


管更生施工技術のデモ現場

◎下水道改築、整備の主流は管更生に
　―初期投資や技術面での課題も

札幌市は2015年3月、下水道改築基本方針を策定した。整備の主流には管更生工
法を位置付けているが、市内業者で同工法を自社で直接施工できるのはごくわずか。
市は、施工能力を持つ業者の拡大を図ろうと各種対策を打ち出しているが、受け止め
る業者側は期待を寄せながらも、初期投資や技術面での不安から簡単には踏み切れな
い実情も抱える。下水道改築事業の課題と今後をまとめた。
札幌市の下水道管路延長は約8,200㎞。2014年度末時点で標準耐用年数50年を経

過しているのは全体の４％だが、今後20年で約70％にまで急増する見通しだ。市で
は15年３月に、今後10年間の改築に関する長期的な方向性や事業量を整理した「下
水道改築基本方針」を策定した。下水道本管の改築は、将来的に年間90億円を投じ
60㎞ずつ整備し、施工に際しては管更生工法が主流と位置付けた。
管更生工法とは、既設管の中に新たな管を布設するもの。構造型式ごとに複数工法
が存在する。事業量だけを見ると明るい話題だが、自社施工する際は各工法協会への
加入と協会から与えられる施工権、専用機器の購入が必要で、初期投資には１億円程
度が掛かるといわれる。
札幌市では、2015年度に改築基本方針などに関する説明会を開催。今後の事業量
を明示し、新規参入や設備投資意欲の向上を図った。16年度は、取り付け管開削と
の一体化発注など、入札契約の改正も進めている。こうした取り組みの結果、市が
昨年12月に開いた下水道工事登録企業対象の説明会には、登録企業の４割に当たる
155社が参加した。また各工法協会への新規加入も増加傾向にある。

一方、説明会に参加したある市内業者は、施工
権などの面から「新規参入してもすぐに工事ができ
るわけではない」と指摘する。また、自社で機械を保
有して施工する方が利益を得やすいが、「既得業者
から機械購入の了承が得られない」と歯がゆい思い
を吐露する協会加入業者もいる。ある工法協会の
担当者は「市場を拡大したいが、ふたを開けて実際
に仕事がなければ会員同士の足の引っ張り合いに
もなりかねない」と苦しい胸の内を明かす。

長年、公共事業量の減少によって厳しい立場に置かれてきた建設業としては、安定
的な工事量が見込める下水道管路更生に対する期待は高い。各工法協会への新規加入
増加も、業界としての期待の表れだ。下水道管路更生という「見えないインフラ」整備
の重要性は今後ますます高まるものと見られる。



◎ダイナミックな現場の醍醐味を堪能
　―親子、そして女性職員が北海道新幹線の現場を体験

親子で、そして女性の立場で現場を体験―。７月下旬に札幌市と札幌商工会議所設
備工事部会・建設部会が相次いで現場見学会を実施した。札幌市は市内の大型土木現
場を親子に開放。札商は建設関連企業で働く女性社員を北海道新幹線村山トンネル現
場に招いた。参加した子どもたちと女性社員は、ダイナミックな建設現場の醍醐味（だ
いごみ）を味わった。
札幌市建設局は７月29―30日の２日間、西2丁目地下歩道や地下鉄南車両基地な
ど大型土木現場に、小学生と保護者18組37人を招いた。一行は最初に西2丁目地下
歩道の現場を訪問。各工区の施工業者で組織する協議会の協力を得て測量体験会を開
き、トータルステーションを使って実際に距離を計測した。
また、地下水流入を防ぐために地盤を固める薬液注入工法の説明では、固まる様子
を実験で披露。同工法に使われるケイ酸ソーダと硫酸の液体を混ぜ合わせ、10秒ほ
どで寒天状に固まると、「わー、すごい」と歓声が起こった。参加した４年生の秋元悠
吾くんは「（薬液注入工法の実験が）水だと思っていたのにすぐ固まってすごかった」と
普段見ることのできない技術に感動した様子だった。
札商が７月26－27日に実施した見学会には、札幌市内の建設関連企業で働く女性
社員たち15人が参加した。「北海道新幹線」をテーマに、初日は青森県庁や民間企業
に勤める女性技術者の団体である「女性建設技術者ネットワーク会議」のメンバーと結
婚や育児などについて幅広く意見交換した。
２日目は新函館北斗駅の約１㎞北から札幌側に向けて2022年の完成を目指し掘削
中の村山トンネル工事現場を見学した。施工は岩田地崎建設・熊谷組・不動テトラ・

相互建設共同体。女性技術者の佐藤
香純さんは、この春に岩田地崎建設
へ入社後、５月にこの現場へ配属と
なった。函館出身の彼女にとって、
この現場は夢の場所。「この現場に
来られると思わなかったので、本当
に嬉しい」と喜びを語る。
質疑応答では、「休みはいつ取っ
ているのか」「トンネル内で使って
いるライトの色の意味は」など、女
性技術者ならではの質問が飛び

交った。２日の旅を終え、参加者は「刺激になったことが多かった。頑張っている人
がたくさんいて、私も頑張ろうと思った」（シー・イー・サービスの林雅子さん）など
と声を弾ませ、次回は青森のメンバーを札幌に招きたいと口々に話していた。

トータルステーションで距離を測る児童



◎札幌市が石山地区新設小を来年６月公告へ／主体に17億円試算
札幌市は石山地区新設小の工事を、
2017年６月にも公告する方針だ。校
舎と屋内体育館を一体化した施設とし
て、ＲＣ一部ＳＲＣ造、３階、延べ
7,930㎡の規模で計画している。基本
設計完了時点での工事費は、主体のみ
で17億円程度と試算している。建設
地は南区石山１条４丁目230の石山
小敷地内。
2017年10月ごろに着工する予定。
２カ年工事で進め、19年４月の開校

を目指す。建築設計はプロポーザルで創建社に委託。これまでに基本設計をまとめ、
現在は実施設計を進めている。
新設小は、まちづくりセンターや児童会館を１階に配置する複合施設として構想。
基本設計完了時点の面積延べ7,930㎡には、屋内体育館1,258㎡、まちセン500㎡、
児童会館299㎡を含んでいる。屋内体育館部分はＳＲＣ造、平屋となる。このほか石
山地区のシンボルとして札幌軟石を使ってほしいといった地域要望を踏まえ、一部に
取り入れる考えだ。　

◎札幌建協札幌部会と市が協議／くじ引き回避で一致
札幌建設業協会と札幌市は、2016年度第１回の定期協議を開いた。協会側は人材

確保に向けた中期的な公共予算の確保や、くじ引き入札の回避などを要望。くじ引き
入札では、市側も多様な入札方式の検討を約束するなど前向きな姿勢を見せた。
定期協議は、2013年度に設置。同建協札幌部会の委員と市の財政、建設、下水道
河川、都市、交通、水道各局の幹部職員が毎年７月と11月に会合を開いている。
平野良弘部会長は「担い手３法がきちんと機能し浸透しているのか、協議を通じて
検証していくことが重要」と述べ「まちづくりの良きパートナーであるためにも、課題
解決に向け活発な議論を」と呼び掛けた。部会側は、中期的な公共予算が確保されな
ければ人材確保につながらないと指摘。市側は「アクションプランに基づき、積極的
に公共事業を確保していく」と応じた。
くじ引き入札に関しては、両者とも回避すべきとの認識で一致。部会側は施工成績
を参加要件や評価ポイントとすると「落札業者が偏り、参加のハードルも高くなる」と
し、多様な入札制度の導入を求めた。中垣内隆久財政局長は総合評価方式の拡充につ
いて「地域貢献や若者などの雇用に取り組む企業が頑張れる仕組みづくりを進めてい
る」と報告し、くじ引き回避に向けて入札方法も検討していくと回答した。

平岸通側（南）から見た新施設の完成イメージ



◎建設業チャレンジ支援センター セミナーと勉強会がスタート
　―助成金・補助金の活用や経審評点アップについて学ぶ

建設業チャレンジ支援センターの2016年度セミナーと勉強会がスタートした。セ
ミナーの第１回は7月28日、中小企業診断士の平野陽子氏を講師に招いて「建設業者
に関わる助成金･補助金」をテーマに開催した。勉強会の第１回は同27日に開かれ、
北保証サービスの林亮一氏から経営事項審査評点アップのポイントを学んだ。
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の委託を受け、帝国デー
タバンクが運営している。開設期間は17年３月末まで。経営に関する相談に無料で
応じているほか、セミナーや勉強会も順次開催していく。会場はいずれも帝国データ
バンク札幌支店(中央区南２西９- １-17) ６階会議室。

第１回セミナーで平野氏は、助成金
と補助金の違いについて「大きく分け
て、既存の事業に対し支援するのが助
成金。新事業・新技術など新たな取り
組みを対象とするのが補助金」と説明
し、厚生労働省や国土交通省、経済産
業省、北海道、札幌市の助成・補助メ
ニューを紹介した。
制度を上手に使うことで事業費の軽
減や社名・商品名のＰＲ、社内の営業・

企画・現場人材の育成確保、試作品開発等を通じた技能・技術力の向上、経営体質の
改善といった効果が期待できると解説。「設備投資の補助メニューは以前に比べて減っ
たが、エコや省エネに対しては補助が付きやすい」「耐震関連の補助制度が一般市民向
けに用意されている。営業活動に生かしてみては」など助言した。
第１回勉強会で林氏は、経審を構成する評価項目のうちＸ２評点(経営規模)、Ｙ評
点(経営状況)、Ｗ評点(その他社会性等)については「企業努力で点数アップが可能」
とし、それぞれの算出式で使われる各指標とそのウエート(寄与度)を解説。
Ｙ評点アップの具体的な取り組みでは、総資本における流動資産と固定資産の理想
的な割合(80.5％以上：19.5％以下)、そして負債と純資産の理想的な割合(31.5％以
下：68.5％以上)を「黄金比率」と名付け、できるだけこの数値に近付けるようアドバ
イスした。
勉強会は、来年１月まで月１－２回ペースで全８回開催する。定員は10人。次回
は９月21日、公認会計士の花田和政氏と北保証サービスの林亮一氏の２氏から「事業
承継とＭ＆A」について学ぶ。セミナーの２回目は10月５日午後３時から「事業計画
書の作成手法・銀行対策」をテーマに開催する。講師は税理士の鈴江誠氏で、定員は
30人。セミナー、勉強会ともに参加無料で、事前の申し込みが必要。

助成金・補助金の知識を深めた第1回セミナー





◎従事者数は35％減少、東京都との年収差は206万円
　―賃金構造基本統計調査で道内建設業の実態明らかに

厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、2015年の道内建設業の従事者数
（男性、常用雇用）は９万3,810人となっている。15年前の2000年と比べ約５万人、
35％減少している。道内全産業の減少率は11％減にとどまり、建設業の減少傾向が
際立っている。また、年収を見ると、2015年は前年比5.7％増を示しているが、都
道府県別に見ると、東京都とは約206万円の差が生じている。2014年と比べ格差は
縮小しているものの、依然として差は大きく、今後、夏季オリンピック開催に向けて
関係工事が本格化することから、高収入を得ることができる首都圏への人材流出が懸
念される事態となっている。
2000年と2015年の年齢別の従事者数をピラミッド型のグラフにしてみると、若
年層と高齢層で増減が二極化していることがはっきりと表れている。
60歳以上の従事者数は４割増、全体に占める割合も2000年の8.9％から19.6％
に急増する一方で、29歳以下の従事者数は、2000年の３万3,230人から2015年は
１万1,400人と約３分の１に激減している。全産業でも、全体に占める60歳以上の
割合は14.4％と、2000年の6.1％から上昇し、逆に29歳以下は2000年の22.8％か
ら2015年は16.4％に下降するなど、高齢化と若手不足の傾向が現われている。29
歳以下の若年労働者については、建設業が６割以上減少している一方で、全産業では
３割減にとどまり、建設業の若年労働者不足が顕著となっている。

一方、建設業従事者の年収（所定内給与とボーナスなど特別手当の合計）の地域別お
よび年別推移を見ると、北海道の2015年の年収は前年比5.7％増の427万円と、過
去８年間では最高の金額となった。
アベノミクスによる公共工事の増加や民間建築の活況を背景に、人材確保に向けて、
企業側が処遇改善に取り組んだことが年収増の要因と考えられるが、都道府県別に見
ると、東京とは約206万円、宮城と比べても約70万円の差が生じている。2014年
に比べ、格差は縮小したものの、依然として差額は大きく、公共工事設計労務単価と
同様に、本州との格差は依然解消していない。



◎「お父さんてすごい」「建設業に興味を持った」
　―開発局が家族招き局長表彰式を実施

北海道開発局は７月25日、2016年度優良工事等表彰を実施した。今回は初めて
の取り組みとして、受賞した担当技術者の家族を招待。父親や夫の栄誉を目にして、
参加した家族たちは笑顔を見せていた。
開発局では、建設業について少しでも理解を深めてもらい、受賞の喜びを家族とと
もに味わってもらおうと、技術者の家族を招き、業務部門で６家族、工事部門で11
家族が参加した。
業務部門では「西12線揚排水機ほか改築設計」で受賞したリブテック（本社・札幌）

の川原友和さんの息子の拓真くん（小６）が、「お父さんのことを見直した」とはにかみ、
3歳の娘と参加した「苫小牧河川事務所管内地質調査ほか」を担当した大地コンサルタ
ント（同・旭川）の木本智久さんの妻・奈緒子さんは「この場に来ることができて良かっ
た」と喜んでいた。
また工事部門では「サロマ湖漁港航路浚渫」を共同体で受注した西村組（本社・湧別）
の山田寛和さんの息子の凱斗くん（小５）が「お父さんは家では仕事の話はあまりしな
いけど､ お父さんの仕事に興味を持った」と話し、「沙流川付け替え道道豊糠橋床版ほ
か」を請け負った小林組（同・平取）の長井宏樹さんの息子の康汰さん（高１）は「道路を
造るお父さんはすごい人だと思ったし、みんなの役に立つやりがいのある仕事なんだ
と思った」と父親を尊敬した様子。「石狩川改修晩翠遊水地南８線周囲堤」を施工した
宮坂建設工業（本社・帯広）の吉井文人さんの娘の月乃ちゃん（小１）は、お父さんが大
好きだという妹の惟乃ちゃん（４歳）と共に「お父さんかっこいい」と声を弾ませてい
た。

この日の表彰式では参加した子
どもたちに今日出人局長が「お父さ
んが立派な仕事をできるのは皆さ
んが温かく支えてくれたからです。
これからもがんばるお父さんを応
援して下さい」と感謝状を贈呈し
た。また、受付では、北海道建設新
聞社などが加盟する北海道建設記
者会が子どもたちに図鑑を、北海道
建設業信用保証が技術者と妻にク
オカードを贈呈した。

開発局は「家族が『今日は来て良かった』と喜んでもらえて本当に良かった。経営者
も笑顔で帰ってくれた。技術者がこれからも頑張れるきっかけになれば」（柳原優登工
事管理課長）と話していた。

今局長（右）から表彰状が贈られた



◎「やりがいのある仕事」、半面「危険」「長時間労働」のイメージも
　―道建協が工業高校生らの保護者にアンケート

北海道建設業協会（岩田圭剛会長）は、2015年度に実施した現場見学会・現場実習
の参加者に対するアンケート結果をまとめた。今回は初めて保護者への調査を実施。
建設産業のイメージは「役に立つ産業」という回答が９割以上を占めた。職場環境（複
数回答）についても「やりがいがある」が35％でトップとなったものの、次いで「危険」
が32％、３番目に20％で「労働時間が長い」が入るなど、いまだに３Ｋ（きつい、汚い、
危険）のイメージが強いこともうかがえる。
現場見学会の開催は、今回で39回目。10の地方建協が工業高校（一部小学校、農業・
普通科高校含む）の生徒や保護者らを対象に実施し、計1,339人が参加した。
保護者アンケートでは、自分の子どもが建設業に就職する問いでは「就職してもよ
い」が８割以上に上った。就職に必要な条件では「仕事に見合った給料」が38％、「しっ
かりした福利厚生」が23％を占めている。

建設業について自由に書い
てもらう設問では「もっと多
くの保護者に聞いてもらえる
といい」「やりがいがあり、達
成感を感じられる職業」「これ
までも、これからも、なくて
はならない重要な職種」と好
意的な意見が多い一方、「け
がや病気などで休むと大変。
冬場など仕事がないと生活面
が不安」「今も昔も３Ｋだと思
う」と建設業を正しく理解し
ていない意見もあった。
高校生を対象としたアン

ケート意識調査では、入学した理由について「建設会社に就職するため」が42.7％と
なり、10年度の調査に比べ12.8㌽増加した。
卒業後の進路については74％が就職を選択し、同時に「就職先に建設業」を希望す
る生徒は５年前に比べ15㌽増の75％となり、建設業の人気回復が裏付けられた。
建設業は「街の発展に役立つ産業」と思うかとの質問には91.8％が「そう思う」と回
答。5年前を13.8㌽上回った。さらに「魅力ある仕事と思う」は7.1㌽増の87.8％とイ
メージアップが進んでいる。現場見学会に参加した感想では「大変参考になった」「い
くらか参考になった」を合わせると99.7％となり、参加生徒にとって有意義な時間
だったことが浮き彫りになった。



◎道路メンテ会議の点検・診断で3,905橋が保全措置必要と判明
北海道開発局や北海道な
どで組織する北海道道路メ
ンテナンス会議は、2014年
度から進めている橋梁やト
ンネルなどの点検・診断結果
（速報）を公表した。橋梁は
15年度までに6,641橋を点
検。うち3,905橋で何らかの
保全措置が必要と判明。開発
局、自治体、高速道路会社は、
結果を基に必要な対策を施
していく。16年度は前年度

の約２倍となる8,500橋超を点検する計画で、これにより道内にある約３万1,000橋
の約半数で点検・診断が完了する見込みだ。
公表された結果によると、2014、15年度に点検・診断した道路施設は、国が1,704
橋（実施率41％）、トンネル93本（35％）、シェッドや大型カルバート、横断歩道橋、
門型標識などの付属物596施設（32％）。東日本高速道路が219橋（22％）、付属物
338施設（84％）。道建設部が1,393橋（25％）、トンネル24本（20％）、付属物71施
設（16％）。札幌市が298橋（22％）、トンネル８本（100％）、付属物８施設（８％）。
札幌市を除く市町村が3,027橋（16％）、トンネル４本（12％）、付属物57施設（46％）
だった。国管理の施設については、５年に１度近接目視するなど現在の点検規定が示
された14年度以前から同水準の点検・診断を開発局が実施していて、今回の公表結
果によると自治体の出遅れが顕著だ。
点検・診断した施設は、Ⅰ（健全）、Ⅱ（予防措置段階）、Ⅲ（早期措置段階）、Ⅳ（緊
急措置段階）の４区分で判定し道路管理者に対策を求めている。このうち橋梁の内訳
は、健全が2,736橋、予防措置が2,687橋、早期措置1,207橋、緊急措置が11橋だっ
た。緊急措置は全て市町村道で2014年度７橋、15年度４橋があった。14年度の７
橋は６橋が通行止め、１橋は緊急補修を施した上で通行可能となっている。15年度
の４橋は全て通行止めとなっている。
緊急措置段階の橋梁は以下の通り。
◇2014年度▽大黒橋（夕張）撤去予定▽ポンチノミ橋（釧路市）▽乳呑橋（釧路市）▽
ブリマ橋（松前）16年度架け換え完了▽大沢橋（松前）17年度架け換え▽原口１号橋（松
前）16年度架け換え完了▽広葉陸橋（北広島）緊急補修済み
◇2015年度▽蜆橋（釧路市）▽大平橋（島牧）▽弁越橋（積丹）17年度撤去予定▽旭

橋（枝幸）

トンネルや橋梁の老朽化対策を協議した



◎札幌冬季五輪招致に向け、北海道も計画策定に参加
北海道と札幌市は、札幌市内
で2016年度１回目の行政懇談会
を開き、札幌市が26年の招致を
目指している、冬季オリンピッ
ク・パラリンピックの開催概要
計画の策定主体に道も加わるこ
とで合意した。名称は、北海道・
札幌冬季オリンピック・パラリ
ンピックとする。両者は事務レ
ベルのプロジェクトチーム（Ｐ
Ｔ）を早急に設置し、国やＪＯＣ
への今夏の提出に向け、札幌市がまとめた開催概要計画案を精査。施設の整備主体な
どを決める。
持ち回りで毎年開催し、今回は道の主催。道からは高橋はるみ知事と３副知事、札
幌市からは秋元克広市長と３副市長らがそれぞれ出席した。札幌市が提案した冬季オ
リンピック・パラリンピックに向けた連携としては両者がＰＴを設置し、札幌市が５
月に公表した開催概要計画案を精査。施設の整備主体や開催経費などを詰め、高橋は
るみ知事と秋元克広市長のあいさつ文を記載し、国やＪＯＣに今夏提出する。
道も策定主体に加わることで、札幌市内の競技会場を中心としている開催概要計画
案が見直され、ニセコや帯広以外の地域も含めた広域開催になる可能性がある。懇談
会後に記者団の取材に応じた札幌市の浦田洋まちづくり政策局長は「北海道全体で引
き受けていただき、北海道を盛り上げたい」と話した。
札幌市に所在し、市都心部からの距離が約６㎞と近い丘珠空港の活用促進に向けて
は、道と札幌市を中心とする協議の場を設置することで合意した。丘珠空港には函館、
釧路、利尻の各道内空港とを結ぶ路線が就航していることから、一層の活用により新
千歳空港に降り立つインバウンド（訪日外国人観光客）らの道内周遊を促し、本道の経
済活性化や観光振興を図ることなどが狙い。設置時期について浦田まちづくり政策局
長は「できるだけ早く」と答えた。
熊本地震の被災地に職員を派遣した道内の防災関係機関から、本道で大災害が発生
した場合の課題として受援体制が挙がっていることを受け、道内人口の４割近くを占
める札幌市と大規模災害時に連携することでも合意。2016年度は道と札幌市の防災
訓練に相互が参画して応援・受援体制のあり方を共同研究した上で、17年秋ごろに
共同の訓練を実施することを決めた。
2018年の北海道150年に向けては、札幌市が記念事業の実行委員会に加わるとと

もに、連携事業として各種イベントを開くことを申し合わせた。

冬季五輪の共同招致などを決めた
道と札幌市の懇談会



◎ホテルオークラ札幌が建替を検討／都心移設で高級ホテル構想
ホテルオークラ札幌（本社・札幌）が札幌市中央区にある
ホテルの建て替えを検討している。老朽化と耐震に問題を
抱えていることから、札幌都心部の別の敷地にグレードを
高めた新ホテル建設を想定。2020年の東京五輪を見据え、
今後２、３年をめどに計画を固める見通し。
中央区南１条西５丁目に位置するホテルオークラ札幌は、
ＳＲＣ造、地下２地上15階、延べ約１万5,000㎡で1980
年完成。2003年に旧ホテルアルファサッポロを買収して施
設改修、現在の社名で開業している。2015年末にホテルの
耐震診断を終え、今後の対応に向け協議している。
大型ホテルの耐震化では、耐震補強を採用した場合でも
老朽設備の更新なども必要になるため数十億円規模の多額

の費用が必要になる場合が多い。このため、集客面での施設充実や、先の維持費を
考えて同社は、建て替え以外の選択肢がないとの認識を強めている。

◎ＪＲ東海のリニアトンネルを岩田地崎建設が道内業者で初受注
岩田地崎建設は、ＪＲ東海が発注したリニア中央新幹線の第四南巨摩トンネル新
設西工区を共同体（ＪＶ）で受注した。道内業者によるリニア中央新幹線のトンネル
工事受注は初めて。工期が約10年間と長期間にわたり、断面積が300㎡を超える難
工事に新幹線など道内外のトンネル工事で培った岩田地崎建設の技術力が挑む。
ＪＲ東海とは、西松建設・青木あすなろ建設・岩田地崎建設ＪＶで契約締結。契
約額は公表されていない。工事場所は山梨県早川町。同トンネルは全長約8.6㎞で、
このうち西側の約2.6㎞区間を担当する。非常口と保守基地連絡坑などの施工も担う
岩田地崎建設は「今回の受注を足掛かりに、機会があれば他の工事も受注したい」と
述べ、リニア中央新幹線工事のさらなる受注に意欲を示している。

◎南２西３南西地区再開発　佐藤・岩田地崎・岩倉ＪＶに決まる
札幌市中央区の狸小路商店街と札幌駅前通の交差部で第１種市街地再開発事業を
計画する南２西３南西地区市街地再開発組合（久保田雅彦理事長）は、同事業の特定
業務代行者を佐藤工業・岩田地崎建設・岩倉建設共同体に決めた。既存建物の除却
を経て、2017年度の本体着工を目指す。
この再開発事業は、ドン・キホーテなどが入居するサンデパートビルを建て替え
るもの。敷地面積約3,700㎡にＳＲＣ・ＲＣ・Ｓ造、地下２地上28階、延べ約４万
2,900㎡の再開発ビルを建設する。地下２－地上７階までが商業・業務棟で、商業部
分約２万800㎡、業務部分が約2,100㎡という内訳。７－28階の高層階約１万9,200

36年が経過し移転
新築が浮上している
ホテルオークラ札幌



㎡には分譲住宅140戸程度を整備する。総事業費は約237億円。
事業協力者は大京で、事業コンサルタントは協同組合都市設計連合、設計コンサ
ルタントはＮＴＴファシリティーズとプランテック総合計画事務所が担当。12月ま
でに権利変換計画の認可を得て、2016年度中にサンデパートビルを含めて計７棟の
既存建物解体に入る。本体は17年度に着工し、19年度中の完成を予定している。

 ◎ＮＨＫ札幌新放送会館移転改築で本館は６階建て延べ2.4万㎡
日本放送協会（ＮＨＫ）は、札幌新放
送会館の基本設計をまとめた。６階の
本館と２階の別館で構成。2016年度は
引き続き日建設計で実施設計を進め17
年8月着工、20年度中の運用を目指す。
1959年完成の現会館（中央区大通西
１丁目１）は、全国の各放送会館で最も
老朽化していて、中央区北１条西９丁
目１の５に移転改築する。
基本設計によると、Ｓ一部ＲＣ造、
６階、延べ約２万4,000㎡の本館は免震構造とし、浸水被害回避のため、電源設備
は上階に設ける計画。別館は非免震構造とし、屋内駐車場や資材倉庫として利用する。
近く実施設計に取り掛かり、施工業者は制限付き一般競争で決める考えだ。

◎道財務局が国家公務員合同宿舎琴似住宅を売却へ
北海道財務局は、西区八軒にある国家公務員合同宿舎琴似住宅を売り払う方針を
固めた。民間開発を想定し、札幌市に対して「農試公園東地区」として地区計画の決
定を提案。2016年度中に売却する意向だ。
対象はＪＲ琴似駅に近い西区八軒１条西４丁目ほかの公園や小学校が隣接する利

便性が高いエリア。提案によれば、地区計画の対象
面積は宿舎が立ち並ぶ19.1ha。このうち今回の売却
を見込む八軒３条西３丁目を中心とする6.9haにつ
いては地区整備計画を定める。
一般住宅Ａ地区1.2ha、一般住宅Ｂ地区４ha、一
般集合住宅地区1.7haという内訳で、エリア内には
区画道路５条と公園１カ所を整備する内容。売却予
定地内にはＲＣ造、５階建ての宿舎が15棟、延べ約
３万7,000㎡、580戸残されているが、財務局はこ
れらの解体・撤去を条件に一般競争入札で売却する
方針だ。

西側交差点から見た、札幌新放送
会館の本館イメージ



◎竹芝ウォーターフロント開発　３棟10万㎡を来年着工
ＪＲ東日本(東京都渋谷区)は、竹
芝ウォーターフロント開発計画の概
要を公表した。ＪＲ社宅や芝弥生会
館、四季劇場などを除却した跡地に
オフィス･ホテル･商業施設で構成す
る高層棟と劇場棟、駐車場棟を新築
する計画。延床面積は３棟の合計で
10万3,000㎡。2017年に本体工事
に着手し、20年春以降順次開業する。
施工者は未定。設計はＪＲ東日本建
築設計事務所。
高層棟の規模は地下２階地上26階建て延べ６万4,000㎡。１～３階が物販や飲食の
商業施設、５～14階がオフィス、16～26階がインターナショナルブランドのラグジュ
アリーホテル。ビジネスや四季劇場の観劇、観光など地域のにぎわい拠点とする。劇場
棟は地下１階地上５階建て延べ２万9,000㎡。現在のＪＲ東日本アートセンター四季劇
場を17年6月で一時休止して新設する。駐車場棟はＪＲ乗車券管理センター跡に建設
する。規模は地下1階地上10階建て延べ約1万㎡。収容台数は未定。
建設地は港区海岸１ノ22ノ１他の敷地２万3,000㎡。現在、社宅と芝弥生会館の除

却工事を竹中工務店で進めている。近接する浜離宮恩賜庭園の緑や東京湾の海風を感じ
られる竹芝エリアの新たなまちづくりを進める。

◎国交省と日建連　意見交換会フォローアップ会議の初会合
　―準備･後片付け期間　11工種で実態調査

国土交通省と日本建設業連合会(日建連、中村満義会長)は７月20日、意見交換会フォ
ローアップ会議の2016年度初会合を開いた。国交省は会合で、日建連が延長を求めて
いた準備期間と後片付け期間について、直轄工事11工種の実態を調査した上で、実態
に即した日数を工期に反映すると説明。i-Constructionの推進に向けては、ＩＣＴ土工
の課題と対応を整理した対応事例集を共同で作成することで合意した。
フォローアップ会議は、各地方整備局などと日建連支部との意見交換会などで議論さ
れる現場の課題を実務者間で話し合うため、2014年度に発足。これまでは、設計変更
ガイドラインの改定、週休２日モデル工事の拡大、工程管理情報の受発注者間での共有、
などの成果を挙げている。
日建連では、準備期間と後片付け期間は現行の共通仕様書で｢契約書に定める工事始

竹芝ウォーターフロント開発計画計画地
（ＪＲ東日本ホームページより）

高層棟

劇場棟 駐車場棟

（ホテル・オフィス・商業）

（劇場･商業）
自由劇場

浜離宮恩賜庭園

旧芝離宮恩賜庭園

品川方面
JR 浜松町駅
モノレール浜松町駅

東京方面

ゆりかもめ竹芝駅

計画地



期日30日以内｣と定められているが、トンネル工事などでは3.5カ月を要する事例もあ
るとして、実態に合わせた期間延長を行うよう要望。国交省はまず、準備期間の定義を
｢工事始期日から直接工事費に計上されている種別･細別について、現地着手するまで
の期間｣、後片付け期間を｢直接工事費に計上されている種別･細別の現地完了から完成
日までの期間｣に明確化。施工中の現場の監督員が受注者の工程表で実態を調査し、そ
の実態に合った日数を工期に反映する方針を示した。
ＩＣＴ土工については、６月24日までに公告した工事が207件、2016年度に公告を
予定している工事が約530件と、急速に導入が広がっている。国交省と日建連は、現場
でＩＣＴ土工を稼働する際の課題を検証し、その対応策を整理した対応事例集を作成す
るなど、円滑な導入に向けて協力することで一致した。

◎2020東京五輪　ビレッジプラザ基本設計　プロポ手続き開始
東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委員会は７月21日、選手村の一角
に仮設施設として建設する｢ビレッジプラザ｣の基本設計委託に伴うプロポーザル手続き
を開始する。大会期間中の選手の生活を支えるさまざまな店舗で構成し、入村式などセ
レモニーの場としても利用する施設で、木造平屋の建物を｢屋台村｣のように複数配置す
る考え。延床面積6,000㎡程度の規模を想定している。大会後に建物を移築したり、解
体した木材を再利用するなど後利用を考慮した建物計画の提案を求める。９月中に設計
者を選定し、10月中旬に契約を結んで作業を開始。2017年度に成果を得て実施設計作
業に移行し、18年度早々に工事を発注したい考えだ。
ビレッジプラザは、選手やチーム関係者
だけでなく、メディアやＶＩＰ、ゲストな
どが利用する施設で、選手村(東京都中央区
晴海４・５丁目、面積約44ha)の整備エリ
アの一角である晴海４丁目の約1.3haを建
設地とする。敷地の半分を車寄せなどのス
ペースに充て、残る区域に木造平屋一部２
階建てで延床面積約6,000㎡の建物を新築
する。郵便局やコンビニエンスストア、理
容室、劇場、カフェ、情報オフィス、救急
ステーションといった“日常生活”に必要な機能を配置。国内産の木材をできるだけ活用
し、日本の伝統･文化を体感･発信できるような施設とする。
大会後は、学校用途として更地にして返還するが、大会のレガシー (遺産)として建
物を移築したり、解体した木材を利用できるような後利用を施設整備に先立って検討す
る。2016～ 17年度に基本設計、17年度中に実施設計をまとめ、18年度早々に工事を
発注、19年度中に完成させる考えだ。

(以上、建通新聞 東京／問い合わせは０３－５４２５－２０７０ 報道部)

ビレッジプラザ建設予定地と仮設
整備エリア



〒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（旧大通ビル）５階

FAX：011-209-3612
Ｅﾒｰﾙ：sapporo_kensetsu@mail.tdb.co.jp
TEL：011-209-3611

平成28年度 セミナー・勉強会 開催スケジュール ご参加無料
建設業チャレンジ支援センター建設業チャレンジ支援センター

場所：帝国データバンク札幌支店６階会議室
札幌市中央区南 2 条西 9 丁目１ー１7

〈セミナー〉定員:30名

〈勉強会〉定員:10名


