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建設産業ニュース～札幌編～

　北５西１、西２街区再開発／新幹線駅と一体的ビルに
札幌市は、ＪＲ北海道と共同で計画する北海道新幹線札幌駅前の再開発に向けて、

「札幌駅交流拠点北５西１・西２地区再開発基本構想案」を公表した。新たに設ける新
幹線駅と北５西１、西２の両街区に建設するビルを一体的に整備する方針を示し、札
幌の玄関口にふさわしい空間創出へ官民が連携してプロジェクトに取り組む。街区内
で再編整備するバスターミナルは、西１街区に都市間路線、西２街区に市内路線と分
けて配置する。年内に再開発準備組合を立ち上げた後、事業推進に協力する民間事業
者を公募選定し、事業計画を練り上げる。ビルは2029年秋の完成を目指す。
―世界へつながる新たな顔づくりがコンセプト
再開発の対象区域は、市有地で駐車場・駐輪場に利用している北５西１街区、ＪＲ

北海道らが保有する商業ビルにバスターミナルを併設した「エスタ」がある西２街区を
中心とする約３ha。2030年度末に札幌で開業する新幹線の駅舎位置が北５西１街区

の北側部分に確定
し、専用改札口な
どを設ける予定と
なっている。

市は、北５西１、
西２の両街区で一
体的に進める再開
発のコンセプトを

「世界へつながる
“さ っ ぽ ろ”の 新
たな顔づくり」と
し、道都の玄関口
にふさわしいシン
ボル的な空間の創
出、バリアフリー
に配慮した交通結
節機能の充実、国
際競争力を持つ都

市機能の集積、災害時の事業継続性や帰宅困難者にも配慮した防災機能の確保などを
推進する考え。新幹線の開業のほか、2030年の冬季五輪招致などを見据え、29年秋
の全体完成を目指す。

再開発ビルの整備方針では、新幹線の改札口と一体感を持った形で接続するほか、
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１階バスターミナルと２階待合機能などのイメージ

～札幌編～

駅南口の周辺施設との調和を図るため西２街区はビルの高さを抑える一方、西１側は
都市計画の緩和制度を生かした高度利用で超高層ビルを想定する。両街区を分断する
西２丁目線の上空はデッキレベル（２階以上）で接続し、新幹線と既存交通機関を結ぶ
歩行者動線の連続性や２つのビルの一体感を確保する。

また、四季を通じて快適に利用できるオープンスペースを広く確保して、災害時の
一時滞在施設として利用できるようにするほか、にぎわいを創成川以東にも波及させ
るため、緑化空間の連続化や創成川通上空の有効利用も検討する。
―バスターミナルは市内路線と都市間路線を分離へ
バスターミナル機能は、既存ターミナルの再整備にとどまらず、駅南口に点在する

停留所を西１、西２両街区内に集約し再編する。西２街区で建て替えるビルの１階は
市内路線を中心に配置。都心アクセス道路の整備計画がある創成川通沿いの西１街区
の新ビル１階には都市間バス用のターミナルをそれぞれ設ける。バス待合所は両ター
ミナルにアクセスしやすい西２丁目線上のデッキ空間に配置する考えだ。バスの停留
スペースは22 ～ 25バースを見込んでいる。 

バスターミナルとなる
ビルの１階以外につい
ては、低層部に商業施設
を導入し、劇場などエン
ターテインメント機能の
付加も検討する。高層階
にはビジネスや観光に寄
与する国際水準のホテル
を導入するほか、道外か
ら本社機能やバックアップオフィスを誘致できるよう耐震性や自立電源を確保した高
機能オフィスも整備する。

バスの待合機能や新幹線駅、駅前南口広場との接続部は、積雪寒冷地の特性を踏ま
え、ビル内に数階分の吹き抜けと一定の面積がある開放空間を設け、滞留性を確保。
２階と地下の通路で東西方向をつなぎ、地下鉄やＪＲ在来線など各種交通機関へ円滑
に乗り換えができる歩行者動線を構築する。

低炭素なまちづくりを先導する拠点としても位置付け、自然エネルギーの利用や設
備システムの効率化を図るほか、屋上緑化などを積極的に取り入れる方針。

今後、再開発の具体化や整備に当たっては、まちづくりの専門知識や技術力、資金
力のある民間事業者の事業参画を求め、準備段階からノウハウの提供など支援を得な
がら施設設計や資金計画など事業計画を樹立していく意向だ。

2029年秋に全体の竣工と供用開始を目標とし、22年度の都市計画決定までには、
再開発準備組合設立、民間事業者公募、環境アセスメント、基本設計などの手続きを
終える予定だ。
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月寒Ｆ団地の完成イメージ

　札幌市が公住月寒Ｆ団地5、6号棟改築主体を発注へ
　―同団地建て替え事業の最終棟に着工
札幌市都市局は月寒Ｆ団地新5、6号棟改築の主体工事をそれぞれ11月下旬の入札
で発注を予定している。2020年の第1回定例市議会で承認後、着工する考えだ。設
備は電気、暖房、エレベーターなど5件に分離・分割して発注する。建築、設備を合
わせた工事費には16億円を見込んでいる。

豊平区月寒東1条5―7丁目に位置する既存の月寒Ｆ団地は10棟172戸で構成し、
1961年から69年にかけて建設された。一方、68年に建設した同区豊平1条11丁目
にある豊平1条団地は1棟17戸で構成されている。

いずれの団地も更新時期を迎えたため、両団地計11棟189戸を月寒Ｆ団地内で6
棟172戸に統合・再編することにし、2015年度から建て替えに着手した。

2015－16年度は旧1
－3号 跡 地 に 新1、2号
棟（ Ｒ Ｃ 造、5階、1号
棟延べ2,413㎡、2号棟
延 べ2,400 ㎡）を 建 設。
17－18年 度 は 旧4、5
号棟跡地に新3、4号棟

（ Ｒ Ｃ 造、5階、3号 棟
延べ2,412㎡、4号棟延
べ2,399㎡）を整備した。
建て替えの最終となる
新５、６号棟は既存の6
～ 8号棟を解体し、跡地
に建てる。解体は年内に
も完了する見込み。

2棟ともＲＣ造、5階、延べ約2,600㎡の規模。間取りは5号棟が3ＬＤＫ4戸、2
ＬＤＫと2ＤＫが各13戸、車いす用2戸の計32戸。6号棟が3ＬＤＫ５戸、2ＬＤＫ
14戸、2ＤＫ13戸の計32戸とする。

建築設計は北海道建築総合研究所（本社・札幌）、設備は田中建築設備事務所（同）が
担当した。

工期は5号棟が約490日間、6号棟が約480日間。主体は5号棟を成績重視型、6
号棟を制限付き一般競争で発注する。

設備関係は電気が棟ごとに制限付き一般競争で10月下旬、暖房も棟ごとに成績重
視型で2020年3月下旬、エレベーターは両棟一括し、制限付き一般競争で3月下旬
に入札する。
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　札幌市が強靱化計画の改定に向け素案
　―震災の教訓を反映し、ＳＤＧｓへ寄与の観点も
札幌市は、強靱（きょうじん）化計画を改定し、12月の成案化を目指す。このほど
まとめた素案によると、新たに北海道胆振東部地震の経験や持続可能な開発目標（Ｓ
ＤＧｓ）の視点を取り入れる。重点方針には①大規模停電対策②建築物・インフラ・
大規模造成地対策③市民、観光客に安全・安心を提供する環境づくり－を掲げ、ソフ
ト、ハード両面で取り組みを強化する。

国土強靱化基本法に基づき、大規模な自然災害に対する備えを着実に進めるための
地域計画。現行計画の期間は2019年度末までの5カ年だが、昨年9月の胆振東部地
震などを踏まえ、前倒しで改定作業を進めている。

改定素案によると、基本目標は従
来の「生命、財産や社会機能の保護」
のほかに、「迅速な復旧・復興」「経
済の成長」を明記。新たに「ＳＤＧｓ

（持続可能な開発目標）達成寄与」を
掲げる。

基本目標や重点方針は、現計画が
示す国のバックアップ機能発揮など
災害の少なさを前提にした施策の打
ち出しが薄れ、震災経験・課題を教
訓にハード、ソフトの両輪で備えを
強化する方向に大きく転換した。

回避すべき最悪の事態として「人
命保護」「ライフライン確保」「迅速な
復旧」など6つの観点から22の「リス
クシナリオ」を設定。「旅行者を含む
大量の帰宅困難者の発生」「災害対応
体制整備の不備による被災者支援の
遅れ」「貴重な文化財や観光資源の喪

失」など、震災検証や国の基本計画改定を反映した5つのシナリオを追加した。
これらリスクを回避するための個別施策は、インフラや建築物の耐震・老朽対策や

災害対策庁舎機能の確保などハードの着実な推進とともに、冬季対応や外国人観光客
への情報提供強化などソフト拡充を重点化した。連携中枢都市圏を踏まえ、広域連携
の検討も盛り込む。

計画期間は中期実施計画と連動し、2019－22年度の4カ年に変更。個別施策は達
成目標を設定して計画の進ちょくを管理する。
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復旧工事費が措置された羊ケ丘通の擁壁

　札幌市が羊ケ丘通擁壁など道路災復に16億円を追加 
　―胆振東部地震被害の新規着工分など
札幌市は、羊ケ丘通擁壁や市道路面の補修など北海道胆振東部地震で被災した道
路関連施設の復旧工事に新たに着手する。里塚地区の地盤改良追加分も含め、16億
4,000万円に上る関連予算を第3回定例市議会で補正措置した。羊ケ丘通の擁壁復旧
は、ブロックがずれるなどの被害が発生した約100ｍを撤去、新設することを想定し、
工事費に約４億円を見込む。2019年度内の工事発注を目指す。

３定市議会で一般会計に補正計上した、道路災害復旧の追加工事は羊ケ丘通擁壁補
修に約４億円、道道樽川篠路線排水管補修に約2億円、路面下の空洞調査費に7,100
万円、清田区、豊平区、白石区の路面補修に2億8,900万円をそれぞれ見込む。

このうち最も大きい羊ケ丘通擁壁は、清田区清田2条2丁目の羊ケ丘通と市営住宅

の間に位置する積みブロック擁壁で、高さは約４ｍ。昨年9月の地震でブロックがず
れる、隙間ができるなどの被害があった。

予備検討は明治コンサルタント（本社・札幌）が担当し、2018年度に完了。既存の
擁壁を撤去、基礎杭を打設した後、擁壁を新設するという工程を想定する。実施設計
の中でより具体的に工法を検討した後、早期の工事発注を目指す。完了は20年度と
なる見通しだ。

このほか、道路と宅地を一体で復旧している里塚地区では、宅地地盤改良の薬液注
入が当初の設計より増えるため相当分を予算化。設計変更で対応する。

地盤改良は1万5,500㎥、面積で390㎡を追加する見込みで、増額分として2020
年度までに12億8,100万円を見込む。このうち2019年度施工分の6億8,100万円を
3定補正で計上。残る6億円は20年度の債務負担行為に追加設定する。これらによ
り里塚地区の対策費は総額62億4,600万円に上る。
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外壁などを改修中の里塚斎場だが火
葬炉の老朽化も今後の課題となる

　札幌市が火葬場・墓地のあり方基本構想原案
　―里塚斎場整備検討など盛り込む
札幌市は、火葬場・墓地のあり方基本構想原案をまとめた。高齢化に伴う火葬件数
の増加が予測される中、施設の老朽化が進み、能力や利便性に課題が見えている里塚
斎場整備の検討を盛り込んだ。市営霊園では排水施設など構造物の計画的な改修など
を整理する方針。検討委員会の意見などを踏まえ、2020年3月に策定する予定だ。

市の斎場等あり方検討委員会に示した基本構想原案は、計画期間を2020－34年
度の15年間としている。少子高齢化により深刻化する火葬件数や無縁墓、無縁仏な
どの増加への対応、市民の葬送に関する不安の解消に向け、将来の見通しや方向性を
まとめた。

市内にある山口、里塚の両火葬場は、2029年度に火葬能力が限界を超える見込み。
中でも1984年に稼働した
里塚斎場は、雨漏りや外壁
の浮きが発生している。加
えて会葬者の動線が交錯
する、火葬炉30炉に対し
て収骨室が８室と少ない
などの課題を抱える。07
－08年度の大規模改修か
ら20年が経過する29年頃
には再度、火葬炉など主要
設備の更新を含む改修が
必要となる見通しだ。

火葬場は運用上、施設を
休止できない状況を踏ま
え、費用や火葬能力、利用者への影響などを考慮し、改修や建て替えなど整備手法を
今後整理する。

他方、平岸、里塚、手稲平和の市営霊園3カ所は老朽化が進み、雨水排水施設、道
路舗装といった修繕費用に約33億円を見込む。管理事務所や納骨堂を建て替える場
合は、さらに3億円かかる。

構造物の健全度を踏まえ、計画的な改修を考えるほか、管理事務所の利用状況など
を踏まえた施設機能の統廃合を検討するとした。

このほか、ＰＰＰ／ＰＦＩなどの運営手法や費用負担の在り方などを探る方向性を
打ち出した。

火葬場や墓地に関する、運営や整備の方向性などは、年度内の構想策定後から検討
に取り掛かり、運営基本方針で示す想定だ。
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　交通誘導員が足りない／工事の受注環境にも影響
交通誘導警備員の逼迫（ひっぱく）感が強まっている。絶対数の不足とともに、先押
さえの動きが加速したことが要因となっている。「交通誘導員を事前に確保できなけ
れば受注にすらいけない」との声も上がる事態に、元請け建設業と警備業が連携し、
課題解消に向かう動きも出始めた。
―各社が誘導員確保に苦慮

「交通誘導員確保が難しくなるのが、いつもより早い」。例年だと８月下旬から秋に
かけ強まる逼迫感が、札幌市内では現場稼働が本格化した６月から、こうした声が強
まっていた。

交通誘導員は、道路工事において現場の作業従事者と同様、欠かすことができない
存在だ。現場を出入りする作業員や車両の誘導に加え、現場周辺の道路利用者や地域

住民の窓口的な役割も担う。
安全に対する社会の要求が強まる中、

その必要数は「交通量が多く道路が複雑
な都市部ほど増える傾向にある」（市内の
建設業経営者）という。

北海道舗装事業協会では、不足感の強
まりを背景に３月、会員に対し誘導員確
保に関するアンケートを実施した。

84社中80社が回答した結果による
と、不足を感じている元請け建設業は全道で93％、札幌に限れば100％。６月から
強まり、10月にピークを迎えることも分かった。札幌のほか、空知、小樽、函館、
室蘭の各地区で不足感が90％超えと特に強く、付き合いの深い警備会社の協力で、
何とかしのいでいる格好だ。

現場の作業員を転用し自家警備員として配置する場合もあるが、活用は全体の４分
の１にとどまる。交通誘導員ほどではないが、作業員も人数は十分でなく、交通量が
多い都市部では誘導に求められるスキルも高いため「できるだけ避けたい」という本音
がうかがえる。
―労務単価上昇も低水準
北海道警備業協会の調査によると、2018年12月現在、道内の交通誘導員は、５

年前に比べ800人以上減って約7,400人と著しい落ち込みを見せている。
交通誘導員の雇用は建設業の技能者同様に日給制が主体。今年２月発表された、給

料の根拠となる公共工事設計労務単価は、北海道地区で有資格者の交通誘導員Ａが
１万3,700円（１日当たり）、同Ｂが１万1,600円（同）と前年度より７～８％高くなっ
た。これは全職種平均の3.9％を上回り、最高の伸び率となる。それでもＡ、Ｂともに、
軽作業員の１万4,000円（同）を下回る。
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雇用には、こうした給料分の労務単価以外に、法定福利費や現場の安全管理、宿舎、
送迎など、労務単価の４割ほどの金額になる諸経費が必要だ。

現場に欠かせない交通誘導員だが、供給は専ら下請けが担う。警備業は異業種とい
うこともあり、立場は強くはない。不足感が強まる以前は「単価は１万円に届かず、
必要な経費も支払われない場合が多かった」（警備業関係者）と振り返る。

関係者によると、諸経費の支払いは「認めてもらえるようになりつつある」が、それ
でも「屋外の長時間作業に見合う給与を十分に払えるほどではない」のが実態だ。

加えて、雨天などで工事が中断
し、その日の朝に仕事がなくなっ
た場合の支払い補償がない契約
が、いまだに残る。改善は進んで
いるものの、雇用環境が安定して
いるとは言えず、従事者の高齢化
は進み、若手の定着率も高くない。

将来を担う若手人材の確保や定
着に向け、月給制に移行して安定
収入を模索する会社がある一方、
交通誘導から撤退し安定した施設警備に軸足を移す企業もある。人口減少で若手の供
給が細る中、不足解消は、企業の努力で解決できる状況を超えたと感じる警備業は着
実に増えている。
―将来描ける就労環境を
警備業はこれまで、建設業の担い手対策と少し離れた場所で、対応にもがいてきた。

その確保が工事受注や工程を左右するようになり、建設業と警備業が手を取り合って
改善を目指す動きも出始めている。

今年７月、札幌商工会議所内で舗装工事業と警備業が、初めて交通誘導員確保をテー
マに意見交換のテーブルに着いた。工事業者からは、交通誘導員不足が採算を悪化さ
せているとし、逼迫（ひっぱく）感の強まりから「警備員を確保できなければ入札にも
参加できない」との指摘が上がった。

警備業は「交通誘導で食べていけないことが続き、そのツケが出てきている状況」と
人手不足に苦しむ実情を吐露。作業中止に伴う無補償が従事者の給与支払いに直結す
ること、人員確保のため季節雇用から通年雇用へ待遇改善を進めていることを訴えた。
「夏暑く冬寒い中で立ちっぱなしの大変な仕事。普通作業員以上の単価が必要だろ

う」と建設側が理解を示すなど、情報共有は元請け下請けの関係を越えた共感を生ん
だ。仕掛け役の櫻修二舗装工事分科会長は「自助努力は必要だが、個々で対応できる
段階は過ぎた」と現状をみる。交通誘導員に元請け建設業が求めるスキルは、高まり
つつある。見合った人材を供給してもらえるよう、警備業の単価アップや就労環境づ
くりで連携を模索する考えだ。
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　札幌市財政局が成績重視型入札基準点を更新／ 3年型を設定
　―2年型より点数上昇する工種・等級も
札幌市財政局は、８月21日付以降に公告した工事、委託の一般競争入札について
成績重視型入札の基準点を更新した。従来の2年型に替わり試行する3年型の基準点
を新たに設定した。3年型は土木など3工種4等級、橋梁設計・監理など2業種2等
級で2年型の前回より点数が上昇している。

成績重視型は、工種、等
級別に基準点を設け、一定
期間に得た施行成績評定の
平均点が基準を上回る市内
企業を入札参加対象とする
方式。5年型は2014－18
年度、3年型は16－18年
度に完成した工事や業務成
績のうち、Ａ級はおおむね
上位50％、Ｂ級は同35％
の点数を平均して基準点を
算出する。土木Ｂ級は企業
数が多いため上位20％の
平均を基準に設定してい
る。

これまで工事は2年型と
5年型、測量などの委託は
2年型を運用してきたが、

5年間継続して成績を持つ企業が少ないことなどを理由に市は、3年型への一本化を
検討している。

3年型の基準点を見ると、土木Ａ1級が85点で、前回の2年型に比べ2点アップ。
橋梁設計・監理も2点上がり76点となった｡このほか、下水道Ａ１、Ａ２級、造園Ｂ
級、建築設計・監理Ｂ級はそれぞれ１点上昇した。

５年型は土木Ａ１級、舗装Ａ、Ｂ級、電気Ａ級が前回からそれぞれ１点上昇している。
札幌市水道局でも、成績重視3年型、5年型の入札参加基準点をそれぞれ独自に変

更し、９月13日以降の公告分から適用した。
3年型の基準点を見ると、土木Ａ2等級が78点、管Ｂ等級が73点と前回の2年型

に比べそれぞれ1点上昇した。このほか土木Ａ1等級は1点下がり81点となった。
5年型は土木Ａ1等級が81点、Ａ2等級が77点となり前回から1点ずつ上がって

いる。
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再開発に向けた協議が進むススキノ
ラフィラ

　札幌・薄野のラフィラが建て替えへ12月にも準備組合
札幌の薄野地区にある商業施設「ススキノラフィラ」の建て替えに向けた動きが本格
化している。ススキノ十字街ビルや竹中工務店といった地権者は、札幌市などを交え
た協議会で再開発に向けた話し合いを進めていて、計画がまとまり次第、早ければ
12月の準備組合設立を目指す。ビジネスホテルの建設が中心だった薄野で、大型プ
ロジェクトの具体化が迫ってきた。

すすきの交差点の一角にあるススキノラフィラ（中央区南4条西4丁目1の2）は、
飲食店や衣類、雑貨など約120のテナントが
入居する。1974年に商業ビルとしてＲＣ造、
地下3地上8階塔屋3階、延べ6万5,000㎡
の規模で建てられた。

2009年、ススキノラフィラが営業スター
トした時期に、施設老朽化による再整備の必
要性が浮上。地権者をイトーヨーカ堂、スス
キノ十字街ビル、アインファーマシーズ、セ
イコーフレッシュフーズ、竹中工務店、キタ

デンの6者に集約し、建て替えや設備更新などを検討してきた。
再開発の合意が得られれば「準備組合を12月末か年明けには立ち上げたい」（地権

者）と説明。テナントの賃貸契約が満了する2020年5月末以降の施設解体などの動
きも出てきそうだ。　

　大和ハウスが札幌・円山の中古マンションをホテルに改修へ
大和ハウス工業北海道支社（札幌市東区北6条東8丁目1の10、三原康展支社長）
は、札幌市中央区の中古マンションを常駐スタッフのいない無人ホテルに改修する。
設計施工は三井デザインテック（本社・東京）に依頼した。工期は2020年2月までを
予定している。

札幌市中央区大通西23丁目306の9にある円山公園マンションの土地約1,000㎡
と建物（ＳＲＣ造、10階、延べ2,826㎡）を2018年10月に取得。マンション新築といっ
た土地利用を検討したが、建築費高騰などを考慮し、無人ホテルにリノベーションす
ることにした。

1、2階のテナント入居はそのままで、賃貸マンションだった3－9階と、オーナー
が入居していた最上階10階の居室部分をホテルに改修する。無人受け付けシステム
を導入し、客室32室、収容人数170－180人を見込んでいる。

3階は受け付けと男女別のドミトリー 2室（各11ベッド）、10階はリビングダイニ
ング付きの2室（64㎡ 6ベッド、98㎡ 7ベッド）を配置。4－9階は23㎡と45㎡程度
の客室28室（4－6ベッド）を設ける。
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　機能発揮に訓練は不可欠／地域全体でＢＣＰ構築を
　―道建協会員企業対象にＢＣＰアンケート実施
北海道建設業協会の会員企業を対象としたＢＣＰ（事業継続計画）に関する調査結果
がまとまった。回答企業のうち、「策定済み」あるいは「策定中」は合わせて50％に達
しているが、北海道胆振東部地震の際に計画が実際に機能したか、との質問に対しては、
「機能した」との回答は43％にとどまった。特に訓練を実施していない企業で「機能せ
ず」というケースが多かった。一方で、胆振東部地
震を受けて、計画の見直しや策定の必要性を感じ
る企業が84％に達するなど、自然災害に対するＢ
ＣＰの役割を再認識している企業が大半を占めた。

今回の調査は、昨年9月の胆振東部地震など、
道内で大規模な自然災害が多発していることか
ら、建設業界の災害時における事業継続の現状と
課題などについて把握するため、北大大学院工学
研究院の今日出人特任教授が北海道建設業協会会
員企業を対象に実施した。

アンケートは、各社のＢＣＰ策定状況や訓練実
施状況、胆振東部地震発生時のＢＣＰ機能状況、
大規模停電（ブラックアウト）への対応と課題、行
政に期待する事項などを質問。今年1月末までに
56％に当たる328社から回答を得た。

策定状況を見ると、「策定済」38％、「策定中」が12％と、両者で50％に達した。
策定率は、完工高や社員数など会社規模が大きくなるに伴い高くなり、100人以上の
企業では89％が策定済みとなっている。未策定企業に、策定の課題を聞いたところ

（複数回答）、「担当する人員不足・いない」との回答が58％と最も多く、「対応する組
織が不十分」（43％）、「災害に対応するノウハウが不足」（36％）と続いた。費用に関し
ては16％にとどまり、策定の課題が組織や人材であることが明らかになった。 　 
ブラックアウト対応のＢＣＰ、85％が「必要」
策定済みおよび策定中企業を対象に、「胆振東部地震の際、ＢＣＰは機能したか」と

の質問では、「機能した」という回答が43％、「機能しなかった」は40％とほぼ拮抗し
た。「分からない・何とも言えない」は18％。これは、ＢＣＰの発動要件として震度
を設定しているが、この基準に満たなかった地域があることや、ブラックアウトを要
件としていない企業が大半を占めていたことなどが要因とみられる。

胆振東部地震を受けて策定の必要性や見直しについて聞くと、策定の必要性（未策
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ブラックアウトは道内の社会経済
に大混乱を生じさせた（札幌市内
のコンビニエンスストア）

定企業対象）は、80％の企業が「必要」と回答。策
定済み・策定中企業も89％が「見直しが必要」と
答えた。さらにブラックアウトに対応するＢＣ
Ｐ策定については、85％が「必要」と回答。社会
経済に大混乱を生じさせたブラックアウトへの
対応が急務の課題であることを浮き彫りにした。

また、ブラックアウトの際、行政や市民らに
対して、自前の非常用発電機や充電設備、燃料
の貸与・提供に関しては、回答した企業のうち
42％が「実施した」と回答。搾乳のための酪農家
への発電機貸与や、住民の携帯電話充電サービス
など、幅広い分野で建設業が貢献した。

策定企業のうち、訓練を実施したのは40％に
とどまっている。訓練の実施有無とＢＣＰの機能
状況をクロス集計したところ、訓練実施済み企業
でＢＣＰが機能したとの回答は67％と約３分の
２に達する一方で、未実施の企業で機能したのは
27％。訓練の有無でＢＣＰの機能発揮に大きな差が生じていることが明らかになった。

訓練の実施について、ある策定済みの企業からは「計画では社員の参集場所が『会社
の駐車場』と明記されていたが、実際に訓練をすると、駐車場が複数あったため、ばらば
らに集まってしまった。訓練をしたことで課題が
浮き彫りになった」と、訓練の重要性を指摘する。

ＢＣＰに関する行政への要望を見ると、策定
の有無にかかわらず、「ＢＣＰに関するノウハウ
や情報の提供」が１位だった。未策定企業では２
位が「策定費の補助」、３位は「策定に向けてのア
ドバイス」となった。一方、策定済み・策定中企
業は２位に「入札契約における優遇措置」、３位に

「策定企業の災害復旧作業の優先性」が入った。
企業からの意見としては「災害時の司令塔は市

町村だが、市町村自体が被災している場合、作業
の優先度などの的確な指示は難しいのでは。国や
道などと連携した総合的な司令塔機能の確保を
日頃から意識すべき」「ＢＣＰの重要性は理解で
きるが、一企業では大規模災害に対応できない。
企業や行政が一体となって災害に対応できるような体制が求められるのでは」など、
地域全体としてのＢＣＰ構築の必要性を指摘する声が上がっている。

 　 



- 14 -

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

～道内編～

現地改築が検討される道の消防学校

　道消防学校校舎は江別市の現地で改築を／検討会が判断
　―大規模災害時の緊急消防援助隊活動拠点としての機能も
道総務部は、２回目となる北海道消防学校教育訓練等のあり方検討会をこのほど開
いた。施設整備に関する協議の中で、老朽化に伴い改築を前提とする校舎について、
敷地面積や札幌市に至近という立地条件から、江別市内にある現在地での整備が望ま
しいという意見で一致した。また、備蓄庫などを設けて緊急消防援助隊の活動拠点と
する機能も付加、震災対応訓練施設の整備も検討する。

この検討会は、道消防学校に必要な教育訓練や防災・減災の役割、これに伴う施設
整備について意見聴取する場で、第２回会合は８月23日に開かれた。７月の初会合

では、老朽化する消防学校
の施設整備について話し合
われ、耐震性向上の必要性
を確認。また、実践的訓練
施設がないなど、国の基準
を満たしていない状況から、
施設の充実を求める声が相
次いだ。

道は、前回の検討会の意
見を踏まえて、教育訓練や
施設整備の方向性を提示。
校舎は現在規模（ＲＣ造、2

階、延べ2,485㎡）をベースに、必要な機能と面積を積み上げて算出するとし、大規
模な図上訓練を行う大教室などの整備を予定する。

建設地は、近隣住民の理解が得られていることや、札幌市が大規模災害に見舞われ
た場合に迅速に対応できることから現地改築が求められた。

訓練施設については、火災件数減少で若年層の現場経験が減っているため充実強化
の要望があり、模擬住居や震災対応施設の整備を検討する。

併せて、宿泊施設と備蓄物資を備え、浸水や土砂災害の恐れがないこと、高速道路
インターチェンジから近いという好条件から、大規模災害時の緊急消防援助隊活動拠
点、地域住民の避難所の役割も担うことで、本道の防災・減災に寄与できる施設にす
るべきという方向性が示された。拠点施設に必要なものとしては、燃料施設拡充、自
家発電機、備蓄庫、活動連絡調整室の整備などが挙げられた。

江別市中央町16の1にある道消防学校は1965年に現在地に移転。当初からある
校舎は築後53年が経過し早急な対応が求められるが、基礎部分の構造上、耐震改修
が困難と診断されている。一方、74年建設の寮舎西棟（ＲＣ造、3階、延べ3,108㎡）
は、2019年度に耐震化と長寿命化工事に着手している。
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　都有地活用の太陽光発電へ候補地など絞り込み
東京都は、未利用都有地を活用した大規模な太陽光発電の導入に向け、実現可能性
の調査に入った。民間事業者に土地を貸し付け、出力５メガワット程度の設備を設置
することを想定。多摩地域にある都有地など５カ所を候補地に、周辺環境への影響な
どを調べ、事業計画を策定する。

都有地を活用した太陽光発電の導入は、都庁内で消費する電力を全て再生可能エネ
ルギーに切り替える「都庁版ＲＥ100」の取り組みの一環。未利用都有地に太陽光発電
設備を設置し、第２本庁舎で使用する年間600万キロワット時相当の電力を創出す
ることで、再生可能エネルギー使用率100％の達成を目指す。

現段階で想定している太陽光発電設備の規模は出力５メガワット程度。候補地は、
多摩地域に所在する４カ所のほか、近県にある都有地１カ所の５カ所。民間事業者に
20年間にわたり有償で貸し付ける。

それぞれの候補地で現況や送配電網の敷設状況、地質などを調査するともに、周辺
環境への影響や土地造成費用なども確認。発電設備の配置や事業スケジュール、事業
実施体制などを事業計画としてまとめる。

　板橋口地区再開発が2020年10月着工へ
ＪＲ東日本（本社・東京）と野村不動産（同）の
個人施行による板橋駅板橋口地区第１種市街地
再開発が始動する。板橋区とＪＲ東日本がＪＲ
埼京線板橋駅前に所有している土地を一体的に
使い、延べ５万3,660㎡の複合ビルを建設する
もので、2020年10月に着工する予定。

東京都板橋区板橋１丁目の約4,340㎡を施行
区域とし、地下３地上35階のビルを新築。地
階は駐車場などとし、下層部にＪＲ東日本が運
営する商業施設、中層部に板橋区の公益施設、
上層部に住宅を配置する。公共施設として道路
１カ所、広場２カ所、歩道状空地２カ所なども
整備する。

再開発施設の基本設計はＪＲ東日本建築設計
（本社・東京）が担当した。完成は2024年12
月を予定。総事業費には約240億円を見込んで
いる。 再開発ビルの完成イメージ
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