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建設産業ニュース～札幌編～

　胆振東部地震から１年―札幌市内の復旧も着実に進む
2018年９月６日の北海道胆振東部地震から１年余り。最大震度６弱を記録した札
幌市内では、一部地域にいまだ傷跡が残る。大規模な液状化被害のあった清田区里塚
地区、4.3㎞にわたり道路が陥没した東15丁目屯田通など、大掛かりな復旧工事が進
むものの、道のりは半ば。施工業者は、地域住民らの思いに寄り添いながら復興を急ぐ。
―液状化被害の里塚で宅地地盤改良など
住宅地で発生した液状化現象による土砂流出で、甚大な被害が発生した里塚１条１

丁目、２丁目周辺の約４
haの宅地や道路。地盤改
良により液状化の再発を
防ぐ工事を五洋建設・伊藤
組土建JVが受注し、施工
中だ。
薬液を注入して地盤内
部の水をゲル状の薬液に
置き換え、土砂の流動化を
防ぐことが対策のメイン
で、2019年度内の地盤改
良完了を目指す。
５月末から試験施工の

準備に着手。６月に土質調査の解析や設計を進め、同中旬から道路、７月には宅地で
地盤改良作業に取り掛かった。試験施工を始める際にも、作業を公開し、工事に対す
る住民の理解や不安解消を図った。
里塚中央会館に隣接する被害建物跡地から着手し、地面をボーリングマシンで削孔
し、薬液を注入するための管145本を設置。１分当たりに注入できる薬液量を調べ
る限界注入速度試験を経て、８月１日に注入を始めた。この場所では計183個の改
良体を仕上げた。
区域全体で作る改良体は、１万1,500個に上ると試算。今後は建物の解体を終えた
土地の施工を進め、里塚28号線など道路部の地盤改良が終われば、沿線の宅地にも
順次取り掛かっていく。工事の統括責任者を務める五洋建設の鈴木定義さんは「機械
の台数を増やし、さらにスピードアップして年度内に地盤改良を終わらせたい」と話
す。
区域内では地盤改良と同時に、暗渠の設置、下水道管の敷設替えなどが進むほか、
生活再建に向けた被災住宅の解体、補修工事も輻輳（ふくそう）している。

宅地内の地盤改良が始まっている
里塚地区
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4.3㎞に及ぶ復旧となる東15丁目
屯田通

～札幌編～

―東15丁目屯田通で路床の砕石置換など
東15丁目屯田通では、北13条―46条付近の4.3㎞にわたり、断続的に陥没や沈下
が発生。４月からの本復旧工事は、全体を11工区に分けて施工が進む。都心と市内
東部を結ぶ幹線道路で交通量は多い。仮復旧で回復した交通を安全にさばき、沿道の
商業にも配慮が求められる。都市部ならではの制約が多い中、2019年内には４車線
通行を目指すが、舗装の一部は2020年度となる見通し。
北34条―37条間の延長約300ｍ
が同様の被害を受けた西４丁目線は
４月に着工し、年内に全て完了する
見込みだ。
いずれも地下鉄工事の埋め戻し砂
の上に整備された道路。砂の液状化
を抑制するため、本復旧に合わせ舗
装部を支える路床を砕石に置き換
え、水圧を抑制するシート状の補強
材も布設する。東15丁目屯田通で
置き換える砕石は、10万㎥以上に
上る見込みだ。
最も早く本復旧工事を発注した下水道は、被害のあった市内６㎞を６工区に分割。
屯田や美しが丘、里塚地区で施工が進む。
清田区内を中心に、法面が崩壊した公園、陥没やひび割れが生じた学校グラウンド
などの復旧工事も発注は進んでいる。
市水道局は、予防的対策に乗り出した。2019年度から被害が大きかった地域を配
水エリアとする里塚配水池流入管0.6㎞と、東15丁目屯田通の配水管改良など東・清
田区の枝線・補助管約５㎞の耐震化を進めるほか、ブラックアウト発生を踏まえた北
部水道センターなど５施設に自家発電設備を導入する。
―里塚霊園地滑り対策は先送り
他方、地滑り被害があった清田区の里塚霊園では、当初は2019年内に予定してい
た対策工事の着工を、20年度に先送りする。
里塚霊園の緑地帯に隣接する美しが丘５条９丁目などで、地震後に建物が傾くなど
の被害が発生した。
被災の主な要因は、住宅地側から霊園側に向かって最大で約３ｍ低くなっている、
高低差による地滑りと判断した市は、法面に接するように緑地帯側に約１万㎥の盛り
土をすることで地滑りを抑える対策を検討する。
最初の地元説明会で押さえ盛り土による対策を提案したものの、液状化を不安視
する住民の理解が得られなかった。年内に再度説明会を開き、同意が得られれば、
2020年５月ごろの着工となる見通しだ。
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高速道路のランプと交通量の多い
国道が交差する札幌西ＩＣ付近

　札幌市が札幌西ＩＣフル規格化に向け交通量調査へ
　―国やＮＥＸＣＯと連携して検証
札幌市は、高速道路の札樽自動車道札幌西インターチェンジ（ＩＣ）のフル規格化を
周辺道路の交通混雑・渋滞対策に位置付け、有効性の検証に着手する。今年から周辺
で交通量調査に着手し、国道を管理する北海道開発局、高速道路を所管する東日本高
速道路北海道支社と連携して取り組む。
札幌西ＩＣは上り（小樽方面行き）乗り口と、下り（札幌市内行き）降り口のみを備え
たハーフＩＣ。3.5㎞ほど東側に離れた新川ＩＣが上りの降り口と、下りの乗り口が
あるハーフＩＣとなっており、両ＩＣを合わせてフル機能を発揮している。
新川ＩＣは札幌市内を通る料金均一区間の西側末端に位置し、高速から札幌市内に
降りる車両が集中。これまで降り口改良に取り組み、高速道路上まで連なる過度な

渋滞は緩和されたが、
周辺混雑は解消され
ていない。
一方、札幌西ＩＣ周
辺は、大型商業施設
のイオンモール札幌
発寒や石屋製菓の観
光施設・白い恋人パー
クなどがあり、近く
には産業団地が立地
する交通量の多いエ
リア。

市内中心部や新千歳空港方面からの高速アクセスは、混雑する新川ＩＣを経由する
必要があり、混雑解消や利便性向上に向け、札幌西ＩＣのフル規格化要望が周辺住民
などから出ている。
市は、新川ＩＣへの車両集中、周辺の交通需要を踏まえ、札幌西ＩＣ拡充による交
通量の分散を新川ＩＣ以西道路の渋滞、混雑緩和対策として検討。開発局や東日本高
速道路に調査や解析で連携しながら、具体化を目指していく考えだ。
開発局、道、札幌市、東日本高速道路北海道支社などで構成する北海道渋滞対策協
議会の話し合いで、渋滞が多い札幌新道の中でも、特に札樽道札幌西ＩＣ－新川ＩＣ
周辺の交通量調査などを優先的に実施して対策案を検討することにした。開発局が国
道５号・新川通交差点など７カ所、東日本高速道路が札幌西ＩＣと新川ＩＣ出入り口
部計２カ所、札幌市が周辺市道３カ所で交通量調査を実施。実際に渋滞が発生してい
る箇所では、渋滞の長さや通過車両なども詳細に調べ、積雪時のデータ徴収なども加
味するため、2019年度いっぱいは調査に充てる見通し。
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　札幌市が建設産業活性化プラン策定に向け施策素案
　―検討部会の初会合で示す
札幌市建設局は、仮称・建設産業活性化プラン検討部会（部会長・高野伸栄北大公
共政策学連携研究部教授）の初会合を８月８日に開き、建設産業活性化に向けた施策
の方向性について素案を示した。建設業就業者の減少が予想される中、担い手確保を
はじめ、働き方改革への対応や生産性向上の支援を主な展開方向として位置付けた。
産業団体との議論を経て具体化を図り、来春のプラン策定に反映する。
都市を支える建設業の人手不足が深刻化しているため、市は６月、建設産業の持続
的発展に向けた計画作りに取り組む建設産業活性化プラン検討委員会を設置した。
広く建設業や関連業
種から意見を聴取する
場として開かれた検討
部会には、19団体の
代表者が参加した。
市が示した施策、取
り組み案は、運用中の
施策の拡充や対象拡大
が中心。
週休２日工事や発注
平準化、生産性向上な
どの取り組み拡大を目
指すほか、入札契約制
度では、担い手や品質
の確保、地域貢献を評
価する制度の拡充、新
たな取り組みに対応した発注方法の活用と検討を掲げた。
インターンシップや女性の労働環境整備を促すため、人材確保・育成支援事業の対
象拡大や制限緩和を示した。業界のイメージアップやＰＲ戦略、増加傾向にある外国
人労働者への対応についても整理する方針だ。
参加団体からは「中長期的な事業量の見通しが示されねば人材の確保が難しい」との
声や、下請けや技能者に対する視点の追加を求める意見が上がった。働き方改革では
日給月給制の専門工事業、少人数の専門職集団が多い建築、設備設計を中心に、対応
に苦慮する声が寄せられた。
札幌建設業協会の砂田英俊札幌部会副部会長は「団体や企業はできることが限られ
る。市の力で産業の魅力をＰＲしてほしい」と話し、札幌中小建設業協会の花井俊文
会長は「新たな施策の創出につながれば」と今後の議論に期待した。
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点検対象箇所の一つ札幌環状線の
切り土区間（札幌市中央区双子山）

　札幌市建設局が特定道路土工構造物の補修計画を策定へ
　―長大切り土・盛り土区間で2019年度末にも
札幌市建設局は、大規模な法面を含むエリアを対象とした特定道路土工構造物の補
修計画を策定する。中長期的な視点で計画的な維持管理を進めるため、市内１７２カ
所の中から対策が必要となる構造物を整理し、工法や優先順位、実施時期などをまと
める方針。2019年度末の計画策定を目指している。
道路施設の計画的・効率的な維持管理の実現を目指す、道路維持管理基本方針に基
づく施設別補修計画の一つとして位置付ける。
対象は、切り土高おおむね15ｍ以上、盛り土高おおむね10ｍ以上の法面箇所で、
緊急輸送道路の指定状況や損傷した場合の隣接施設に与える影響などを考慮し、172
カ所を抽出した。法面のほか、擁壁や法枠、アンカー、落石防止柵、排水施設、カル
バートなど一連の構造物が対象となる。

計画では点検結果を
分析し、対象となる施
設や状態、計画期間の
ほか、対策の優先順位
に関する考え方、対策
内容と実施時期、費用
を整理する考えだ。緊
急性の高いものは2020
年度の工事実施も視野
に入れている。
点検項目や手法など
を規定したガイドライ
ン作成、試行点検など
を含めた補修計画策定
業務は一般競争入札で
発注済みで、エーティッ

ク（本社・札幌）が担当する。
2019年度の試行点検対象箇所は、京極定山渓線、小樽定山渓線、札幌東部新道１
号線、真駒内御料札幌線、札幌東部新道２号線、石山線、札幌環状線、札幌恵庭自転
車道線、精進川沿東線、厚別平岡線、定山渓中央線、平岸澄川線、石山西岡線、川沿
石山連絡線、小金湯東線、南19条宮の沢線の計16路線、30カ所。このうち切り土
区間が19カ所、盛り土区間が11カ所で、区間延長は15～ 386ｍ、最大法高は８～
45ｍとなっている。点検結果に基づいて対象構造物ごとの健全度を診断し、予備設
計や実施設計などの基礎資料とする。
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　札幌市下水道河川局が次期下水道ビジョンを2020年度に策定
　―処理施設本体再構築計画なども盛り込み
札幌市下水道河川局は、下水道事業の展開方向を示す、次期下水道ビジョンを
2020年度に策定する。期間は21－30年度の10年間。今後は整備後50年以上経過
した管や処理施設の割合が５０％を超えるなど、老朽更新による機能維持が重要課題
となる。処理施設本体の再構築計画などを盛り込み、施設の延命化を図りながら、改
築を平準化していく。震災を教訓にした災害に強い基盤づくり、集中豪雨多発に伴う
浸水対策の充実も求められる。年内には素案をまとめる方針だ。
市内下水道の主
な課題としては、
1970－80年 代 に
かけて管路を集中整
備したため、2030
年度には標準耐用
年数の50年を経過
する管路が、20年
度時点の4.6倍とな
る延長4,170㎞に急
増。全体の半分に達
する。今後は調査・
点検により管路内の
状態を把握しながら、計画的に事業量を増やしていくことが求められる。
処理施設も管路と同様に、2030年度には水再生プラザ、ポンプ場各８施設の計16
施設（全体の57％）が標準耐用年数を経過することになる。水処理などの機能を維持
しながら更新する必要があり、施設数も多いため、長期的な再構築計画を策定し、延
命化しながら適切な時期に更新を図る。人口減少を踏まえた施設規模の適正化も進め
る意向だ。
災害に強い下水道の構築するため、浸水対策として毎時降水量35㎜に対応する雨
水拡充管や雨水ポンプ場などの整備を推進。周辺に比べて土地が低く、浸水被害が発
生しやすいくぼ地などで整備を見込んでいる。
地震対策では、処理施設は管理棟やポンプ施設から、管路は被災時の影響が大きい
路線から順次耐震化を実施。北海道胆振東部地震の被害を踏まえた液状化対策も検討
する。
新たな取り組みには、民間事業者による下水熱利用を促すため「下水熱ポテンシャ
ルマップ」の公開を挙げる。このほか、雨水対策として市民の備えを支援する内水ハ
ザードマップなどの作製も位置付けている。
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　札幌市内の2019年上半期新設住宅着工戸数は7,727戸
　―2年連続減少も分譲マンション好調
札幌市の2019年上半期（１－６月）の新設住宅着工は、前年同期比3.2％減の7,727
戸で、２年連続の減少となった。分譲はマンションの着工数増により増加しているも
のの、貸家の落ち込みが大きく、全体に響いた。過去10年の平均着工戸数（7,310戸）
に比べ5.7％上回る結果となった。

国土交通省の住宅着工統計を基に集計した。
種別で見ると、貸家は13.2％減の4,561戸で全体の６割近くを占める。持ち家は
0.6％増の1,660戸、分譲は39.3％増の1,502戸で好調だった。
区別では、中央区が12.9％減の1,297戸でトップ。貸家が４割減少した一方、分
譲が2.5倍と大きく伸びた。これに8.5％増で1,137戸の北区、7.1％増で1,092戸の
東区が続く。
伸び率は、86.3％増と厚別区（382戸）が最も大きく、２位は25.5％増で清田区（246
戸）、３位は10.7％増で手稲区（403戸）。
市内の不動産市況に詳しい住宅流通研究所（本社・札幌）は、建設ラッシュが続き供
給過剰感がある貸家の減少が響いたものの、分譲マンション着工の伸びで「全体では
３％の減少にとどまった」と分析。持ち家は、マンション価格の高止まりと低金利を
背景に戸建てが見直され、順調に伸びたとみる。
下半期も貸家の減少傾向は続く見込みで「持ち家は安定するが、分譲は戸数がまと
まったマンションの有無により、浮き沈みがある」と話す。10月の消費増税の影響に
ついては「はっきりとした駆け込み需要はみられなかった」とし、下半期も「さほど影
響はない」と予想している。
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築55年が経過した勤医協札幌病院
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　カレスサッポロが中央区北4西18の複合施設を西松建設で
社会医療法人社団カレスサッポロ（札幌市中央区北１条東１丁目２の５、大城辰美
理事長）は、高齢者向け住居などが入る複合施設のカレスプレミアムガーデン北円山
新築の施工を西松建設（本社・東京）に決めた。住居60戸のほか、クリニックやレス
トラン、パン工房などを備える。2021年４月の開設を目指す。
施設規模はＲＣ一部Ｓ造、８階、延べ１万4,113㎡。設計はカミトリュウジ建築設
計事務所（本社・札幌）が担当した。
女性をターゲットに、住居だけでなく医療や食、働く場などの機能を持たせる。１
階にドラッグストアのツルハがテナント入居するほか、２階にドーナツやベーグルを
専門とするふわもち邸の工場・レストラン、歯科クリニック、調剤薬局を配置。３、
４階はクリニックやリハビリセンターとし、５－８階はシニアマンションとする。
当初は住戸数を39戸に設定していたが、高齢入居者が自ら勤務時間を決めて施設
内で働けるシステムが、構想発表後から反響を呼び、60戸に拡充した。
建設地は中央区北４条西18丁目８の１で、北５条手稲通に面した敷地3,339㎡。
入居者の受け付けは12月から開始する方針だ。

　道勤医協が札幌病院を耐震化へ／建て替えも視野に
公益社団法人北海道勤労者医療協会（本部・札幌市白石区菊水３条３丁目１の33、
田村裕昭理事長）は、勤医協札幌病院を耐震化する考えだ。「（建物の）耐久期限が近づ
いている」とし、建て替えも視野に入れている。
登記簿によると、白石区菊水４条１丁目７の23にある同病院（ＲＣ・Ｓ造、地下１

地上５階、延べ１万964㎡）は1964
年に新築。その後、68年、78年、
79年、97年にそれぞれ増築したが、
築55年が経過し、老朽化が目立っ
ている。
現在の診療科目は、内科、外科、
整形外科、産科、婦人科、耳鼻咽喉
科、小児科、眼科、精神・神経科・
心療内科。病床数は105床を備え
る。

札幌市が2017年10月に発表した要緊急安全確認大規模建築物の診断結果では、
一部のＩｓ値が目標値1.0を下回る0.48だった。震度６強から７程度に達する地震の
場合、倒壊・崩壊の危険性が高いレベルⅠに該当している。
同協会は「建て替え資金が厳しい現状にあるが、医療機関としての役割をしっかり
踏まえ検討する」と話している。
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～札幌編～

　札幌市が2030年冬季五輪招致の施設計画再検討進める
2030年の冬季五輪・パラリンピック招致を目指す札幌市。市民との対話を重ねな
がら、夢や希望を与える五輪本来の意義とともに、将来のまちづくりを見据えて経費
を抑えた開催計画を示し、より多くの市民から支持を得ていく考えだ。経費の中で、
削減の鍵を握るのが会場施設計画の再検討。既存施設活用で削減額の上積みを目指す。
見直しが進む会場施設計画の動向をまとめた。
■開催費削減へ
開催概要計画の見直しを進めていた市は７月、開催費を2016年11月に示した26

年の開催提案書の4,500
億円に比べて、800億－
1,400億円少ない3,100億
－3,700億円に抑制できる
との見通しを示した。
収入不足が見込まれてい
た大会の準備・運営費は、
仮設の見直しで支出を抑
え、収入増の見通しを立て
て2,300億円で収支の均衡
にめどを付けた。
費用削減の鍵を握ってい
るのが施設整備費だ。まち
づくりや将来的な利益につ
ながる無駄のない計画策定

など、ＩＯＣ（国際オリンピック委員会）の助言と指摘を見直しに反映。既存施設を最
大限活用する方向にかじを切り、費用削減を図る。
これにより施設整備費は26年提案に比べ、最大で1,300億円少ない800億－1,400
億円とする見通しを提示。市負担は400億－600億円と、200億円ほど削減できる
目算だ。
■支持される計画に
イタリアに決まった2026年大会は、住民の支持率の高さが重視された。招致の賛
否がきっ抗する札幌市にとっても、これをいかに高めるかは重要な課題。今秋、市民
への情報提供と対話を通じ支持を高める考えだ。
成長期だった1972年の前回大会と違い、まちは成熟期にある。行政に求められる
ニーズは除雪や防災、福祉など多様化。市は支持率アップに財政負担の少ない計画作
りが不可欠と考えている。
秋元克広市長は「招致がまちづくりや地方創生にどういった重要な意味を持つか、
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ラージヒル会場の大倉山はノーマル
ヒル併設も検討する

積極的に情報発信したい」と話す。
会場施設は1972年大会で使用したものが多く、いずれは改修や建て替えが必要。
大会を通じた魅力発信は訪日外国人客の増加など観光振興につながる。開催の意義を
伝え、市民と将来のまちの姿を描くことで、支持の獲得を目指す考えだ。
―札幌市の五輪招致で競技会場全16施設のうち建替は月寒体育館のみ
大会会場となる競技会場は開・閉会式を行う札幌ドームを含め16施設。このほか
にメディア関連施設や選手村が必要となる。2030年招致の会場配置、施設整備計画
は、当初の２６年大会開催提案書を基にするが、既存施設の活用で見直しが進み、そ
の内容は変わりつつある。
■既存施設を活用
招致目標を変更する以前の2016年11月に示した26年大会の開催提案書では、施設
整備費に2,101億円、市の負担は633
億円と試算した。大会基準に合わせる
などの理由から、４施設で建て替えを
計画。選手村とメディア村を含むメディ
アセンターは新設を想定していた。
一方、７月に市が示した見直し案で
は、経費削減と先のまちづくりを見据
え、可能な限り既存施設を活用する方
向。整備費は人件費、資材費の上昇な
どを反映（12％増）した上で、800億
－1,400億円に削減する見通しだ。
16施設のうち建て替えは、アイスホッケーに使う月寒体育館のみに抑制。運営の
効率化からスキージャンプ競技のラージヒル会場である大倉山にノーマルヒルを併設
する検討が進んでいるが、残る15施設のうち12施設は改修を基本とし、札幌ドーム
など３施設は仮設を使って改修せずに対応する。
■800億円達成へ
削減する整備費に600億円の幅があるのは、流動的な要素が含まれるためだ。
これまで、スピードスケートの帯広開催による真駒内屋外競技場の建て替え取りや
めで280億円、メディアセンターの分散配置と既存活用で60億円、まちづくりに合
わせた選手村の分村や既存ホテル活用で420億円の削減にめどが付いた。
さらに削減の上積みが図られれば、800億円の達成が見えてくる。そり施設は長野
市の施設を活用する方向で協議を開始。改修は必要だが国の支援を要請し、建て替え
に150億円と試算する整備費を大きく抑制する考えだ。
フィギュア・ショートトラック会場の真駒内屋内競技場は建て替えから改修へ見直
す方向。160億円を見込むメディア村は、選手村と同じくホテルや仮設で分村を図り
費用抑制を目指す。
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　ＨＫＫ連合体が民営化で7空港に4,290億円を投資へ
　―新千歳は国内・国際線共用旅客ビル新設など
道内７空港一括民営化の優先交渉権を得た北海道空港（札幌、ＨＫＫ）を中心とする
企業連合体が2049年度までに投資する金額は、約4,290億円に上る。新千歳空港に
は2,950億円を投じ、現空港ビル南側に国内・国際線共用旅客ビルなどを新設。函館
空港では国際線旅客ビルの建て替えを見込むほか、女満別空港には個人向けホテル、
貨物ビルを新設するなど、地方6空港では観光・物流加速に向け計1,340億円の投資
を予定している。

新千歳空港の設備投資を見ると、ビジネスジェット専用施設のほか、ＪＲ南千歳駅
周辺のホテル誘致を優先的に進める計画。さらに、運営開始後10年以内に約612億
円を投じて国内・国際線共用の旅客ビルの新設や、直結するホテルも併せて整備する
見込みだ。
函館空港については、国際線旅客ビルの容量拡大を図るため、国内線旅客ビルと一
体化する形で建て替える。駐車場拡張や商業施設の改修も５年以内に進める。
女満別空港では、温度管理可能な貨物ビルのほか、個人旅行者向けの安価なホテル、
事務所棟を新設するなど、おおむね５年で施設整備にめどを付ける。
稚内空港は、5年以内の旅客ビル建て替えで、国際線と国内線の同時受け入れ実現
を目指す。24時間利用できる駐車場やトイレなどの整備も予定する。
旭川空港は、ターミナルビル前面を約3,000㎡増築して集客増を狙う。国際線ビル
側ではエアポートホテルの誘致も視野に入れている。
帯広空港は、ビジネスジェット専用施設の建設を想定。地元産品の輸出促進に向け
て温度管理ができる貨物ビルを新たに設ける。
釧路空港では、運営開始1年以内に駐車場容量の拡大を先行して実施。出到着便が
同時受け入れ可能な国際線専用施設を増築し、利用者の利便性向上を図る。

建設産業ニュース～道内編～
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　2020年度開発予算概算要求で道開発事業費2割増の8,150億円
　―厚真川水系の恒久的な砂防など
国土交通省北海道局は８月28日、2020年度北海道開発予算の概算要求を公表し
た。一般公共事業費に当たる開発事業費は事業費ベースで20.7％増の8,150億円で、
10年度予算要求に次ぐ水準。厚真川水系の恒久的な砂防や中小河川の治水対策、空
港などに接続する高規格道路の整備拡充、農業農村整備による農地拡大などが軸と
なっている。
道路は、ニセコ地区の観光客増加を支える倶知安余市道路の倶知安－共和、共和－
余市の2区間の整備を推進。地域高規格道路でも道央圏連絡道路の長沼南幌道路、中
樹林道路の整備促進のほか、函館の空港道路は2020年度完成を目指す。
治水は、激甚化・多様化す
る水害や土砂災害防止に向け
石狩川、十勝川、天塩川など
で河川改修を推進する。ペー
パン川など被災した道管理の
中小河川でも河道掘削など対
策予算を求める。胆振東部地
震で被災した日高幌内川など
厚真川水系の直轄砂防による
恒久対策も継続する。
直轄ダムは幾春別川総合開
発新桂沢ダムや沙流川総合開
発平取ダム、雨竜川ダム再
生事業調査費など、治山は
2016年８月台風の風倒木被
害などで３割増としている。
農業農村整備は、農地の大
区画化、かん排事業による用
排水改良などを進め、ＩＣＴ
農機を活用したスマート農業
導入も加速させる。水産基盤
整備は漁港の屋根付き岸壁な
ど衛生管理施設の強化なども
図る。
港湾は、国内物流強化の観点から苫小牧港の複合一貫輸送ターミナル改良や函館・
小樽港のクルーズ船受け入れ対応などを継続する。



- 14 -

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

～道内編～

　道立高等技専建築技術科は高就職率も訓練生減少
　―既卒者入校促進で訓練生確保へ
道経済部は、道立高等技術専門学院建築技術科の入校・就職状況をまとめた。
2018年度の就職率は100％で、前年度から８㌽増加し、高い水準を維持した。一方
で、19年度の訓練生充足率は56.7％と1.1㌽低下。３年連続で６割を切った。道は、
建設業の人手不足が顕著で、人材育成が強く求められていることから、既卒者の入校
を促し、訓練生の確保を図っていく考え。
建築技術科を置く札幌、函館、旭川、北見、帯広、釧路の６校を対象に集計した。
１校当たりの定員は20人だったが、入校者の減少に伴い、2016年度に北見、17年
度には釧路、18年度は函館がそれぞれ定員を10人に削減した。
就職率を見ると、2012年度以降は９割以上を維持している。18年度は希望者が
44人と前年度から６人減少したものの、全員が就職した。
定員充足率は2010年度の87％をピークに低下し、14年度には５割を下回った。
その後、定員削減などを
実施したものの、充足率
の回復には至っていな
い。地域別に見ると北
見が100％と最も高く、
次いで函館が70％、帯
広と釧路が各60％だっ
た。札幌は45％、旭川
は35％と半数を割って
いる。
景気の変動が近年の
就職率や定員充足率に
影響している。景気が
悪く求人率が低迷した2010年度は、技術を身に付けようと高等技専全体の充足率
が高くなった。しかし、景気の回復に伴い建築技術科も含め充足率が大きく低下し
ている。
一方、景気の回復と連動し建設業では人手不足が深刻化している。北海道労働局が
発表した2018年度の建設・採掘関連の有効求人倍率は前年度比0.37㌽増の3.66倍
だった。特に建築・土木・測量技術者は5.35倍にも上る。基礎的な技術を身に付け
た修了生の高い就職率につながっている。
同部人材育成課の担当者は、入校者が減少しているが企業からの需要が高いことを
踏まえ「新卒のみでなく、既卒者が入校しやすいように検討を進める」と話し、2020
年度の募集に向けて制度を見直す考えとした。
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　国交省が登録基幹技能者に「土工」を追加
国土交通省は８月５日、35職種目の登録基幹技能者講習として、新たに「登録土工
基幹技能者」を追加した。講習の実施団体は日本機械土工協会（日機協）で、高い精度
の出来形を達成できる技能者を育成し、土工職の地位向上を図る。
土工は、狭い現場内で人力や軽機械で土砂の掘削・盛り土を行うほか、工程に応じ
てコンクリート打ち込みなどもする多能工としての性格を持つ。
土工の技能者は、全国で約25万人に上り、技能者全体に占める割合も高い。国交
省は、重機を使用する機械土工とは別に、登録基幹技能者講習を創設することが土工
の地位確立だけでなく、建設産業全体のイメージアップになると期待する。登録土工
基幹技能者は「とび・土工工事業」の主任技術者として現場に配置できる。
登録土工基幹技能者講習の受講要件は、10年以上の実務経験と３年以上の職長経
験。合わせて１・２級建設機械施工技士、職業訓練指導員、技能講習修了などの資格
要件も設ける。日機協では、初年度に200 ～ 400人、５年で6,000人、10年で２万
人の受講を目指している。

　東金町一丁目西再開発の2021年度着工を目指す
東金町一丁目西地区市街地再開発準備組合は、ＪＲ常磐線金町駅の北西側で延べ約
16万㎡の規模で再開発施設の新築を計画、2021年度の工事着手を目指している。
再開発事業の対象区域は、東京都葛飾区東金町１丁目の敷地約２万4,770㎡。再開
発施設は地下２地上38階、延べ16万5,500㎡の規模で、ほかに地下円筒型の公共駐
輪場も新築する。
2024年度に完成させる１期工
事では、地下２地上６階に自動
車教習所、教習コース、商業施設、
駐車場を整備する。
２期工事では地下１地上38階
に住宅約700戸と駐車場、商業
施設などを配置する。2024 ～
27年度で施工する計画。
最後に３期工事で公共駐輪場
を2028 ～ 29年度に整備する。
事業協力者として三菱地所レ
ジデンスと三井不動産レジデン
シャル、コンサルタントとして佐藤総合計画が参画している。

自動車教習所と一体で住宅700戸などを新築する
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