


　協議会事業を通して人材を育み魅力と活力のある街づくりを
　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
札幌市は、２年後の2022年には市制施行から100周年
という大きな節目を迎えます。この間、アジアで初となる
冬季オリンピック札幌大会の開催を経て大きく飛躍し、今
や197万人を擁する大都市へと発展を遂げてきました。
その一方で、札幌市の人口は間もなく減少局面に転じ、
高齢化率の更なる上昇が見込まれるなど重大な課題に直面
しています。特に、少子化に加え、就職などを契機とした
若年層の道外への転出超過が続いています。
また、現在直面している新型コロナウイルスによる感染
症については、札幌市の基幹産業である観光をはじめ、様々な産業への影響が非常に
大きいものとなっており、建設業界においても、工期の見直し等の影響が生じています。
これらの様々な課題が山積する中、まちの活力を維持していくためには、将来を担
う人材を育み、経済の更なる活性化を図るとともに、都市のリニューアル化を着実に
進め、将来にわたって魅力と活力を創造し続ける持続可能な街をつくりあげることが
重要であり、そのためには、建設業界のますますの発展が欠かせないものと考えてお
ります。
しかしながら、北海道は積雪寒冷という気象条件のため、冬期間の産業活動に著し
い制約・制限が加えられており、特に建設業の皆様におかれましては、冬期の仕事の
確保が難しいために、季節雇用を余儀なくされている事業主の方も少なくありません。
このことから、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、事業主の皆様に対しては、専門相談員に
よる経営基盤の強化や人材確保の取組支援、各種助成金等の活用方法の相談を無料で
行っているほか、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や職場体験実習などに取り組んでおります。
事業主の皆様におかれましては、ぜひ、当協議会の事業を積極的にご活用いただき、
人材の確保や安定した事業運営に繋がれば幸いと存じます。
今後とも、札幌市や当協議会の事業を通して、札幌を支える中小建設業をはじめと
する様々な事業主を応援し、課題解決に向けた取組を支援するとともに、誰もが安心
して暮らせるまちづくりに向けて一層努力してまいりたいと考えておりますので、ご
理解とご協力をお願いいたします。
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特集　通年雇用化促進特集
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「まずは気軽に相談を」と呼びかける支援員

～特　　集～

　働き方改革が進む中、安定した雇用の確立を
　―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手不足問題は、民間大型プロジェクトの本格化や
リニューアル工事の増加などにより、深刻さを増している。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、働き方改革に対応するため、積極的な取り組
みを進めている。人材を確保し、雇用の安定化のために通年雇用は重要な要素だ。企
業や労働者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」などを活用した事業主の声を紹介
する。
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、札幌市の6団体で構
成する「さっぽろ季節労働者通
年雇用促進支援協議会」は、2007年8月に発足し、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。
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1,400―2,100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。2011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。
好調な民間建設投資の一方で、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」―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。
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・
助成制度を活用してほしい。新型コロナウイルス感染症が深刻な問題となっているが、
企業への支援策についても、関係機関の情報などをお知らせできるので、声を掛けて
ほしい」と呼び掛けている。
また、労働者からの相談を受け付けている支援員からは「今後、協議会の活動が本
格化するなか、マッチング事業などさまざまなセミナー開催や各種相談にも応じてい
く。できる限り多くの方を支援したいと思っているので、まず気軽に電話をしていた
だけたら」と話している。
企業担当＝雇用促進支援員　村木修一、職場体験実習支援員　中島雅浩
労働者担当＝雇用促進支援員　澤田昇一、島聡美、職場体験実習支援員　千葉剛
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～特　　集～

　通年雇用助成金活用企業インタビュー
　―通年雇用化を推進し、助成金で待遇を改善

株式会社リ・フィールド　代表取締役　松苗　富夫さん　
1989年の創業から一貫して得意分野
は、水道の配水管や給水管の布設工事。設
立当初から従業員全員の通年雇用化を目指
し、冬にも働ける仕事の確保に努めてきた。
道路除雪や住宅水回りの修繕など仕事の幅
を広げつつ、各種助成金制度などを活用し
ながら複数の資格を持つ社員を育て、受注
機会を逃さない安定した経営基盤の確立に
取り組んでいる。
配水管工事の現場に携わってきた経験を生かし、「そろそろ独立しようか」と考えて
いる時、同僚からの「これからも一緒に働きたい」という後押しもあり、1989年に富
澤工業を設立した。当時は、季節労働者もまだ多かった。「保険や年金などに加入し、
安定した形で働けるようにするためにも、冬の仕事が必要と考えていた」と振り返る。
設立した当時、札幌市内では区画整理事業など大型の宅地造成が盛んで、冬季にも
配水管布設工事を手掛けていたが、作業効率が悪い上、「数年後には宅地造成は激減
する」と判断。1990年に中古のタイヤショベルを２台購入し、企業などから除雪を
請け負うようになった。最初の２年間、従業員は季節雇用だったものの、91年から
通年雇用に切り替え始め、93年には全従業員の通年雇用化を達成。95年からは手稲
区内の道路除雪を手掛け、96年ごろには札幌市発注工事などを元請け受注するよう
になった。このほか、住宅などの水回り修繕にも力を入れ、「修繕件数は札幌市管工
事業協同組合の組合員の中でもトップクラス」だ。
1999年に後継者のいなかった同業の原設備工業所と合併し、社名をリ・フィール
ドに変更。公共工事の受注も増え始めた直後の2000年に、札幌市の入札契約制度が
大きく変わり、受注競争が激化。「とにかくたくさん入札に参加しなければならず、
寝ずに積算していた」。そんな厳しい時代にも「いい仕事をしていこう」と従業員に呼
び掛け、工事成績を良好に保ってきたことが評価され、現在は「受注に有利な成績重
視型の入札にも参加できている」
近年採用している従業員は、社員の友人や知人が中心。「もともと信頼関係ができ
ている先輩社員がきちんと面倒を見るので、定着率が良い」という。
現在、社員は20人。「社会保険料や税金も上がっている中、少しでもいい条件で働
いてもらえるよう」該当者には通年雇用助成金を活用している。「幅広く仕事を受注し、
数多くこなすにも有資格者は多い方がいい」ことから、資格取得を支援する助成金な
ども「ここ数年は積極的に活用させてもらっている」
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建設産業ニュース～札幌編～

　札幌市がアクセスサッポロの更新を検討
　―移転含め2020年度に方向性
札幌市は、白石区流通センター 4丁目にある大型展示施設・アクセスサッポロ（札
幌流通総合会館）について、移転を含めた施設更新の検討に着手する。2020年度予
算に調査費1,000万円を計上し、移転する場合の跡地利用の需要も探りながら、更新
の方向性を決めるための判断材料を整理する。
建物内に5,000㎡の大展示場や会議室などを備え、2,400㎡の屋外展示場、1,100
台収容の駐車場もあるアクセスサッポロは、市が6割を出資する札幌産業流通振興協

会が管理・運営を担い、大谷地
流通団地の中核施設として展示
会や見本市などのイベントに活
用されている。
施設はＲＣ一部Ｓ造、地下1
地上2階、延べ1万578㎡の規
模で、建設から36年が経過。
利用者からは展示場の分割利用
のしづらさ、空調、冷房など設
備面の機能不足に改善を求める
声などが寄せられている。

2016年3月に、同じく展示場などとして利用されていた道立産業共進会場（豊平区）
が閉鎖して以降は8割を超える高稼働が続き、週末は予約で埋まることが常態化。地
元経済界からは展示場不足を指摘する意見も出ている。
2019年度の外部行政評価で施設の役割や運営団体への出資が妥当であると評価を
得たこともあり、引き続き施設の機能を確保していくため、更新に向けた調査に着手
し、その後の基本計画などにつなげる。
2020年度は、他都市の展示施設の整備・運営や利用状況を調査するほか、展示会
主催者や施設利用者などへのアンケート調査を行い、市内の需要を把握。新しい展示
施設に求められる規模や機能、立地や利便性など諸条件、移転を含む更新の是非を整
理する。
さらに駐車場を含めると約5haある敷地の後利用の可能性も検討する。大谷地流通
団地は2019年8月に土地利用の制限が緩和され、流通施設の複合化や大型化など新
施設の建設が可能になった。団地内施設の多くが更新期を迎える中、民間事業者が施
設を更新するための用地として需要が高まる可能性もある。流通団地の再編・高度化
を視野に、有効利用の方策を併せて探る。

移転を含めた施設更新が検討され
るアクセスサッポロ
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芸術の森小新築現場では基礎工事が進む

　二十四軒小改築などに新規着工
　―札幌市の2020年度学校施設整備関連費は210億円
札幌市は、2020年度の学校施設整備関連費として20年度当初予算と19年度補正
予算前倒し分を合わせた「15カ月予算」で、19年度比4.5％減の約210億円を積み上
げた。新規着工では二十四軒小の改築、星置東小の増築などを予定する。
■新築・増築は継続中心
学校新築は、総事業費37億円を見込む芸術の森小の2年目に入る。石山東小と常
盤小の統合校として新設する同小は、南区常盤2条3丁目に建設。児童会館、地域交
流施設の多目的ホールを併設した延べ8,460㎡の複合施設となる。教室などが入る校
舎部分はＲＣ造、3階、延べ6,279㎡、一体で建設する屋内運動場はＳＲＣ一部Ｓ造、
2階、延べ1,358㎡の規模。敷地北側にはプール棟Ｓ一部Ｗ造、平屋、延べ510㎡を
建設する。完成は2021年1月を見込む。
学校増築では、札苗緑小と星置東小を施工し、2020年度内完成を計画する。
東区東苗穂13条4丁目にある札苗緑小は、東雁来土地区画整理事業による児童数

の増加に伴い、2019年度から校舎増築に着
工した。増築規模はＲＣ造、3階、延べ1,315
㎡。総事業費は6億円。
2020年度単年で校舎を増築する星置東小
は手稲区星置2条1丁目6の1に立地。総事
業費に1億円を見込み、規模がＳ造、平屋、
延べ135㎡の多目的教室を整備する。
このほか、東区東苗穂10条3丁目にある
札苗北中で、総事業費５億円を試算する校

舎増築の2022年度着工に向け、20年度は構造計算に着手する。
■改築では二十四軒小と発寒南小の本体着工を
学校改築の主な動きとしては、二十四軒小の校舎・屋内運動場整備に取り掛かるほ
か、仮設校舎を整備し、既存校舎を解体中の発寒南小の校舎・屋内運動場の本体にも
着工する。本町小は2021年度の本体着工向けた仮設校舎の整備入る。
二十四軒小は、西区二十四軒2条3丁目の現在地で建て替える。校舎はＲＣ造、3階、
延べ6,360㎡、屋内運動場はＳＲＣ・ＲＣ造、2階、延べ1,350㎡の規模。新校舎には、
各種教室のほか、児童会館、地域交流施設も併設する。全体事業費には約33億円を
試算し、10月の着工を目指す。2022年度の供用と同時に現校舎と現屋内運動場の解
体に取り掛かり、23年度のグラウンド整備で完了する。
発寒南小は、西区発寒2条4丁目に位置。規模は校舎棟がＲＣ造、3階、延べ6,220
㎡、屋内運動場がＳＲＣ一部Ｓ・ＲＣ造、2階、延べ1,350㎡。2019年度に仮設校
舎を整備し、既存校舎の解体を発注済み。新校舎は教室のほか、児童会館、多目的ホー
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ルなども備える。総事業費は約38億円を試算している。新校舎・新屋内運動場の建
設は20－21年度、既存屋内運動場・仮設校舎解体などは21－22年度となる。
2020年度に仮設校舎を建設する本町小は東区本町2条7丁目に所在。改築規模は、
校舎部分がＲＣ造、3階、延べ6,224㎡、屋内運動場部分はＳＲＣ造、平屋一部2階、
延べ1,358㎡を想定。21年10月にも新校舎・屋内運動場建設に着工する考え。全体
事業費には約40億円を試算する。新校舎には教室のほか、児童会館、地域交流施設
として多目的ホールを設ける。21年度から2カ年で建設を進める。
建設工事２年目に入り、2020年度内完成を予定するのは、北区北27条西14丁目
の新陽小と東区北46条東6丁目にある栄中の2校。
新陽小は校舎・屋内運動場一体の改築で、規模はＲＣ一部ＳＲＣ造、校舎が4階、
屋内運動場が2階、児童会館や多目的ホールなどを含めた施設全体では延べ8,450㎡
となる。事業費は36億円。2021年度から供用を開始し、同年度中に既存の校舎、屋
運を解体。22年度にグラウンドを整備する。
栄中は校舎のみ改築で、規模はＲＣ造、3階、延べ7,672㎡、棟内には教室や職員
室などを配置する。新校舎移転後の2020年2月ごろから既存校舎の解体に着手し、
22年度のグラウンド整備で完了する。総事業費は33億円を見込む。
このほか、2019年度までに校舎改築を終えた中央小ではプール棟の改築、東白石小
はプール棟改築とグラウンド造成、羊丘小がグラウンド造成、発寒西小は旧校舎解体と
プール棟改築やグラウンド造成などを予定する。
■実施設計は東山小、山の手小の校舎改築など
2021年度以降の着工に向けては、豊平区平
岸4条11丁目にある東山小の校舎改築、西区山
の手5条6丁目の山の手小校舎改築、東区北31
条東14丁目の元町北小校舎・屋内運動場改築の
実施設計を進める。
東山小改築は、児童会館や多目的ホールを併設
した複合施設。校舎部分はＲＣ造、4階、延べ6,760㎡、プール棟はＳ一部Ｗ造、平屋、
延べ500㎡の規模を想定する。校舎は2021年12月の着工を目指す。総事業費は34億円
を試算する。2カ年でグラウンド部分に新校舎を建設し、23年4月の供用開始を目指す。
山の手小改築も、児童会館やまちづくりセンター、多目的ホールを併設した複合施
設とする。校舎部分はＲＣ造、3階、延べ7,057㎡の規模を想定。先行して2021年
度に仮設校舎を建設し、既存校舎解体後の22年10月にも新校舎に着工する考え。総
事業費は40億円を試算する。21年7月からグラウンド部分に仮設校舎を建設。既存
校舎を解体し、2カ年かけて新校舎を建設する。24年1月の供用開始を目指す。
2022年度の着工を目指す元町北小改築は、給食室、児童会館、多目的ホール、地
域会議室を含む延べ約7,700㎡の校舎棟と、延べ約1,300㎡の屋内運動場棟で計画す
る。概算事業費は、既存校舎などの解体を含め約45億円を試算している。
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～札幌編～

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

　札幌市の2020年度発注見通しまとまる
　―財政など3部局で工事957件を予定
札幌市は2020年度工事発注見通しをまとめた。財政、水道、交通3部局の工事発
注件数は957件となっている。件数は前年度に比べ93件下回った。総合評価は９件
少ない140件で、ＷＴＯ協定の対象は篠路清掃工場解体の1件を予定している。
財政局の工事発注件数は、前年度より50件少ない652件。工種別では舗装が増加
している。
ＷＴＯ対象の一般競争が1件、制限付き一般競争は641件、随意契約は10件の内
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99件とし
た。また、成績重視型は106件を計画する。
ＷＴＯ対象は篠路清掃工場解体で、工場（ＲＣ一部ＳＲＣ・Ｓ造、地下2地上7階、

延べ1万5,830㎡）と煙突（ＲＣ
造、高さ100m）の解体を想定。
工期は1,500日間を見込み、9月
の入札を予定している。
5億円以上は16件。建築は
二十四軒小や発寒南小の改築、市
営住宅伏古団地建て替えなどを
予定する。
土木は5億円以上の案件がな
く、2億5,000万円以上5億円未
満では宮の森・北24条通の道路

新設、里塚中央ぽぷら公園災害復旧など５件に取り組む。
北海道胆振東部地震の復旧関連では、道路復旧や公園復旧など５件、西2丁目線地
下駐輪場整備関連では、土木や建築、電気など6件を計画している。
水道局は、工事254件の発注を計画する。入札方式別では制限付き一般競争の事
後審査型が199件で最も多く、成績重視型14件、総合評価41件となっている。
5億円以上は、豊平川水道水源水質保全事業で、20年度に着工する定山渓接合井
ほか新設1件。2億5,000万円以上5億円未満は8件で、清田第2幹線耐震化や西部
第1幹線耐震化などを計画している。
交通局の工事は制限付き一般競争が44件、随契が7件の計51件。5億円以上は通
信3件、管1件の計4件で、東豊線さっぽろ駅の空調設備改良や南北線・東西線全駅
の案内表示設備更新などがある。2億5,000万円以上5億円未満は東西線4駅の高圧
設備更新の電気1件のみだった。
このほか、高速電車走行路の補修や北34条駅ほか2施設の出入り口上屋改修、南
北線の高圧送電線更新などを計画している。
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地滑り対策を施す住宅地隣接の里塚
霊園緑地帯

下水道や暗渠布設が続く里塚地区

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

　札幌市建設局が2020年度の震災復旧関連費に36億円見込む
　―美しが丘など3地区で再度災害防止に着工
札幌市建設局は北海道胆振東部地震の災害復旧関連費として、2020年度に約36
億円を見込んでいる。液状化や地滑り被害が判明している美しが丘、月寒東、里塚霊
園隣接地区の再度災害防止対策に約11億円を想定。東15丁目屯田通は、厳冬期を避
けて残していた舗装に約5億円を充てる。
2020年度予算に27億7,200
万円、19年度の補正予算に8
億3,400万円を計上した。
再度災害防止は美しが丘と月
寒東、里塚霊園隣接の3地区が
対象。周辺一帯の地盤安定化に
向けた対策工に夏までに着工す
る方針だ。
美しが丘地区は、地下水位を
低下させる暗渠約2㎞の布設な
どに4億5,000万円を配分。月
寒東地区は約1㎞の暗渠布設や道路改良を2カ年で進める計画で、2020年度は5億
3,800万円を見込む。
里塚霊園隣接地区には8,700万円を計上。霊園緑地帯で、隣接する住宅地との高低
差を解消する押さえ盛り土約1万㎥を施す。
約4.3㎞にわたり復旧や被害軽減対策工を進めてきた東15丁目屯田通は、残して
いた舗装の一部に4億9,100万円を充当。8月から9月にかけての完了を見込む。
大規模な土砂流出が起きた里塚地区の復旧には約19億円を想定。うち16億5,200
万円を見込む市街地復旧は前
年度からの継続工事が大半を占
め、暗渠布設などを進める。地
区内の里塚中央ぽぷら公園は2
億7,200万円を充て、砕石置き
換え、暗渠布設などを予定する。
このほか単独の公園整備に
8,800万円を配分する。
補償費には2,800万円を措
置。復旧工事などで住宅再建に
影響を受けた世帯を対象に、仮
設住宅の供与期間終了から住宅を再建するまでの家賃相当額を補償する。
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～札幌編～

　札幌・都心アクセス道路の全線地下トンネル案を承認
　―開発局が社整審小委に修正案提出で
北海道開発局は、札幌市内で計画する国道5号創成川通（都心アクセス道路）の３回
目となる計画段階評価を実施し、全線を地下トンネル構造とする対応方針案で社会資
本整備審議会道路分科会北海道地方小委員会から承認を受けた。概算事業費は1,200
億－1,000億円程度を見込む。今後は都市計画変更や環境影響評価といった手続きを
踏み、最短で2021年度の新規事業採択を目指す考えだ。

都心アクセス道路は、札樽道札幌北ＩＣがある北34条付近から創成トンネルにつ
ながる北3条付近までの約4㎞が計画区間。事業化前に複数のルート案などを検討す
る計画段階評価として①全線地下トンネル②メインは高架橋で都心部のみ地下トンネ
ルの複合③札幌都心へ向かう下り線一部を高架橋とする上下線分離④現道活用－の4
つの構造案を検討してきた。協議段階では①、②が支障物件を回避できない、④も整
備効果が低いため、③の上下分離が有力とみられていた。
2019年10月の第2回会合では①の全線地下トンネル案を開発局が支障物件を回避
できるよう修正して再提示。創成川の河道を北23条以北から2㎞程度の区間で切り
替えて暗渠化し、スペースの空いた創成川通中央を通して札樽道からの降り口となる
ダイレクトアクセスランプを地下トンネルへと引き込む。
この修正案では現道拡幅と用地補償が不要となり、車線数も減少するため事業費を
②の案と同じ1,200億－1,000億円に抑えた。高架を含む②、③案と比べても、振動・
騒音対策が不要、景観に影響が少ない、冬季の走行安定性が高いといったメリットが
ある。
札幌市が市民向けの説明会として実施したオープンハウスで得た意見では、①の地
下構造に対して肯定的なものが53％、否定的な意見は2％にとどまった。意見照会
で秋元克広市長が、全線地下トンネルの整備案は都心部と高速道路の速達性・定時性
向上の点などで優れていると評価したことなども踏まえ、開発局は全線地下トンネル
での整備を提案した。
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型枠の組み立てなど体験する生
徒たち

現場では測量などを担当するハ
イさん

　伊藤組土建のベトナム人・ハイさんが2級土木試験に合格
伊藤組土建（本社・札幌）で土木部の正社員として働くベトナム人のグエン・ヴァン・
ハイさんが、2級土木施工管理技士の検定試験に合格した。外国籍の技術者が合格す
るのは全国でも数例しかないという。ハイさんは今後の目標として「工事主任になれ
るよう頑張りたい」と話している。
ハイさんはハノイ交通運輸大学出身。大学時代に参加した交流会や現場見学会を
通じて日本の建設技術に興味を持ち、
2016年6月に同社に入社した。
入社1年目は主に日本の生活習慣に慣
れる期間に充てたが、2年目からは他の
社員と同じように工事係として現場に勤
務。トンネル工事やスキージャンプ場の
改修、道路改良、樋門改築などの現場を
回り、現地の測量や写真撮影、安全書類
の作成・管理などに取り組んだ。
2級土木施工管理技士の受験は、会社
からの勧めもあって挑戦。2019年度から本格的に取り組み、土日は1日3－4時間を試
験勉強に費やした。会社側も受験料や外部講習の費用を負担するなどサポートをした。

　道鉄筋業協組と道型枠工事業協組が札幌工高で出前授業
北海道鉄筋業協同組合と北海道型枠工事業協同組合が、札幌工業高校で出前授業を
開いた。生徒たちに、鉄筋工や型枠大工は人々の生活を支え、地図に残るようなスケー
ルの大きい魅力ある職業だと呼び掛けた。
出前授業は、道鉄筋業協組が業界のＰ
Ｒや入職促進の一環として2012年から
毎年実施しているが、今回は道型枠工事
業協組と合同で行った。
土木科の生徒77人を対象とし、鉄筋
は青年部8人、型枠はニューフロンティ
ア委員会の委員10人が講師を務めた。
座学で型枠大工の1日の流れを紹介した
ＤＶＤを上映し、部材の軽量化を進める
など誰でも働きやすい環境に改善してい
ることを伝えた。
実習は、鉄筋と型枠に分かれ実習作業を体験。鉄筋工が「カナゲ」と呼ばれる専門工
具を使った結束作業を指導。型枠大工は柱や梁の型枠の建て込みを教えた。
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建て替えを検討するイケウチゲート

　仏アクサが札幌・ヤマハ跡に高級ホテル入る複合ビル新築
　―投資額250億円規模、2022年度にも着工
保険・資産運用を手掛けるフランスのアクサグループが、札幌市内の中島公園駅周
辺地区にあるヤマハセンター跡地を取得し、高級ホテルやオフィス機能を備えた複合
ビルを新築することが分かった。投資額は250億円規模を見込み、早ければ2022年
に着工、24年の開業を目指している。
中央区南 10条西 1丁目 40にある敷地約 6,700㎡を取得する。ヤマハセンターは、
入居していたヤマハミュージック札幌店が 2015 年に移転した後、全館閉館。ヤマハ
（本社：東京）は 16年に建物を解体して更地にし、売却先を探していた。
アクサグループは、本道の観光地としての人気に着目し、札幌にはハイクラスのホ
テル、オフィスの供給が需要に比べ不足しているとして、新たな施設開発に乗り出す。
施設の詳細は明らかにしていないが、同グループの担当者は「工期は 2年を見込ん
でいる。最速の場合、24年末に開業できるだろう」と話す。
中島公園駅周辺では札幌パークホテルの建て替えに併せた大規模ＭＩＣＥ施設の計
画が進んでおり、その周辺で民間の投資が活発化している。

　丸ヨ池内がイケウチゲートを建て替えへ
丸ヨ池内（本社・札幌）は、本社所在地の札幌市中央区南1条西2丁目18にある商
業施設「ＩＫＥＵＣＨＩ　ＧＡＴＥ（イケウチゲート）」を建て替える計画だ。6月21
日に閉店するが、事業概要やスケジュールは未定としている。

イケウチゲートが入るビルはＲ
Ｃ造、地下 1地上８階、延べ約 1
万㎡の規模。増築部分でも 40 年
以上が経過し、老朽化が著しいこ
とから建て替えることにした。
道に提出した特定小売事業施設
撤退報告書によると、6月 21 日
に施設を撤退するとし、後継店な
どの対応に関しては未定としてい
る。
建て替え後の施設も、不動産
関係者の間ではこれまでと同様、
ファッションや飲食店などが入る

商業施設になるとみられている。
商業施設ピヴォの複合施設建て替えの計画もあることから、今後の大通地区の活性
化につながりそうだ。
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建設産業ニュース～道内編～

　道内建設関連職種の2019年有効求人倍率が上昇
　―人手不足が慢性的となる職種も
北海道労働局が毎月発表する道内雇用失業情勢によると、2019年の建設関連職種
の有効求人倍率は、型枠大工・とび工で最高9.95倍、建設・土木・測量技術者で6.45
倍に達するなど人手不足が深刻だ。公共事業の増加に伴い、求人数は増加傾向にあり、
人材の確保が一層難しくなっている。担い手の確保・育成のため、長時間労働の削減
など就労環境の改善が急がれている。
建設業の関連職種として建築・土木・測量技術者、警備員、型枠大工・とび、大工・
左官、電気工事・電気配管、建設・土木作業員の6職種を集計した。
道内の全職種の平
均有効求人倍率は、
2018年が1－1.2倍
程度で推移している
のに対し、19年は
1.2倍前後と高止ま
り傾向にある。建設
業関連はいずれも3
倍を上回る高水準で
推移。19年の最高
値を18年と比べる
と、型枠大工・とび
工と建築・土木・測
量技術者が低下したものの、その他4職種では前年を上回り、人手不足が顕著だ。
特に型枠大工・とび工は、前年よりも落ち着きを見せたが7、9、10、11月で9倍
以上と突出。建築・土木・測量技術者も7月以降から6倍以上で推移し、警備業は常
時4－5倍台と人手不足が慢性化している。
北海道測量設計業協会も「ここ数年、技術者の不足感がある。辞める人がいる一方で、
新たな人材がなかなか入らない」と、人材確保に苦慮している。
道労働局の担当者は「建設業関連はいずれも専門的資格や技術が必要になる。人材
を育成する必要があり、すぐの人手不足解消は難しい」と話し、労働環境の改善など
中長期的な視点での取り組みが必要と説く。
北海道開発局や道では、週休2日工事の実施など、労働環境の改善に向けて取り組
みを進めている。若手の入職促進や担い手確保・育成を図るためには、さらなる働き
方改革の推進が求められている。
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　道内建設業の外国人労働者数は5割増 
　―2019年10月末で2,155人
北海道労働局がまとめた道内の外国人雇用届出状況によると、道内で事業主に雇用
されている外国人は2019年10月末時点で2万4,387人となり、前年同月末に比べ
て16％増えた。07年に届け出が義務化されてから最高を更新した。このうち建設業
は53.4％増の2,155人と高い伸びを示した。建設業界にとって外国人が欠かせない
存在であることが浮き彫りになっている。
道内の外国人労働者のうち、建設業が占める割合は8.8％で、前年より2.1ポイン
ト増加した。建設業の国籍別内訳を見ると、ベトナムの1,574人がトップで、業界全
体の73％に達した。前年の1,025人か
ら1年で5割増加した。道内で働くベ
トナム人のうちおよそ5人に1人が建
設業従事者になる。国籍別の2位は中
国で125人（前年比3人増）。3位にフィ
リピンの106人（29人増）、4位がイン
ドネシアの60人（41人増）と続いた。
事業所数を見ると、外国人を雇う道
内の建設業は604カ所で、全産業4,944
カ所のうち12.2％を占めた。前年の
413カ所から46.2％のプラスだった。
2017年10月末時点では289カ所に過
ぎず2年で倍増した。
一方、全国ベースでは建設業の外
国人は9万3,214人で、全産業に対す
る割合は5.6％だった。また全国のベ
トナム人労働者のうち建設業の比率は
11.7％。道内はいずれもこれを上回り、
現場における外国人、中でもベトナム
人の存在感が全国に比べても強いこと
が明らかになった。
在留資格を見ると、道内建設業の外
国人のうち85.1％に当たる1,834人が
「技能実習」で、前年の1,170人から56.7％増えた。次に多いのは「専門的・技術的分
野」の146人で、前年より65人増加した。このほか日本人の配偶者など「身分に基づ
く在留資格」が109人（4人増）、インターンシップなどの「特定活動」が59人（19人増）
と続いた。
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　南池袋二丁目Ｃ地区再開発　2021年着工へ
東京都豊島区で、組合施行による南池袋二丁目
Ｃ地区再開発が2021年３月の着工に向け動きだし
た。２街区に２棟、延べ約19万㎡、高さ185 ～
190ｍのビルを建設する。完成は25年３月の予定。
施行区域は、豊島区南池袋２丁目の約1.7ha。南北
の２街区にそれぞれ、地下２地上53階と地下２階
地上50階建てのビルを新築。住宅は総戸数約1,500
戸で、このほか事務所、公共公益施設、子育て支援施
設などを導入する。東京メトロ有楽町線の東池袋駅
に接続する約450ｍの地下通路なども整備する。
総事業費は約1,101億円。事業主体の組合員には
住友不動産（本社・東京）と野村不動産（同）、ＵＲ都
市機構が参画する。

　豊洲エリアに日本初の都市型道の駅を整備
清水建設（本社・東京）は、東京都江東区で2021年秋の開業に向け開発を進めてい
る仮称・豊洲六丁目4-2･3街区プロジェクト内に、交通結節をはじめ、休憩、情報発
信、災害対応の各機能を備えた日本初の“都市型道の駅”「豊洲ＭｉＣＨｉの駅」を整
備する。
同プロジェクトは、大規模
賃貸オフィスビルと豊洲エリ
ア最大規模のホテルを核とす
る総延べ約12万㎡の複合開
発計画。オフィス棟とホテル
棟の間に設ける交通広場に
は、都心と接続する東京ＢＲ
Ｔ（バス高速輸送システム）、
羽田・成田空港と接続する高
速バスが乗り入れる予定。「豊
洲ＭｉＣＨｉの駅」は、交通
広場のバスターミナル機能を
核として整備するもので、交通広場の上部を約1,700㎡の大規模デッキで覆ったオー
プンスペースとなり、東京臨海新交通臨海線（ゆりかもめ）の「市場前」駅とも接続する。
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