


　◎全国平均を上回る伸び率を確保
　―2020年度公共工事設計労務単価、主要12職種は2万円台目前に
 国土交通省と農林水産省は、２月14日、2020年度の公共工事設計労務単価を発

表した。北海道の全職種（44職種）の平均単価は875円上昇し、伸び率は3.6％と、
全国平均の2.5％を大きく上回った。
9年連続の引き上げとなり、普通作業
員や型枠など主要12職種の平均単価
は１万9,850円と２万円台目前の水
準となり、過去最低だった2011年度
に比べ8,242円、71％の増となった。
都府県との比較では、宮城など被災３
県や東京都との格差は全体的には縮小
傾向にあるが、宮城県の型枠工とは
１万円を超える差になるなど、一部職
種では拡大傾向に歯止めがかかってい
ない。
公共工事の積算に使用する労務単価
は、技能労働者の所定労働時間８時間
当たりの基本給と基準内手当、１日当
たりの臨時給与と実物給与で構成す
る。
主要12職種の単価を見ると、型枠
工やとび工、鉄筋工で4％台の伸びを
確保。大工と左官は５％の伸びを示す
など、建築系の工種で高い引き上げ率

- 2 -

特集　公共工事設計労務単価

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

※公共工事の工事費積算に用いるもので、下請け契約な
どの労務単価や雇用契約での労働者への支払賃金を拘
束しない

※所定労働時間内８時間当たりの単価で、時間外や休日、
深夜労働の割増賃金、各職種の通常の作業条件・内容
を越えた労働に対する手当などは含まれない

※労働者に支払われる賃金に関わるもので、現場管理費
（法廷福利費の事業主負担額、研修訓練に要する費用
など）や一般管理費などの諸経費は含まれない。交通
誘導員単価には、警備会社に必要な諸経費は含まれな
い

※法定福利費の事業主負担額、研修訓練に要する費用な
どは積算上、現場管理費などに含まれている。経費込
みの単価は建設労働者の雇用に伴って必要となる、法
定福利費の事業主負担額、労務管理費、安全管理費、
宿舎費等を公共工事設計労務単価に加算した金額。こ
れらは共通仮設費、現場管理費の中に計上されている
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となっている。対照的に作業員は2％台、交通指導員も1％台の伸びにとどまっている。
主要12職種すべてでピーク時上回る単価に
北海道の主要12職種単価の年度別推移を見ると、約20年前の1997―98年度に
ピークを迎えた。このころは、鉄筋工や型枠工、大工、左官の4職種は２万円台に乗
り、とび工も１万9,700円と、2万円近くに達していた。その後は低下傾向を続け、
2011年度には最低水準となった。

低迷を続けた労務単価は13年に大きく改善する。2013年度の労務単価算定に際
して、社会保険加入に必要な法定福利費相当額（本人負担分）を確保。入職者の減少や
賃金低下に歯止めをかけるため、社会保険の未加入者も加入できるよう、法定福利費
相当額を適切に単価に反映させる対策を講じたことから、12職種平均で16.3％増と
過去最大の引き上げとなった。
2014年度以降も引き続き堅調な上昇を示した。16年度は、型枠工や鉄筋工などに
加え、若者が従事することが多い普通作業員など、人材不足が顕著な職種を重点的に
引き上げ7.9％と高い伸びとなった。17―18年度も５%前後の伸びを確保した。
2019年度は4.5％増と前年度の伸び率をやや下回ったものの、近年不足が深刻化
している交通誘導員で７％増と、他の職種の2倍近くの上昇率となった。
2020年度は特に職人不足が深刻な建築系の職種の引き上げに重点を置き、この結
果、20年度の主要12職種すべてで最高水準に達している。
宮城県の型枠工の差は１万500円とさらに拡大
都府県の単価のうち、北海道から働きに出る技能者が多い宮城県や東京都などと比
べても、北海道の伸び率は高い。また、東北地方の中で、東日本大震災以降、岩手、
宮城、福島の３県は復旧・復興工事の集中により、単価が急激に上昇した。現在も復
興工事が進められている宮城県と福島県は、主要12職種平均で北海道を大きく上回っ
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ている。
特に宮城県については、12職種の平均2万4,225円と、北海道の平均を約4,400円、
22％上回っている。職種別に見ても、運転手（一般）と型枠工で2020年度は北海道を
上回る伸び率を確保した。この結果、型枠工では、1万500円の差となり、19年度
から500円、単価差が拡大した。
一方、東京都の単価はここ数年、伸び率が鈍化している。2020年東京オリンピック・
パラリンピック関連の工事が完了したことなどが背景にあると見られ、20年度の平
均単価は2万2,417円で、伸び率はわずか1.6％だった。このため、北海道との単価
差は、19年度の2,909円から2,567円に縮小した。
新単価の補正予
算発注への的確な
反映を図るため、
北海道開発局は、
３月２日契約分か
ら新単価を適用す
る。また、北海道庁
や札幌市なども、
３月入札分から新
単価を適用する予
定だ。
今回の単価改正
について北海道建
設業協会では「週
休2日制など働き
方改革への対応に
業界としても全力で取り組んでいる中、北海道の平均単価が昨年に続いて全国を上回
る伸びとなったことを歓迎する。職人不足は依然として深刻だが、発注機関に対して
は、今後も工事発注の平準化と適切な工事量の確保を要望していきたい」と話してい
る。
本年度の道内の公共工事は、自然災害に対応する防災・減災事業や国土強靭化の対
応により、当初予算が増加したことに加え、昨年度を上回る補正予算を確保したこと
から、引き続き好調に推移すると見られる。
民間工事についても、札幌圏では、ホテルの建設ラッシュが継続し、札幌駅周辺な
どで大型再開発プロジェクトも相次いで本格化する。ハローワークがまとめた有効求
人倍率は、特に建設業で高い倍率を示している。単価の上昇による技能者の処遇改善
とともに、通年雇用化などを通じた人材確保の取り組みは、これまで以上に重要性を
増すことになる。
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　一般会計が過去最大の1兆295億円に 
　―札幌市の2020年度予算ダイジェスト　地震復興が重点分野
札幌市は、総額1兆6,709億円に上る2020年度予算案をまとめた。一般会計は前

年度比（肉付け補正後）0.7％増の1兆295億円で過去最大を更新した。経済対策で一
体運用する19年度補正予算案178億円を同時編成。これを加えた「15カ月予算」の一
般会計は1.8％増の1兆472億円となる。都市強靱（きょうじん）化、再開発による魅
力向上などを盛り込む15カ月の建設事業費は一般会計で7.7％増の1,179億円、特
別、企業会計を含む総額で8.7％増の1,764億円を計上した。
■強靱化など重点に
重点は都市の強靱化や子育て環境の充実、都市リニュー
アルによる魅力向上など4分野が柱。
北海道胆振東部地震の復旧関連は補正を含め約36億円
を措置した。道路等災害復旧費は、土砂流出が起こった
清田区里塚地区や約4.2㎞にわたり断続的な陥没や沈下が
起きた東15丁目屯田通の復旧を継続。地盤の液状化被害
などが判明している美しが丘ほか2地区は、周辺地盤一
体の安定化対策を計上した。
道路や街路改良、公園や河川などインフラの防災機能
強化に113億円、学校耐震化に94億円など、防災・減災
には15カ月予算ベースで209億円を投入。除雪費は当初
で過去最大の220億円を充てる。
東京オリンピック・パラリンピックの成功を2030年の冬季大会招致につなげるた
め、オリ・パラ関連に全庁挙げて取り組む。マラソンやサッカー、競歩競技が札幌で開
かれる東京五輪の関連費用に8億円を充て、受け入れ環境を充実。30年招致には3
億円を計上し、開催概要計画や施設配置計画の更新、機運醸成につなげる。
第2児童相談所整備は基本計画の策定費を措置したほか、一時保護児童の増加に対
応するため、仮設の一時保護施設設置に着手。保育の定員拡大には48億円を措置し、
認定こども園や私立保育園で1,649人の定員増を目指す。
多様なコンサートに対応できるように改修する札幌ドームは実施設計に着手。
2021年度に着工し、22年度までに14億円の事業費を見込む。23年度までに23億
円を投じる硬式野球場整備は、モエレ沼公園軟式野球場を改修する方向で基本設計に
入る計画だ。
■都心まちづくりで中島公園駅周辺整備始動
都心周辺まちづくり関連には約90億円を投じる。新ＭＩＣＥ施設関連は、総事業

建設産業ニュース～札幌編～
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費20億円を見込む地下鉄中島公園駅3番出口バリアフリー化改修の予備設計に着手
する。ＪＲ札幌駅前は新幹線延伸を見据えた再開発誘導を進め、7月に本体着工する
北8西1地区など5地区の民間再開発補助には38億円を計上した。
北5西1・西2地区で再開発の事業化に着手した札幌駅前交流拠点には、前年度比
1.9倍の約3億円を措置。施設や交通などの基本計画作り、地下接続などの土木計画、
都市計画決定や環境影響評価の準備を進める。
道都の顔づくりを見据え、デッキによる上空接続を検討する北5東1街区の再開発
事業化を支援するほか、北4西3地区の民間再開発を含め機能分担や事業連携の在り
方検討に着手する。
都心の民間再開発補助は、着工する北8西1地区の12億円をはじめ、推進中の南2
西3地区、北4東6周辺地区、北3東11周辺地区、苗穂駅北口西地区優良建築物整備
の5地区に措置する。
■建設事業費は15カ月ベースで8.7％増
2020年度予算案に計上した建設事業費は、1定補正を含む15カ月予算ベースで
1,764億円を計上した。前年度の15カ月予算比で8.7％上回る。国の経済対策に伴い、
20年度執行予算の一部を19年度補正予算として一般会計に172億円、企業会計に2
億円を前倒しで計上。その後、繰り越して20年度に15カ月予算として運用していく。
一般会計の建設事業費は15カ月ベースで前年度比7.7％増の1,179億円を計上。内

訳は当初1,007億円、補正172億円。
うち災害復旧費は当初28億円、補正
8億円の36億円に上る。
分野別に見ると、道路・街路、公園、
河川などの社会基盤整備のうち、国の
交付金や補助を含む補助事業に0.7％
増の181億円、市の単独事業に9.5％
増の246億円を充てる。単独の伸びは
西2丁目駐輪場の整備費増額などが要
因。補正には補助のうち災復8億円を
含む30億円を計上する。
市有建築物は補助が3.2％増の324

億円、単独が13.8％増の428億円という内訳。単独は市内での工事本格化で前年度
比3倍に増加する北海道新幹線負担金、公共施設の保全費増額が押し上げた。災害復
旧の措置はない。補正には学校耐震化など補助120億円、単独22億円を前倒す。
企業会計は15カ月で10.8％増の581億円を計上。地下鉄や水道、下水道の老朽施
設の更新や耐震化費用などが建設費、建設改良費を押し上げた。補正には2億円を措
置する。
特別会計は当初のみで、前年度比3.6％減の4億円としている。
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ＶＲで高所足場を歩く感覚を体験

おもちゃすくいに挑戦する親子

椅子作りを通して大工道具の使い
方を教えた

　道と札幌市が建設産業ふれあい展をチ・カ・ホで開催
　―仕事体験を通し魅力伝える
道建設部と札幌市は1月11、12の両日、札幌駅前通地下歩行空間で2019年度「建

設産業ふれあい展」を開き、子どもた
ちも楽しめる仕事体験やパネル展示
を通じて、道行く家族連れに建設産業
の魅力をアピールした。
インフラ整備や災害対応、除雪など
地域の安全・安心を守る建設産業の
役割を知るとともに、より身近に感
じてもらおうと毎年この時期に開催
しているイベント。本年度が5回目で、
北海道建設業協会や北海道建設技術
センターが協賛した。主催者のほか、
業界からは総合建設業や専門工事業
の12団体がブースを構えた。
札幌建設業協会は、建設現場のＶＲ

（仮想現実）やＡＲ（拡張現実）のコー
ナーを企画。ＶＲでは、工事現場の高
所足場を歩く感覚を体験できるヘッ
ドセットを用意。ほかにも1月に公
開した建設業ＰＲ漫画「ただ今工事
中！！（土木工事編）」の動画版を上映
した。
北海道左官業組合連合会や日本建
築大工技能士会札幌支部は体験型の
ブースを設け、子どもたちが漆喰や
モルタルの壁塗りや木製の小型椅子
作りに挑戦。北海道建設作工技建協同
組合と北海道鉄筋業協同組合も足場
の組み立て、鉄筋の切断と結束の体験
コーナーを設置した。
北海道造園緑化建設業協会はミニ
観葉盆栽の作製、北海道測量設計業協
会は測量機器やドローンの操作体験
が好評を博していた。
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大規模改修を予定するリフレサッポロ

　札幌市都市局が国際交流館の大規模改修を計画
　―工事費最大22億円
札幌市都市局は、札幌国際交流館（リフレサッポロ）の大規模改修を計画している。

2022年5月から23年2月まで10カ月間休館し、施設保全を目的とした機械、電気
設備の更新のほか、外壁改修や屋上防水など建築工事を施す方針。20年度に基本設
計に当たる基本検討を進め、21年度の実施設計、22年度着工のスケジュールを描い
ている。工事費は最大で22億円を見込む。
白石区本通16丁目南4の26のリフレサッポロは、スポーツ施設に診療所などを併
設した複合施設。ＳＲＣ造、地下1地上5階、延べ9,247㎡の規模で、1995年に完
成した。
内部には体育館や屋内プール、ランニングコース、トレーニングルーム、ホール、
診療所、事務所などを備える。国際協力機構北海道国際センター（ＪＩＣＡ北海道）

と渡り廊下で接続し
ていて、隣接地には
白石東地区センター
がある。
建設から20年以
上経過しているが、
これまで大きな修繕
をしていないため、
機械・設備の更新を
中心に保全工事を実
施する。
工事規模は機械
10億円、電気8億
円、建築4億円を想
定。主な改修対象は、
電気が受変電、電灯
分電盤、動力制御盤、

直流電源設備、中央監視、舞台音響・照明など、機械は空調、換気、排煙、衛生、給
排水、厨房（ちゅうぼう）、昇降機などを対象とする。
設備改修に伴い、内装や塀、外壁、屋上防水などの建築工事も計画。工事は機器類
の製作に合わせ、工期に余裕を持たせ発注する考えだ。
改修の基本検討業務は、12月18日の一般競争入札で高木設計事務所（本社・札幌）
が落札した。履行期間は2020年8月28日まで。概算工事費や工程の調整など、基
本設計を含む検討を進める。
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　石狩西部広域水道企業団が第2期創設事業に2020年度着工
　－5カ年で事業費201億円を投入
石狩西部広域水道企業団は2020年度、札幌市への水道用水供給を目指して第2期

創設事業を本格化する。5号送水管布設と当別浄水場の№3浄水池新設に着工する方
針で、順次発注を開始する。事業期間は20－24年度の5カ年で、総事業費は201億
円を試算。24年度末には通水、試運転を経て、25年度の供用開始を目指す構えだ。
同企業団の水道用水供給事業は、1992年度に道、札幌市、小樽市、石狩市、当別
町が参画してスタート。1日当たりの供給量は合計6万9,000㎥で計画する。供給開
始時期が各自治体で異なるため、2期に分けて段階的に施設整備を進めている。
2012年度までに第1期創設事業として当別ダム、取水塔、導水管、当別浄水場、
分水施設、送水施設の整備が完了。13年4月から小樽市、石狩市、当別町へ供給を
開始している。
第2期創設事業
では当別浄水場
の設備拡張を図
る。増設する№3
浄水池と浄水処
理施設は、既存の
施設と同規模を
想定。既設浄水池
は1,993㎥、急速
ろ過池などの浄
水施設は有効容
量1,245㎥となっ
ている。天日乾燥
床も増設する予定
だ。
新設する5号送
水管は延長約10
㎞。2019年度は
一部区間の測量、実施設計を発注し、22年度まで順次設計を進める。工事は20－
23年度の4カ年で取り組む予定で、年間10件、合計40件程度の工事を発注する見
通しだ。
企業団が水道用水を供給する札幌市内のエリアは北区、西区、手稲区方面で一部高
台にあるため、水圧を上げるポンプ場を北区に新設し、分水施設の整備も計画する。
2021年度に実施設計を進め、22－24年度の3カ年で施工する考えだ。
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～札幌編～

新ＭＩＣＥ施設整備後の中島公園北口のイメージ

中島公園北口のゾーニング

　札幌市が中島公園駅周辺地区まちづくり構想案を示す
　―北口を先導空間に、ＭＩＣＥ施設と公園の調和を
札幌市は、地下鉄中島公園駅周辺地区まちづくり基本構想案をまとめた。新ＭＩＣ

Ｅ施設整備に合わせた周辺の民間開発誘導で、新たな拠点形成を目指す。玄関口にな
る公園北口は先導空間として市が整備する。札幌駅前通を園内に引き込み新たな車両
動線の確保を図るほか、施設屋上の展望テラスを想定。2020年度に整備方針を策定
し、具体化につなげる。
市は中島公園北口に隣接する札幌パークホテル（中央区南10条西3丁目）と共同で、
2026年度の開業に向け大規模ＭＩＣＥ施設とハイグレードホテルの複合施設建設を
計画する。

中島公園
は鴨々川が
流れ、緑が
多い市民憩
いの場。園
内には文化
芸術、歴史
施設が立地
している。
仮称・札幌
博 物 館 の
建設候補地

としての検討も進む。将来的に来訪者
の増加が見込まれることから、施設直
結の地下鉄中島公園駅を中心に周辺約
39ha の観光、交流機能強化を図り、
新拠点の形成を目指す。
構想案では、これら地域資源と新た
なＭＩＣＥ施設の調和による拠点形成
を目標に設定。周辺を①札幌駅前通②
鴨々川③中島公園北口④豊平川近接－
の4エリアに分け、特性に合った方向
性を示した。それぞれガイドラインを
設定し、民間開発を誘導する官民連携
のまちづくりを目指す。
うちＭＩＣＥ施設に隣接する中島公
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建て替えが計画される札幌パークホテル

園北口を含む4haは、地区をけん引する先導空間に位置付け市が整備する。
来訪車両の増加が予想されるため、札幌駅前通を数十㍍園内に引き込みＭＩＣＥ施
設の車寄せに直結する新たな車両動線を検討。パークＰＦＩを活用した新たな広場整
備のほか、施設屋上の緑化、展望テラスの整備で、施設と公園の緑との連続性や一体
性確保を目指す。
人形劇場こぐま座、中島児童会館は、子どもの利用を想定した機能や空間づくりを
視野に再構築の方針も示している。

　新ＭＩＣＥ施設を2024年度着工へ／事業費は341億円に増加
札幌市が札幌パークホテル建て替えと一体で計画する、新ＭＩＣＥ施設整備の基本

設計がまとまった。事業費は資材価格や労務費、土地評価額の上昇で当初の試算を
61億円上回る341億円となる見込み。既存ホテル解体後の2024年度に着工し、26
年度の供用開始を目指す。
新ＭＩＣＥ施設は、札幌パークホテルの事業者が再開発で一体整備した後、市がＭ
ＩＣＥ棟を買い取る形となる。
施設は敷地の北
側に新ホテル棟、
南側に地下2地上
5階塔屋1階、延
べ3万2,400㎡の
ＭＩＣＥ施設を新
設する計画。1－
3階に約3,600㎡
の展示場、4階に
約2,000㎡のメイ
ンホール、3－5
階には分割利用が
可能な会議室を7
室配置する。
共用部は1階に
中島公園と東側の
豊水通を結ぶ屋内通路を設け、地下1階は地下鉄中島公園駅と接続し、南北を結ぶコ
ンコースを整備する。
災害への備えとして、ガスコージェネレーションの自家発電設備の導入を検討。地
域の避難所、帰宅困難者の一時滞在施設とする考えだ。
2021年度までに実施設計や都市計画手続きを終え、ホテル新棟は21年度の着工、
23年度の供用開始を予定する。
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長谷工不動産と積水化学工業が提案する完成予想図

　自衛隊札幌病院跡地などは長谷工、積水化学が落札
　―分譲マンション、病院、スーパーなど新築へ
札幌市豊平区平岸の旧自衛隊札幌病院跡地など4.8haの国有地が一般競争入札で売

却され、長谷工不動産（本社・東京）と積水化学工業（同・大阪）で構成するグループが
落札した。分譲マンションや戸建て、病院、家電量販店、スーパーマーケットなどの
新築を計画している。
北海道財務局が1月16日、同局初の2段階一般競争入札で売却先を決めた陸上自
衛隊豊平駐屯地の旧自衛隊札幌病院と豊平宿舎の跡地は、豊平区平岸1条11丁目5
の1ほか3筆の面積が4万8,496㎡。
提案概要による
と、8階建ての分譲
マンション 2棟（延
べ約 9,500㎡・112
戸、延べ約 9,700㎡・
116 戸）と戸建て用
分譲地 31 区画のほ
か、4階建ての病院
（延べ約 6,600㎡）、
平屋のクリニック
モール（延べ約 660
㎡）、家電量販店（延
べ約 3,600㎡）、スー
パーマーケット（延
べ約 2,900㎡）、飲
食店（延べ約 190㎡）の新築を計画。2024 年 9月までに全ての建物を竣工させる予
定だ。

　共立メンテナンス　定山渓温泉のリゾートホテル新築に着工
全国でビジネスホテルのドーミーインなどを展開する共立メンテナンス（本社・東

京）は、札幌市内の定山渓温泉に新築するリゾートホテルの仮称ゆらく草庵を主体、
設備一括で福田組に依頼し、着工した。2021年7月末の完成を予定している。
規模はＲＣ一部Ｓ・Ｗ造、地下1地上7階、延べ9,800㎡。客室数は102室を予定し
ている。同社はリゾートホテル「ラビスタ」を全国展開しているが、ラビスタではなく、和
風仕様のリゾートホテルを想定。設計はアーブ建築研究所（本社・札幌）が担当した。
建設地は南区定山渓温泉東3丁目228の1の敷地6,555㎡で、2018年7月に王子
製紙グループから土地を取得した。開業は21年の予定。
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　2020年度道開発事業費は補助事業伸び2.9％増の7,853億円
　―直轄が1.1％減の4,646億円、補助が9.3％増の3,207億円に
2020年度北海道開発事業費は、事業費ベースで前年度比2.9％増の7,853億2,600

万円に上る。内訳は直轄が1.1％減の4,646億円、補助が9.3％増の3,207億2,600
万円。事業費全体に占める直轄分の割合が59.2％と2.4㌽減少したのは、補助事業の
道路が、19年度の約120億円から、20年度は456億6,400万円に伸びたことが要因。
当初と現年補正を合わせた15カ月予算で見ると4％増の9,626億3,900万円となっ
た。
2020年度当初予算は3カ年の重要インフラ緊急対策費として臨時・特別の措置が
継続されたことで前年度当初を上回った。事業費ベースで836億5,300万円（前年度
当初比4.8％減）が同措置に基づくもの。
直轄の事業費を見ると、道路は2.6％減の2,017億8,200万円、道路環境整備を含
めても2.8％減の2,240億8,200万円。治水は1.3％増の1,078億6,300万円で北海道
胆振東部地震の復興などを継続する。
港湾は12.9％増の208億4,300万円、空港は1.4％減の188億3,500万円。苫小牧
港の複合一貫輸送ターミナル整備、新千歳空港の平行誘導路や末端取り付け誘導路の
新設などを推進する。
農業農村整備は3％増の693億4,000万円と堅調に伸ばした。水産基盤は13.1％減
の161億8,300万円まで落ち込んだ。
補助は、道路が3.7倍の440億5,400万円と急増。道や市町村管理の橋梁やトンネ
ルなどの更新を進める道路メンテナンス事業補助による後押しが大きく、道路環境整
備を含めると3.8倍
の456億6,400万円
と手厚く盛った。
続いて予算額の大
きい農業農村整備
は、372億7,100万
円で3.1％減少。治
水は36.8％増の112
億9,600万円で、新
たに盛り込んだ中小
河川の治水対策を進
める。
社会資本整備総合
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交付金が5・5％減の639億7,300万円、防災・安全が10.1％減の764億2,800万円。
道路メンテナンスの補助事業化の財源として取り崩されたため減少した。
2019年度補正予算の道開発事業費は1,773億円
2019年度補正予算案のうち、北海道開発事業費の現年補正は、直轄が745億
2,000万円、補助1,027億9,300万円の計1,773億1,300万円で18年度2次補正を
約150億円上回る規模。ＴＰＰ対策で農業農村整備、災害からの復旧・復興で治水
や道路にも予算措置された。これらは繰り越して20年度に15カ月予算として運用
していく。
直轄は治水が235億600万円、治山11億4,900万円、海岸2億9,700万円。港湾は
22億9,600万円となる。道路は199億200万円となり、道路環境整備でも20億2,500
万円が充てられる。民族共生公園の整備などで国営公園等にも7億3,000万円を投じ
る。農業農村整備は226億9,300万円、水産基盤整備は19億2,200万円となった。
補助は治水22億3,800万円、治山20億3,000万円で、道路には3億9,000万円を
措置。農業農村整備は539億7,200万円で、森林整備に68億9,600万円、水産基盤
整備に71億9,900万円を充てる。水道に7億4,600万円、廃棄物処理に30億円が投
じられる。交付金は、社会資本整備総合に23億5,300万円、防災・安全に212億3,500
万円、農山漁村地域整備に27億3,500万円が計上された。
当初と補正を合わせた執行ベースの事業費推移（＝グラフ）を見ると、2020年度は
前年度に続いてアベノミクスの経済対策で公共投資が膨らんだ13年度を上回り、1
兆円に迫る規模となっている。

　道建設部が現場週休2日推進で冬季工事の雨休率を補正
道建設部は、冬季工事の天候不順による休工日数を割り出す係数「雨休率」を補正し
た。現場の週休2日を推進するための措置で、工期設定に当たり通常「0.7」の雨休率
を、施工期間が冬季(11月1日－3月31日)に70％以上かかる場合は「0.8」、30％以
上70％未満であれば「0.75」へと見直す。これにより冬季工事は従来より工期が長く
設定されることになる。3月以降に入札する工事から適用する。
積雪寒冷地を考慮した独自の取り組み。今回の工期設定要領の改定により、雨休率
は休日(土日、祝日、年末年始休暇、夏季休暇)と降雨日などの年間発生率、除雪な
どの作業効率低下を考慮して係数を設定した
例えば、9月15日が工期始期で施工実日数が100日の工事の場合、従来の雨休率

「0.7」であれば不稼働日数の70日を加えた170日が施工期間となるが、この工事は
70％以上が冬期間にかかるため、改定後は雨休率「0.8」が適用され、不稼働日数が80
日で施工期間は180日となる。
同部が実施したアンケート調査では「降雪時期は工期に余裕がないときもあり考慮
してほしい」「冬季は積雪による工期の遅延があり、週休2日は難しい」と冬季施工に
関する意見・要望が多数上がっていた。



　西日暮里駅前地区再開発　2022年度着工へ
東京都荒川区の西日暮里駅前地区第１種市街地再開発事業が2022年度の着工に向

けて動きだした。駅の北東に面する約1.2haの敷地に、47階建て延べ約16.3万㎡の
再開発施設を建設する計画で、26年度に完成させる。
事業ではＲＣ一部Ｓ・ＳＲＣ造、地下２地上47階、延べ16万2,900㎡の再開発施

設を新築し、住宅1,000戸のほか、
店舗、ホール、業務施設を導入す
る。
西日暮里駅前のシンボルとし
て、駅に近い敷地南側に商業・ホー
ル棟、北側に住宅・業務を配置し、
建物間を結ぶアトリウム、駅に直
結する歩行者デッキも整備する。
地階には約550台分の駐車場を配
する。
事業協力者は野村不動産（本社・

東京）・三菱地所レジデンス（同）のＪＶ。コンサルティングを都市設計連合（同）、基
本計画を梓設計（同）が担当している。

　多摩都市モノレール延伸へ駅舎、線形など検討―東京都
東京都は、多摩都市モノレールの箱根ヶ崎方面と町田方面への延伸に向け、コンコー

スのレイアウトや駅舎や分岐橋など主要構造物の形式、線形について検討を始めた。
都は、多摩都市モノレールの上北台～箱根ヶ崎間（延長約7㎞）、多摩センター～町
田間（同約13㎞）の輸送需要の予測、整備可能性などを検討中。併せて主要構造物や
線形、配線などに関する検討も進めることにした。
コンコースの標準的なレイアウト案のほか、構造高設定の必要な駅舎やコンコース、
分岐橋など主要構造物を検討するとともに、既存の開業区間で使用している分岐器と
その配置を前提に、屈曲部の配置や縦断・平面線形を検討する。
多摩都市モノレールは、立川北駅～上北台駅間（延長約5.4㎞）が1998年、多摩セ
ンター駅～立川北駅間（同10.6㎞）が2000年にそれぞれ開業した跨座型モノレール。
多摩市、八王子市、日野市、立川市、東大和市を通過している。
延伸計画のうち、上北台駅から箱根ヶ崎方面は導入空間となる新青梅街道の整備が
進んでいるため、早期の事業化を想定。多摩センターから町田方面については、導入
空間となる道路整備の進展を見て、関係機関との協議に入る意向だ。

建設産業ニュース～道外編～
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