


経営基盤の強化や人材確保等
の取り組みを支援

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会
代表　札幌市長　秋元　克広

札幌市では、昨今、民間投資が活発となり、いたるところで様々なプロジェクトが
進められ、まちの姿は大きく変わりつつあります。また、国内外から札幌を訪れる観
光客が年間1,500万人を超えるなど、札幌の魅力は益々高まっていると考えられます。

しかしながら、札幌市では1972年の冬季オリンピック札幌大会を契機に整備され
た様々な施設が今後更新時期を迎えることから、建設業界の益々の発展が欠かせない
ものと考えております。

このような中、建設業界におかれましては、人材不足や若者の定着に苦慮されてい
る現状に加え、北海道の積雪寒冷という気候条件によって生じる産業活動の制約・制
限から、季節雇用を余儀なくされている事業主の方も少なくないと存じております。

当協議会は、季節労働者の通年雇用化を図ることを目的として、2007年に（一社）
札幌建設業協会や経済団体、北海道、札幌市などの６団体で設立し、国からの委託を
受けて事業を実施しております。季節労働者の方々に対しては、能力向上のための資
格取得支援、合同企業説明会でのマッチングを行っているほか、事業主の皆様に対して
は、専門家を無料で派遣し、経営基盤の強化や人材確保等の取組を支援しております。

事業主の皆様におかれましては、当協議会の様々な取組をご活用いただき、人材の
確保と安定した事業運営につなげていただければ幸いでございます。

今後とも札幌市や当協議会の事業を通して、市内経済の活性化を図ってまいりたい
と考えておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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「助成制度などを幅広く活用して欲
しい」と呼び掛ける支援員

　働き方改革が進む中、安定した雇用の確保を
　―人材確保・育成を目指す企業を幅広くサポート
札幌市域における建設技能者の人材は、ＪＲ駅周辺の民間大型プロジェクトの本
格化などにより、慢性的な不足状態が続いている。働き方改革の波が押し寄せる中、
各企業では、人材の確保を経営上の最重要課題として位置付け、積極的に取り組み
を進めているが、人材を確保し、雇用の安定化を図るためには通年雇用が重要な要
素となっている。企業側の相談窓口となっている「さっぽろ季節労働者通年雇用促進
支援協議会」の活動と、通年雇用の意義について「通年雇用助成金」を活用した事業主
の声を紹介する。
「さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会」は、札幌商工会議所や（一社）北海

道中小企業家同友会札幌支部、（一社）札幌建設業協会、連合北海道石狩地域協議会、
北海道及び札幌市の 6 団体で構成され、2007 年 8 月に発足した。そして厚生労働省
の委託を受けて季節労働者の支援と通年雇用促進の取り組みを 10 年以上にわたっ
て行ってきた。

主な活動は季節労働者の就労相談やセミナー、合同企業説明会、企業と労働者の
マッチングを図る「職場体験実習」など。年
間1,500―2,000事業所を訪問し、通年雇用
への経営者負担を低減する通年雇用助成金
や、経営相談に応じている。11年度に開設
した建設業向けの総合相談窓口「建設業チャ
レンジ支援センター」では、経営改善やIT活
用など幅広い相談にも無料で対応。近年は
働き方改革に関する問い合せも増えている。

2019年度の札幌市域の建設市場は、民間
設備投資の好調が引き続き継続する見通し
だ。ＪＲ駅周辺の再開発では、苗穂駅などで本格的な整備が進み、外国人観光客の増
加などを受けてホテルの建設ラッシュも続いている。

好調な建設投資の一方で、人材不足問題が深刻化している。市域内の事業所を訪問
し、経営者と直接話している支援員からは「仕事はたくさんあるが人手が足りない」「こ
の忙しさは当分続くのでは」―など、工事ラッシュの中、人材確保の難しさを訴える
声が目立っているという。

一方で、働き方改革の波が押し寄せる中、建設業チャレンジ支援センターの活用や
専門家のアドバイスに関する問い合せも寄せられている。

協議会では「各種経営相談や助成金等支援制度の活用など、経営全般に関わる支援
を幅広く実施している。支援員が訪問した際には、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。

～特　　集～
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　通年雇用助成金活用企業インタビュー
　―待遇改善は職人が働きやすい環境づくりの第一歩

宏陽㈱社長　西川　秋仁さん　
高速道路のガードレール設置や太陽光発電所建
設などの施工を得意分野とし、創業から16年で
年間35億円を売り上げる建設企業に成長した。
将来的な人手不足を見越して、資材販売、重機リー
スなどの事業部門を拡大しているが、あくまでも
「人が財産」と話し、労働環境の改善に取り組んで
いる。

2011年に宮城県東松島市で東日本大震災の災
害復旧現場に携わり、技術者・技能者がいない深
刻な状況を目の当たりにした。「これからは間違
いなくどこも人手不足になる」と痛感し、通年雇
用体制の確立をはじめとする待遇の改善とともに、効率の良い施工機械の開発、下請
けなど協力企業の育成に努めてきた。独自に開発した、岩盤を砕きながら基礎杭を打
設する建設機械は、45台がフル稼働の状態で高収益を生み出している。
「１級土木施工管理技士を取りたいときは学費の面倒を見るし、年上の社員でもＣ

ＡＤを操作できるようになれとパソコンを与える」と、30人いる社員には年齢や学歴
に関係なく常にスキル以上のことに挑戦するよう促している。「定年近くや定年後に
給与を減らす企業も多いが、実力さえあれば給与はカットしない」うえ、高齢になっ
ても働ける車両の整備やリース機材の修理などの業務もあり、「今のところ辞める社
員はほとんどいない」という。
「現場でいい仕事することが一番の営業であり、次の仕事につながる」という「現場

兼営業」の信条を徹底するため、工事の第一線で働く従業員の待遇には特に配慮して
いる。家庭円満で仕事に集中できるよう利益はできる限り還元。「信用は金で買えない。
優秀な人材こそが財産」と話す。

新東名高速道路の６車線化工事にも参画するなど、道外の受注が売り上げの4割ほ
どを占めている。冬場も本州での仕事があり、「働き方改革で人がいくらいても足り
ない」だけに、建設技能者も本人が希望すれば通年雇用助成金制度を活用して積極的
に通年雇用に切り替えている。

2002年にサラリーマンを辞めて同社を立ち上げた。「会社に一生を捧げるという
時代でもない」と、若い職人や他社の定年退職者から独立したいという相談があれば、
起業を物心両面で支援し、助け合える企業を増やしている。「建設業の社長になって
一番頭の痛いことは冬場の資金繰り。通年雇用にする時は通年雇用助成金を使えば、
3年間継続して助成してもらえることをまず教えている」そうだ。



　札幌市が大通東2丁目の土地利用事業者にニトリＨＤを選定
　―美術館、ホテルを核に、観光バス乗降場を整備
札幌市は、大通東2丁目の市有地を使った施設の整備・運営事業者に、ニトリホー
ルディングス（ＨＤ、本社・札幌）を選定した。同社が土地を賃借し、美術館、ホテル
を核に、観光バス乗降場を備えた延べ床面積2万7,480㎡の複合施設を新築する。建
築費は最大で140億円を試算。年内をめどに基本計画をまとめ、市と基本協定の締
結後、2021年の着工、23年開業を目指す。

市は昨年10月に、中央区の市有地3,800㎡を賃借して土地利用を図る民間事業者
を公募。2者から提案を受け、
最優秀提案者にニトリＨＤを
選定した。

同社によると施設規模は地
下2地上10階、延べ2万7,480
㎡。1階に観光バス乗降場と観
光案内、1－2階は旅をテーマ
にした情報館、3－4階に美術
館、5－10階をホテルとする
複合施設を想定。施工者は基
本計画策定後に決める予定だ。

美術館は地域の人が何度も
訪れ「著名な美術品の巡回展ができる、今の都心にない都市型美術館をイメージ」（同
社社長室）。ホテルは「美術品に親しめる中・上流層をターゲットとしたシティーホテ
ル」を構想した。美術館、ホテルの運営には最大50億円を見込む。借地期間は50年
で賃借料は年3,670万円を設定した。

整備、運営に当たって地元企業や地域との対話、連携を図るための新組織を設置す
る方針。協力企業には藤井ビル、アインＨＤ、北海道中央バス、片桐企業グループな
ど地元企業が名を連ねた。地下鉄東西線コンコースとの連結や一体再開発が予定され
ている大通東1街区と連動した緑地形成、南8西2観光バス待機場の一体運営も掲げる。

選定委員会では、道内を代表する小売大手が地元企業と連携して運営することに評
価が集まり、100点満点評価で82.9点と次点に6.8㌽の差をつけた。

対象の市有地は、都心を象徴する大通公園やテレビ塔と創成川を挟み東側に位置。
市は公募に当たり、大通西1丁目のＮＨＫ札幌放送局南側やテレビ塔東側に設けてい
る観光バス乗降場用レーンに代わるものとして、新たに整備する施設の1階に5レー
ン程度の観光バス乗降スペースを備えることを条件にしていた。
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建設産業ニュース～札幌編～

現在は観光バスの有料駐車場となって
いる整備計画地



　ＪＲ札幌駅周辺の再開発が一層進展へ
　―苗穂駅、篠路駅なども開発進む
北海道新幹線駅が設置されるＪＲ札幌駅周辺をはじめ、札幌市内のＪＲ各駅周辺で
大型プロジェクトが動きだしている。札幌駅周辺では北口の北8西1地区再開発が着
工予定のほか、南口側の北4西3街区や新幹線駅に面した北5西1・西2の両街区で
も再開発構想が進展する。札幌駅以外でも、駅舎が移転した苗穂駅周辺の再開発、鉄
道高架が計画される篠路駅周辺のまちづくりなどが具体化している。
北５西1・西2街区は2019年内に基本構想案を策定へ
札幌市は、2030年度の新幹線開業で新幹線駅を設ける北５西1街区（約1.2ha）と、

ＪＲ北海道などで所有する隣接の北5西
2街区（約1ha）を一体で再開発する方針。
再開発の方向性や事業スケジュールを示
す基本構想に、民間事業者の知見を反映
しようと昨年12月、サウンディング型
市場調査を実施。5万㎡以上の開発実績
を持つ不動産関係、ゼネコン、総合商社な
ど16者が事業参画の意向を示した。

市は、これら事業者の意見を参考に今
秋をめどに基本構想案をまとめ、市民意見を経て年内の成案化を目指す。

市と共に再開発構想を練るＪＲ北海道は、北5西1街区でのタワービル新設とＪＲ
タワーのリニューアルを検討。タワービルは、商業施設やオフィスのほか、上層階に
国際水準の高級ホテルを構想。北5西2街区で建て替える、バスターミナルを併設し
た商業ビルの札幌エスタとはデッキでつなぐイメージだ。
北口の北8西1地区再開発は2019年度着工予定
ＪＲ札幌駅北口で着工予定の北8西1地区再開発は、再開発ビルの設計・施工を担

う特定業務代行者が大成建設・伊藤組土建ＪＶに決まり、2019年度の着工、22年度
末の完成を見込む。

ビルの規模はＲＣ造、地下2地上50階、延べ12万1,500㎡で、640戸の分譲マン
ションを中心にホテルやオフィス、商業施設から成る複合ビルとなる。ＪＲ札幌駅な
どとビルを地下通路で直結させるため、地下鉄東豊線さっぽろ駅コンコースを北側に
140m延伸する都市計画変更の手続きを進めている。
北4西3街区は全地権者が再開発に向け合意
ＪＲ札幌駅南口の北4西3街区に不動産を保有するヨドバシカメラや北海道建設会

館など全16地権者は、再開発準備組合の設立に合意した。
同街区の敷地面積は約1ha。旧札幌西武跡地の約6,300㎡はヨドバシカメラが保有。

街区内に他の地権者が所有する北海道建設会館、札幌駅前合同ビル、交洋駅前ビル、
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ＪＲ北海道が公表した北５西１・西２
街区の開発イメージ
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成友ビル、ａｕｎｅ札幌駅前ビルが立つ。
札幌市が地権者に呼び掛け、2017年2月に検討会を発足。関係者で開発の方向性

検討や調整を進めてきた。
開発計画としては、ヨドバシカメラの店舗など商業施設に、オフィスを組み合わせ

た複合商業ビルが想定される。駅前の立地と、札幌を訪れる観光客の増加から、ホテ
ルなど宿泊施設の併設も有力視されている。
苗穂駅周辺でも高層ビルが相次ぎ着工
ＪＲ苗穂駅の移転改築に伴う駅周辺の再開発も活発だ。北口側では、ＪＲ北海道研

修センター跡地の東区北5条東10、11丁目周辺に、分譲マンションや商業・業務施設、
病院などを新設する。

ＪＲ北海道、大京、住友不動産が共同で開発する
マンションはＲＣ造、地下1地上27階、延べ3万
4,500㎡の規模。2018年9月に着工し、約300戸
を分譲する予定。北5条東11丁目の土地を取得し
た医療法人社団我汝会は、さっぽろ病院移転改築に
着工した。規模はＲＣ造、地下1地上5階、延べ6,991
㎡。

苗穂駅南口の中央区北3条東11丁目でも、地区
面積約2万4,500㎡をＡ－Ｄの4街区に分けて共同
住宅や商業・医療施設などを整備する北3東11周辺地区再開発が4月に着工した。
総事業費は約230億円。

Ａ街区にＲＣ一部Ｓ造、25階、延べ約2万3,400㎡、戸数204戸の共同住宅と商
業施設などを整備。Ｂ街区にはＲＣ一部Ｓ造、27階、延べ約2万5,000㎡、戸数204
戸の共同住宅や医療施設、商業施設のほか、ＲＣ造、14階、延べ約6,000㎡、77戸
の高齢者用住宅を設ける。Ｃ街区はＲＣ造、4階、延べ1,988㎡の寺院、Ｄ街区はＲ
Ｃ造、4階、延べ1,771㎡のオフィスなどが入る業務施設となる。
篠路駅周辺まちづくりは東口で区画整理、新札幌駅も
ＪＲ篠路駅周辺地区のまちづくり関連で、札幌市は、2019年度から横新道の4車

線化着手、土地区画整理の用地買収、鉄道高架は仮線の準備工に入る考えだ。
街路事業で着手する横新道の4車線化は用地確定測量を実施し、用地買収に入る予

定。約4.4haを対象とする篠路駅東口土地区画整理は、仮換地に向けた用地買収に取
り掛かる考えだ。

ＪＲ北海道が整備する鉄道高架は、駅を中心とした約1.7㎞が高架区間で、4カ所
で踏切などの撤去を計画。2020年度の仮線整備に備え、準備工を推進する。

このほかの駅周辺では、ＪＲ新札幌駅周辺で2カ所の街区で再開発が始動し、Ｇ街
区では札幌学院大の分校舎など、Ｉ街区では地上30階、延べ2万4,100㎡の集合住
宅などが2019年度に着工予定だ。

北3東11周辺地区再開発の完
成予想図
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　2018年度元・下請け実態調査／下請け意向の反映増加
　―技能労働者不足など背景に
札幌市は、2018年度の建設業元請け・下請け関係実態調査結果を公表した。下請
け代金の労務費明示割合が元請け、下請けの双方で前年度から増加。下請け代金の決
定方法は、下請けからの見積もりの割合が大きく伸びた。技能労働者不足、適正な書面
契約の浸透を背景に、下請け側の意向が反映されやすくなっていることがうかがえる。

2017年11月１日－18年10月31日に完成した土木、建築、下水道の３工種のうち、
低価格案件や大型工事を抽出。１月10－24日に調査し、元請け47社、１次下請け
197社、２次以下で159社の合計356社が回答した。

下請け契約は、下請け契約書
や基本契約書、請け書などを含
む「書面を使った契約」が元請け
で100％、下請けで94.7％と
浸透。下請け代金への労務費明
示は、元請けの71.1％、下請
けの64.6％が実施したと回答。
元請けで17年度比13.7㌽増、
下請けで12.2㌽増と大幅に伸
びた。

労働者の賃金確保は、下請け
企業の93.3％が「確保できた」
と答え、1.8％の小幅な増加と
なった。

代金の決定方法は「下請けか
らの見積もり」が元請けで20.9
㌽増の91.1％、１次下請けで
11.4㌽アップの74.6％、２次

以下が17.7㌽増の66％と、いずれも伸びが著しく、下請けの意向が反映されやすい
状況にある。

雇用や健康、厚生年金などの社会保険の加入割合は該当者がいない場合を除き、元
請け・下請け双方で100％を達成している。

下請け企業の技能労働者基本給は定額月給制が72.2％で9.2㌽割合を伸ばした。人
材確保のため２次以下でも増える傾向にある。日給は7㌽ほど減り32.9％だった。
「賃金を引き上げた」企業は下請けで58.1％と6.4㌽の上昇。元請けは46.7％と前年

度から17.1㌽後退したが、引き上げない理由は「既に相場より高いか同等を支払って
いる」が高い割合を占め、賃金は引き続き上昇局面にある。
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　札幌市財政局の2018年度工事成績評定結果／平均76.2点
　―前年度平均より0.5点上昇
札幌市は、2018年度に完成した財政局（市長部局）発注工事の成績評定を明らか

にした。土木と営繕を合わせた1,252工事の平均点は前年度を0.5点上回る76.2点
で、２年連続の上昇となった。土木系の平均は0.3点アップの76.3点。営繕系平均
は75.8点で、0.8点上回る。最高点は宮の森・北24条通道路新設を施工した杉原建
設の91点だった。

設計金額500万円以上が対象。土木系は62件少ない808工事、営繕系は建築が10
件減の131工事、機械が10件多い140工事、電気が5件増の173工事だった。

土木系は最高点が91点で、最低点は56点。
点数分布の割合は85点以上が４％、80－84
点 に15 ％、75－79点 に49 ％、70－74点 に
30％、60－65点に２％。80点台の割合が２
㌽ほど上がり平均を底上げした。週休２日試行
で、達成企業に２点の加点措置があったが、評
価対象は７件と影響は少ない。

杉原建設は91点の最高点工事のほか、清田
通道路新設、山本通箱型函渠新設がそれぞれ
90点を獲得。北土建設は錦橋架換、仮称屯田
高架橋下部新設その２の２工事、一二三北路は、
中央中流域貯留施設整備で90点を得た。

営繕系の最高点は建築、機械が85点、電気
は84点。最低は建築53点、機械67点、電気
66点だった。工種別平均は建築が75.9点、機
械75.9点、電気75.8点で、それぞれ0.8点上
昇した。

分布は85点以上が１％、80－84点が15％、75－79点が49％、70－74点が
30％、65－69点が５％。70点前半が6㌽減り、75点以上にシフト。80点前半で５
㌽増えている。

高得点は伊藤組土建施工の澄川駅耐震改修、オリエンタル建設の南消防署新築、板
谷土建の栄南中リニューアル改修、ダンテックの大通駅空調改良その2の4工事が
85点で並んだ。

２年連続の平均点上昇に関し財政局工事管理室は「検査の指摘を改善し、レベルを
上げている印象がある」と説明。成績が受注に影響する総合評価や成績重視型の拡大
も誘導要因になっている。
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　総合評価を拡大、成績重視型は3年型を試行へ
　―札幌市の2019年度工事発注見通しは1,050件
札幌市は2019年度工事発注見通しをまとめた。財政、水道、交通3部局の発注総

数は1,050件で、前年度当初に比べ25件上回る。総合評価落札方式は8件増の149
件で、拡大した前年度からの傾向を維持した。ＷＴＯ協定の対象は財政局がさっぽろ
芸術文化の館解体を予定している。

財政局の発注件数は、工事が前年度より21件多い702件を計画。工種別では電気、
測量、設計の増加が目立つ。ＷＴＯ対象の一般競争が1件、制限付き一般競争は691
件、随意契約が10件という内訳。

制限付き一般競争は品質確保やくじ引き抑制効果を見込む総合評価が103件。成
績重視型は102件で、2年型の平均点算出期間を1年延長した「3年型」を8月下旬か
ら試行する。将来的には5年
型も廃止し、3年型への一本
化を目指す。

ＷＴＯ対象は、昨年閉館し
た、ホテルさっぽろ芸文館
の解体で建築工種を対象に、
10月中旬の入札予定。規模
はＲＣ造一部ＳＲＣ造、地下
1地 上8階、 延 べ3万2,790
㎡で、約29億円を見込み、2
年半かけて除却する。

建築は5億円以上で芸術の
森地区新設小新築や栄中、新
陽小の両改築、市営住宅二十四軒団地、月寒団地建て替えの入札を計画。土木は1億
－5億円規模で45件を見込み、屯田・茨戸通創成川橋下部新設、木挽大橋補修、苗
穂駅前広場の新設を予定する。

水道局の工事は256件。入札方式別では制限付き一般競争の事後審査型が195件
で最も多く、成績重視型15件、総合評価46件となっている。

金額で見ると5億円以上は2019年度に着工する西野浄水場本体の耐震改修など2
件。また、配水幹線連続耐震化の新規着工では里塚配水池流入管2件のほか、清田第
2幹線、有明配水池流入管が挙がっている。

交通局の工事は制限付き一般競争が78件。金額別で5億円以上は電気4件、通信1
件の計5件となった。1億円以上5億円未満は、中央図書館前停留場改修など11件。
低床車両の導入に伴う電力供給安定化のため、2019年度に着工する山鼻西変電所の
新設関連では、建築や電気、受変電、機械の4件が挙がっている。
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　札幌市内の2018年新設住宅着工戸数は1万7,687戸
　―2年連続の減少に/貸家に供給過剰感
2018年に札幌市内で着工した新設住宅は、1万7,687戸に上った。前年比は5.8％
減で、過去10年間で最も多かった16年をピークに2年連続で減少。全体の6割を占
める貸家が、供給過剰傾向が鮮明になりマイナスとなったことが響いた一方、微減な
がらも堅調な持ち家が全体を下支えしている状況だ。 　　

国土交通省がまとめた住宅着工統計に基づき集計したもの。過去10年で見ると、
2016、17、12年に続く高い数値となっている。18年を振り返ると、6月までの上
半期は、4.5％増だった3月を除き、全て減少。7月からの下半期は9月が3割減と落
ち込んだ以外は、0.2％の微減から13％増までの幅で推移した。

利用別内訳では、全て前年を下回った。持ち家が 0.6％減の 3,678 戸、貸家が
6.8％減の 1 万 1,233 戸で、いずれも 2 年連続の減少。分譲住宅は 4 年ぶりのマイ
ナスとなり、7.8％減の 2,762 戸だった。給与住宅は 57.6％減の 14 戸となって
いる。

区別に見ると、戸数は中央区が5％増の3,344戸と最も多い。2位は東区で14.2％
増の2,601戸、3位は豊平区で11.9％減の2,473戸となっている。

前年を上回ったのは3区のみ。東区は3年ぶりの増加で、分譲住宅が2.5倍と大き
く伸びた。これに5％増の中央区、2.3％増で676戸の南区が続く。

不動産市況に詳しい住宅流通研究所（本社・札幌）は、2018年の傾向に関し「供給
過剰感が出てきた貸家や価格が高騰した分譲マンションにブレーキがかかった」と総
括。今後は「消費税増税前の駆け込みが予想されるが、その分反動も出るはず。どう
転じるかが、19年一番の焦点になる」と展望する。
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南区真駒内602にある現在の清掃工場
は1985年に竣工した

　駒岡清掃工場更新をＷＴＯ対象の総合評価方式で8月に公告
　―公設民営方式を採用し施工や運営など包括委託
札幌市は、設計・施工、維持管理運営を民間に包括的に委託するＤＢＯ（公設民営）
方式を採用する駒岡清掃工場更新の事業者選定を、ＷＴＯ政府調達協定の対象事業と
して、総合評価方式で8月上旬に入札公告する方針を固めた。落札者決定は2020年
2月中旬を予定。更新は設計、施工で合わせて約5年を見込み、運営・維持管理は25
年度からの20年間を想定している。

実施方針によると、事業者は建築やプラントの設計・建設を担う建設事業者と、そ
の協力会社、運営・維持管理を担う企業でつくるグループを想定。代表者はプラント
企業が担う。基本契約に基づき、構成員が出資するＳＰＣ（特別目的会社）と運営・維
持管理業務委託契約を結ぶ。

参加資格は建築物、
プラント、運営・維持
管理でそれぞれ設定。
１社で兼ねることもで
きる。

建 築 物 の 参 加 要 件
は、市の入札参加資格
者名簿に建築で登録す
る客観点1,200点以上
の企業。1級建築士事
務所の登録があり、廃
棄物焼却施設の実績な
どを求める。

プラント設備は、清
掃施設の許可を持ち、市の入札参加資格者名簿に機械設備の登録がある客観点1,200
点以上の者。１日200ｔ以上の焼却施設の元請け施工や、ＤＢＯ実績などが必要と
なっている。

運営・維持管理の要件は、市内に本店を置く企業で、廃棄物処理の建物設備等保守
管理業登録を持ち、運転管理の元請け実績などを設定した。

技術提案書などの提出は12月上旬を予定。落札者を決定後に仮契約を結び、2020
年第2回定例市議会の議決を経て、基本契約を結ぶ流れ。

同事業では、老朽化する現清掃工場を、別工事で造成する南側の敷地に建て替える。
１日当たり600ｔの処理能力を備える焼却施設と、１日当たり130ｔの処理能力を
備える破砕施設のほか、管理棟や計量棟、駐車場、付帯施設を整備する。事業規模は
最大で1,000億円に上る見通しだ。
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　倶知安町が新幹線駅周辺整備で構想案／ 2027年度から順次着工
　―土地利用、駅関連施設、交通ネットワークに関する基本方針
倶知安町は、2030年度に開業を予定している北海道新幹線倶知安駅の新駅周辺整
備構想案をまとめた。駅周辺にホテルを誘致するといった土地利用、駅関連施設、交
通ネットワークに関する基本方針を定めたもので、おおむね24年度から施設設計や
用地補償に取り掛かり、27年度から順次着工するスケジュールだ。

コンセプトは「人がつながり地域がつながる新幹線まちづくり～みんなで進める新
幹線駅周辺整備とにぎわいの創出」。

土地利用に関する方
針では、駅前通と商店
街を駅から一体的な空
間とし、来訪者を駅前
通へ誘導できる広場を
整備。駅付近に宿泊施
設を誘致することや、
駅西側の旭ケ丘公園を
風景に取り込むことを
挙げる。

駅 関 連 施 設 整 備 に
関 し て は、 初 め て の
来訪者でも分かりや
すい乗り換え空間とし、バスやタクシーの乗降場、団体対応の大型バス駐車場と
いった駅前空間を整備。このほか豪雪を考え、新幹線高架下の有効活用などを打
ち出した。

駅前広場の整備では、現在の駅前を東口広場とし路線バスやタクシー乗り場を置き、
新駅を挟み反対側に西口広場を整備して大型バスの駐車場を配置。また線路を挟んで
390－420台分の駐車場を置く案を示している。

新幹線と高速道路ＩＣの開業に向けた道路整備では、道道倶知安ニセコ線の跨線橋
解体に伴う迂回路として利用する公園通と北3条西線通の整備、アクセス道路として
新幹線と並行する仮称・西3丁目線と仮称・倶登山川線の整備を挙げている。在来線
廃止を考え、駅の東口と西口の広場をつなぐ道路整備も検討する。

町が主体となる道路整備や付帯施設では、駅前通に関しては2022年度、それ以
外は24年度以降に設計・用地買収を実施、新幹線開業の30年度までに整備を終え
る考え。
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旭川市新庁舎の外観イメージ

　旭川市の新庁舎建設は基本設計固まる／ 12月補正で着工費
　―延べ2万4,600㎡、総事業費は137億円
新庁舎建設を計画している旭川市は、2017年度から進めている基本設計の概要を
固めた。規模はＳ造、地下1地上9階、延べ2万4,598㎡とし、本体工事費118億7,200
万円を含む総事業費は137億3,090万円を試算。19年12月の第4回定例市議会に着
工費を補正計上する考えで、20年4月にも着工する予定だ。

総合庁舎建て替え基本設計で確定した平面計画は、1階に総合窓口や市民活動ス
ペースを置き、2階に福祉支援窓口、3階に子育て支援窓口をそれぞれ配置。高齢者
や障害者に配慮し、1階と2階をつなぐ低層用エレベーターを設置する。

外観は、ことし3月に実施した市民アンケートと、基本・実施設計を手掛けている
久米設計・柴滝建築設
計事務所・中原建築設
計事務所共同体が立ち
上げた旭川市総合庁
舎外観デザイン会議で
の意見を踏まえ、上層
階を茶系、下層階を赤
系とするデザインを採
用。実施設計は2020
年1月末の作業完了を
目指す。

総事業費の内訳は、
本 体 工 事 費118億
7,262万 円 を は じ め、

外構が9,725万円、調査設計費が2億3,741万円、工事監理費が6,000万円、移転費
が1億3,000万円、支障物撤去移設が1億41万円、文化会館レストラン解体が4,151
万円、総合庁舎解体が4億5,000万円、第3庁舎解体が2億2,000万円、新庁舎南側
に整備する来庁者駐車場1に2億5,950万円、第3庁舎跡地に設ける来庁者用駐車場
2に2億6,222万円となっている。

着工費は 2019 年 12 月の第 4 回定例市議会に補正予算を計上する考え。入札後
は仮契約とし、20 年第 1 回定例市議会で本契約締結の承認を受けた後、4 月にも
着工する予定だ。工期は 30 カ月を見込み、22 年秋の完成、23 年 1 月の供用開始
を目指す。

将来的に作業員や資材の不足、働き方改革による現場への週休2日制度導入も予想
されることから、市は旭川建設業協会など関係団体と意見交換を進めながら、適切な
施工管理に努めていく方針だ。



　虎ノ門二丁目地区再開発　798億円で大成建設らが受注
ＵＲ都市機構東日本都市再生本部が、東京
都港区で実施する虎ノ門二丁目地区第１種市
街地再開発事業の特定業務代行者を決める入
札で、大成建設を代表とするグループが798
億円で落札した。延べ18万㎡規模の複合施設
を建設する。

ＵＲが進める同事業は、国家公務員共済組
合連合会の病院棟（パース左手前）と、事務所
や店舗などが入る業務棟（同右奥）を建設する
もの。特定業務代行者は、業務棟の実施設計
を含めた建設工事と保留床の取得などを担う。

特定業務代行者の構成は、工事請負会社が
大成建設、保留床取得者が新日鉄興和不動産

と第一生命保険、ＪＲ九州、大成建設。
新設する業務棟の規模は、Ｓ一部ＳＲＣ造、地下2地上38階、延べ18万500㎡。
完成は２０２３年度を予定している。

　主任技術者不要の専門工事一括管理施工制度を創設へ―国交省
国土交通省は、開会中の通常国会に提出した建設業法改正案に、専門工事の下請け
に主任技術者の配置を例外的に求めない「専門工事一括管理施工制度」の創設を盛り込
んだ。技術者の不足傾向が強まる中、効率的な配置ができるようにする。

専門工事一括管理施工制度を1次下請けが活用する場合、1次下請けが主任技術者
を配置すれば、この1次下請けと契約関係にある同じ業種の2次下請けには主任技術
者の配置を求めない。

統括的な役割を担う1次下請けの主任技術者には「1年以上の指導監督的な実務経
験」のある技術者を専任で配置することを求める。1次下請けは、この制度を活用す
ることを注文者である元請けに承諾を受けるとともに、主任技術者が不要になる2次
下請けと合意し、それらを書面で残すことが必要になる。

同制度を活用する下請けには、さらなる下請け契約を禁止する。1次下請けのケー
スでは、2次下請けに主任技術者の配置を求めない代わりに、2次下請けが3次下請
けと契約することは禁止する。

対象の工種は、改正法案の成立後、政令で対象の工種（土木一式、建築一式は除く）
と金額要件を定める。法案が成立すれば、2020年10月に施行される見通しだ。
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