


2034年度までに建て替える方針の里塚斎場

　札幌市が清田区の里塚斎場を建て替えへ
　―火葬場・墓地次期運営計画素案で示す

札幌市は、策定作業を進めている火葬場・墓地の運営計画（2022―25年度）素案で
里塚斎場を建て替える方針を示した。現在の敷地隣接地での建て替えを基本に、年次や
規模などの詳細を次期計画期間内で詰め、具体化を図る。9月に原案をまとめ、パブリッ
クコメントを経て21年度末の策定・公表を予定している。
市保健福祉局が8月24日にオンライン開催した市火葬場・墓地のあり方推進協議会
第4回火葬場部会で示した。

部会では、これまで協議を進めてきた里塚斎場の改修手法や山口斎場の運営手法など
のほか、火葬場の広域利用についても協議。市は広域利用に関して、19年度に石狩管
内や小樽市、岩見沢市など近隣11市町村を対象にアンケートを実施した。各自治体に
ある火葬場の老朽化などから広域利用に一定のニーズがあるとし、近隣市町村との協議
を進める方針を示した。
里塚斎場（SＲＣ一部ＲＣ造、地下1地上2階、延べ8,560㎡）については、1984年

の供用開始から50年が経過する2034年までの建て替えや、火葬場利用者への影響を
考慮し、現在地である清田区里塚506の隣接地に建て替える方針を示した。整備費は
最大で265億円を試算している。
一方で、手稲区手稲山口308にある山口斎場の次期契約（26年度以降）については、
施設改修と運営・維持管理を一括発注するＰＦＩ事業とする方針。次期事業期間中に
更新期を迎える機械・電気設備や火葬炉は休場せずに修繕する方法を検討する。



　札幌市が山本小野津幌川沿線新設に2022年度着工
　―概算要望に2.6億円／初年度は山本新栄橋架け換えを予定

札幌市建設局は、山本小野津幌川沿線新設に2022年度着工する。概算要望に事業
費ベースで2億6,000万円を計上。初年度は山本川に架かる山本新栄橋の架け換えに取
り掛かり、23年度までの2カ年で工事を終える見通し。全体では27年度の整備完了を
目指している。
山本地区は、厚別水再生プラザや雪堆積場など大規模な公共施設が多くあり、厚別山
本公園が今後整備されると周辺の交通量が増加することが予測される。

一方で、山本地区と市街地を結ぶ道路は山本線に限られ、慢性的に混雑。また、バ
ス路線であることや雪処理施設が集中しているため大型車の交通量が多く、冬季は特に
混雑している。このため、交通量の分散や大規模施設へのアクセス性向上を目的に、山
本線から厚別通までの延長約1,500ｍの道路を新設する。
厚別北4条3丁目のもみじ台通と厚別通との交点から、小野津幌川に沿って北西に走

り、水再生プラザ南側を回って山本線と山本川下連絡線の交点に接続するルートで計画。
幅員は車道6ｍ、路肩各1.5ｍ、歩道片側3.5ｍの計12.5ｍを見込む。
山本川をまたぐ山本新栄橋は拡幅のため、橋長14.1ｍ、幅員19.8ｍ、プレテンショ

ンＰＣ単純中空桁の新橋に架け換えるほか、野津幌川をまたぐ橋梁（橋長84ｍ、幅員
12.5ｍ、3径間連続合成床板桁で構想）を新設する。
総事業費は約30億円で、うち工事費には27億円を試算している。
2021年度は用地補償や実施設計を進め、22年度は起点側にある山本新栄橋の架け
換えに着手。2カ年かけて旧橋撤去と新橋の橋梁整備を計画する。



　札幌市が百合が原、厚別山本公園のパークＰＦＩへ市場調査
　―百合が原公園は早ければ今冬に公募

札幌市建設局は、百合が原公園と厚別山本公園のパークＰＦＩ導入に向けたサウン
ディング型市場調査を実施する。8月から対話申し込み申請、提案書の受け付けを行い、
9月30日で締め切った。11月ごろに結果を公表する見込み。百合が原公園は市場調査
の結果を参考に、早ければ今冬の公募を視野に入れる。厚別山本公園は、年度内に導
入可否などの方向性を固め、導入する場合は2022年度の公募を検討している。
8月10日に実施要領を公開した。百合が原公園は18年度にサウンディング型市場調
査、19年度に利用者アンケートをし、パークＰＦＩによる飲食施設などの整備方針を固

めた。しかし、新型
コロナウイルスの感
染拡大で先行きが見
通せないことから20
年度の公募を見送っ
ていた。
前回の市場調査

は、感染拡大前に実
施しているため、民
間事業者の参入意欲
を再確認し、実現性
の高いアイデアと新
しい生活様式に対応

した提案を期待して再調査する。
調査に合わせて一部公開した公募設置等指針案によると、公募区域は花木園、第1駐
車場などを含む約9,000㎡。前回は、広場として利用している約2,500㎡が対象だった。
事業内容は、公募対象公園施設の必須提案が飲食施設、任意提案がその他収益施設。
特定公園施設は、必須提案が第1駐車場の拡張と園路・公募対象公園施設の外構など
とする。
公募対象公園施設の条件を見ると、建築物は公募区域に設置可能な建築面積の合計
が600㎡以上、高さ10ｍ以下、階数2階以下などを想定。最短で23年6月末の供用
開始を検討している。
厚別山本公園では21年度、公園南エリア6.8haについてキタバランドスケープ（本社・
札幌）が基本設計を進めていて、同業務でパークＰＦＩの導入可能性も検討している。
市場調査では、広い平地を活用した魅力を高める事業や、持続的な公園運営につな
がる事業などの提案を求める。調査結果を踏まえて、基本設計でパークＰＦＩ導入の方
向性を固める。導入する場合には22年度の公募も視野に入れる。

百合が原公園平面図



基本設計段階の完成イメージ

　札幌市が2022年度にモエレ沼公園野球場を硬式化改修
　―年度内に実施設計着手の見通し

札幌市建設局は、モエレ沼公園野球場の硬式化改修について、2022年度から2カ年
で施工し、24年度の供用開始を目指している。21年度は地質調査の結果を12月24日
までにまとめ、年度内に実施設計に着手する見通し。実施設計で、公園のデザイン性に
配慮した施設規模と既存の硬式野球場を補完する機能を固める。
市が管理する硬式野球場は札幌円山球場と麻生球場の2カ所。両球場は、建設から
40年以上が経過し大規模修繕が必要となっているが、いずれも稼働率が高く、長期間
の閉鎖が難しい。軟式のモエレ沼公園野球場を硬式の球場に改修し、公式戦に適した
機能を確保することで、円山・麻生両野球場の長期閉鎖に対応可能な環境を整える。
20年度にアーキテクトファイブ（本社・東京）が進めた基本設計では、彫刻家イサム・

ノグチが全体を一つの作品として設計した公園の意匠に配慮し、ナイター照明の高さを
25ｍに制限する方向で調整。フィールドは現在、センター方向120ｍ、両翼（ライト、
レフト方向）約100ｍの規模だが、硬式野球場規格に合わせてセンターを2ｍ以上拡張
する。維持管理面などを考慮した上で天然芝か人工芝を採用する見通しだ。
屋外観客スタンドは、約250席から約4,000席に増やすほか、車いす席や多目的トイ

レなどを設置してバリアフリー機能を強化する。
公園造成前はごみ処理場だったことから基礎地盤が不均一。このため、20年度から
地質調査を進めていた。
22年度以降の事業費には22億円を試算している。



山口県の事故を受けて補強検討する定山渓大橋

　定山渓大橋の負反力止め構造補強を検討へ
　―2022年度の実施設計、23年度の着工を目指す

札幌市建設局は、南区にある道道小樽定山渓線定山渓大橋の補強や補修検討に着手
する。負反力止め構造の補強工法を検討するほか、支承塗り替えや主桁補修などを構想。
2021年度は補強・補修箇所の選定や工事量、概算工事費の算定を進め、22年度の実
施設計、23年度の着工を目指す。工事量によっては、23年度から複数年での施工も視
野に入れる。
南区定山渓温泉東2丁目にある定山渓大橋は橋長231.7ｍ、幅員16ｍの3径間有ヒ

ンジ連続ＰＣ箱桁橋。1978年に架設した。
2020年11月に、山口県が管理する県道光上関線上関大橋で、橋梁端部の伸縮継ぎ
手部に約20㎝の段差が生じ、通行車両に乗車していた2人が負傷する事案が発生。国
土交通省は、同じ構造の橋梁管理者に点検や必要に応じた対応を求めている。

同局は、20年度に定山渓大橋を定期点検し、外観上の損傷や変状がないことを確認。
ただ、コンクリート内部の鉛直ＰＣ鋼棒や水平方向のＰＣ鋼棒は不可視構造で損傷の予
見が難しい。腐食の進行により、ＰＣ鋼棒が破断した場合に負反力を制御できないため、
同様の事象が起こる可能性がある。
そのため、21年度は既設ＰＣ鋼棒破断時に備えた負反力制御の検討に着手。現地踏
査などを踏まえ、補強工法の選定や概算工事費の算出に取り組む。合わせて、支承塗り
替えやコンクリート橋の主桁補修などの工事量・工事費算定を進める考え。
同局は、9月1日付で検討業務を一般競争公告したが、応札者なしで不調となっており、
今後の対応は検討中としている。



　札幌市の2021年上半期新設住宅着工数は15.5％増の7,907戸
　―コロナの影響少なく分譲は4割強の増加

札幌市の2021年上半期（1－6月）の新設住宅着工数は、前年同期比15.5％増の
7,907戸に上り、3年連続の減少から増加に転じた。新型コロナウイルス感染症拡大の
影響なども懸念されたが、分譲が4割強、持ち家、貸家が1割前後の増加と好調だった。
過去10年の平均（7,419戸）を6.5％上回る結果となっている。
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8.2％増の4,272戸で全体の54％を占める。分譲住宅は43.2％
増 の1,876戸で、 持ち家は
10.1％増の1,740戸だった。
区別では、中央区が39.1％
増の1,512戸でトップ。中央区
全体の64.9％を占めた貸家が
35.9％増と好調で、分譲住宅も
43.2％増、持ち家も54.9％増と
伸びた。２位は6.1％減の1,331
戸で豊平区、３位は27.8％増
の975戸で西区が続く。
伸び率は103.1 ％増の厚
別区（518戸）が1位。2位は
39.1 ％増の中央区、3位は
27.8％増の西区となっている。
不動産市況に詳しい住宅流
通研究所（本社・札幌）では、
新型コロナウイルス感染症の影
響は「思ったほど出ていない」
と話す。中でも昨年に比べ持
ち家が好調で、全体をけん引。
この傾向は札幌だけでなく全
道でも同様に見られている状況
だ。
しかし、下半期については堅調だった持ち家も「落ち込むのでは」と予測。ウッドショッ
クの影響度合いは不透明だが、材料費の高騰が生じれば、ハウスメーカーも値上げに動
くとみている。
また、新型コロナにより多くの業界が冷え込む中、住宅関連だけが関係なく好調とは
考えにくく、「コロナ不況が下半期に出てくるのではないか」と危惧している。



　コロナ禍も消えぬ不動産開発の芽
1972年の冬季五輪に合わせて完成した札幌都心部のビルが更新期を迎えている。10
年後の北海道新幹線札幌開業を見据え、行政は規制緩和で開発を促し、民間事業者は
にぎわいを生む新たな施設を思い描く。進み始めた都心再生。札幌駅前、大通、ススキノ・
中島公園の市内都心部各地区の再開発動向を追った。（vol2―4で3回連載・最終回）
■コロナ直撃で再検討
老朽化により建て替える札幌パークホテルと、ＭＩＣＥ施設の整備を一体的に計画
する札幌市は、コロナ禍で需要の見通しが立たないことから再検討する方針を表明し
た。同ホテルを所有・運営するサンケイビル（本社・東京）とグランビスタホテル＆リ
ゾート（同）もスケジュールを再検証する必要性を認識。市と2023年3月までに事業
実施の可否を判断する覚書を交わした。

当初は敷地の北側に新ホテル棟、南側に地下2地上5階、延べ3万2,400㎡のＭＩ
ＣＥ施設を計画。ホテルブランドは国際的に有名なヒルトン（本社・米国）が名乗りを
上げ、海外観光客の集客増につなげる考えだった。
市は今後、アフターコロナのＭＩＣＥ需要を探るため、コンベンションの市場動向
を調査する。結果次第では計画縮小も視野に入れている。
札幌パークホテル建て替えの見直しは、周辺の開発にも影響を及ぼした。道路を挟
んで東側にあるキリンビール園跡地を取得した積水ハウス（本社・大阪）のホテル計画
もその一つだ。
関係者によると、世界有数のホテルチェーンであるマリオット・インターナショナ



インバウンドの減少などコロナ禍で大き
な影響を受けているススキノ地区

ルによるブランドが検討されているという。21年4月の着工を目指していたが、「コ
ロナ禍や札幌パークホテルに関する計画の遅れなどを受けて延期した」と明かす。
■コロナ収束後に活路を見いだす
インバウンド回復のめどは立たないが、不動産開発の芽は消えていない。アルファ
コート（本社・札幌）はススキノ地区でホテル新築に着工した。運営は大手鉄道会社の
相鉄ホールディングス（本社・横浜）が担い、道内初となるホテルブランド「フレッサ
イン」を出店する。
コロナ禍にもかかわらず、開発に踏み切ったアルファコートの川村裕二社長は「相
鉄ＨＤが22年の竣工時にはある程度コロナ禍が収束し、運営が成り立つとの見通し
を立てたことから
決めた」と説明。
さらに同地区のス
スキノラフィラが
シネマコンプレッ
クスやホテルを有
する複合施設に生
まれ変わることを
受け、「昼の時間
もにぎわい、スス
キノの街並みは変
わるだろう」と相
乗効果を期待す
る。
中島公園地区で
は、保険・資産運
用を手掛けるフランスのアクサグループがヤマハセンター跡地を取得。高級ホテルや
オフィス機能を備えた複合ビル新築を見込み、周辺の個人所有地取得など建設に向け
た動きを続けている。
市内の不動産事業者も注目していて、「札幌パークホテル、積水ハウス、アクサの
計画が動けば、中小デベロッパーにも波及し、地区全体が活性化するのでは」といっ
た声が聞こえる。
■道都の未来を描く都心再生
札幌冬季五輪から半世紀を目前に当時の建物の多くは更新時期にある。22年に市
制施行100年を迎える市は、都心部開発を札幌の魅力を高める重要な取り組みと位
置付け、次期まちづくり戦略ビジョンの策定を急ぐ。新たなまちの将来像を早期に示
すことが〝都心再生〟への原動力となり、先の見えない不確実な靄（もや）の向こうに道
都の未来を映し出す。



第一カッター興業が企画したキャリ
ア教育

　建設業を子どもの夢に／「キャリア教育」に高まる注目
　―体験学習やアプリで魅力を伝える

進路の探索や選択に関わる基盤形成を促す「キャリア教育」の注目度が高まっている。
身の回りの仕事や環境に関心を持ったり、夢や憧れなど自己イメージをつかむための授
業だ。企業側としても職種や業界を知ってもらうきっかけになることから、職場体験などを
通して、子どもたちと接点を持ちたいところ。道内外の取り組みを見た。
第一カッター興業（本社・神奈川）札幌営業所は、アスファルトやコンクリートの切断・
穿孔工事を身近に知ってもらおうと、北広島市立大曲小の児童を招いてキャリア教育をし
た。同社としては初の取り組み。現場で使うロードカッターを補助付きで操作してもらっ
たり、空港の滑走路に設けるグルービング（安全溝）や灯火に触れてもらった。

初日は1－3年生、2日目は4
－6年生を対象に実施。新千歳空
港の灯火工事に携わっている関係
から北海道エアポート（本社・千歳）
と三共電気工業（本社・札幌）が協
力し、実物の灯火や安全溝など飛
行場の滑走路を模した展示を事務
所横に設けた。
本社・広報担当の岡本美緒さん
が先生役を務め、道路を切る仕事
の役割を紹介。道路自体を直すほ
か、下に埋まる電線やガス管、水

道管などのメンテナンス時に「道路をどかすのも仕事だよ」と説明した。
小さな子どもたちのために、手作りの作業台を実物のロードカッターに取り付け、敷地

の舗装を切断する作業体験もした。ヘルメットや耳栓、軍手を装着し、同社社員に補助
してもらいながら真剣な表情で機械に乗った。須藤拡也所長は「体験教室を通し、社会
インフラを守る会社が身近にあることを知ってもらえれば」と話す。
コロナ禍はオンラインによる職業体験が盛んだ。コベルコ建機（本社・東京）は、キッ
ズスターが運営する社会体験アプリ「ごっこランド」で、建設機械の操縦と街づくりを体験
できるパビリオンを開設する。ショベルカーやクレーンを操縦しながら、建物を建てたり
解体することを体験できる無料ゲーム。次世代を担う子どもたちや保護者に、工事現場
で活躍する建設機械の魅力を知ってもらうのが狙いだ。
鹿島建設（本社・東京）は、土木と建築に関し、見て知ることのできる「カジマキッズア

カデミー」をウェブ上で開設する。中学生向けには設計について許可申請から設備設計ま
で順序立てて学んでもらうコーナーを用意。自由研究のヒントとなるよう、紙で橋を作っ
たり、砂や水を使って液状化を起こす実験方法も紹介している。



　札幌市内の2021年9月以降着工予定分譲マンションは15棟
　―物件のコンパクト化など投資環境に変化

札幌市内で2021年9月以降に着工を予定する分譲マンション（再開発を除く）は、15
棟約880戸に上っている。デベロッパーが新築を検討中の土地も4件控えていて、コロ
ナ禍でホテル開発投資などが冷え込む中、道内の大型建築需要を下支えする。一方、土
地取得競争の激化に加え、物件のコンパクト化などで投資環境の変化も見え始めている。
北海道建設新聞で9月7日付までに掲載された記事を基に集計した。計画が明らかに

なっている年内着工分は10棟492戸。1棟のみ11月の着工で、残りは全て9月中に着
工する予定だ。
昨年の長谷工不動産（本社・東京）、一建設（同）に続き、札幌市内初進出となる日本エス

コン（同）は東区北24条東17丁目に計画。2人世帯を含むファミリー層をターゲットとする。

相次ぐ本州事業者の参入を受け、ある道内デベロッパーの担当者は「土地取得競争が
強まっている」と指摘する。各事業者が狙う土地は地下鉄駅の徒歩圏だ。
地下鉄東西線円山公園駅周辺では、より良い場所で開発するため、老朽分譲マンショ

ンの所有権をまとめて取得し、建て替える動きも出ている。
物件の仕様も変化。鉄鋼、生コン、土地、人件費などあらゆるコストが上昇していることから

「2ＬＤＫを設けるなど、戸当たりの面積を小さくしなければ採算が合わない」との声もある。
ある本州デベロッパーの担当者は「東京では1－2ＬＤＫを中心としたコンパクトな物
件も多く、需要があった」と話すが、「札幌市内では面積の狭い部屋のニーズは弱い」と
みる。別のデベロッパーは、物件の矮小（わいしょう）化に合わせ、価格とターゲットの絞
り込み、自社の強みをさらに生かす展開を重要視しているという。
事業者の勢力図や物件の仕様など取り巻く環境は変化しつつあり、各社がどう展開す

るか注目される。



新本社の完成予想図

　北6東2再整備のホテルは鹿島、分譲ＭＳは西松建設に決まる
札幌総合卸センター跡地で進む北6条東2丁目再整備計画のうち、ホテルと分譲マン

ションの施工業者が決まった。大手カタログ通販のベルーナ（本社・埼玉）のホテルが鹿
島建設（同・東京）、大京（同・東京）と京阪電鉄不動産（同・大阪）、ミサワホーム北海
道（同・札幌）の3社共同体による分譲マンション2棟が西松建設（同・東京）。それぞれ
主体、設備一括で、ホテルは2022年春ごろ着工と24年12月完成、分譲マンションは
西棟が25年3月、東棟が26年3月の完成を目指す。
ホテルは地下 2地上 26階、分譲マンションはそれぞれ地下 1地上 30階で戸数は計
394 戸となる見通し。建物高さは3棟いずれも約 100 ｍ。
建設地は札幌市東区北 6条東 2丁目。街区内では、3棟のほかに都市公園や立体駐
車場も整備する計画だ。

　ドーコンが本社ビル改築の施工業者を11月下旬に決定
ドーコン（本社・札幌）は、本社ビルの改築概要を固めた。11月下旬にも施工業者を
決め、12月の着工と2023年9月の完成を目指す。
旧本社ビルの解体を大成建設（同・東京）・伊藤組土建（同・札幌）・岩田地崎建

設（同・札幌）共
同体に依頼し、21
年 6月末に完了さ
せている。
新本社はＳ造、
地下 1 地上 10 階
塔屋 1階、延べ 1
万 6,669㎡の規模
で、免震構造を採
用する。10 階は
機械室。設計は自
社で進めた。
建設地は札幌市
厚別区厚別中央 1
条 5 丁 目 493 の
47 の 敷 地 3,504

㎡。新さっぽろエリアにあり、駅周辺地区再開発が活発化している。
同社は19年 10月、旧本社ビル（ＳＲＣ造、地下 2地上 10階、延べ 2万 1,716㎡）

の火災発生後、中央区などのオフィスビルに移転し、業務を再開しているが、完成後新
社屋に移る予定だ。



　2022年度道開発予算概算要求は21.5％増の8,444億円
　―特別枠を最大限活用して過去最大級の伸び率に

国土交通省北海道局は、2022年度北海道開発予算の概算要求を公表した。一般公
共事業費に当たる北海道開発事業費は国費で前年度当初比21.1％増の6,780億3,000
万円、事業費で21.5％増の8,444億3,100万円。要求額が国費ベースで2割増を超え
るのは過去20年間で例がなく、特別枠を最大限活用したことで過去最大級の伸び率と
なった。防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策は事項要求とし、予算編
成過程で金額を固める。
要求・要望の重点事項には「強靱で持
続可能な国土の形成（防災・減災、国土
強靱化の強力な推進、ゼロカーボン北海
道などグリーン社会の実現に向けた施策
の展開）」、「食と観光を担う生産空間の維
持・発展」「『民族共生象徴空間』（ウポポ
イ）などを通じたアイヌ文化の復興・創造
および国民理解の促進」を設定。
激甚化する自然災害への対策と、本道

の50年カーボンニュートラルに向けた取
り組みを推進。併せて、ポストコロナの
住まい方、働き方を見据えた生産空間の
維持発展を図る。
道路事業は、21年度に新規事業着手

した国道5号創成川通（都心アクセス道
路）や、このほど事業再開した道横断道
足寄－陸別への予算配分を視野に要求
の総枠を取りまとめた。治水は、北海道
胆振東部地震で被災した日高幌内川など
への恒久対策を継続し、直轄ダムは三笠ぽんべつダムの22年度着工を目指す。
港湾はブルーカーボン促進に向けた藻場整備などを展開。空港は北海道エアポートへ

の貸付金が大幅に増加し、新千歳、稚内、釧路、函館空港の滑走路整備などに活用さ
れる見込みだ。
農業農村整備は、効率化に向けた集約のための農地再編整備、老朽化が進むかんが
い排水更新が増加。水産基盤は衛生管理型の岸壁整備、防波堤強化などを進める。森
林整備は、胆振東部地震で被災した森林の修復などに取り組む。



スマートＩＣ設置を想定した新得町道の駅のイメージ図

　国交省が新得スマートＩＣの準備段階調査着手を発表
　―新得町はスマートＩＣ付近で道の駅新設を計画

国土交通省は8月6日、道東自動車道トマムＩＣ－十勝清水ＩＣ間に計画する仮称・
新得スマートＩＣの準備段階調査着手を発表した。事業化されると道内で4カ所目のス
マートＩＣとなる。新得町では設置場所に道の駅新設を計画し、にぎわい創出を図りた
い考え。スマートＩＣ事業の進捗に合わせて整備を進める方針だ。
スマートＩＣは、ＥＴＣ搭載車専用の簡易的なＩＣで、交通の円滑化や災害時の代
替機能が期待される。道内では、道央自動車道の輪厚ＰＡと砂川ＳＡの2カ所に設置。
道東道では、音更帯広ＩＣ－池田ＩＣ間に道内3カ所目となる仮称・長流枝（おさるし）
スマートＩＣを新設する計画で、2021年度は工事に向けて路線測量や地質調査、道路
詳細設計などに入る見通しだ。
今回の発表では、新得を含む全国6カ所のスマートＩＣが準備段階調査に採択された。
今後、国が直轄で調査を進め、地元の関係機関で構成する地区協議会で実施計画書を

策定。国土交通省に提出し新規事業化となる流れだ。
設置位置は新得町内で、道東道の広内トンネル南側を想定する。新得町ではスマート
ＩＣの設置を前提とした道の駅新設を計画。延べ1,000㎡程度、チーズにこだわったレ
ストランや特産品のそばをテーマにしたミュージアムを構想する。
年間入り込み客数40万人を目標とし、駐車場は観光ピーク時で普通車124台、大型
車24台の計148台を想定。面積は1万1,000㎡を試算する。利用者増加に向けて高速
道路からの一時退出・再進入ができる構造にしたい意向だ。浜田正利新得町長は準備
段階調査の着手について「一歩前に進めた。周辺地域と結束を深めつつ、道の駅の新設
で相乗効果を出していけたら」と喜びを語っていた。



（提供：建通新聞社）

　神宮外苑再開発で2022年度から第二球場解体
　―24年度から跡地に新秩父宮ラグビー場を建設

神宮球場や秩父宮ラグビー場などを連鎖的に建て替える「仮称・神宮外苑地区市街地
再開発事業」（東京都港区・新宿区）の新たな工事工程が明らかになった。6棟・総延べ
床面積約56万5,000㎡の施設整備を計画する中で、まず2022年度に神宮第二球場や
伊藤忠商事東京本社ビルの解体をスタートし、24―28年度に新しい秩父宮ラグビー場
の1期部分（フィールド＋スタンド3面）と事務所棟を建設。また27年度に今の秩父宮ラ
グビー場を解体し、28―31年度で野球場棟・球場併設ホテル棟と複合棟Ａを建設する。
さらに32年度に神宮球場を解体し、33―34年度に新しい秩父宮ラグビー場の2期部分
（スタンド1面）と文化交流施設棟、33―35年度に複合棟Ｂ棟を建設する。
三井不動産（本社・東京）、伊藤忠商事（同）、明治神宮、日本スポーツ振興センター

の4者が東京都へ提出した環境影響評価書案で示した。同事業は東京都港区北青山1・
2丁目と新宿区霞ケ丘町の両地内（土地面積約17.5ha）で計画している。

整備する施設の棟別延べ床面積は▽ラグビー場（新しい秩父宮ラグビー場、文化交流
施設、商業他）＝約7万6,700㎡▽事務所棟（オフィス、商業他）＝約21万3,000㎡▽野
球場・球場併設ホテル棟（野球場、宿泊施設、商業他）＝約11万5,700㎡▽複合棟Ａ（オ
フィス、商業他）＝約12万7,300㎡▽文化交流施設棟（公園支援施設、商業他）＝約
2,000㎡▽複合棟Ｂ（宿泊施設、スポーツ関連施設他）＝約3万300㎡―とし、全体で約
1,070台分の駐車場も確保する。
20年1月時点で21―34年度の工事、6棟・総延べ床面積53万2,200㎡（うちラグビー
場等約4万3,900㎡）の施設整備などを計画していた。

南東側から望むイメージパース
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