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◎人材確保・育成が建設業の喫緊の課題に
　―重要性増す通年雇用、助成金を活用し課題解決を

建設業における技能者不足が加速している。北海道労働局や北日本建設業信用保証
がまとめた人材関係の統計データを見ても、北海道の建設系技能者の確保は非常に困
難な状況が続いている。国交省が10月25日に公表した主要職種の需給状況でも、北
海道の確保困難状況は他地域を大きく上回っている。企業の人材の確保と労働者の安
定した生活の実現に向け、企業の通年雇用化を後押しする通年雇用助成金は、人材問
題が深刻化する中で、一層重要性を増している。今年度の12月18日の受け付け開始
を前に、制度の概要と申請手続き、助成金利用企業の声などを紹介する。
臨時雇用よりも大きな負担軽減に
今回、新規に通年雇用助成金の申請を予定している企業の場合、対象となる季節労
働者は、2017年９月16日以前から雇用関係にあり、2018年１月31日現在で、雇
用保険の特例一時金の受給資格を得ていて、この一時金が支給見込みであることが条
件となる。
助成金は、2017年12月16日から
18年３月15日の間に通年雇用化させ
た季節労働者一人ひとりの賃金（賞与
も含む）の額面に応じて支払われる。
２年目、３年目も通年雇用化していれ
ば、助成を受けることができる。
助成額については、対象期間（12月
16日～翌年３月15日）に支払った賃
金額に対して、１年目が2/3（限度額
は71万円）、２年目、３年目について
は1/2（同54万円）を支払う。
具体的な支払額を見ると、たとえば、季節労働者１人を通年雇用し、この時の月給
が30万円だった場合、３カ月間の月給総額は90万円となる。助成金の支払いを３年
間満度に受けると、１年目は60万円、２―３年目は各45万円ずつ支給されることに
なる。
３年間トータルで考えると、270万円の給与支払いに対する助成総額は150万円

に上り、自社の負担は120万円となる。一方、通年雇用助成金を利用せず、１―３
月の間、週に２、３日のアルバイトとして雇い、月15万円を支払ったケースを想定
すると、支払総額は年間45万円、３年間では135万円となり、助成を受けたケース
に比べ、より大きな支払い負担となる。



簡易な申請で継続受給が実現
通年雇用をしていれば、３年間継続で助成金を受け取ることができるが、年末で雇
用を打ち切った場合と、雇用を継続した際の届け出時期との関係は下図のようになる。

まず、通年雇用助成金を受け取るための最初の手続きは、「通年雇用届」などの必要
書類を、今年度は2017年12月18日から18年1月31日までの期間内に、ハローワー
クに提出することから始まる。
書類はこのほかに「継続雇用労働者名簿（新規事業所のみ）」「雇用保険被保険者資格
取得等確認通知書（喪失届付）」「対象期間内の工事（生産）見込み証明書」「出勤簿・賃金
台帳」「労働者名簿（対象分、新規事業所は全労働者分）」などが必要となる。
届け出が完了すると、次は「通年雇用助成金支給申請書」などの書類を、2018年3

月16日から６月15日の期間中にハローワークに提出する。書類は申請書のほか、「通
年雇用届」の際に提出した書類から、「対象期間内の工事見込み証明書」を除き、新た
に「支給申請内訳書」と「支給要件確認申立書」などを加え提出する。
助成金は、支給申請受理後２カ月ほどで北海道労働局から支給となる。２年目以降
についても、通年雇用を継続していれば、こうした２回の申請を同時期に行うことで、
助成金の給付を受けることができる。
季節労働者の通年雇用化をサポートする「さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協
議会」では「各種経営相談や助成金など支援制度の活用など、経営全般に関わる課題の
解決に向け、協議会が実施している建設業チャレンジ支援センターが多様なメニュー
を用意し、幅広くサポートする。支援員が企業を訪問した際には、遠慮なく相談し、
さまざまな支援・助成制度を気軽に活用してほしい」と呼び掛けている。



「経営の根幹は人材。課題解決に向け具体的な取り組みを」
　―中屋敷左官工業社長　中屋敷剛さん

「教育することで人が集まり、定着する。そして、お互いが切磋琢磨する中で、技
能が向上し、顧客の信頼を得ることができる。経営の根幹は人材。この問題を直視し、
課題解決に向けて具体的な取り組みを進めることで、企業の未来は大きく変わるので
はないか」

８月末に石狩市花川に建設した「左官技能研修
センター」では、多くの若手職人が日々訓練を重
ねる。２、３階のトレーニングスペースでは、同
時に10人以上が研修できる広さを確保。先輩の
作業映像を繰り返し確認し、動きをコピーする「モ
デリング手法」をより効果的に実践できるよう大
型モニターを設置している。
「当社も2012年までは採用しては退職する、
ということの繰り返しだった。10年後には60歳

以上の技能者が６割近くを占めることになり『会社が持たない』と考え、リクルート方
法を一新した」と振り返る。新たな取り組みにより、多くの若手人材が集まったが、
従来の育成手法では、せっかく入職した若者が辞めてしまう。
「今の若者は、きちんと教えれば理解する能力は高い。仕事が分かれば、興味がわき、
技能を覚えることで自信にもつながる。先輩の技能を目で見て覚え、動作を繰り返し
て身に付ける『モデリング』を導入したことで、定着率は大きく上がった」
「左官技能研修センター」という環境を整え、さらに高度なトレーニングを展開して
いく。「建設業界の人材不足が深刻化しているが、人材を育てることで、継続的な顧
客の信頼を得ることが可能となる。企業が経営を持続していくためには、人材育成は
不可欠な課題であり、最優先課題だと考えている」
業界の今後については、札幌圏などで大型再開発事業やビルのリニューアルが活発
化することから、安定した事業量が持続するのでは、と見ている。通年雇用化を促進
する通年雇用助成金についても、現在は１年目から３年目までの受給対象者が12人
いる。「企業にとって従業員の処遇改善や福利厚生の充実を図る上で、助成金の役割
は大きい」と話し「通年雇用する期間について、研修期間も対象とするなど、ある程度
弾力的な対応があれば、より使いやすくなるのではないか」と指摘する。
「新規人材の確保・育成と中堅以上の技能者の雇用の安定を図ることで、左官業界
という『森』が活性化する。当社はその中の１本の『木』として、できる限りのことをし
ていきたい」と語る。

「切磋琢磨する中で技能の向上
を」と語る中屋敷社長



◎民間13棟などが建て替え・改修を計画
　―札幌市が大規模建築物の耐震診断結果を公表

札幌市は10月24日、耐震診断が義務付けられた大規模建築物204棟の診断結果
を公表した。旧耐震基準で建設された建築物のうち、震度６強から７の地震で倒壊や
崩壊の危険性がある建築物は55棟で、対象の27.5％を占める。民間建築物は店舗ビ
ル、ホテルなど対象の57％に当たる45棟が性能を満たしていないが、うち13棟は
建て替えや改修を計画している。
2013年11月の耐震促進法改正により、不特定多数
が利用する大規模建築物は、耐震診断の実施と結果の
公表が義務化された。全国では結果の公表が進んでい
たが、本道は対象件数が多いため、用途ごとの取りま
とめや所有者への確認に時間を要していた。札幌市を
含め旭川など特定行政庁や市町村など全ての対象施設
が公表となり、ＨＰなどで参照することができる。
耐震改修促進法に基づき、札幌市内で診断結果の報
告が義務付けられている建築物は公共、民間合わせて
204棟。このうち２棟は耐震改修中、他の２棟は解体
予定のため未報告となっている。
これらを除いた200棟のうち、震度６強から７の地震
で倒壊や崩壊の「危険性が高い」とされる建築物は、公共
が小、中校など６棟、民間がホテル、店舗や飲食店ビル
など31棟の計37棟。「危険性がある」建築物は公共が４
棟、民間が14棟の計18棟だった。残る145棟は現行基
準の性能を満たしているか、対策工事により耐震性が確
保されている。
全国の政令市を見ると危険性のある施設割合は横浜市７％、福岡市12％、広島市
20％、などとなっていて、札幌市はやや遅れ気味。
これらの建物は建設当時の法令には合致しているため違法ではないが、市の防災計
画によれば最大で震度７の地震を想定。都市局は、大規模地震に備え「一日も早い補
強を」と、現行基準への早期対応を促している。
公共建築物はここ数年で改修や建て替えが予定されているが、札幌駅前通の顔とな
るビルや、都心や定山渓温泉の著名なホテル名が並ぶ民間建築物のリストには、対応
が「未定」の施設も多い。市都市局は、耐震補強や建て替えの設計、工事費を補助する
制度を活用し、これら施設の耐震化を支援していく方針だ。



建て替えを予定する4丁目プラザ（手前）。近
隣のピヴォは18年度の耐震改修設計を見込む

◎ピヴォ札幌、定山渓温泉のホテルなどで耐震改修方針
　―札幌市内の大規模建築物耐震対策
札幌市が10月24日に公表した耐震診断が義務付けられた大規模建築物の診断結
果において、対象となった民間建築82棟のうち、耐震性基準を満たしておらず未対
策の建物は45棟と５割台に上る。中心部ではピヴォ札幌やＡＮＡホリデイ・イン札
幌すすきのが改修や改築を進めるほか、定山渓温泉地区では対象となった全ホテルが
耐震化の方針を決定。静和会平和病院は来年から現施設の除却を進める予定だ。
札幌中心部の商業ビルのうち、ピヴォ札幌（中央区南２条西４丁目）が新館、旧館と
もに耐震改修を決めた。2018年度に補強設計に着手した後、工事を進める計画。近
隣の４丁目プラザビル（南１条西４丁目）は、対策として時期は固まっていないものの、
建て替えの意志を示した。

ホテルを見ると、ＡＮＡホリデイ・
イン札幌すすきの（中央区南５条西３
丁目）が建て替えを決め、2019年１
月の実施設計着手、22年内の工事完
了を見込んでいる。
札幌大通まちづくり株式会社の服部
彰治取締役は「1972年の札幌五輪時
期に形づくられた駅前通沿いには旧耐
震基準の建築物が多く残る。メインス
トリートの魅力を高めるためには、建
て替えや更新が必要」とする一方で、
「地権者の整理などに時間を要する場

合もある」と課題を指摘。「耐震化は建て替えの一つのきっかけになる。会社としても
サポートしていきたい」と話す。
定山渓温泉地区では、「定山渓グランドホテル瑞苑」と「ホテル鹿の湯」、「定山渓ホ
テル」の３施設について、最新の耐震基準には対応できないことが判明した。このうち、
３棟から成る瑞苑は、2019年11月から21年5月にかけて建て替えを計画。鹿の湯
は18年４月に着工し、本館の一部に耐震改修を施す見込み。定山渓ホテルは耐震改
修を予定するが、時期は未定。「ホテルという性質上、ブレースによる補強という対
策は現実的ではないため、建て替えを含め検討していると聞いている」（山田秀明定山
渓観光協会事務局長）。
このほか札幌市内の民間施設では、静和会平和病院（札幌市西区平和２条11丁
目）が、2018年８月から20年３月の間に、現施設の除却、別地建て替えを計画中。
札幌中央競馬場外センターは18年７月から改築を進める。予定工期は21年３月
まで。



現場では実際の作業も体験した

◎土木女子のやりがい、先輩との交流で理解深める
　―札幌市が土木施設めぐり女子ツアーを開催

札幌市建設局は10月14日、３回目となる土木施設めぐり女子ツアーを実施した。
土木を学ぶ女子学生９人と女性技術者11人が参加。現場見学やお茶会での交流を通
じ、建設業の魅力や業界で活躍する女性の働き方などについて理解を深めた。
市の建設業人材確保・育成支援事業の一環。学生側は札幌工業高校、北海道科学大、
北大、北海学園大、技術者側は清水建設や伊藤組土建、勇建設、砂子組、一二三北路、
道路工業、ひまわり建設などから参加があった。
はじめに訪れた澄川高架橋耐震補強の現場では、２班に分かれて作業を体験した。
落橋防止構造の躯体に設置したアンカーボルトが、規定の長さを確保しているかを超
音波探傷器を使って確認した。再整備を進める月寒公園Ｄ工区の２現場では現場内に
設置している女性用トイレの内部を見学したほか、苗穂駅前広場連絡歩道橋梁新設の
現場も巡った。

この後、一行は赤れんがテラスに移動して
お茶会を開催。伊藤組土建土木部工事課の
佐々木裕子さんは、専業主婦を経て、子育て
しながら女性技術者に復帰した経歴や、現場
配属時と本社勤務の１日の流れを紹介した。
佐々木さんは、家庭と仕事の両立は可能と
しつつ「子どもの成長などに伴い、対応も変
化するため、仕事の内容を変えなければなら
ない場合もある」と語り、現場配属時は朝礼

への参加を断念したと説明。「今も試行錯誤の段階。今後も会社と相談して楽しみつ
つ働ける方法を見つけたい」と話した。
フリータイムでは、学生から「今の会社を選んだ理由は」「入社後苦労したことはあ
るか」などの質問が挙がり、技術者たちは「男性は優しく、スコップを持っているだけ
でも心配される」「女子はあまり興味がない機械や車などの話題で話が盛り上がる」と
実情を明かす一方、「職場が明るくなったと言われ、知らないうちに自分が緩衝材に
なっていた」と、女性ならではの雰囲気や気遣いが職場の環境づくりにつながってい
ることも伝えた。
北海学園大工学部社会環境工学科３年の佐々木莉織さんは「これまで土木に関する
情報が少なかったが、女性技術者の話や業界が女性の活躍を求めていることを知るこ
とができて良かった」と話した。昨年は学生、ことしは技術者として参加した一二三
北路の鳥潟ゆきさんは、現場のことが分からないという学生の不安に対して「測量な
どを学校でしっかりと学び、知識を得ることが今後にもつながる」とアドバイスして
いた。



◎特養など1160人分の整備目標掲げる
　―札幌市高齢者支援計画2018

札幌市保健福祉局は、次期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画となる「札幌市
高齢者支援計画2018」の施設・居住系サービス整備計画案をまとめた。介護老人福
祉施設（特別養護老人ホーム）や認知症対応型共同生活介護など4種類の施設におい
て、2018年度から３カ年で合わせて1160人分整備するとの目標を掲げた。
施設ごとの整備計画を見ると、介護老人福祉施設は「待機者が速やかに入所できる」
という整備方針の下、2018、19年度に各320人分、20年度に160人分の計800人と、
現行計画（15～ 17年）と同等の水準を計画。19年度以降については定員数の拡大も
検討していることから、施設数は約10施設としている。
介護老人保健施設は2019年度に１施設80人分を見込むが、18年度と20年度はゼ
ロ。認知症対応型共同生活介護は、認知症高齢者の増加や利用者数の推移などを踏ま
え、18、19年度に各80人分、20年度に20人分の計180人、約10事業所を予定する。
特定施設入居者生活介護は、介護保険法改正に伴う特養の入居要件変更を受け、
原則として特養への入居ができなく
なった要介護１、２の希望者の受け
皿として、次期計画で新たに加える
もの。2019、20年度に50人分ずつ、
合わせて2事業所の確保を目指す。

◎21年度末までに公立小中9校を順次建て替え
　―札幌市教委が学校耐震化で

札幌市教育委員会は、要緊急安全確認大規模建築物のうち現行耐震基準に対し性能
が不足する市立小中校９校の建て替えを2021年度末までに完了させる計画だ。
市教委は市立小中校のうち、建築物の耐震性を示すＩｓ値で0.3以下のものについ
ては、2007－11年度で耐震補強を終えている。それ以外の施設は、建て替えなど
更新に合わせて順次耐震化を図ってきた。
現行基準を下回る９校のうち、栄西小は2017年度に校舎建て替えに着手し、18年
7月の完成を見込んでいる。18年度は発寒西小、東白石小、羊丘小、栄中の４校、19
年度は発寒南小、新陽小２校の建て替えに着工し、それぞれ翌年度中の完了を目指す。
残る二十四軒小、本町小は2020年度の着工を予定。この２校が21年度に完成す
ると、幼稚園や高校を含む全ての市立学校施設で、震度６強－７の大規模地震でも倒
壊や崩壊の危険性が低い現行耐震基準を満たすことになる。
このほか、札幌市内の民間による学校施設で、最新の耐震基準に対応していない
のは学校法人国際学園が運営する「星槎もみじ中学校」（札幌市厚別区もみじ台北５の
12）が上がっている。2018年６月から耐震改修に着工予定。



◎２次下請け以下社保義務付けへ、入札不調時の全応札者再入札も可能に
　　―札幌市が入札不調対策を見直しへ
札幌市は入札不調の対策として、有効札がない場合に、現行では失格としている最
低制限価格を下回る者を含む全応札者が再入札できるよう制度を見直す方針だ。２次
下請け以下を含む社会保険加入の義務化と内訳書への法定福利費明示は、2018年度
から実施する。
10月６日の第３回定例市議会第１部決算特別委員会で、村松叶啓氏（自民党）、ふ

じわら広昭氏（民進党市民連合）の質問に対し、大関好明管財部長が答えた。
市は本年度に建設工事請負契約約款を一部改正し、４月１日公告分の工事から社会
保険等未加入対策を実施。現行では２次以下の下請けに関してはペナルティーを科さ
ず、元請けに指導を求める通知文を送ることにしている。
大関部長は２次以下を含む義務化について、罰則適用開始時期については検討中と
述べるにとどめたものの、義務違反の罰則として、元請けの入札参加停止や成績評定
の減点などを想定していることを明らかにした。
このほか、入札不調時の対応として大関部長は、現状の失格基準がダンピング対策
であることを指摘した上で、2017年度執行分の分析から「失格者の応札は最低制限
に近い数値に集まり、ダンピングではないと判断している」と答弁。有効札がない場
合の対応として、予定価格を上回った者だけでなく、最低制限を下回った者も含む全
員が再入札に参加できるようシステムを見直す考えを伝えた。

◎ミニさっぽろ2017の建設ゾーンで小学生が測量などに挑戦
小学生がさまざまな職業を体験する「ミニさっぽろ2017」が９月30日から２日間、
アクセスサッポロで開かれた。ことしも建設ゾーンには多くの子どもたちが訪れ、測
量や鉄筋の結束作業などに挑戦した。
札幌商工会議所や札幌市などで構成する実行委員会の主
催。市内と近郊の小学３・４年生が仮想の街の市民となっ
て、模擬的な就労や、就労によって得た仮想通貨を使って
消費生活などを体験する。初日は1,480人、２日目は定員
いっぱいの2,000人が参加した。
建設ゾーンには岩田地崎建設（中央区）や田中組（同）、カ
ナモト（同）など多くの企業と団体が出展。測量体験のほか、
子どもたちがおもちゃのバックホーで土に見立てたボール
をすくってダンプに積み込み、リモコンでダンプを残土捨
て場に運ぶ操作、鉄筋の結束・切断、高所作業車への搭乗、交通信号灯器の電気配線
など、さまざまな体験の場が用意され、子どもたちの真剣な表情と笑顔があふれてい
た。

測量機器をのぞく小学生



国土交通省と建設産業人材確保・育成推進協議会が募集した、建設業従事者が建設
業の役割や重要性をつづる「私たちの主張～未来を創造する建設業～」で、道内からジ
ロー・工務店（江別）代表の大沢仁朗さんが国土交通大臣賞、勇建設（本社・札幌）工事
部の飛田史枝さんが土地・建設産業局長賞を受賞した。2人の横顔を紹介する。

輩大工の厳しい指導に必死で食らいついた20
代と、30歳を機に独立して会社を立ち上げた
現在までを振り返り、「これから仕事を始める
若者もきっと楽しめる業界。生涯を懸けて、人
生を全うする頑固な大人たちの魅力にひかれる
はずだ」と呼び掛けるように文末を締めくくっ
ている。
父・大沢俊信氏が経営する大沢産業（本社・

当別）が企画したエコアパート建設の現場では、
兄弟子が「今の実力では厳しいのでは」と心配し
たが、武部社長が「やってみろ」と背中を押し、
棟梁として２棟を完成させた。「独立したばか
りで今は難しいが、将来は武部社長のように多
くの大工を育てたい」と新たな夢を描く。

ことが夢になった。いざ現場に出てみると「仕
事に挑戦するチャンスが与えられ、何をする
にも楽しくて仕方なかった」。勇建設には昨年
９月に入社した。現場の技術者たちの丁寧な仕
事ぶりを見て、当時の自分に足りなかったもの
に気が付いた。作業員との円滑なコミュニケー
ション、職人への信頼。
出産や育児で現場を離れることもあったが、

それでも建設業に戻ってきた。今は経験を生か
して「ライフスタイルが変化しても働き続けた
いと考える女性のために何か出来たら」という
思いを抱く。そのためにも、まずは自分の居場
所で働き続けることで、その姿勢を示していこ
うとしている。

「３Ｋ仕事で若者に
敬遠されがちだが、磨
いた技術が必ず評価さ
れる、人としての成長
を実感できる、やりが
いのある仕事」との思い
を、作品を通じて未来
の技術者たちに伝えた。
作品では、武部建

設（本社・岩見沢）で先

女性技術者として
現場で奔走する日々を
振り返り、やがて現場
が自分の居場所になる
までを書きつづった。
建設業界に足を踏

み入れたきっかけは橋
梁工事のアルバイト。
誇りある職人の仕事に
ひかれ、建設業で働く



◎北保証の2017年第3四半期道内建設業景況調査結果
　―景気判断指数、8期連続で改善

北海道建設業信用保証（本社・札幌）は、2017年第３四半期（７－９月）の道内建設
業景況調査結果を発表した。地元建設業界の景気を示す業況等の景気判断指数（ＢＳ
Ｉ値）は、前期（４－６月）に比べ0.5㌽上昇の７と２期連続プラスとなった。15年第
３四半期にマイナス25.5の底をつけて以降、８期連続での改善。しかし、来期（10
－12月）は「良い傾向がやや弱まる見通し」との予測で、ＢＳＩ値もプラス3.5まで下
がるとしている。ここ数年、本道の公共事業予算は前年度補正予算を加えた15カ月
予算の規模となっていることから、吉田義一社長は「本年度補正予算の有無、そして
規模が注目される」と動向を見守っている。
道内建設業者を対象に四半期ごとに実施している景況アンケート。土木、建築、土
木建築、設備業者を対象に調査し、計257社が回答（回答率95.2％）した。ＢＳＩ値
は「良い」と答えた企業割合から「悪い」と答えた企業割合を引いた数値。
前回調査に比べ、建設労働者の確保以外の項目が「良い」「増加」「容易」「上昇」との回
答で、改善傾向が続いている。
受注総額のＢＳＩ値を見ると、官公庁工事が４と、前期に比べ２㌽の改善。民間工
事は3.5㌽上昇のマイナス２となっている。資金繰りや銀行などの貸し出し傾向も容
易傾向が続いている。
資材調達のＢＳＩは前期のマイナス1.5からマイナス0.5に改善し、「前期に困難傾
向に転じたが、傾向は弱まっている」（同社）とみている。建設労働者の確保は困難傾向
が続いていて、1.5㌽悪化のマイナス26。一方、賃金は上昇傾向が弱まっている状況だ。
来期は受注総額の官公庁工事で減少傾向に転じるマイナスの見通しで、民間工事も
減少傾向が強まると予測する。そのため、収益はマイナス５と今期に比べ７㌽悪化す
るとみている。
経営上の問題は、１位が４期連続となる「人手不足」で、80％近い企業が挙げた。

２位は50％以上の企業が３期連続で「従業員の高齢化」と答えるなど、人材問題が大
きな課題となっていることがうかがえる。以下、「受注の減少」「競争激化」「下請けの
確保難」がそれぞれ30％強を占めた。
来期の見通しでは、全ての項目の景況感が「悪い」「減少」「困難」「下降」の傾向を示し
ている。吉田社長は「各企業できちんと利益を上げることが重要。補正の繰り越しや
災害復旧などで景況の雰囲気は大変良い。しかし、大事なのはこれからで、特に注目
されるのが補正予算だ。編成規模や内容によって景況感も変わるし、人手不足解消や
人材の採用にも関わる。改善傾向となるよう、積極的な編成を期待している」と話し
ている。



◎274号日勝峠の通行止めが解除
　―復旧に尽力した建設関係者に感謝の声

2016年8月末の台風災害から１年２カ月が経過した10月28日、国道274号日勝
峠の通行止めが解除された。午後１時の解除時には、清水、日高両町のゲート前に多
くの車が並び、ゲートが開かれると、開通を待ちわびていた一般車両やトラックが次々
に通過していった。道路脇に並んで頭を下げる開建幹部や施工業者などに、利用者か
ら「ありがとう」「待ってたよ」など、復旧に全力を挙げて取り組んだ工事関係者らにね
ぎらいの言葉がかけられていた。
16年８月末の台風７、11、９号の上陸、10号の接近により、日勝峠では日高町千
栄－清水町清水間43㎞にわたり、66カ所で落橋や道路本体の大規模欠損、覆道損傷
などの被害が発生した。
災害発生を受けて、室蘭・帯広両開建は直ちに復旧作業に着手。28日の通行止め
解除までに延べ９万3,000人の技術者や技能者が復旧作業に尽力した。復旧工事費に
は227億円を投じた。

通行止め解除に際して、阿部一男清水町長は「開通をきっかけに日高町と両方で復
興を、と願っている。町内にはまだ国道で仮橋が２橋あり、ペケレベツ川でも不便が
あるが復旧は半ばを過ぎたと感じている。関係者の皆さんのいろいろな努力を本当に
ありがたく思っている」と話し、これからの交流人口の増加を期待していた。
日高町では、通行止め解除を祝して式典が開かれ、三輪茂町長は「工事完了まで３
年はかかると想定していたが、わずか14カ月という驚異的な早さで開通を果たすこ
とができた。大変うれしく思っている。心から感謝したい」と工事関係者らに謝辞を
述べた。
また、復旧の様子を紹介した平野令緒室蘭開建部長は「今日という日は、14カ月、
424日、昼夜総力を挙げ復旧に当たった建設業者やコンサルの皆さんの苦労、ＮＥＸ
ＣＯ東日本や地域の皆さんの協力のおかげ」と振り返り、「北海道の土木史に残る工事
で、技術者のプライドを感じた」と語った。

ゲートのオープンとともに車両が次々に通過していった



◎道内発注機関の7割が最低制限価格導入などでダンピング対策
　―北海道ブロック発注者協議会

北海道開発局は10月25日、同局のホームページで国や道、市町村など194の発
注機関で構成する「北海道ブロック発注者協議会」の2017年度発注関係事務に関する
取り組み状況を公表した。これによると、ダンピング対策では7割弱の発注機関が低
入札価格調査基準または最低制限価格を導入している。
同協議会は2008年11月に設立。15年６月に総合振興局・振興局の単位で各市町
村が参加する14の地方部会を設置した。現在は国や道など16の幹事機関と178市
町村で構成する。
国土交通省は昨年11月、品確法の運用指針で求めている発注関係事務の改善状況
を客観的に把握する全国統一指標を固めた。
北海道ブロックは全国統一指標の「予定価格の適正な設定」「適切な設計変更」「発注
や施工時期の平準化」のほかに、「低入札価格調査基準または最低制限価格の設定・活
用状況の徹底（ダンピング対策）」を重点項目として追加した。
これらの主な2017年度取り組み状況を見る
と、予定価格の適正な設定で「最新の積算基準を
適用し、基準範囲外の場合の要領を整備し活用」
は33％、「最新の積算基準を適用しているが基準
範囲外の場合の要領は整備していない」が66％、
「該当なし」は１％だった。
これに関連して単価の更新頻度を聞いたとこ
ろ、92％が「最新単価」と回答。発注機関の９割
以上が資材の実勢価格など最新の単価を予定価格
に反映し、改善されている。次いで「３カ月以内」
が４％、「６カ月以内」が２％などという状況。
適切な設計変更の「改正品確法を踏まえた設計

変更ガイドラインの策定・活用状況」では「策定し
て設計変更を実施」が15％と低調だったが、「未
策定だが必要に応じて設計変更を実施」は81％に
達し、設計変更対応は進んでいることがうかがえる。「設計変更を実施していない」「該
当案件なし」もそれぞれ2％あった。
ダンピング対策の取り組み状況は、低入札価格調査基準価格や最低制限価格を

「導入している」と回答した発注機関は69％と７割弱を占めた。「導入していない」は
28％、「該当案件なし」は３％だった。
開発局では導入していない自治体について、将来的な大型物件の発注に備え「設け

るのが望ましい」としている。

A 33%
B 66%

A 69%
Ｂ 28%

D 1%

Ａ 最新の積算基準を適用し、かつ基準範囲外の場合の要領を
      整備し活用
Ｂ 最新の積算基準を適用しているが、基準範囲外の場合の要
      領は整備していない
Ｃ その他（基準以外に一定のルールを定めている場合を含む）
Ｄ 該当なし

Ａ 低入札価格調査基準価格や最低制限価格を導入している
Ｂ 低入札価格調査基準価格や最低制限価格を導入していない
Ｃ 該当案件なし
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◎ＡＣホテルがアジア初進出　銀座６丁目に計画　東武鉄道
東武鉄道はマリオット･インターナショナルの｢ＡＣホテル･バイ･マリオット東京

銀座｣を2020年夏に開業する。現在日建設計で設計を進めてお
り、18年3月の着工を目指して施工者を選定する。
工事名称は｢銀座六丁目ホテル計画｣。規模は鉄骨･鉄骨鉄筋コ
ンクリート･鉄筋コンクリート造地下２階地上15階建て延べ1万
6,200㎡で客室総数が296室。キッチンやラウンジ、バーなどの
パブリックスペースの他、フィットネスジムやエクゼクティブラ
ウンジを整備する。完成予定は2020年4月。建設地は東京都中

央区銀座６ノ２０２ノ２の敷地1,284㎡、コートヤード･マリオット銀座東武ホテル
の隣接地。既存建物の解体や整地を大成建設･東武谷内田建設ＪＶで進めている。
ＡＣホテルはスタイリッシュなデザインが特徴のアッパーミドルクラスのライフス
タイルホテルブランドで、マリオット･インターナショナルのアジア初進出。
東武鉄道は、銀座にコートヤード･マリオット銀座東武ホテルとＡＣホテルという
ターゲットの異なる二つのホテルを構えることで、訪日外国人の多様なニーズを捉え、
ホテル事業を拡充する。

◎国交省　生コン情報の電子化　直轄現場で試行
国土交通省は、生コンクリートの出荷･到着･打設時刻を関係者で情報共有する現
場の施行を開始する。製造者、施工者、発注者がウェブサーバーを通じて生コン情報
をリアルタイムで確認し、最適な搬送計画やデータ整理の効率化につなげる。直轄工
事から試行現場を抽出し、最適な運用方法を検証する。
生コンクリートの品質や出荷･到着･打設開始･打設終了時刻は、生コン工場で発
行した紙伝票で情報を伝達している。現場での試験結果や運搬状況はリアルタイムで
やりとりできず、現場や工場での情報伝達に時間が掛かり、コンクリート打設に手戻
りが生じる要因にもなり得る。これに対し、国交省は10月10日の｢コンクリート生
産性向上検討協議会｣で、生コン情報を電子化し、関係者で情報共有することを提案。
ウェブサーバーを通じた情報ネットワークを構築し、発注者･施工者･製造者が生コ
ンの出荷から打設までの情報を共有することで、手戻りのない搬送計画や打設後の
データ整理の効率化につなげる考えを示していた。今後、協議会に参加する日本建設
業連合会(日建連)、全国建設業協会(全建)、全国生コンクリート工業組合連合会(Ｚ
ＥＮＮＡＭＡ)と調整し、直轄工事から試行現場を選ぶ。生産工程を含めて情報を共
有し、待ち時間のロスなどによる生産性の低下を防ぐ試みを開始する。

(以上、建通新聞 東京／問い合わせは０３－５４２５－２０７０ 報道部)
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STEP1

STEP3

STEP2

支給（不支給）決定通知

指定口座へ振込指定指定口座口座へ振振込込

支給支給（不（不支給支給）決）決定通定通知知

ハローワーク
（公共職業安定所）支給申請の提出

（３/16 ～６/15）

通年雇用届の提出
（12/18 ～１/31）

込込

知知 北海道
労働局

今年度の受付期間　平成29年12月18日～平成30年１月31日です

事業主



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

申込受付申込受付

季節労働者向け季節労働者向け
無料講習
受付中

季節労働者向け
無料講習
受付中

お申し込みは協議会窓口で受け付けています。
　　　　　　　　　　（ご本人の来会が必要です）

協議会では季節労働者向けの無料講習を実施しています。
季節労働者さんのスキルアップにぜひご利用ください。

！！！！
受講料無料 
（受験料等は自己負担）

　※いずれの講習も協議会主催セミナー、職場体験実習がセットになります。

厚生労働省委託事業　通年雇用促進支援事業

10 月 31日現在


