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◎札幌市がＩＣＴ導入を積極的に推進
　―道路工事２件で試行、除雪現場での導入検討も

札幌市は、道路改良や除雪現場でのＩＣＴ（情報通信技術）導入に積極的に取り組ん
でいる。すでに3・4・80清田通改良や東雁来土地区画整理に伴う緑道新設などで試行
し、今後は除排雪での導入を目指している。建設業で担い手不足が深刻化する中、省
力化と効率化に効果を発揮するＩＣＴ導入の取り組みに大きな期待がかかっている。
札幌市発注工事でＩＣＴ導入の皮切りとなったのは、ことし３月に発注となった3・
4・80清田通改良現場。丘陵状にせり出した札幌国際大の敷地で分断された区間を開
通させ、混雑緩和を図り、緊急輸送路である羊ケ丘通との連携による防災機能の向上
も目指すもので、約３万㎥の切り土とＨ形ＰＣ杭擁壁110ｍなどを施工する。発注
は設計変更で対応する「施工者希望型」で実施。施工は田中組が担当している。
大規模土工以外でも導入が進む。東区東雁来の土地区画整理に伴う緑道新設（延長
約590ｍ）を受注した佐藤萬香園は、自主提案で土工にＩＣＴ施工を採用。生産性向
上などメリットと費用対効果の検証を進めている。
同社の川合紀幸工事部長は「将来的な熟練オペレーター不足への対応、重機回り作
業員の削減による安全確保など金額で表せない部分もある」と話し、機会を捉えて採
用を続けていく考えだ。

除雪現場でのＩＣＴ活用に関しては、９月に
開かれた札幌市次期冬のみちづくりプラン検
討委員会の提言に盛り込まれた。
除排雪業務の担い手確保や育成に積極的な
ＩＣＴ活用を提言し、衛星情報やナビゲーショ
ンを活用したオペレーターの負担軽減や、ノウ
ハウ継承による特定の熟練者頼りの現状改善
など新たな取り組みを挙げている。
除排雪工事ではすでに昨年10月、一二三北

路とコマツが共同で取り組みを展開した。除雪車やパトロール車にｉＰｈｏｎｅ（ア
イフォン）を搭載してＧＰＳデータ取得、道路状況把握などに活用し、作業効率化を
図った。オペレーターの高齢化による担い手不足などに備える狙いがあり、一二三北
路の熊谷一男社長は「作業環境の改善を図る第一歩を踏み出したい」と語っている。
ＩＣＴ導入に際しては、多額の設備投資などが課題となる。しかし作業の効率化に
よる工期短縮や、高齢化対応、作業環境の改善など、多くのメリットがある。担い手
不足が深刻化し、人材確保・育成が喫緊の課題である建設業界にとって、ＩＣＴへの
積極的な対応は課題解決の大きな一歩となる可能性がある。

除排雪現場への導入も想定されている



◎道内初の高速道路リニューアル
　―東日本高速道路北海道支社が大野橋床版取り換え現場公開

東日本高速道路北海道支社は、道内で初めて札樽自動車道を対象に高速道路リ
ニューアル工事を進めている。道支社では９月20日に初弾工事となる大野橋床版取
り換えの現場を公開した。
リニューアル工事は、東日本高速道路が管理する高速道路で実施するもの。2015
年度から15年ほどかけて、橋梁の桁や床版の更新や高性能床版防水の実施、トンネ
ルや法面の補修といった大規模リニューアル工事について、約8,800億円を投じて進
める。今回の大野橋はその一環となるもので、道内では初めての事業化だ。
大野橋については、2016年度から準備が進められてきた。同橋は朝里ＩＣ－銭函

ＩＣ区間の小樽市春香町区間に架橋され、上下線でセパレート構成となっている。供
用は上り線（橋長162.6m）が1971年、下り線（165.3m）が74年。いずれも鋼4径間
連続板桁橋、下部が逆Ｔ式橋台2基、壁式橋脚3基の構成となっている。
建設後40年以上が経過し、コンクリート床版の劣化や鉄筋部分のさびが著しいた
め、同社は同橋の床版取り換えを計画。工事はドーピー建設工業が８億5,000万円の
工事費で2016年度に落札した。

資機材の準備を進め、工事に
は９月上旬から着手。橋のコン
クリート床版部分を取り替える
ためには、上り線（小樽方面）の
通行止めを行う必要があり、下
り線（札幌方面）の２車線のうち
１車線を上り線（小樽方面）の通
行に切り替え、対面通行とする
ことで交通への影響を最小限に
抑えて、工事に取り掛かった。
工事手順は、あらかじめ製作し

たプレキャストＰＣ床版（縦1.6－7m×横10.5m×厚さ0.22m）を、既存床版を撤去
した後の鉄桁上に載せていき、その間 （かんげき）をコンクリート打設してつなげて
いくというもの。上り線については、全体の床版81枚中、52枚まで取り換えている。
９月20日は、既存床版の撤去などを実施。220ｔのトラッククレーンを用いて、
慎重に玉掛けと安全確認を繰り返しながら作業を進めた。ドーピー建設工業の加藤友
靖現場代理人は「一般車両の交通を下り線の対面通行に切り替えているため、そちら
にコンクリート片が飛散したりしないよう気を付けている」と、現場の注意点を話し
た。2018年12月には上下線ともに快適な走行を提供するリニューアル工事が完了
する。

安全に万全の注意を払い作業が進む



◎女性技術者も講師に
　―札幌市管工事業協組のインターンシップ

札幌市管工事業協同組合が実施する、札幌琴似工高を対象とした2017年度のイン
ターンシップが８月からスタートした。初日は同校で電子機械科２年生79人を対象
に事前講義を実施。この中で、建築設備技術者協会北海道支部設備女子会メンバーも
講師に立ち、建設業界での女性の働き方や活躍などを紹介した。
インターンシップは、ことしで3回目。9月には上水道関連施設の見学や配管実技、
組合員各社の協力による就業体験も実施した。
例年、事前講義は組合の担当者による建設業や管・設備工事に関する紹介のみだっ
た。しかし昨年に続いて同科に5人の女子生徒が在籍しているほか、業界でも女性が
活躍していることから、学校側の要望を受けて設備女子会の野坂のぞみ会長（丸北三
建工業）と山崎裕子副会長（ビーゴーイング）が講師として参加した。

野坂会長はスーパーゼネコンの女性社
員に関する取り組みや活躍を紹介。鹿島
では昨年、札幌支店で初めて女性が部長
職に就任したほか、女性の現場代理人も
積極的に配属していると説明した。
配属に当たっては「女性社員を預かる上
司がその社員をかわいがるのではなく、成
長させられるかを会社でしっかりと検討
してから配属させていると聞いた」とし、

女性社員受け入れに備えたハード面は補助などがあるため比較的整えやすいが、同社
ではソフト面の配慮も行き届いていると評価している。
子育て中の女性社員に対して子どもが病気で保育園に預けられない場合に備え、ベ
ビーシッター費用の補助制度を設けているという清水建設については、「お金という
よりも、会社が子育ての大変さを理解してくれることが、女性が働き続ける上での安
心につながっている」と述べた。
このほかビーゴーイングで設備図・計算・積算補助を担当する女性社員は「ヘルメッ
トをかぶって現場に向かうことは少ない」と現場仕事ばかりでないことも説明。
丸北三建工業の工事部設計担当の女性社員は、4月入社だがすでに図面を書いてい
て、入社5年目の女性現場代理人は職人とのコミュニケーションが非常にうまいなど、
多くの女性社員が元気に活躍していると報告した。
講義を受けた札幌琴似工高の川原実香さんは「今まで建設業に女性を受け入れる印
象はなかったが、いろいろな支援があると分かり良かった」。松田咲優香さんは工事
系の職場は女性社員の募集が少なく諦めていたが、「たくさんの女性が活躍している。
自分も家庭や子どもを持った将来をイメージできた」と話していた。

女性社員の活躍を紹介する野坂会長（右）



◎道議会庁舎改築に来年４月着工、本体の総工費は107億円―北海道建設部建築局
道建設部建築局は、道議会庁舎改築に着工する。このほど閉会した第３回定例道議
会で、債務負担行為による補正予算案が認められた。建築主体はＷＴＯ対象工事で、
建築局では３件目となる標準型総合評価を適用する。2018年１月上旬にも開札し、
2月から始まる第１回定例道議会の承認を得て本契約、４月に着工する運び。20年
春の供用を目指す。
道議会庁舎は老朽化が著しく、耐震性も不足しているため、現庁舎西側の旧道警本
庁舎跡地に建て替える。規模はＲＣ造、地下１地上６階、延べ１万9,210㎡を想定し
ている。
道は先の第３回定例道議会に2017－19年度の債務負担行為として本体工事費な
ど106億9,300万円を補正予算案に計上し、可決された。
内訳は議会庁舎に101億円、本庁舎と議会庁舎をつなぐ地下通路の整備に１億
6,000万円、改築予定敷地内の給排水管移設などに３億4,000万円。2017年度に施
工する給排水管の移設費など9,900万円も計上した。
現庁舎（ＲＣ造、地下１階地上５階、延べ１万3,135㎡）は、老朽化・狭あい化を
理由に1994年度から議会事務局や各会派が改築整備を議論してきた。財政難のため
2004年度に判断を保留したが、13年度に外壁や天井材の剥離が相次いだことから本
格的な検討を再開した。
2016年には、基本・実施設計
者の選定を公募型プロポーザルで
実施。選定の際には①周辺環境と
調和した庁舎②円滑な議会運営の
確保、道民に親しまれる庁舎③環
境に配慮した庁舎④長寿命化や維
持管理コストへの配慮・建設コス
トの抑制に対する取り組み－の４
つを技術提案のテーマに設定し、
同年８月に最も優れた提案をした日本設計・ドーコンＪＶと契約した。
新庁舎は、高さを抑えて控えめなボリュームにすることで赤れんが庁舎の景観を引
き立たせ、周辺環境との調和を図る。赤れんが広場に面する位置に食堂と道民ホール
を配置し、気軽に立ち寄れるようにするなど、親しみやすく開かれた庁舎とする。5
－6階に位置する議場は、トドマツやカラマツなど道内各圏域の木材を活用すること
を検討している。
また、自然エネルギーや地域冷暖房、高効率空調を利用することで、１次エネルギー
消費量を大幅に削減することを目指すほか、柱頭免震構造を用いることで、高性能で
低コストな庁舎を実現する。

20年春の供用を目指す道議会庁舎の完成予想図



◎ＪＲ苗穂駅周辺地区の道路整備が来年度に本格化―苗穂駅北通新設など
ＪＲ苗穂駅移転や民間再開発事業に伴い、同駅周辺地区整備事業を進めている札幌
市は2018年度、地区周辺の道路整備を本格化する。北口と南口駅前の両広場と、苗
穂駅連絡通と広場を結ぶ苗穂駅北通の新設に着工。線路を南北にまたぎ東区と中央区
を結ぶ苗穂駅前広場連絡歩道の整備も進むなど、19年度の事業完了に向けて整備は
佳境に入る。
同地区では、苗穂駅が現在地から約300m西へ移転・橋上化することに合わせて、
新駅舎に併設する形で線路の南北を結ぶ苗穂駅前広場連絡歩道を設置。南北両端にエ
スカレーター付きの昇降棟を設ける。
2016年度に着工し、線路にまたがる部分はＪＲが、それ以外の部分は札幌市が発

注を担当した。現在、ＪＲ所管分の通路基礎は札建工業・伊藤組土建ＪＶ、札幌市所
管部分の通路基礎はアイケン工業、通路本体と南北の昇降棟新築を岩田地崎建設が施
工している。本年度は11月にも残る電気・機械設備を前倒しで発注、18年末完成を
予定している。
関連する道路整備は、昇降棟につながる南北の駅前広場を新設するほか、北８条通
と北３条通を連結する苗穂駅連絡通は拡幅および一部を新設、連絡通と北口駅前広場
を結ぶ苗穂駅北通は新設、東８丁目篠路通については一部拡幅で対応する計画だ。

北口広場（3,800㎡）は、一般
車両やタクシーの乗降場、南
口広場（5,000㎡）はバスやタク
シーの乗降場を配置する。駐
輪場は北口に330台、南口に
500台分の計830台分を確保
する。
苗穂駅北通は延長100m、幅
員16mで計画。東８丁目篠路
通では、苗穂駅連絡通交点付近
のアンダーパス北側110m区間

で、両側の副道に歩道を新設するため、全体幅員を現状の25mから29.5mに広げる。
苗穂駅連絡通は、整備延長1,630mのうち東８丁目篠路通交差点より東側の1,050m
と、北４東６周辺地区再開発エリア西側の330m区間で現況7.27－14.54mを16m
に拡幅。北４東６西側区間の330m区間は、接続する区画道路60mとともに、先行
して本年度着工した。着工区間と東８丁目篠路通交点までの250mが新設となる。
2018年度は南北両駅前広場と苗穂駅北通新設に着工し、19年度までの２カ年で整
備する方針。このほか、東８丁目篠路通と苗穂駅連絡通でアンダーパス周辺の実施設
計を進める考えだ。



◎札幌市が発寒西小校舎改築主体を2018年8月に公告へ
札幌市都市局は、発寒西小改築の2018年度着工を計画している。総事業費は27
億円を見込み、18年度予算に建設費が計上されれば、同年８月にも公告、９月に開
札し、本契約を経て、19年１月に着工というスケジュールを想定している。建物南
東部には、まちづくりセンターや多目的ホール、児童会館を併設し、地域住民に開放
された複合施設とする。
西区発寒５条７丁目581の２にある同校は1967年に開校。ＲＣ造、３階、延べ約
6,100㎡の現校舎は4回の増築を経ているが、耐震強度不足に加えて老朽化も著しい
ことから、改築に踏み切る。
現在は北側にグラウンド、東側にプール、南側にコの字形に校舎棟と屋体棟が配置
されている。再整備では、東側のプールと既存校舎跡地に新校舎を建設し、1998年
に完成した敷地中央西側の屋体は継続利用する。
新校舎はＲＣ造、４階、延べ約9,300㎡
の規模で計画している。普通教室は2－4
階の南、東側に配置。北側と西側には、多
目的室や音楽室、理科室などの特別教室を
設ける。
校舎内には、350㎡の給食室を備えるほ
か、建物南東部には400㎡のまちづくりセ
ンター、150㎡の多目的ホール、300㎡の
児童会館を併設し、地域住民のコミュニ
ティ空間となる複合施設とする。
総事業費は27億円。基本・実施設計は
建築を日本都市設計、設備をビーゴーイン
グが担当している。
電気、機械は分割して発注し、着工に合
わせて入札する。これらに先立ち、別途発注で2018年５月から約５カ月かけて仮設
校舎設置に取り掛かり、完成を待って10月ごろから既存のプールと東側校舎を解体
し、新校舎の建設スペースを確保。新校舎が供用になる20年度は、残る既存校舎解
体とプール建設、外構整備で仕上げる。
仮設校舎は、プレハブ軽量鉄骨造、２階、延べ600㎡の規模。屋体北側のグラウン
ドの一部に設置し、屋体と渡り廊下でつなぐ。校舎内には音楽室、図書室、開放用玄
関、教材室などを配置する。
新校舎完成後の春休み期間で引っ越しし、2020年４月からおよそ半年間で残る既
存校舎を解体する。解体跡地には新プールと駐車場を設け、外構整備などと合わせ
21年２月末までに全体を完成させる意向だ。

仮設校舎

既存校舎

屋 

体 既存校舎

既存プール

新プール
駐
車
場

新
校
舎
棟

発寒西小改築施設配置図



◎中高層建築物で直結直圧･加圧給水方式導入実績、過去最多に―札幌市内2016年度
札幌市水道局は、中高層建築物での直結（直圧・加圧）給水方式導入について、

2016年度の実績をまとめた。新設への導入と既存施設での切り替えの合計は661棟
に上り、1992年度の直結給水開始以来で過去最多を記録した。
直結給水方式は、受水槽を経由せずに各戸に直接給水するもの。受水槽に貯留しな
いため、衛生面でメリットがあるとして同局ではこの方式導入を推奨している。
市内の中高層建築物では、受水槽を経由しない直結給水が一部地域を除いて可能。
5階程度までは直圧方式、10階程度まではブースターポンプによる加圧方式が採用
されている。
1992年度の直圧方式、

そして97年度の加圧方式
開始以降、導入実績はほぼ
増加傾向をたどり、2006
年度には最多の606棟に
達した。しかしその後は、
民間設備投資の不振などか
ら減少が続き、2010年度
は357棟にまで落ち込ん
だ。
その後は回復傾向を示
し、2014年度は消費税増
税前の駆け込み需要の反動で減少したものの15年度は再び増加となった。
2016年度の導入実績の合計は、前年度比14.6％増となる661棟に達した。92年度

の直圧方式、 97年度の加圧方式開始以降で最多だった06年度を大きく上回った。
内訳を見ると、新設への導入が13.0％増の573棟、既設の切り替えが25.7％増の
88棟となっている。直圧方式の内訳は新設が503棟（16.7％増）、既設が14.8％増の
31棟。加圧方式は既設が57棟と32.6％増えて好調だが、新設では70棟で7.9％減
少した。
同局では、4－5階程度の共同住宅着工数の伸びが全体の増加につながっていると
分析。建設コストや受水槽の法定点検など維持管理費の削減を図るため、直結給水が
増えたとみる。
また、マンションなど施設の大規模改修なども増加し、本年度に入っても公務員宿
舎などのリニューアルなどで、直結給水への切り替えが散見されているという。
戸建てなど低層建築を含めた全給水件数は、3月31日時点で88万2,437件。この
うち直結給水は98.8％の87万2,083件を占める。残る1万354件は受水槽や高置水
槽を備える貯水槽水道となっている。
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◎札幌市が直下地震被害想定し総合防災訓練
札幌市は防災の日となる９月１日、西区の札幌市消防学校、発寒東小の２カ所を会
場に総合防災訓練を実施した。直下地震で市内に甚大な被害が発生したと想定。関係
機関が西区災害防止協力会など民間団体と連携し、情報伝達や緊急車両の輸送路確保
など訓練を展開した。
関係機関や民間の61団体、地域住民ら約1,200人が参加。このほか道と共同で取
り組む初の訓練として、北郷と緑丘の２会場で避難所運営訓練も実施した。
震度７の札幌直下地震により家屋倒壊や火災、道路やライフラインの寸断など甚大
な被害が発生したとの仮定で訓練は進行。まず対策本部を設置し、札幌市設計同友会
の橋梁被害報告などで状況把握に努めた後、救護や救出、復旧や消火訓練を同時並行
で繰り広げた。
交通誘導には北海道警備業協会、損壊し
た水道復旧には札幌市管工事業協同組合も
参加。北海道ドローン協会は無人航空機で
空撮中継を行い、現場の様子を伝えた。
地元の西区災防協からは10社14人が参
加。油圧ショベルとトラックを使い、車を
押しつぶし道路をふさいだ倒木の撤去で迅
速な作業を展開。
災防協の三鍋哲雄会長（佐野重機社長）は

「災害時対応は地域建設業の使命。頻発し
ている自然災害に緊張感を持った訓練で備えるとともに、市民にわれわれの役割が伝
われば」と話していた。

◎札幌市が道新幹線札樽トンネルの掘削土受け入れ先を募集
札幌市は、道新幹線札樽トンネル札幌市内工区の工事に伴い発生する掘削土などの
受け入れ先を９月から募集している。発生土量は約230万㎥と推計。約5,000㎡以上
の土地所有者を対象に、受け入れ希望者を募る。
大量の掘削土が発生することを踏まえ、鉄道建設・運輸施設整備支援機構に協力す
るもの。応募資格は法令上、埋め立てや盛り土可能な土地の所有者。
市は要件に該当する者を候補者として登録し、工事を担当する機構に紹介。機構は、
候補者と直接協議や現地確認を経て受け入れ者を決める。
北海道新幹線の札幌市内ルートは、小樽市朝里川温泉から中央区北６条西10丁目
の石山通付近まで続く全長26.2㎞の札樽トンネルと高架橋で構成。
受け入れ先は、着工後の進ちょくに応じて求める。受け入れる土の土質は指定でき
ない。市は発生土がなくなるまで、随時受け付ける。

西区災防協のメンバーが倒木を迅速に
撤去した



◎天使学園が大学キャンパスの再整備を計画
学校法人天使学園（札幌市東区北13条東3丁目1の30、近藤潤子理事長）は、法人

所在地にある天使大のキャンパス再整備を計画している。
学生定員やカリキュラムといった学校自体の在り方の見直しと合わせて、長期的な
整備方針をまとめるマスタープランの策定を進める考え。
第１弾として、４年制大学移行20周年となる2020年４月の供用開始をめどに、
敷地内での新校舎建設と既存校舎改修に着手する。
約1万㎡の敷地には、1－8号館の校舎と屋体の計9施設（延べ約1万4,000㎡）が、

渡り廊下で連結しながら立っている。このうち1963年建設の３号館（ＲＣ造、３階、
延べ1,966㎡）と71年建設の４号館（ＲＣ造、３階、延べ2,526㎡）が特に古く、劣化
が著しい。

◎住友林業などが札幌･宮の沢で宅地開発―戸建て用地26区画整備
住友林業住宅事業本部札幌支店と北海道セキスイハイムは、札幌市西区宮の沢で
約6,000㎡の宅地開発に着工した。「アンサンブルタウン宮の沢」として、戸建て用地
26区画を整備する計画。12月下旬
の完成を目指す。
場所は札幌市西区宮の沢1条4丁

目90の9ほか。敷地面積は6,095
㎡で山藤三陽印刷に隣接し、地下
鉄東西線宮の沢駅から１㎞ほどの
立地。市の開発許可を受け、9月上
旬から着工した。
全26区画を両社がそれぞれ13
区画販売する。1区画当たりの平均
面積は53.06坪で平均販売価格は1,942万円。

◎国立病院機構道医療センター増築規模は1.7万㎡―2018年10月着工へ
国立病院機構北海道医療センター（札幌市西区山の手５条７丁目１の１）は、同セ

ンター増築を延べ１万7,615㎡の規模で計画している。病床数168床の病院など全５
棟で構成。2018年10月ごろの着工を予定している。
同機構は、八雲病院の機能を札幌と函館に移す方針を2015年に示しており、札幌
での受け皿となる。病院機能は筋ジストロフィーと重症心身障害向け入院病棟がメイ
ン。道立八雲養護学校と札幌市立山の手養護学校の後継校を併設する。
2020年度の完成を目指し、石本建築で設計を進めていた。敷地内にある山の手養

護学校は、学校機能移転後に解体する。

開発が始まった「アンサンブルタウン宮の沢」



◎他産業を上回るペースで建設業の高齢化進む
　―2015年国勢調査による産業別就業者動向を分析

2015年国勢調査による産業別就業者数データによると、建設業就業者の高齢化が
全産業を上回るペースで進んでいることが分かった。少子高齢化の進展により、大部
分の産業で65歳以上の就業者割合が増加しているが、建設業については、15.2％と、
2010年調査から約６ポイント上昇。地域別では空知や留萌、オホーツクで顕著となっ
ている。北海道建設業協会では「高齢化が進むと、災害時の迅速な対応に支障が生じ
る場合がある。担い手育成は喫緊の課題」と指摘している。
2015年国勢調査の中から、北海道の産業別就業者数データを市町村別に集計し、

就業者数や年齢構成などを前回調査（10年）の数値と比較・分析した。
就業者数については、全産業で前回比３％減の243万5,098人だった。振興局別で
は、札幌市を除く石狩が唯一プラスとなった。宗谷が最も減少している。
建設業は20万5,224人。前回調査から約１万8,000人、８％減少した。このほか、
医療・福祉が３万3,772人、11.6％増を示し、札幌市で１万人以上増加したほか、十
勝、石狩などで大きく増えている。

建設業就業者の動向を振興局別に見ると、全ての地域で減少し、中でも宗谷と空知
は２けたの減少となった。最も減少率が低かったのは上川だが、２万人割れ目前となっ
ている。
一方、全産業の就業者に占める建設業の割合は8.4％と、前回調査から0.5ポイン
ト下降した。産業別では、首位の卸・小売業が15.4％を占め、これに医療・福祉が
13.4％と続く。医療・福祉は前回調査を1.7ポイント上回っている。建設業はこれら
に続く第３位を確保したが、４位の製造業との差はほとんどなくなっている。
地域別の建設業の割合を見ると、桧山、留萌、胆振で10％台を確保し、桧山は産



業別で２位のシェアとなっている。しかし、これらの地域を含め大部分で前回からシェ
アを下げ、上昇したのは根室だけだった。市町村別で最も建設業の割合が高かったの
は中川町の23.5％。同町内ですすんでいる音威子府バイパス工事などが影響してい
るものとみられる。同町に岩内町の21.4％、上ノ国町の19.5％と続く。木古内町や
福島町、知内町も10％台後半を維持し、渡島・桧山管内の建設業の高さが目立つ結
果となっている。札幌市では、中央、東、北の各区が10万人以上の従事者数となっ
ているが、全産業に占める割合は北区の9.7％に対して、中央区は3.9％と大きな差
が生じている。
1,000人未満の町村で若者の減少が顕著
年代別の動向では、建設業の65歳以上の就業者は３万1,117人。前回調査から
１万人以上増加した。全産業の高齢者数は30万2,469人。建設業は卸・小売業に次
いで高いシェアを占めている。

少子高齢化により、多くの産業で高齢化が進んでいるが、建設業就業者に占める
65歳以上の割合は15.2％と、前回調査時の９％から6.2ポイント上昇している。農
林業や漁業も、高齢者の占める割合が30％近くに達しているが、前回調査からの上
昇数値は３―４ポイントと、建設業を下回っている。全産業でも3.6ポイントと、建
設業の突出が際立っている。
地域別では、空知、留萌、オホーツクが17％を超えている。これらを含め５地域
で前回から７ポイント以上の上昇となる一方で、札幌では5.6ポイントの上昇と、比
較的小幅な動きにとどまっている。
高齢化の進展と連動する形で、若年層の就業者数も減少傾向にある。建設業の40
歳未満の就業者数は4万9,340人と、この５年間で約１万6,000人、24％減少した。
特に就業者数が1,000人に満たない町村での減少が顕著となっている。
就業者数の減少と高齢化について、北海道建設業協会では「昨年やことしの豪雨災
害、そして例年頻発しているゲリラ豪雪への対応は、長時間労働を伴う場合が多く、
迅速な作業体制確保のためにも担い手育成は喫緊の課題だ」と話している。
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◎礎（いしずえ）－次世代への基礎づくり－
　―建青会全道大会が釧路で開催

北海道建青会（主管・釧路建親会）は９月15日、釧路プリンスホテルで第32回全道
会員大会を開催した。基調講演やパネルディスカッションを通して、若者が未来を描
ける建設業を目指し、次世代の担い手確保に向けた取り組みや魅力ある産業としての
効果的なＰＲ方法などを議論した。
大会テーマは「礎（いしずえ）－次世代への基礎づくり－」。北海道建青会を構成する
道内11の二世会組織と来賓の行政機関、建設関連団体ら300人が参加した。
記念式典で上田修平会長は近年、大きな自然災害が繰り返されていることに触れ「建
設業は維持・防災・復旧などしっかりと責任を認識し、地域と共に推し進めていかな
ければならない」と強調。その上で、担い手の確保・育成に向け「産業として再生し、

その技術を継承・発展させるため、
建設業の魅力や地域での果たす役
割について、多くの人々に発信して
いく必要がある」と宣言した。
記念式典後の記念事業として「次
世代への基礎づくり」をテーマにパ
ネルディスカッションを実施。釧路
商工会議所の浜屋宏隆副会頭（東部
開発社長）、釧路工高卒で入社２年
目の村井建設（釧路市）土木舗装部
土木課の真名子仁さん、釧路工高父

母代表で保護者対象の現場見学会に参加した経験がある開沼晶絵さん、上田会長の４
人がパネリストとして参加し、担い手確保などで意見を交わした。
釧路工高３年生の息子さんを持つ開沼さんは「息子は現場見学会でドローンを初め
て見て興味を持ち、建設業に就きたいと就職活動をしている。私自身も保護者対象の
現場見学会で高速道路の現場を見たが、汚いとか危ないというイメージが変わった」
と現場見学会の有効性を伝えた。
若者の気持ちを建設業に引き寄せるアプローチについて真名子さんは「現場で安全
対策を徹底し、地域住民に配慮していることは入社してから知った。こうした取り組
みをもう少し早い時期から現場見学会で見ることも有効では」と述べた。
若年者の離職防止で、浜屋副会頭は建設業の今後について「建設業の活力なくして
地方経済の活性化はあり得ない。〝新３Ｋ＝給料、休暇、希望〟や〝志の醸成〟など、全
てやり切っていかなければならないときに今入ったと思う」と断言。
真名子さんは「入社２年目でやりがいを少しずつ見つけ、楽しいと思えることが増
えている。この気持ちを今の高校生にも伝えていきたい」と述べた。

若者が未来を描ける建設業について話し合った



◎台風18号の影響で道内各地に被害
　―被災地の建設業者が復旧に尽力

大型の強い台風18号が縦断した影響で道内は９月18日、土砂崩壊や風倒木による
道路の通行止めをはじめ、河川の増水や建物の床上・床下浸水などの被害が出た。被
災地の建設業者らは19日も早朝から倒木処理や土砂の撤去作業、道路啓開などに追
われた。道が10月５日時点でまとめた台風被害は、道と市町村分を合わせて2,203
カ所で総額63億7,800万円。このうち建設部が所管する公共土木施設は43億600
万円、農政部所管の農地・農業施設は1億500万円に上っている。
道によると、９月19日午前10時までに木古内川（木古内町）、大平川（島牧村）、美
生川（芽室町）など５河川が氾濫、道路では土砂崩れなど6カ所の被害が確認されてい
るほか、白老町の国道36号で橋梁が被害を受け、現在も通行止めとなっている。後

志管内の黒松内町では18日、午前
中に町内を流れる2級河川朱太川の
水位が急激に上昇したため、黒松内
町から内水氾濫対策の支援要請を受
けた小樽開建は、災害協定を結んで
いる企業に照明車や排水ポンプ車を
貸与し、深夜まで作業を続けた。
胆振管内でも被害が相次いだ。伊
達市内では、市が管理する紋別川

や水車・アヤメ川で、橋梁が流木にせき止められて氾濫。濁流は住宅街から下流域
の国道37号沿線の中心部にまで及んだ。紋別川では市道杉並通り線の関内町地区で
橋梁脇が陥没するなどの被害が発生した。白老町内では、河川氾濫などの恐れがあ
るとして避難勧告が出されていた竹浦地区を通る国道36号で、竹浦橋（延長109m、
幅員7.5m）が橋脚沈下によりひび割れが発生し、10月に入っても通行止めとなって
いる。
十勝管内では国道336号広尾町内の２橋が被災。延長20m、幅４mにかけて路面
が抜け落ちている状態で、地元の建設会社が応急復旧に当たった。帯広建管所管では、
芽室町上美生地区を流れる美生川であふれた水が農地に流れ込む被害が発生した。昨
年の台風10号で右岸237mのコンクリートブロックが欠損した箇所で、1068号美生
川災害復旧工事として10月2日に着工する矢先だった。
今回の災害対応について、伊達市と防災対策の協定を結んでいる同市建設協会では、
各社が流木処理などの対応に当たった。胆振管内の建設会社は「住民は水が増えるこ
とに不安を感じていたようだが、土のうなどを積んで『これ以上被害が拡大すること
はない』と伝えると、ホッとした表情を見せていた。災害対応は大変な作業だが、住
民の安全を守るという建設業の役割を実感した」と語っている。

伊達市内で流木処理をする建設会社



◎品川駅西口新駅前広場計画策定　事業協力者を決定　関東地整　
国土交通省関東地方整備局は、国道15号の道路上空を活用した品川駅西口駅前広
場の事業計画策定に向けた提案や検討、調整などに協力する事業協力者を、京浜急行
電鉄、西武プロパティーズ、ＪＲ東日本の3社に決定した。各社の提案した空間活用
方針では、3社ともにバス乗降場は１階に配置し、2階にタクシー乗降場を集約する
という方針は同じだが、タクシー乗降場を北側(京急・西武)とするか、南側(ＪＲ東
日本)とするかで提案が分かれている。

各社の提案を見ると、ＪＲ東日本は一般車・タク
シー乗り場（交通広場）をデッキレベルの南側に集約
整備し、南側に情報・交流観光などのにぎわい施設
を配置。中央部に屋根を覆った東西自由通路を延伸
する。品川新駅やリニア中央新幹線品川駅への動線
にもつながる北口駅前歩行者広場と西口駅前歩行者
広場を一体的に整備し、屋外の開放的なにぎわい広
場として活用するイメージを提案した。

西武プロパティーズは、北口駅前広場との連携を図るため、タクシー乗降場は2階北
側への配置を提案。南側の駅ビルと西口地区の開発ビルを一体的に配置し、両ビルの間
に｢にぎわい広場｣を生み出すことで、駅・道・まちの回遊性を高める案を提示した。京
浜急行電鉄も北口広場との連携を図るためタクシー乗降場を北側に配置。にぎわい広場
や憩いの広場を南側に配置し、駅ビルと一体となったにぎわいを創出する提案を行った。
関東地整は、事業協力者からの提案を基に、おおむね1年程度で事業計画を立案す
る方針。その上で、2018年度に事業を実施する事業者を改めて公募する計画だ。

◎専修大学　神田新校舎新築　日建設計で設計進む　２月着工へ
専修大学(東京都千代田区)は、「（仮称）専修大学靖国通り
神田新校舎」を新築するため、日建設計で設計を進めている。
2018年2月の着工を目指して施工者を選定する。
2020年に迎える創立140周年に向けた取り組みの一環。規
模は地下1階地上16階建て延べ1万5,435㎡。新校舎には法学
部に加え生田キャンパスから商学部を移設し、国際系学部を新
設。現校舎と融合し、一体化した都市型キャンパスとして整備
する。建設地は東京都千代田区神田神保町3ノ4ノ1、靖国通
りに面した敷地1,927㎡。

（以上、建通新聞 東京／問い合わせは０３－５４２５－２０７０ 報道部）

西武プロパティーズが提案
した駅前空間イメージ
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協議会ニュース

〒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5階

ご利用・ご相談は、9時～17時までです。
土日祝日および12月29日～1月3日はお休みです。
協議会の専用駐車場はございません。
一般駐車場をご利用ください。

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

0120-916-881
TEL.011-211-1823

http://sapporo-kisetsu.jp

FAX.011-211-1822
検 索さっぽろ　季節

お問い合わせ


