


◎中央中など３校の改築にゴーサイン
　―交付金未採択で一時は入札中止・保留も

札幌市教育委員会は、文部科学省の交付金未採択で入札手続きなどを中止していた
中央中など３校について、交付金採択の内示を受けたことから、予定通り改築を進め
る方針を決めた。今回の未採択問題では、入札手続きが進んでいた中央中、本通小、
中の島小について、中央中と本通小は仮契約のまま保留とし、中の島小は落札決定後
の仮契約前で入札中止措置を取るなど、工事関係者に動揺が広がっていた。同教委で
は、来年度についても引き続き国の財政事情の厳しさが想定されることから「耐震化
は早期に進める必要があり、今後も財源確保を要望していく」との姿勢を示している。
2016年度の小中学校施設整備事業は、５月10日時点で全道246件のうち61.4％
の151件が未採択となっていた。要因は文科省が要求していた交付金が大幅に削減
されたため。交付金の財源の一部だった東日本大震災復興特別会計からの支出が16
年度から無くなったことが背景にあるとみられる。
未採択の影響は札幌市や旭川市、苫小牧市など全道に広がった。札幌市では、入札
手続きが進んでいた中央中、本通小、中の島小の３校について、中央中と本通小は仮
契約のまま保留とし、中の島小は落札決定後の仮契約前で入札中止措置を取った。仮
契約までこぎ着けた市内の建設業者は「前代未聞の出来事で非常に驚いている。成り
行きを静観するしかない」とショックをあらわにしていた。

その後、５月27日付で交付金の内示を
受けたことから、市では中の島小の入札中
止措置を取り消し、同小の落札候補者と
なっていた田中組・丸竹竹田組JVを落札
者に決定した。仮契約していた中央中は岩
田地崎建設・中井聖建設JV、本通小は藤
井工務店とそれぞれ本契約を結んだ。
札幌市教育委員会は、３日の市議会本会
議と財政市民委員会で、今回の３校を含め
16年度に整備を予定している15校につい

て「更新計画は粛々と進めていく」（長岡豊彦教育長）との方針を示している。
今後についても、同教委では「耐震化は早期に進める必要がある。今後も財源確保
を要望していく」との姿勢を明らかにしている。しかし、特別会計からの支出がなく
なったという状況に変わりはなく、加えて消費増税が見送られたことで、政府予算の
歳出抑制基調が一層強まることが想定されることから、夏の概算要求以降、予算獲得
に向けての動きが慌ただしさを増しそうだ。

本通小の完成予想図



◎輝く女性、現場でいきいきと
　―札幌工業高女性部長と鉄業界の女性グループの取り組み

建設業界にとって最重要課題である若手人材の確保。業界団体と各企業は人材確保
と育成に向けてさまざまな取り組みを進めているが、技術者を目指す若者や業界で働
く女性の活躍の場も広がっている。建設業界に数多くの優秀な技術者を輩出している
道立札幌工業高校の２人の女性部長と“鉄”業界で働く女性の活躍を紹介する。
札幌工高の土木研究同好会と建築研究同好会に、この春、初の女性部長が誕生した。
両会とも活動内容は異なるが、１学年上に全国大会で好成績を残した先輩がいるとい
う共通点がある。土木研究同好会の部長は、土木科3年の中村夢季さん。2年の時に
測量士補にも合格した。まずは全道大会に向けて「測量は3人で1チーム。先輩たち
とは違う良さがあると思うので、力を出していきたい」と話す。
建築研究同好会は、建築科3年の保坂あゆらさんが部長を務める。大工になりたい
と札工に入学し、すぐに木材加工のとりこになった。数々の輝かしい成績を残した先
輩の栄光を引き継ぎ、６月１日の高校生ものづくりコンテスト全国大会の出場権をか
けた全道大会では見事優勝を果たした。
そんな2人は将来、建設業へ進むことを夢見ている。保坂さんは大工になるため、
民間企業へ就職し、さらに技能を高め、技能五輪にも出場したいと意欲を燃やす。ま
た、中村さんは、親兄弟が建設業ということもあり、日頃から「建設業は生活の中で
身近な存在」ということを意識し、日々の授業などを通しても建設業の果たす役割の
大きさを感じている。

―“鉄”業界も女性でＰＲ

建設業でも特に男性のイメージが強い〝鉄業界〟。その世界で今、女性たちが活躍し
ている。鉄の組織であるフェライトと、インテリア・エクステリアなどを合わせた造
語「フェライテリア」として活動中だ。彼女たちは、技術研修会の懇親会で知り合い、
2014年10月に会を立ち上げ
２、３カ月に１回程度、業界で
女性が働く上での悩みの共有な
ど、働きやすい環境をつくるた
めの意見交換や鉄の現場を知る
ために現場見学会も実施してい
る。
中心メンバーでＪＦＥスチー
ル北海道支社に勤務するロバー
トソン里香さんは2人の子ども
を持つ母親。「この会は、それ 現場見学会などの活動を展開している



ぞれの経験をみんなに伝えることができる。見聞を広げることで個人のスキルアップ
にもつながるし、モチベーションアップにもなる。鉄業界で働く女性たちが生き生き
と働けるような活動をしたい」と話す。
彼女たちは鉄業界で働いているということだけでなく、「鉄が好き」という共通点を
持つ。片山鉄建札幌営業所の大友彩加さんも「鉄は私たちにとって身近な存在で、い
ろいろな形に変わることができる。その奥の深さが魅力」と目を輝かせる。
こうした女性たちの活躍に業界も期待を寄せる。見学会の会場となった竹原鉄工所

（本社・札幌）の竹原巌社長は「女性にはもっと会社の外に出て、横のつながりを持っ
てほしい。女性が活躍することで、働きやすい環境が整ったり、安全作業につながっ
たりするという効果も出てくる。これは鉄業界全体の底上げになると思う」と話し、
フェライテリアの活動を応援している。

◎札幌市が真駒内駅前に延べ1万1,000㎡の南区複合庁舎を構想
札幌市は、真駒内駅前地区に延べ約1万1,000㎡の南区複合庁舎建設を構想してい
る。真駒内中と道警宿舎、駐車場、駐輪場の約3万1,000㎡の敷地を活用する計画。
併せて生活利便機能をメーンに持つ民間施設導入も目指している。2016年度は土地
利用について、地区内に導入する機能のほか、にぎわいや交流の創出方法などの検討
を進めていく。

市は13年度に真駒内駅前地
区まちづくり指針を策定。老朽
化が進む周辺の市有施設建て替
えを視野にした。南区役所や区
民センター、旧真駒内緑小跡
地（まこまる）が位置する真駒内
幸町2丁目を「中学校エリア」と
し、将来的な真駒内中の改築用
地に位置付けている。
今回土地利用を検討するの
は、地下鉄真駒内駅に面した真

駒内幸町3丁目の「公共・民活エリア」。通過型から滞留、交流型の駅前地区へと転換
を図り、南区全体の魅力向上を目指す。現在は、第1種中高層住居専用地域だが、近
隣商業地域や商業地域への変更も視野に入れている。市は前提条件として、同エリア
内へ南区複合庁舎建設を提示。盛り込む想定機能は区役所や区民センター、保健セン
ター、保育・子育て支援センターなど。このほか500㎡程度で南東向きの保育・子育
て支援センター園庭や駐車場などの公共空間を備え、民間施設は市有施設とは別棟と
する想定だ。整備時期は、19年度の策定を予定する仮称・真駒内駅前地区まちづく
り計画内で固める。



◎中心部でホテル建設・リニューアルが活発化
　―外国人観光客の大幅増受け、本州から積極投資

外国人観光客の増加に伴い、札幌市内中心部でホテル建設・リニューアルが活発化
している。増築に着工あるいはリニューアルを完成させたホテル以外に、新たなホテ
ル建設構想も具体化している。６月には九州のデベロッパーが北海道に初進出する計
画が明らかになるなど、今後もホテル建設ラッシュが続きそうだ。
札幌市がことし２月にまとめた観光客入込み数は、2015年度上半期で855万8,000

人と、前年度上期を1.3％上回った。特に増加が著しいのは外国人観光客の増加。外
国人宿泊数は86万5,000人と、前年度上半期比44%増となり、過去最多を記録した。
こうした状況を受けて、札幌市内では、ホテルの建設やリニューアルが相次いでい
る。ホテルや住宅事業などを展開するケン不動産リース（本社・東京）は、中島公園に

隣接する「ノボテル札幌」の客室を
改装し、「プレミアホテル中島公
園札幌」として４月１日にリブラ
ンドオープンした。また、アパー
ト・マンション賃貸大手のレオパ
レス21（本社・東京）は、札幌市
中央区のホテルレオパレス札幌増
築に着工、新たに100室前後を
設ける。
計画中のホテルとしては、サン
ケイビル（本社・東京）が三菱商事
（本社・東京）と共同で、中央区南
４条西１丁目にビジネスホテルの

建設を計画。日本エスコン（本社・東京）も中央区南７条西４丁目に2017年８月の完
成を目指してビジネスホテルを建設する。６月に入ってからは福岡地所（本社・福岡）
が中央区北３条西２丁目で180室程度のホテル建設を計画している。同社が九州以
外で展開するのは今回のケースが初めて。同社では「国が2030年を目途に訪日外国
人観光客6,000万人を目標として掲げている。そうした中で北海道は今後もさらに観
光需要が伸びていくのでは」と話している。
大手デベロッパーは札幌市内のホテル建設について「都心部で複数のホテル建設が
進んでいるが、いずれも小ぶりだ。いわゆるファイブスター級のホテルが札幌にはな
い。観光都市を掲げるのならば、このようなホテルを早急に用意する必要があるので
は」と語り、不動産業のサンケイビル（本社・東京）が所有する札幌グランドホテルや
札幌パークホテルの再整備が札幌市内のホテル事情に大きな影響を与えるのでは、と
指摘している。

中心部でホテル整備が相次いでいる（写真は
４月にリニューアルオープンしたホテル）



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

　子どものころ。家の
近くを除雪機が通れば
窓から眺め、建設機械
のおもちゃに乗って遊
んでいた。根っからの
建機好きは大人になっ
ても変わらず、就職活
動も建機レンタル会社
に絞った。
　入社の決め手は採用
担当者の「現状維持に
満足するのは衰退する

のと同じ」という厳しい一言だった。成長を
続けなければ企業活動をする意味がないとい

う、向上心に満ちた言葉に感銘を受けた。研
修を経て旭川営業所に営業職で勤務する。「い
ち早く建機の知識を付け、顧客から信頼を得
られるようにならなければ」。
それだけでなく「新たな顧客も開拓したい」
と意欲もたっぷり。
　札幌市清田区出身で北星学園大経済学部
卒。中学時代に姉の影響で始めたというバド
ミントンを続けている。「旭川営業所にはバ
ドミントンプレーヤーが多いと聞いている。
週末などに一緒に練習や試合ができれば」と
先輩たちとの触れ合いを楽しみにしている。

「北海道は車社会。重
要なインフラである道
路を支えたい」。生ま
れ故郷を思う気持ちか
ら就職した。他業種へ
の就職を希望していた
が、夏休みに経験した
地元・滝上町の建設現
場でのアルバイトで認
識が変わった。「地図
に残る仕事がしたい」。
　配属先の環境管理事

務所は、道路舗装用の建機の整備士やオペ
レーターの部署。自身もアスファルトフィ

ニッシャーのオペレーターとなることが決
まっていて、大型特殊免許の取得を目指して
いる。「道路舗装の最後の面を施工する責任
の重い仕事。職人さんたちの信頼を得るため
にも、新しいことを自ら学び、早く一人前に
なりたい」と誓う。社内では、定期的に中田
隆博社長が全社員を対象に疑問に応える場を
設けており「社員の声を積極的に拾い上げて
くれる」と信頼を寄せる。
　釧路高専から室蘭工大に編入。機械工学を
学んだ高専時代にマレーシア人留学生をサ
ポートする「チューター」を経験した。同時
期に大阪で就職した彼と交流を深めている。



◎先人の偉業を継承し、新たな時代へ
　―札幌建設業協会が創立100周年記念式典

札幌建設業協会（岩田圭剛会長）は５月30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。会員企業は、開拓当初から社会資本整備と建設業の発展に尽く
し、現在も人材問題、資材高騰、入札契約制度などさまざまな難問に直面するが、先
人も激動の大正、昭和を経験し、山積する課題を乗り越えてきた。協会の100年の
軌跡と今後をまとめた。
協会は1916（大正５）年10月20日に札幌土木建築請負業組合として発足した。初

代組合長は伊藤亀太郎氏、２代目組合長は新開新太郎氏、３代目組合長には伊藤豊次
氏が就任し、大正から昭和にかけての業界の黎明期にしっかりとした基盤を築いた。
第２次世界大戦が終了し、日本は復興から高度経済成長に入る。66年に４代目会長
の地崎宇三郎氏が札幌建設業協会を設立する。67年には５代目会長に伊藤義郎氏が
就任する。日本初の冬季五輪となる札幌オリンピックが終了して間もなく、73年と
79年にはオイルショックが日本経済を直撃する。
その後、80年代後半からのバブル景気と崩壊、入札・契約制度の大改革、そして

2002年度には小泉内閣の「三位一体」改革による公共事業費の大幅な削減など、建設
業界が激動期を迎える中、協会は、地域産業としての建設業の地位確立と、会員企業
の経営体質改善に取り組んできた。
05年度には公共工事品質確保法が施行され、業界を取り巻く環境は様変わりした。
09年度に「コンクリートから人へ」を掲げた民主党政権が発足し、建設業界は厳冬の
時期を迎える。その年、６代目会長に岩田圭剛氏が就任し、激動の船出を余儀なくさ
れた。11年の東日本大震災を経て、13年からは安倍政権がアベノミクスを始動。積
極的な財政出動などにより、建設業界は復調の兆しを見せ始めたが、あらたに人材問
題などが最大の課題としてクローズアップされるようになった。

人材問題への対策として、協会では14
年以降、保護者を対象とする現場見学会の
企画・実施や、合同入社員研修で一緒だっ
た仲間が再び集まる「１年目の同窓会」を開
催するなど、協会あげて取り組みを進めて
いる。
協会は５月30日、創立100周年記念式
典を開催した。岩田圭剛会長は、安全で豊
かな暮らしを支える建設業として「行動宣
言2016」を発表。100年を振り返り、創

立から苦難の時代を乗り越えてきた先人に尊敬と感謝の意を表明し、今後も「地域を
支え、地域と共に栄える建設業を目指し、心を一つに行動していく」と語った。

創立100周年を会員企業とともに祝した



◎札幌市が都心アクセス道路の事業主体を年度内に決定へ
札幌市は、高速道路と都心を
ダイレクトに結ぶ創成川通の機
能強化を図る都心アクセス道路
の整備について、2016年度中に
事業主体を決定する方針だ。17
年度からルートと構造の概略検
討に取り掛かり、30年度末に予
定される北海道新幹線札幌延伸
に合わせた開通を目指す。
同道路は、創成川通の札幌新
道交差点から北3条通交差点まで
約4㎞が対象。15年度に初めて

調査費を計上し、現状の課題や整備効果を調査した。
この結果に関連し、市は想定する整備形態として高架化、地下化、交差点改良の3
案を提示。全区間を高架または地下構造で建設した場合、夏季で14分、冬季で17分
かかっている都心から札幌北ＩＣまでの移動時間が夏季で約8分、冬季で約10分短
縮できる。
いずれも渋滞や事故の改善効果が高くなり、時間信頼性が向上。特に地下は降雪の
影響を受けないため、さらに時間信頼性が高まり、観光周遊や物流の効率化、救急搬
送時間の短縮、防災機能強化といった効果も期待できる。
一方、高架は沿道環境への配慮、地下は地下埋設物や河川の移設が必要になるなど
の課題も挙げている。交差点改良の場合は、交差点ごとに対策を講じることが可能と
なるものの、アクセス性の向上効果が小
さいことがネックとなる。
16年度、市は予算1,000万円で補足
検討を実施。区間ごとの課題を把握し、
整備範囲や区間ごとに形態を組み合わせ
た複数案を作成し、周辺道路を含めた交
通の流れの変化をつかむ。
札幌は都心から高速道路ＩＣまでの距
離が4・6㎞と福岡市の0・5㎞、仙台市
の1・5㎞、広島市の0・3㎞に比べ遠い。
アクセス性が弱いことから、札幌商工会
議所を中心とする地元経済界は専用道路
の整備を熱望している。

都心アクセス道路として機能強
化が求められている創成川通



◎リゾートや医療施設着工で後志と十勝が大きく伸びる
　―2015年度道内着工建築物概要

2015年度の道内着工建築物概要がまとまった。全道の延べ面積は14年度比1.2%
減の494万2,165㎡と、500万㎡台を割り込んだ。地域別に見ると、札幌は5.1%減
と伸び悩んだが、振興局別では、後志が大規模リゾート施設、十勝が病院や工場など
の着工により大きく伸びている。
国土交通省がまとめた着工統計を札幌市と14振興局別に構造別の床面積推移など
を分析した。総延べ面積は500万㎡を割り込み、ここ５カ年では最低の水準にとど
まった。

地域別に見ると、札幌市は約10万㎡減の188万
4,466㎡。14年度に約14万㎡に上る札幌創世1・1・
1区北1西1地区第1種市街地再開発事業や白石区
複合庁舎などの大型施設が着工したことの反動が
出ている。構造別でも、Ｗ造やＲＣ造は14年度を
上回ったが、ＳＲＣ造はほぼ半減している。
振興局別では、宗谷が38%増、十勝も26.5%増
と大きく伸びている。宗谷は猿払村漁協のホタテ貝
加工場新築と利尻中学校校舎・屋体改築が伸びを
支えた。十勝については、北海道厚生農業協同組
合連合会の帯広厚生病院移転新築（延べ６万5,593

㎡）、横浜冷凍（本社・横浜）の仮称・十勝第三物流センター新築（延べ約２万500㎡）
など、１万㎡を超える大型建築が相次いだ。
また、後志も11.5%増と２けた増を示した。ニセコ地区を中心に大規模リゾート施
設などの着工が伸びの要因。丸海（本社・札幌）が倶知安町に分譲コンドミニアム「アヤ・
ニセコ」（延べ１万2,037㎡）に着工し、ようてい農業協同組合も京極町にニンジン集
出荷選別施設（延べ約１万2,000㎡）新築工事を進めている。
2016年度は、後志で卓越国際（本社・東京）が大型コンドミニアム建設（延べ約
２万1,000㎡、180室）や、ニセコアルパインデベロップメンツ（本社・倶知安）が延
べ１万4,266㎡のホテル建設を計画するなど、同地域でのリゾート施設の着工ラッ
シュは当面続くものと見られる。
札幌地区については、公共施設での大型建築は学校施設の改築などが登場する程度
だが、民間では、日本レーベン（本社・札幌）や医療法人タナカメディカルの医療施設、
海外観光客増加によるホテル建設などが活発化することから、15年度を上回る着工
実績が期待できそうだ。

1,981,929 1,884,466 95.1%
453,090 501,107 110.6%
325,493 347,822 106.9%
16,178 11,685 72.2%
171,726 191,468 111.5%
189,823 165,181 87.0%
411,545 376,301 91.4%
37,294 28,943 77.6%
40,275 55,573 138.0%
266,312 259,676 97.5%
420,831 344,601 81.9%
63,361 52,834 83.4%
371,361 469,662 126.5%
175,518 186,217 106.1%
77,873 66,629 85.6%

5,002,609 4,942,165 98.8%



◎技術者育成型や女性技術モデル工事を継続試行
　―2016年度の開発局の総合評価方式運用方針

北海道開発局は2016年度の総合評価方式で、施工計画重視型の本格展開、任意着
手制度や見積もり活用方式を拡大する。技術者育成型（チャレンジ型）や女性技術者の
配置を競争参加資格の要件とするモデル工事も継続実施する方針だ。
16年度の総合評価方式の運用に際しては、昨年秋に北海道建設業協会など業界団
体との意見交換会で方針案を提示し、業界からの意見を参考にして決定した。主な見
直しでは、施工計画重視型の本格運用、成績評価期間の延長、成績評定優秀企業（ゴー
ルドカード）の選定方法改定などを実施する。
施工計画重視型は主に一般土木のＡ、Ａ・Ｂ、Ｂ等級の一部を対象に適用。16年
度は現在発注が続くゼロ国債を含めて全道で170件程度の工事に適用する。
成績評価期間の延長は、現行の７年間から８年間に改める。これにより、成績評価
期間切り替え以降は08－15年度完成工事の成績を用いる。工事成績上位企業に与え
るゴールドカードの選定方法見直しは、原則80点以上（現行は79点以上）で「80点以
上の社が受注者全体の5％未満の場合は上位5％まで。79点未満は含めない」とする
新たな規定を運用する。
16年度の各種試行工事の見通しでは、企業育成を目的とする地元企業活用審査型
や登録基幹技能者評価型、特定専門工事審査型などを継続試行する。また技術者（技
能者）育成に向けては、指導技術者などを評価する技術者育成型（若手）を前年度とほ

ぼ同じ100件程度、技術提
案のみを評価する技術者育
成型（チャレンジ型）は新た
に20件程度、女性の建設産
業への入職促進や就労継続
等に向けた環境整備に向け、
女性技術者の配置を競争参
加資格の要件とするモデル
工事を２件程度試行する予
定だ。
また、企業に配慮した工事
費・工期では見積もり活用方

式は前年度より倍増して120件程度、一括審査方式は同水準の60件程度、任意着手
方式は約3・4倍となる440件程度（いずれもゼロ国債含む）を予定している。
このほか、段階選抜方式はＷＴＯ工事で３件程度、 一括審査方式は、参加者の書類
作成の負担軽減、発注者側の技術評価の効率化の効果が高いため、15年度をやや上
回る60件程度の実施を想定している。

女性技術者配置のモデル工事では女性
用洗面所の設置費用なども対応する



◎道がＣＣＲＣ構想策定へ／新たな地域づくりに期待
北海道は、首都圏から田舎暮らしを楽しむ高齢者（アクティブシニア）の移住を促す
北海道版ＣＣＲＣ構想の策定に着手する。人口減少を抑制する施策として、多くの市
町村が地方版総合戦略で取り組む意向を示している。サービス付き高齢者向け住宅（サ
高住）や医療施設の整備、医療事業者の誘致など新たな地域づくりが進むことが期待
され、道は秋ごろに検討会を立ち上げ、策定作業を進める。

ＣＣＲＣとは、既存の福祉施設と
は異なり、高齢者が元気なうちに地
方に移住してつくる新しいコミュ
ニティーを意味する。移住後は地
域の生涯学習や社会活動に参加し、
介護や医療が必要になった場合は
手厚いサービスを受けられるよう
にする米国発祥の仕組み。
政府は、首都圏から地方への移住
を希望するアクティブシニアの定
住を促進し、人口減少を食い止める

地方創生につなげたい考えで、サ高住を中核とした地域づくりを推進している。先進
的に取り組んでいる栃木県の高齢者向け住宅「ゆいまーる那須」では、都市部から移住
してきた高齢者がサ高住を自宅として居住し、就労や文化活動をしながら生活してい
る。ケアが必要になった場合は併設事業所が介護サービスを行う。
ＣＣＲＣの導入により、サ高住や医療施設の整備が期待されるほかに、看護分野な
どの雇用が生まれ、消費の拡大が見込まれる。一方で、介護対象になった場合の社会
保障費の負担が大きくなるなどの課題もある。
国が2015年5月に発表した日本版ＣＣＲＣに関する意向調査では、函館、旭川、
稚内など道内35市町村が地方版総合戦略に日本版ＣＣＲＣ構想を盛り込む考えを示
した。旭川市では、総合戦略に構想を位置付け、病院や福祉施設を充実させ、首都圏
からアクティブシニアの移住を促す「まちなかプラチナベース」を推進する方針。当別
町もＣＣＲＣ構想を軸として、スウェーデンヒルズ地区を中心にＪＲ石狩太美駅周辺
の再開発や、商業・医療施設整備の民間事業者誘致を検討している。
道はこうした動きを受け、市町村の手引きとなる北海道版ＣＣＲＣ構想の構築に乗
り出すことにした。16年度予算に2,570万円を計上。秋ごろに検討会を設立し、道
内外の先行事例を参考に本道に適したＣＣＲＣ構想を構築する。国が推奨するサ高住
を中心とした地域づくりなども含め、広域で地域特性の異なる本道の特徴に合わせ、
いくつかモデルケースを提示する意向だ。道の担当者は「高齢者だけでなく若い世代
も呼び込むものにしたい」と話す。

商業・医療施設の整備などが期待され
る当別町のスウェーデンヒルズ地区



◎日建連が開発局や道らと意見交換／担い手確保へ労働環境改善
日本建設業連合会は、札幌市内で北海道開発局や道建設部、札幌市などと公共工事
の諸課題に関して意見交換した。日建連は技能労働者の高齢化や労働力人口の減少が
最重要課題となっていることから、担い手確保に向けた労働環境の改善につながる適
正な工期設定、週休2日制実現への取り組み、生産性の向上に寄与する工法の積極的
な導入を提案。開発局は「週休2日制モデル工事を函館の道路関係現場で試行したい
と考えている」と明かし、一定の理解を示した。

日建連土木本部（本部
長・宮本洋一副会長）の主
催。発注機関からは開発局
の本田幸一局長、道建設部
の小林敏克技監、札幌市の
若松郁郎建設局長、鉄道運
輸機構と東日本高速道路
の幹部らが出席し、日建連
の幹部らと意見を交わし
た。
宮本日建連土木本部長

は、改正品確法や設計労務単価の引き上げなどを評価する一方、災害時に対応するた
め「担い手確保は重要な課題」と指摘し「休日の実現にも道筋を付けたい」と問題提起。
「担い手確保のための週休2日制導入を含めた適切な工期設定と工程管理」と「建設現
場の生産性向上」をテーマに集中議論した。
実際の現場条件を考慮した適切な工期設定を求めたのに対して、開発局の今日出人
事業振興部長は「事前に資材や労働者確保の準備を行うことができる余裕期間を設け
た任意着手方式を採用している。すでにゼロ国を中心に400件以上発注している」と
理解を求め、週休2日の取り組みは「函館の道路関係工事でモデル試行する」と前向き
な姿勢を見せた。
道は「工期算定上は4週8休が基本。余裕のある工期設定も積極的に活用している」
と回答し、札幌市も「所要作業日数に土日や祝日、悪天候による作業不能日数を考慮
している」と答えた。
生産性の向上では、機械式鉄筋定着工法や機械式継ぎ手工法、高流動・中流動コン
クリート、プレキャストの標準化と規格化を要求。開発局は「コンクリート生産性向
上検討協議会の議論内容や検討結果を参考に検討する。プレキャストについては、有
効なら積極的に採用する」とした。
ＩＣＴ活用について開発局は「初期導入経費を追加した積算基準を導入するととも
に、総合評価方式での評価や工事成績評定点の加算などを実施している」と答えた。

労働環境改善などで意見を交わした



◎京王電鉄が札幌駅北口に準高級層向けホテル／200－300室で
京王電鉄（東京都多摩市関戸1丁目9
の1）が、札幌市内でアッパーミドル層
（準高級層）向けのホテル建設を計画し
ている。200－300室程度を備えるも
ようで2018年度以降のオープンを目指
す。建設地は未定だが、同社は北区北8
条西4丁目の敷地約1,600㎡を取得して
いる。
新たなホテルは、ダブルルームとツイ

ンルームを中心に備え、客室面積は18－24㎡程度で計画。状況によっては大浴場も
備える。現在、敷地は化粧品販売の北海道アイスターが使用していた施設（Ｓ造、平
屋、延べ1,131㎡）が残っており、施設を挟んで北と南側にコインパーキングがある。
建設時期などについては明らかにしていないが、同社は「取得した敷地でのホテル建
設が決まれば、すぐに既存施設の解体に入る」と話している。

◎日本レーベンが市教委跡に医療と介護の複合型施設／9月末着工
日本レーベン（札幌市中央区北10条西24丁目3）は、札幌市中央区の旧市教育委員
会庁舎跡地で計画する医療と介護の複合型施設「ウィステリア南1条（仮称）」新築につ
いて、9月末にも着工する見通しだ。延べ約1万4,000㎡規模で構想。今後、施工業
者を決める。
計画によると、建物はＲＣ一部Ｓ造、地下1地上12階、延べ1万4,209㎡の規模で

サービス付き高齢者向け住宅にメディカルモールを併設した複合型施設として構想。
住戸数は118戸を見込む。設計は日本レーベンが担当した。建設地は南1条通と福住
桑園通に面する札幌市中央区南1条西14丁目291の81、同南2条西14丁目291の
93の敷地面積3,105㎡。2018年内の完成を予定している。

◎大京が札幌・北2東2に分譲マンションを計画／8月着工予定
大京北海道支店（札幌市中央区北1条西3丁目3の3）は、中央区で分譲マンション

の仮称ライオンズ北2東2新築を計画している。施工業者の選定を進めており、8月
上旬ごろの着工を予定している。
計画によると、ＲＣ造、14階、延べ6,971㎡の規模で構想。住戸数は78戸で、間
取りは2ＬＤＫ、3ＬＤＫを中心とし、4ＬＤＫも設ける。機械式駐車場を設置する
見込み。建設地は中央区北2条東2丁目1の4ほかの敷地面積945㎡。旧晋南貿易本
社ビルなどがあった場所で建物の解体作業が進んでいる。ＪＲ札幌駅へのアクセスが
よく、設計はアイエーシーが担当した。2018年3月ごろの完成を目指している。



◎アパグループ　六本木にホテル５棟　1,800㎡の用地取得
アパグループ(東京都港区)は、港区六
本木2丁目の土地約1,800㎡を取得した。
5棟のホテルの建設を計画しており、総
客室数は875室を見込む。すでに開業し
ている「アパホテル　六本木一丁目駅前」
と合わせて、6棟を配置した一体的なデ
ザインのホテル群を整備する考えだ。
土地の所在地は、港区六本木2ノ53ノ
1他(土地面積623.64㎡ )と港区六本木2
ノ49ノ1他(土地面積1,223.89㎡ )。2画
地の総面積は1,847.53㎡。

東京メトロ南北線の六本木一丁目駅前から徒歩3分。東京メトロ日比谷線や都営大江
戸線が乗り入れる六本木駅からも徒歩圏内に所在する。六本木通りに面する。
今後、ホテルの計画規模や開業時期などを検討する。ビジネス・観光需要の高まりを
受けて、大規模なホテル群の整備を計画した。
同社は、ことし４月に東京都中央区新富(土地面積280㎡ )、3月に同中央区日本橋馬
喰町(土地面積330㎡ )、昨年12月には同千代田区飯田橋(土地面積210㎡ )などのホテ
ル開発用地を相次いで取得している。
今回の開発計画が開業すれば、港区内で13棟目、六本木エリアでは7棟目のアパホ
テルとなる。今後、経営戦略「ＳＵＭＭＩＴ５―Ⅱ」に沿って、東京23区内を中心にホ
テル開発を積極的に進める考えだ。

◎全建　基礎杭工事自主ルール策定　到達確認方法を明記
全国建設業協会(全建、近藤晴貞会長)は、｢基礎杭工事の施工における全建自主ルー
ル｣を策定し、5月11日に国土交通省に届け出た。会員企業や監理技術者の責務などを
明確化するとともに、支持層への杭の到達確認、施工記録の在り方を定めた内容。各都
道府県建設業協会にも同日付で通知し、自主ルールの周知徹底を図った。
自主ルールの適用を促すのは、掘削孔に既製コンクリート杭を沈設する工法を採用し
た基礎杭工事。会員企業には、施工前に地盤条件や施工条件、工期などを全ての協力業
者と情報共有することを求めている。また、設計図書に基づく杭施工業者との適切な協
議なども盛った。
監理技術者(または主任技術者)の責務としては、現場条件に即した施工計画の作成・
周知、工程管理、技術上の管理・指導などを挙げている。

駅前立地に５棟のホテルを整備



杭の支持層への到達確認については、試験杭の施工に際して、監理技術者や施工に関
わる全ての協力業者の主任技術者の立ち会いを求める。本杭では、根固め液・杭周固定
液の注入を含め、立ち会う杭を施工計画書で明確にしておく。ただし、支持層に傾斜や
起伏などが想定される場合には全杭の支持層への到達確認が望ましいとした。
施工記録については、記録データ消失に備えて写真撮影などの代替記録手法を監理技
術者が定めることにしている。記録の保存期間は、「請け負った工事に係る瑕疵(かし)
担保期間以上」と定めた上で、望ましい期間を「建物解体まで」とした。
全建では今後、会員企業への周知徹底を進めるとともに、ルール実施状況のフォロー
アップの在り方を定めることにしている。

◎品川駅北周辺区画整理　総事業費に５９０億円
2020年までのＪＲ田町～品川駅間の新駅開業、27年のリニア中央新幹線開業をに

らんだ「グローバルゲートウェイ品川」の形成に向けた都市基盤整備の事業計画案がまと
まった。ＵＲ都市機構が20日、「品川駅北周辺地区土地区画整理事業」として事業計画
案を公表した。総事業費は592億3,100万円。約14.7haを対象に、9haの宅地や3.5ha
の道路整備などを行う。
同事業は、品川車両基地を核とするエリアを、先進的な企業や人材が世界中から集う
新たな国際交流拠点とし、業務・商業・文化・居住などの複合市街地を創出するもの。
施行地区は、港区芝浦4丁目、港南1～ 2丁目、高輪2～ 3丁目の一部で、面積は約
14.7ha。事業施行後の種目別面積は、道路3万4,661㎡、公園4,634㎡、宅地9万446㎡ (う
ち鉄道部2,714㎡ )。保留地は1万6,837㎡を確保する。適用(整理前予定価格)は1㎡当
たり188万円。
区域内のゾーン割りは、北側を住宅地、南側を商業地とし、公園は住宅地区画に配置
する計画だ。事業施行期間は2016年の事業認可取得から32年3月末まで(清算期間含
む)。
事業費として道路築造・公園施設整備に141億3,200万円、下水道整備に7億7,000

万円、上水道整備に5億3,000万円、整地に40億2,000万円を充てる計画だ。調査設計
費は22億を計上している。工事費のピークは2020年度の54億1,800万円で、20年度
までに161億4,900万円を投入する。
幹線街路は、補助線街路第332号線の延長350ｍ(幅員18～ 22ｍ)、アクセス路の
延長280ｍ(幅員10.5ｍ)の計630ｍ。区画街路は、地区幹線道路(延長360ｍ、幅員
10～ 31ｍ)、区画道路1号(延長600ｍ、幅員12～ 14.5ｍ)、同2号(延長160ｍ、幅
員12ｍ)、同3号(延長100ｍ、幅員17.5ｍ)、同4号(延長750ｍ、幅員6.5～ 10.5ｍ)
で計1,970ｍ。国道15号には区画道路3号など3カ所で接続する。道路舗装は車道部を
アスファルト、歩道部をインターロッキングで計画する。
公園は、街区公園を3カ所配置する。各公園面積は2,000㎡、1,819㎡、815㎡。　

(以上、建通新聞 東京／問い合わせは０３－５４２５－２０７０ 報道部)
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