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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

　コロナ禍で伸び率鈍化　特例措置で前年度単価適用職種も
　―2021年度公共工事設計労務単価　道内平均は微増に
国土交通省と農林水産省は2月19
日、2021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（43職
種）の単純平均による単価は前年度に
比べ160円上昇して2万5,330円と
なり、伸び率は0.6％と、全国平均の
1.2％を下回ったものの、10年連続の
引き上げとなった。新型コロナウイル
ス感染症の影響で一時的に賃金が抑制
されている可能性があるとして、労務
費調査の結果が20年度単価を下回っ
た職種では、同単価を引き続き適用
する特例措置を講じた。北海道では
43職種中27職種が特例の対象となり
単価が据え置かれている。普通作業
員や型枠など主要12職種の平均単価
は1万9,950円と2万円台目前だが、
東京都に比べ11.2％、宮城県よりも
18.3％それぞれ下回っている。
■特例措置で前年度並みを維持
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。2021年度はブロック工で全国的
に有効サンプル数が少なかったこと
から単価が設定されず、北海道は前年
度より1工種少ない43工種となって
いる。
主要12職種の北海道の単価を見る
と、上昇したのは交通誘導員Ａで700
円、運転手（特殊）と交通誘導員Ｂで各

※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・内容を超えた労働に対する
手当などは含まない

※労働者に支払われる賃金に関わるもので、現場管理費（法定福利費
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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200円、軽作業員が100円それぞれ上昇し、このほか8職種は前年度と同額になって
いる。コロナ禍の特例措置でマイナスになる職種がなかったため、12職種平均では
0.5％のプラスと前年度並みを確保した。
主要12職種平均単価の年度別推移を見ると、1997・98年度には1万８,000円台
を記録して以降、漸減が続き、2011年度には1万1,608円まで落ち込んだ。
14年間にわたって下落が続いた労務単価は、2013年度に大きく改善した。この年

から、社会保険加入に必要な法定福利費相当額（本人負担分）も加算することになった
ためだ。建設業への入職者の減少が業界の課題となる中、賃金低下に歯止めを掛ける
ことによる魅力向上、社会保険の未加入者対策といった労働環境の改善の一環として、
法定福利費を設計労務単価に反映することで、12職種平均で16.3％増の大幅な底上
げを実現した。
公共工事の円滑な施工の確保、中長期的な担い手の育成・確保の観点から、2014
年度以降も労務単価の上昇傾向は続いた。16年度は型枠工や鉄筋工などに加え、入
職間もない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中心
に引き上げ7.9％という高い伸び率となった。17・18年度も5％前後の伸びを確保し
てきた。
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、大きく上昇した。
2020年度は労働基準法の改正で取得が義務化された年5日の有給休暇分を上乗せ
したことで、3.6％の上昇となるなど、設計労務単価の引き上げが技能者の賃金上昇
につながる好循環が続いてきた。
2021年度の労務単価では、コロナ禍で技能者の処遇改善にブレーキが掛かる可
能性もあったが、特例措置によって全職種が前年度を下回ることは回避し、12職種
全てで最高水準を維持した。最低だった11年度と比較すると8,342円、率にして
71.9％の伸びとなっている。



- 4 -

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

～特　集～

■他地域との格差は拡大
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に比
べると、2021年度の北海道の伸び率は低く、単価の差が拡大した格好だ。東北地方
の中でも、東日本大震災以降、岩手、宮城、福島の3県は復旧・復興事業の集中によ
り、公共工事の入札不調が多発。その対策として設計労務単価の引き上げ措置が取ら
れ、単価が急上昇した。復興工事が今も続く宮城県と福島県は、主要12職種平均で
北海道より福島で2,000円以上、宮城は4,000円以上高い。前年度からの伸び率も宮
城、福島両県とも0.8％と北海道の0.5％を上回っている。
一方、東京都の単価はこ
こ数年、東京五輪・パラリ
ンピック関連の工事が一巡
したことなどで、他地域よ
り伸び率が鈍化していた。
2021年度は大きな伸びは
見られないものの、12職
種平均単価は2万2,617円
で伸び率は0.9％となった
ため、再び北海道との差は
拡大した。
政府が15カ月予算と位置付ける2020年度第3次補正予算やゼロ国債など早期発
注工事にも的確に反映するため、北海道開発局では3月1日契約分の工事から新単価
を適用する。北海道や札幌市なども3月入札分から新単価を適用し、早期の浸透を図
る意向だ。
今回の単価改正について、道内建設業界からは「コロナ禍でマイナスになるのでは
と危惧していたが、微増で安心した」「交通誘導員Ａがとうとう軽作業員を上回った」
といった声が聞かれた。
2021年度の道内の公共工事は、北海道胆振東部地震からの復旧・復興など緊急の
災害関連事業は一段落するものの、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化
対策」に基づく大型の補正予算で2020年度並みの事業量は確保される見通し。札幌
市内では都心部を中心に再開発事業も促進する見通しだ。
他方で、新型コロナの拡大が長引き、札幌市内の民需の中核をなしていたホテル建
設の延期や旺盛だったオフィス需要の様子見、住宅着工統計にも足踏み傾向が出てい
るなど景気の先行きにも不透明感が増してきている。
ただ、北海道労働局がまとめた2020年12月の有効求人倍率は、0.99倍（前年同月
1.28倍）と、1倍を切った中、建設関連からは前年同月を上回る新規求人数が寄せら
れており、依然として高倍率が続く。景気に左右されにくく、安定した魅力ある産業
となるよう、絶え間ない人材確保に向けた取り組みが建設業界には求められる。
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　一般会計が過去最大の1兆1,140億円に 
　―札幌市の2021年度予算ダイジェスト　建設事業費1,000億円確保
札幌市は、総額1兆7,566億円に上る2021年度予算案をまとめた。一般会計は前
年度比8.2％増の1兆1,140億円で過去最大を更新。伸び率も平成以降で最大となる。
新型コロナウイルス対策や社会変化に応じた行政サービスの高度化、ウィズコロナ
時代を見据えた再開発など将来のまちづくり関連を軸に編成した。一般会計の建設
事業費は1,002億円で大台を確保。全会計の建設事業費総額は1,615億円で前年度
に比べ1.6％増加した。20年度補正予算案に計上した168億円を加えた「15カ月予
算」の建設事業費総額は、全会計で1,784億円に上り、前年度当初の執行規模を1.1％
上回る。
■建設事業費は15カ月予算で増額確保
当初予算の内訳を見ると、特別会計は1.0％
増の3,749億2,900万円、企業会計は0.9％減の
2,676億7,100万円で、一般会計も含めた総額は
1兆7,566億円で5.1％の増加を示した。
1定補正を加えた15カ月予算ベースでは、一
般会計が9.1％増の1兆1,428億円、企業会計が
0.5％増の2,724億100万円、全会計総額は5.9％
増の1兆7,901億4,900万円となっている。
当初分の一般会計に占める普通建設事業費は、
1.4％増の992億3,350万円。これに災害復旧費
を加えた建設事業費は0.5％減の1,001億5,850
万円で、減少したものの8年連続で1,000億円を
超えた。
また、一般会計の工事請負費は、15カ月予算
で7.5％減の603億8,275万円、うち当初分は
5.5％減の514億3,613万円となった。
特別会計は当初分で25.2％増の5億6,342万
円、企業会計は5.1％増の608億4,380万円の建設事業費を計上。全会計の当初予算
案の建設事業費総額は1,615億6,572万円に上る。
15カ月予算で見た建設事業費は、前年度比で一般会計が4％減の1,131億6,894万
円、特別・企業会計を含む総額は1.1％増の1,783億8,117万円としている。
■感染対策とコロナ後見据えたまちづくりに重点
2021度予算で重点に置いたのは、感染症対策と新たな日常への転換に向けたまち
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づくり、アフターコロナ時代を見据えたまちづくりへの投資などだ。
将来に向けたまちづくりでは、民間再開発補助で北3東11周辺地区に当初と補正
で15億9,800万円、南2西3南西地区に10億200万円、北8西1地区に29億7,600
万円の合計55億7,600万円を計上。札幌駅交流拠点まちづくり関連には9億9,500
万円を充て、北5西1・西2地区の都市計画や基本設計、環境アセスメント手続きを
推進するほか、駅周辺エリアの連携検討に取り組む。
新さっぽろ駅や篠路駅周辺、真駒内駅前地区、札幌ドーム周辺のまちづくりに関す
る予算も措置していて、地域交流拠点などの魅力向上につなげる。
ゼロカーボン都市を目指したまちづくりでは、市の公共施設では初となるＺＥＢ

（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）として計画し、総事業費に8億4,000万円を見込
む仮称・動物愛護センターの実施設計に4,100万円を措置した。
道路改良には64億4,480万円、街路改良には72億2,473万円、道路橋梁整備には
30億6,570万円、市営住宅建て替えには33億100万円を計上。除雪費は217億226

万円を確保する。
仮称・第二児童相談所
新設に向けては、2,860
万円を充て基本・実施設
計を進め、2023年度着
工に備える。学校施設
整備関連には当初で70
億4,000万円を投じる考
え。保育所などの定員拡
大には48億5,000万円
を措置し、私立保育所
や認定こども園などで
1,801人の定員増を目指
す。
五輪関連は、東京五輪
の感染症対策や救急医療

体制整備などに8億1,300万円を計上。2030年招致を目指す冬季大会には、開催概
要計画の更新や調査検討、機運醸成などに3億5,200万円を盛り込んだ。
2021年度予算案では「新たな日常」推進枠を新設。当初で1,012億円、1定補正で
162億円の合計1,174億円を措置する。ワクチン接種や感染防止対策に加え、中小企
業融資関連896億2,200万円や、テレワーク普及促進に3億5,900万円を充てる。
このほか、行政のデジタル化を加速させるため、行政手続きのオンライン化推進や
行政事務センター開設による事務効率化に1億8,700万円、市役所業務デジタル化に
当初と補正合わせて15億円などを新規で盛り込んでいる。
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札幌市内で2018年に設置された
移動式水素ステーション

　札幌市が水素エネ活用モデル街区の候補に中央体育館跡を
　―集客交流施設と水素ステーションを建設へ
札幌市環境局は、旧中央体育館跡地を候補地に「水素エネルギー活用モデル街区」の
整備に向けて調査を始めた。民間開発事業者による集客交流施設、水素ステーション
建設を想定。集客交流施設の整備・運営に関する条件などを検討するためのサウンディ
ング型市場調査を実施している。2021－22年ごろに施設設置者を公募し、22－23
年ごろに施設を建設する見通しだ。
市では、北海道胆振東部地震によるブラックアウトや、近年深刻化する異常気象の
原因となっている地球温暖化に対応するため、災害に強く環境にやさしいまちづくり
を推進している。
この取り組みの一つとして、使
用時に二酸化炭素を出さず、停電
時でも電気や熱を供給することが
できる水素エネルギーを活用した
モデル街区の整備を検討している。
モデル街区の候補地は、多くの
人々が集まる都心に位置し、交通の利便にも優れる中央区大通東5丁目の旧中央体育
館跡地で、街区面積は4,000－4,800㎡程度を想定。このうち、2,500－3,600㎡を
集客交流施設、1,200－1,500㎡を水素ステーションの用地とする考えだ。
国道12号沿いの敷地北側に燃料電池自動車へ水素を供給する水素ステーショ
ン、南側に集客交流施設を配置することをイメージしている。水素ステーションは、
2018年3月に豊平区に設置された1カ所目に続く、市内2カ所目となる予定だ。
2020年度は、候補地での整備の実現可能性を探るためのサウンディング型市場調
査を行い、民間開発事業者へ
のヒアリングなどを実施して
いる。
これらの調査結果から実現
可能と判断されれば、次の段
階となる設置主体（民間事業
者）の公募、選定へとプロセス
を進めていく考え。
水素を燃料とする燃料電池
を設置し、施設で消費する熱
や電気の全部または一部を燃
料電池により賄うことが前提。施設設置者が土地を借り上げ、施設の整備や運営、維
持管理をする借地権設定による整備を予定している。



- 8 -

～札幌編～

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

　札幌市が2020－24年度の北郷川改修に5.8億円 
　―新水路掘削や樋門など整備
札幌市下水道河川局は、北郷川改修で2020－24年度に事業費5億7,900万円を
投じ、延長0.4㎞の新水路掘削と護岸整備を施す計画だ。20年度は11号幹道線－13
号幹道線間の用地確定測量や用地買収に取り組んでおり、21年度は用地買収の継続
と米里川合流部樋門の設計着手を見込んでいる。
北郷川（旧9線幹道排水）は白石区内を流下し、米里川に合流した後、月寒排水機場
を経て望月寒川へと合流する準用河川。
この地域は月寒川と望月寒川の堤防に囲まれる低平地で、大雨時には河川の水位が
地盤高より高くなり、雨水の自然排水が困難なため、月寒排水機場が設置されている。

北郷川はこの地域に降った雨水を月
寒排水機場へと送る導水河川の役割を
担っているが、流下能力不足に加え、周
辺の地盤沈下により相対的に河川が高
くなったことから、たびたび内水氾濫が
発生している。
このため、水位を堤内地盤高より低く
なるよう河川を改修することで浸水被
害の軽減を図る。
改修区間は米里川合流点から13号幹
道線までの延長約1.5㎞。このうち11
号幹道線－13号幹道線間は2019年に
準用河川北郷川に指定された。
計画流量と河床幅は、下流端から11
号幹道線間が毎秒7㎥の6ｍ、11号幹道
線から13号幹道線までを同6㎥の5ｍ
とし、流下能力を向上させる。また、河
川幅を約2ｍから管理用通路含む17－
25ｍに拡幅し、10年に1度の確率で降
る大雨に対応できるようにする。

2019年度に事業着手し、米里川合流点から11号幹道線間の用地確定測量を実施
した。
2020－24年度は、下流部に当たる延長0.4㎞の新水路掘削と護岸整備を計画。こ
のほか、米里川との合流部に米里川からの逆流を防ぐ樋門（ゲート）を設ける予定だ。
これら5年間の事業費として、5億7,900万円を試算。設計、工事費以外にも、測量
や用地買収、物件補償費などを含んでいる。
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第二児童相談所の整備予定地

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会

　札幌市が第二児童相談所の概算工事費に27億円を見込む 
　―2023年度着工、25年度供用へ
札幌市は、旧水道局白石庁舎跡地に設置を計画している仮称・第二児童相談所につ
いて、2025年度の供用開始を目指している。21、22年度で基本・実施設計を進め、
23年度に着工する予定。用地費や移転費などを除く概算工事費は27億円を見込んで
いる。現時点の施設配置イメージは、１階が受け付けや面接室、2階がプレールーム
や心理検査室、３・４階が一時保護スペースなどとなっている。
現在、児童相談所では年間の相談受理件数が開設時の2倍以上に増え、面接室など
の稼働率が常に9割以上となっている。また、一時保護に関する需要の高まりにより、
一時保護所での受け入れ困
難な日が増加していると
いった課題も抱えていた。
児相が入っている児童福
祉総合センター（中央区北
7条西26丁目）では、拡張
などによってこれらの課題
に対応することが困難であ
るため、体制強化やアクセ
ス性向上に向け、第二児相
の設置を構想した。
建設候補地の旧水道局白
石庁舎跡地（白石区本郷通
3丁目北3の1）は敷地面積
2,674㎡で、2020年度に既存庁舎の解体が完了した。
新設する第二児相は、白石、厚別、豊平、清田の4区を所管エリアとする予定。現
児相と同規模の延べ4,000㎡を最低限確保する見通しで、ＲＣ造、地下1地上4階建
てを想定する。
１階に受け付けやロビー、面接室、事務室、2階にプレールーム（遊戯面接室）、心
理検査室、会議室、書庫を配置。3・4階に配置する学齢児の一時保護スペースは定
員36人、個室化して子どもたちの生活環境に配慮した空間を確保する。また、駐車
場は30台以上確保できる見込み。
2021年度の基本設計、22年度の実施設計を経て、順調にいけば着工は23年度と
なる見通し。
第二児相開設までの間、一時保護所の定員不足解消に向け、20人を収容可能な仮
設の一時保護所を開設する。運用開始は2021年11月を予定し、20年度内の工事発
注、雪解け後の着工を想定している。
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築50年以上の車庫・工場棟（右）、築40
年弱となる事務所棟（左）も建て替える

　札幌市交通局が電車事業所を建て替え／総事業費は42億円 
　―4月中旬にもＷＴＯ調達協定対象で入札公告
札幌市交通局は2021年度、電車事業所建て替えに着工する。路面電車の工場、車
庫、事務所の一体型施設で、規模はＳ造、3階、延べ約8,000㎡。21－26年度に施
工する予定となっており、4月中旬にもＷＴＯ政府調達協定対象（23億円以上）とな
る一般競争入札で公告する見通しだ。6月下旬に契約を結び、7月に着工する見込み。
総事業費として42億円を試算している。
中央区南21条西16丁目にある電車事業所は、路面電車を収容する車庫、点検修理
する工場と事務所棟などからなる。敷地面積は1万600㎡。1968年建設の車庫・工
場棟はＳ造、平屋、延べ4,327㎡、84年建設の事務所棟はＳ造、地下1地上3階塔屋

１階、延べ1,849㎡の
規模となっている。
現在は、車両37台、
除雪車４台の計41台
を保有しているが、全
てを車庫に収容できず
敷地内に留置している
のが現状だ。
現状改善やさらなる
低床車両導入に向けた
工場、車庫スペースの
確保に加え、施設全体
の老朽化が進んでいる
ため改築する。

改築スケジュールを見ると、2021年7月から車庫部分と一部工場部分の解体に取
り掛かり、その後同じ場所に建て替える。続いて、23年春に残る工場部分の解体と
建て替えを実施。24年冬に既存事務所棟解体と車庫増築に着工する。その後、作業
棟解体や外構工事を進め、26年7月ごろに完了となる見込み。
2021年度は、建て替えに合わせ、軌道変更と電車線張り替えを実施する予定。建
て替えと軌道などを合わせた工事規模は36億円とみており、26年度までの債務負担
行為を設定する。
このほか、建て替え事業に関連し、変電所施設の移設も計画。既存事務所棟内にあ
る変電所を、事務所棟解体に伴い新施設の事務所部分に新設する。工事は数億円規模
になる見通しだ。
また、新施設には見学スペースや資料展示スペースも新たに設ける予定となってい
る。
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　札幌市下水道事業中期経営プラン2025策定へ
　―社会情勢に対応し良好なサービスを提供
札幌市は、「仮称・札幌市下水道事業中期経営プラン2025」の策定作業を進めて
いる。変化する社会情勢に対応し、将来にわたって良好なサービスを提供するため、
2021年度から5カ年の具体的な事業・財政計画を示すもので、下水道施設の再構築
や雨水・地震対策のほか、下水道エネルギー・資源の有効利用など7つの取り組み方
針に基づく施策を展開し、5年間の事業費には2,226億円を試算。うち建設事業費に
は1,145億円を配分し、急増する老朽化施設や近年頻発している自然災害への対応を
強化していく。
プラン2025の取り組み方針には①下水道機能の維持②災害に強い下水道の構築③
公共用水域の水質保全④下水道エネルギー・資源の有効利用⑤財務体質の強化⑥運営
体制の強化⑦下水道の見える化－の7つを掲げる。
5年間の事業費の内訳は、維持管
理費が1,081億円、建設事業費が
1,145億円。現プランに比べ、維持
管理費は11％、建設事業費は26％
それぞれ増加している。
建設事業関連を見ると、下水道
施設再構築に事業費の86％に当た
る986億円を投入。管路や処理施
設設備改築のほか、土木・建築構
造物を含む処理施設の長期的な再
構築計画策定に新たに着手する。
改築管路の延長は119㎞から6割増
の193㎞を見込み、処理施設設備
は23カ所を維持する。
雨水対策には87億円を充てる。
くぼ地など雨水が集まりやすい場所におけるバイパス管整備などハード対策として、
雨水拡充管の累計整備延長は204.3㎞から209.1㎞に拡充する。
地震対策には44億円を見込む。被災時の影響が大きい管路を対象とした、地震動
や液状化の影響を踏まえた耐震化を推進。また、揚水機能を確保するため、水再生プ
ラザやポンプ場の耐震診断、耐震化を実施する。
下水道エネルギー・資源の有効利用は20億円を試算。汚泥焼却廃熱を利用した発
電設備導入や新技術の動向も踏まえた多角的なエネルギー有効利用方法の検討に取り
組む。
プランは4－5月のパブリックコメントを経て、8月ごろに公表する見通し。
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移転後の札幌ゆたか幼稚園の完成イ
メージ

2021年秋完成予定のおおぞら幼稚園の
新園舎

　豊平区と手稲区の２幼稚園がこども園移行に伴い改築へ
札幌豊学園（本部・札幌）は、札幌市豊平区にある札幌ゆたか幼稚園移転改築を、高
陽学園（本部・札幌）は、同手稲区内のおおぞら幼稚園改築をそれぞれ計画、３月中に
も着工する。いずれも2022年4月から幼保連携型認定こども園に移行する。
札幌豊学園は、豊平区豊平 1条 4丁目 2の 19 にある札幌ゆたか幼稚園を、同区

豊平4条3丁目18の34の敷地2,188
㎡に移転させる。
改築規模はＲＣ造、2階、延べ 1,559
㎡。各階に保育室を設置し、1階にラ
ウンジや調理室、2階には遊戯室など
を設置する。定員は 165 人。実施設
計は新中央設計東京（本社・東京）が
担当した。
移転後は現園舎（ＲＣ造、3階、延
べ 1,240㎡）を解体する。

高陽学園は、おおぞら幼稚園を現施設の隣、手稲区前田 8条 10丁目 112 の 14 で
改築する。
ＲＣ造、2階、延べ 2,155㎡の規模。
各階に保育室を設け、1階には遊戯室、
調理室などを整備する。定員は 372
人を見込む。設計は西村建築設計事
務所（本社・札幌）が担当した。
現園舎（Ｓ造、2階、延べ 1,450㎡）
は完成後に解体し、駐車場として整
備する見通し。

　丸ヨ池内がイケウチゲート改築を岩田地崎建設で5月着工
丸ヨ池内（本社・札幌）は、商業施設のＩＫＥＵＣＨＩ　ＧＡＴＥ（イケウチゲート）
改築の施工を岩田地崎建設（本社・札幌）に依頼した。5月上旬の着工、2022年6月
末の完成を目指している。
新施設はＳＲＣ一部Ｓ造、地下 1地上 8階、延べ 9,297㎡の規模。設計は伊東豊
雄建築設計事務所（本社・東京）が担当した。
建設地は札幌市中央区南 1条西 2丁目 18の 1を含む敷地 1,338㎡で、現施設（Ｒ
Ｃ造、地下 1地上 9階、延べ約 1万㎡）の解体が進む。築 40 年以上が経過し、老
朽化が著しいことから改築を決めた。
北側隣接地の大通西 2丁目 7の 2では、北陸銀行札幌支店改築が予定されている。
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　2021年度道開発事業費の15カ月予算は9,651億円 
　―総額は微増　補正はアベノミクス始動時に次ぐ規模
2021年度北海道開発事業費の事業費ベースは、「臨時・特別の措置」がなくなった
ことが響き、前年度比11.5％減の6,952億4,200万円となった。これに20年度3次
補正の2,698億4,900万円を含めた「15カ月予算」として見ると、9,650億9,100万
円となり、前年度を0.3％上回る規模となっている。
年末に公表される国費ベースの北海道開発予算の政府案に、地元負担分を加えた事
業費に基づき集計したもの。
当初予算の事業費は約
900億円減少している一
方、3次補正予算がアベノ
ミクス始動時の2012年度
補正（2,891億円）に次ぐ規
模まで積み上がり、19年
補正より925億円増加し
たため、合計では微増とな
る。政府は当初予算に補正予算を加えた15カ月予算として一体的に執行する方針。
15カ月予算として各事業を見ると、道路整備が10.5％増の2,940億円と高い伸び
を示している。補正予算による上乗せに加え、社会資本整備総合交付金から道路予算
への補助事業のシフトがあったことも背景にある。
治水は3.1％減の1,404億円。直轄の補正予算では100億円以上増額となったが、
当初が879億円と1,000億円台を割り込み、2割近く減少したことが響いた。港湾は
漁港など水産基盤整備を含めると693億円と5.8％増で、特に補正予算での直轄の伸
びが顕著。農業農村整備は直轄と補助で約1,700億円を確保し、7.3%減とした。道
や市町村が事業主体となる交付金は、防災・安全交付金が8.3％増の1,057億円に上っ
たが、社会資本整備総合交付金は11％減少し593億円にとどまった。
直轄と補助の割合は、直轄が5,340億円で総額の55％を占めた。前年度の56％か
らはわずかに低下している。農業農村整備は直轄・補助の割合は49対51と、従来の
直轄が5割以上を占めていたシェアを逆転している。
15カ月予算では、2021年度の北海道開発事業費は増加傾向を維持したが、20年
度までの「臨時・特別の措置」がなくなり「通常」の当初予算は大きく落ち込んだ。今回
は新たな国土強靱化5カ年加速化計画に基づく大型補正でカバーしているものの、新
型コロナウイルス感染症対策で国や地方自治体の財政事情は逼迫しており、22年度
以降の公共事業予算の先行きは不透明だ。

建設産業ニュース～道内編～
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　道東道占冠－トマムＩＣ間19.9㎞で4車線化の準備進む
　―調査・設計が続々発注に
2020年3月に事業認可を受け、東日本高速道路北海道支社が4車線化を進める道
東自動車道占冠ＩＣ－トマムＩＣ間の約19.9㎞で、調査測量などの工事準備が着々
と進んでいる。これまでに占冠西・占冠東・下トマム・上トマム各地区の地質調査や、
占冠・トマム地区の詳細測量などが発注済みとなっている。設計でも第1弾となる東
占冠トンネル詳細設計のほか、本流東・本流西・中トマム・下トマムの各地区道路詳
細設計が発注されており、21年度以降の着工に備えている。
占冠ＩＣ－トマムＩＣ間は延長26.2㎞で、4トンネル、19橋梁が設置されている。
そのうち、4トンネル、18橋を含む暫定2車線の約19.9㎞区間で4車線化を実施する。
総事業費は約970億円を予定している。

同区間は2009年10月に暫定2車線で供用を開始したが、長いトンネルが連続し、
対面通行のため重大事故が発生しやすいという問題がある。また、16年8月の台風
により国道274号が不通となった際には、国道復旧までの約1年間、代替道路として
札幌都市圏と十勝圏をつなぐ生命線となり、4車線化が急がれていた。
事業期間について同社は、工事内容などの精査を進め確定していくとしている。た
だ、国土交通省の資料によると橋梁・トンネルなどの構造物整備を含む4車線化の事
業完了には10年程度を要するという指標もある。
道東道では、占冠ＩＣ－トマムＩＣ間の拡幅に先行し、トマムＩＣ－十勝清水ＩＣ
間20.9㎞のうち、約9.5㎞区間での付加車線新設による4車線化が2019年3月に事
業許可を受けている。事業費は約300億円。うち3.1㎞は舗装まで施工済みだったた
め、追加工事を施して同9月に付加車線を延伸した。広内トンネル（944m）、広内川
橋（218m）、ペンケオタソイ川橋（293m）、ペケレベツ川橋（146m）などを含む残り
約6.4㎞では本格的な工事を計画。20年10月からは新得町内で切り土・盛り土など
を施工する道東道新得清水地区付帯工を進めている。



テレビ朝日は多目的ホールやエンター
テインメントスペースなどを設ける

コナミグループが提案した開発拠点の
イメージ

建設産業ニュース～道外編～

　東京都が臨海副都心有明南地区への進出事業者を選定
　―Ｇ１区画はコナミＨＤら、Ｈ区画はテレビ朝日に売却へ
東京都は、江東区の臨海副都心にある有明南地区のうち、「有明南Ｇ１区画」の売却
先となる進出予定事業者をコナミホールディングス（本社・東京）らコナミグループ３
者に、「有明南Ｈ区画」の予定事業者はテレビ朝日（本社・東京）に決めた。コナミは、
自社グループの開発拠点として延べ5万2,000㎡の施設を提案。テレビ朝日は、延べ
4万4,000㎡の施設を新築し、多目的ホールや、同社保有コンテンツを利用したイベ
ント・エンターテインメントスペースを整備する予定。
有明南地区について都は、東京ビッグサイトを中心にホテル、飲食、多目的ホー
ル、会議室などの機能を備えた商業施設
などを充実させ、国際的なコンベンショ
ンゾーンの形成を目指している。
有明南Ｇ１区画の所在地は、江東区
有明３の１の17で面積は１万1,155㎡。
事業予定者はコナミホールディングスの
ほか、コナミリアルエステート（本社・
東京）、コナミビジネスエキスパート（本社・東京）で、土地の売却提案価格は、118

億6,700万円。
事業提案によると、新築する建物の規模
は９階、延べ５万2,000㎡。ｅスポーツ（エ
レクトロニック・スポーツ）を研究開発する
拠点「東京テクニカルセンター（案）」として、
約2,700人の就業者を見込む。
同区画は、東京五輪・パラリンピック大
会の関連用地として使う予定で、大会後に
工作物を撤去してからの引き渡しとなる。

コナミグループでは2025年1月の事業開始を目指している。
有明南Ｈ区画は、江東区有明３の１の９にある面積１万2,920㎡の土地。事業予定
者に決まったテレビ朝日は、105億1,000万円での売却を提案した。
国際会議や展示会、音楽ライブなどに活用可能な多目的ホールを整備し、年間約
120万人の来場を見込む。このほか、同社保有のコンテンツを活用した各種アトラク
ションなどイベント・エンターテインメントスペースも設置。こちらで年間約400
万人の来場を想定する。また、ドラマなどの番組制作スタジオやオフィスも整備する。
2024年12月の事業開始を予定している。 （提供：建通新聞社）
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