。年間売電価格は約6000万円を試算。発電期間は20年間で、
発電した電力は東北電力への売電を予定している。設計・施工はＮＴＴファシリティー



ズが担当、完成後の運営は自社で行う。
　現在、東北電力との系統連携や仙台市の土地利用条例についてそれぞれ申請協議が
完了、経済産業省の「再生可能エネルギー発電設備等導入促進支援復興対策事業費補
助制度」の活用を予定している。
10月16日に起工式を行い着工、来年３月上旬からの売電を予定している。
　嶋田社長は「東日本大震災を契機に地域住民や地元小・中学生等へ再生可能エネル
ギーを利用した環境啓発に活用できればという思いから設置することとした。環境に
優しい太陽光発電の普及促進に寄与することで地域並びに教育環境へ貢献したい」と
話している。

　◎国の生コン工場、来年９月稼働―仙台で復興加速化会議
　ことし３月以来、２回目となる復興加速化会議が10月７日、仙台市内で開かれ、
行政と建設関連団体が復旧・復興の進捗状況や生コンクリート不足対策などについて
話し合った。生コン対策については、東北地方整備局が岩手県内に設置する三陸沿
岸道路専用の公共プラント設置の概要を示し
た。近く公共プラント設置を含む工事を公告
し、来年９月の稼働を目指す。太田昭宏国土
交通相は発注機関に早めの発注見通し公表を
要請したほか、まちづくり・住宅整備の課題
とされる自治体の用地取得促進に向けて整備
局の職員を定期的に派遣するよう指示した。
　岩手県の宮古、 石両地区への公共プラン
ト設置は３月の復興加速化会議で太田大臣が表明していた。今回東北整備局が明らか
にした概要によると、設置場所は宮古地区が「宮古～田老間」、 石地区が「吉浜～
石間」で、どちらも民間プラントが近隣になく、生コン不足が懸念される地域だ。
　プラント設置に当たっては事業者を公募するのではなく、ダム工事のようにプラン
ト設置を併せて発注する。例えばトンネル、橋梁工事と併せて生コンプラントの設置・
運営を発注。完成したプラントは三陸沿岸道整備の専用プラントとして他の工事にも
生コンを支給する。２～３年程度稼働した後、撤去する。
　近く公共プラントを含む三陸沿岸道工事を公告し、2014年１月までに契約。その
後、施工者側から公共プラントに関する設計・施工の提案を受け、協議が整い次第着
工する。
　まちづくり・住宅に関する整備については被災市町村の用地取得がポイントとなる
ことから、岩手県 石市の海岸防潮堤事業をモデルケースとして実施した用地取得の
迅速化措置を他の事業にも活用するとした。 石市のモデル事業では、通常３カ月程
度を要する申請から事業認定までの審査期間を約50日に短縮した。
　東北建設業協会連合会の佐藤博俊会長は設計労務単価の引き上げや復興歩掛に謝意



を示した上で、地域建設業が「地域の町医者」として継続できる支援の継続を求めた。
日本建設業連合会東北支部の竹浪浩支部長は今後の災害公営住宅発注の本格化に当た
り、設計・施工方式の導入や柔軟な工期設定、発注見通しの早期公表を要望した。
　太田大臣は「全体的な工事発注の見通しと関係機関の連携が重要だ。施工業者が人
材配置を行いやすいように早めの発注見通しの公表が極めて大事だ」とし、国、県に
よって構成される発注者協議会を通じて発注見通しの全容が分かるようにしたいとの
考えを示した。
災害公営住宅については、「高台移転やまちづくりの関連から遅れてきた。整備状況
のスケジュールを明確にするとともに、土地の取得状況について整備局の用地職員を
定期的に派遣する」とした。
　会議ではこのほか、入札不調発生率が改善されつつあることが報告された。８月
31日現在の不調率は仙台市が34％と最も高いものの、12年度末から16ポイント下
降。宮城県は22％で15ポイント下降した。

　◎卸町コミュニティプラザの基本設計などを公募
　協同組合・仙台卸商センターは、仙台市若林区卸町３丁目に仙台市の復興公営住宅
建設をはじめ新卸商センターや卸商プラザなどからなる複合施設「卸町コミュニティ
プラザ」の建設を計画し、基本調整、基本計画、基本設計などの業務を委託するため、
10月８日から公募を開始した。
　公募説明会は10月18日15時から仙台市若林区卸町の卸町会館３階第１会議室で
実施。質問書受付期間は10月９日から11月１日までとし、参加表明書および技術提
案書11月１日まで受け付ける。その後、11月６日にヒアリングなどによる審査を行
い、事業候補者を選定し、基本協定を締結するなどの手続きを経て、11月下旬（予定）

までに設計業務委託契約を締結する。
　参加資格は、一級建築士事務所に登録さ
れた単体または共同企業体で、過去20年
以内に公営住宅の基本設計業務を完了した
実績とコミュニティ施設の基本設計業務を
完了した実績があることなど。
　業務内容は、基本調整、基本計画、基本
設計、意匠監修、その他関連する業務。業
務履行期限は2014年３月25日まで。事
業概要によると、組合所有地で第51駐車

場として活用している仙台市若林区卸町３丁目１の１ほか地内の3527㎡を建設用地
とし、ここに延べ約１万1000㎡の複合施設を建設する。内部には、仙台市の復興公
営住宅（約100戸）や新卸商センター、備蓄倉庫などを設けた防災センター、公共サー
ビス窓口、レストランやカフェ、物販、オフィスなどが入居するテナントスペース、



ラウンジやインフォメーション、展示などを行う卸商プラザを設けるほか、屋外施設
として広場や屋上庭園等、駐車場、駐輪場などを配置する。また、検討機能として託
児所や組合食堂、医院などの設置も考えている。
　事業スキームは、土地を事業運用期間51年間（建設期間１年間を野ずく解体期間１
年含む）の定期借地権で組合が仙台市に賃貸し、賃貸終了後に建物を解体（仙台市の払
下げ無し）。建物は組合で建設し、復興公営住宅事業範囲（住宅、集会所等）は仙台市
が買取し、被災者に賃貸する。組合事務局、テナント、卸商プラザについては組合が
所有し運用。外構は共用所有とし、所有面積比率で按分された所有区分となる。運営
管理は、原則所有するエリアで所有者が運営および管理を行う。
　今回の計画は、組合創設から50年、ハードもソフトも時代にあわせて見直し15年
に開通する地下鉄東西線に合わせ「新生卸町」を実現するため、被災者の生活再建を端
緒とする「地域の復興への貢献」、未来のために組合の結束力を強化する「コミュニティ
拠点」施設を建設する共同事業として実施する。
　なお、選定委員は組合の街づくり委員会委員長を勤める田中善一氏を委員長に、組
合から氏家裕一氏、松尾勇雄氏、吉田勝彦氏、宍戸慈満氏、星合邦生氏、山寺靖則氏、
卸町地区まちづくり協議会から奥田潤一氏、有識者として東北大学から本江正茂大学
院工学研究科准教授、小野田泰明大学院工学研究科教授、仙台市から村山光彦都市整
備局公共建築部部長の11人。

　◎建設発生土利用の協定締結―離島部の復興事業に活用
　宮城県七ヶ浜町、塩 市、県仙台土木事務所、県仙台塩 港湾事務所は10月９日、
復興事業で発生した土砂を有効利用するための協定を締結した。これにより、七ヶ浜
町の防災集団移転促進事業で発生した土砂を、塩 市の離島部で計画する防災集団移
転促進事業や災害公営住宅整備事業に活用することが可能となった。こうした取り組
みは宮城県内の自治体間では初めて。
　今回の協定では、七ヶ浜町の花渕浜笹山地区防災集団移転促進事業の高台住宅団地
造成により発生する土砂約４万㎥を仙台塩 港塩 港区要害地区を運搬。それを塩
市の寒風沢島防災集団移転促進事業、野々島災害公営住宅整備事業、朴島災害公営住
宅整備事業の３事業の造成に活用することとした。仙台塩 港湾事務所は要害地区に
仮置き場と土砂運搬船の船着き場を提供し、仙台土木事務所は２市町の需給調整の役
割などを担う。
　協定の調印式で、七ヶ浜町の渡邊義夫町長は「協定締結により、建設発生土を効果
的に移動させることができるようになった。復興が早まることを期待している」とあ
いさつ。塩 市の佐藤昭市長は「七ヶ浜町の温かい配慮でようやく離島部の造成に着
手できる。島民も復興を実感し、将来への希望がわき上がるだろう」と感謝の気持ち
を示した。

（以上、仙台・建設新聞社）




