


　道内労務単価は全国平均を上回る伸び率3.7％
　―2022年度公共工事設計労務単価　主要12職種は2万円台に

国土交通省と農林水産省は2月18日、2022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（42職種）
の単純平均による単価は、前
年度に比べ936円上昇して2
万6,362円となり、伸び率は
全国平均の2.5％を大きく上
回る3.7％となった。11年連
続で前年度比の伸び率を更
新。コロナ禍の影響で据え置
く特例措置も、前年度の27職
種から3職種に減少するなど、
相対的なアップが図られた形
だ。普通作業員など主要12
業種は、平均単価が4.8％上
昇の2万900円と、初めて2
万円台に乗せた。都府県との
比較では、北海道は東京都よ
り10.7％、宮城県より12.1％
それぞれ下回っている。

※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



■軽作業、大工、左官、交通誘導員Ａが全国平均を上回る
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。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今回も単価が設定されず、20年度に再設定し
た建具工も今回は除かれ、前年度より2工種少ない42工種となっている。
主要12職種の北海道の単価を見ると、左官が据え置きとなったが、特殊運転手が
7.2％、軽作業員が6.9％の伸びを確保したほか、他の職種もおおむね4―6％台の伸び
を示した。全国平均との比較では、前年度まで12職種全てで下回っていたが、22年度
は軽作業員、大工、左官、交通誘導員Ａがプラスとなり、他の職種でも価格差が縮小した。

北海道の主要12職種平均単価の年度別推移を見ると、1997・98年度の1万8,000
円台をピークに、以降は低迷が続き、2011年度には1万1,608円まで落ち込んだ。
14年間にわたって労務単価は下落し続けたが、13年度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）を加算することになったため、大幅に改善した。入職者の
減少や賃金低下に歯止めを掛けるため、社会保険の未加入者への対応として、法定福
利費を設計労務単価に反映したためで、12職種平均で16.3％増と過去最大の引き上げ
となった。
14年度以降も労務単価の上昇傾向は続き、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
ている。
19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

る交通誘導員が7％増を記録。20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％の上昇となった。
21年度は、コロナ禍の影響などで全単価の4割超が減少。コロナに関する特別措置

を適用したものの、全国全職種の平均単価の伸び率は1.2％増と13年以降で最低となっ
た。
22年度も、コロナ禍の収束が見通せないため、前年に続いて特別措置を適用したが、



増加率への影響は全国全職種平均を0.2㌽程度引き上げるにとどまった。これは、特別
措置がなくても2％を超える単価上昇を実現したことになる。昨春に国交省と建設業団体
が合意した、年間で2％以上の技能者の賃金上昇を目指すとした目標を実質的に達成し
たとも言える。
■高い伸び率も格差解消には至らず
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、2022年度は宮城県や福島県と同じ伸び率で、東京都より高い伸び率を示した。
宮城県と福島県は東日本大震災以降、復旧・復興事業の集中に伴い、入札不調の対
策として設計労務単価を引き上げてきた。都府県別で、主要12職種平均額が最も高い
のが宮城県で、北海道より4,700円高く、福島県も北海道より2,542円高い。
一方、東京都の単価はここ数年、伸び率が鈍化している。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が影響しており、12職種平均単価は2万3,075円で、伸
び率は全国平均を下回る2％となっている。
北海道開発局は、新単価

と設計業務委託等技術者単
価を3月1日以降に契約す
る直轄工事に適用。2月28
日以前に旧単価で公告し、
3月1日以降契約する工事
に新単価を反映させる特例
措置を継続するほか、2カ
月以上の工期を残す工事は
インフレスライド条項の適
用対象として設計変更で対
応する方針を引き継ぐ。札
幌市も同様の対応とする方
針。
22年度の道内の公共工事は、北海道開発事業費は例年並みを確保し、21年度同様

に防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策を推進する。コロナ禍で延期が
相次いだ民間設備投資についても、ポストコロナに向けた動きが見えてきている。
他方で、新型コロナウイルス感染拡大は一進一退の状態が続いており、原油や建設資
材の高騰などの不安要素も抱えていることから、公共、民間ともにまだまだ予断を許さな
い状況だ。
ただ、落ち込んだ社会経済活動を再開させるためには、コロナ禍の影響が比較的少な
い建設業が、地域の雇用確保や事業継続などで、景気回復の原動力となることが期待さ
れている。全国平均を上回る単価上昇というメッセージをくみ取り、技能者の処遇改善、
通年雇用化などの取り組みが求められている。



　札幌市2022年度予算ダイジェスト
　―総額は5年連続で1兆円越え、一般会計は過去最大を更新

札幌市は、総額1兆8,050億2,500万円に上る2022年度予算案を発表した。一般
会計は前年度比4.3％増の1兆1,616億円で過去最大を更新。10年連続の増額となり、
5年連続で1兆円を上回った。新型コロナウイルス感染症対策に加え、8月に迎える市制
100周年や次期まちづくり戦略ビジョンを見据え、新たな成長につなげるまちづくりなどを
柱とした。一般会計の建設事業費は当初で4.4％増の1,045億円を確保し、全会計では
1,707億円と5.6％伸びた。21年度補正予算案に計上した123億円を加えた16カ月予
算の建設事業費は、一般会計で2.7％増の1,163億円、全会計で2.6％増の1,830億円
と前年度を上回る規模となった。
■建設事業費は1,000億円台を確保
当初予算案の内訳は、一般会計のほか、特別会計が0.1％減の3,746億900万円、
企業会計が0.4％増の2,688億1,600万円。
１定補正を加えた16カ月予算ベースでは、一般会
計が9.2％増の1兆2,482億9,100万円、企業会計
が0.9％減の2,699億5,400万円など全会計の総額
は1兆8,928億5,400万円で5.7％増加した。
当初分の一般会計に占める普通建設事業費は
13.1％増の1,042億9,891万円。これに災害復旧費
を加えた建設事業費は1,045億2,392万円で4.4％
増と、当初分のみで1,000億円の大台に9年連続で
乗った。
一般会計の工事請負費は当初で6.7％増の548億
6,310万円、16カ月予算で8.8％増の657億1,210
万円とした。
特別会計の建設事業費は21.9％減の4億4,022万
円、企業会計は8％増の657億2,869万円を計上。
全会計の建設事業費総額は1,706億9,282万円で
5.6％増えた。
16カ月予算では、一般会計が2.7％増の1,162億
5,482万円、特別・企業会計を含む総額が2,6％増
の1,830億1,541万円としている。
■市政施行100周年、新時代へ成長するまちづくり
感染症対策と社会経済活動の回復、子育てなど誰もが安心して暮らせる環境づくり、8



月に市制施行100年を迎えることなどから、新しい時代に向けた成長し続けるまちづくり
を柱に掲げた。感染対策とポストコロナを見据えたまちづくりへの投資を積極的に盛り込
んでいる。また、コロナ禍における事業の見直しを行い、捻出した財源で事業を再構築
するリビルト枠を設定。無駄のない予算執行を目指す。
都心リニューアルでは、北5西1・西2地区や北4西3地区の巨大再開発など札幌駅
交流拠点まちづくり推進に13億8,900万円を計上。民間再開発補助では北8西1地区
に35億4,900万円、南2西3南西地区に23億400万円を充てた。また、札幌ドーム関
連では、新コンサートモードの改修に10億400万円、スポーツ交流拠点整備を想定す
る周辺活用推進の調査に3,200万円を措置した。
ゼロカーボン都市の実現を目指し、水素エネルギー利活用に17億7,100万円、建築
物ＺＥＢ化の設計費補助など自立分散型エネルギー普及推進に2億4,000万円など予
算を拡充した。新規で市有施設の再生可能エネルギー 100％電力導入などＲＥ100モ
デル等再エネ電力利用促進に2,700万円を充てた。
道路改良に73億144万2,000円、街路改良に81億1,069万4,000円、道路橋梁

整備に42億5,400万円、
市住建て替えには14億
9,500万円を計上。除雪
費は直近10年の実績に基
づき作業回数を見直すな
ど215億7,827万1,000
円を確保した。
30年の冬季五輪招致関
連には4億2,300万円を計
上し、開催概要計画の更新
や招致に向けた機運醸成
に取り組む。このほか、西
清掃事務所移転の設計に
3,400万円、駒岡清掃工場
解体基礎調査に5,500万円
を新規で措置した。

子育て環境整備は、学校施設整備に当初で46億3,700万円、補正で70億7,100万
円を措置。保育所整備補助には33億4,300万円を計上した。誰もが暮らしやすいまち
づくりでは、老人福祉施設長寿命化補助に3,800万円を新規で盛り込んだ。
スマートシティ推進でデータ取引所となる官民データ流通促進基盤運営890万円を新
規に計上し、官民データの流通を活性化させる。感染症対策ではワクチン接種や各施設
の感染防止対策、検査・医療提供体制の確保のほか、テレワーク普及やスノーリゾート
推進などポストコロナに向けた観光需要の喚起策などを盛り込んだ。



コロナ禍でも大勢の求職者で賑わった企
業ブース

　コロナ禍で苦しむ求職者と企業をマッチング
　―協議会主催の合同企業説明会に23社が出展

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会は２月4日、札幌サンプラザで合同企業
説明会を開いた。建設業など23社が出展し、来場者に自社の強みなどを説明。同日開
催のセミナーでは第一印象を良くするポイント、出展者を交えたパネルディスカッションな
どを通じて、マッチングに役立つ情報を提供した。
「あなたに合った仕事が見つかる特別な1日」をテーマに建設、警備、製造、サービ
ス、運輸など多様な業種の企業
がさまざまな働き方を提示。出展
企業の担当者が求職者の疑問に
答えたほか、就労カウンセリング
などで働き方の悩みをフォローし
た。
開催前のセミナーでは、フリー

アナウンサーの油矢紗也香さんが
第一印象をよくするポイントを参
加者に伝授。「第一印象は5秒で
決まり、一度決まった印象は半年
間も持続する」「印象の9割は非言
語的要素で決まる」と説き、良い
印象を与える表情や身だしなみの
ポイントを解説した。
その後のパネルディスカッショ

ンでは、出展企業の担当者が自
社の強みや求める人物像を紹介。
警備業のチュウケイセキュリティ
（本社・札幌）の小田始さんは「社
会になくてはならない仕事。仕
事の引き合いも多い」と安定性を
ＰＲ。マンション管理の大京アス
テージ（同・東京）の市川達雄さ
んは「未経験者が多いが、万全
のサポート体制で安心して働け
る」とアピールし、石油販売の東日本宇佐美（同・東京）の伊藤司さんは「現場の裁量
も多く、個人やチームの頑張りでお客様の感謝に触れられる」と自身の経験を踏まえ
たやりがいを伝えた。

油矢さん（左２人目）と出展企業の担当者
によるパネルディスカッション



元町北小の完成予想パース

山の手小の完成予想パース

　札幌市が2022年度に光陽・元町北・山の手小を改築
　―3校で総事業費120億円、24年度完成の予定

札幌市教育委員会は、2022年度に着工する光陽小と元町北小、山の手小の改築に
22年度当初予算案で3億6,749万円、1定補正を含め9億8,149万円を積み上げてい
る。光陽小と山の手小は校舎棟、元町北小は校舎棟と屋内運動場を建て替える。3校合
わせた総事業費は120億円を試算。24年度の完成を目指す。

3校は建設から約50年が経過し、更新時期に差し掛かっている。22年度の学校建
築計画ではいずれも「危険改築」
「不適格改築」に位置付けてい
る。
光陽小は22年度当初で1億
2,536万円、1定補正に計上し
た前倒し分を合わせ2億636万
円を積み上げた。山の手小は
当初で7,717万円、1定補正を
含め4億8,117万円を配分。元
町北小には当初で1億6,495
万円、1定補正を合わせて2億
9,395万円を措置した。
改築規模は、光陽小校舎がＲＣ造、3階、延べ7,025㎡で、普通16教室、特別9教室、

特別支援4教室を置く。山の手小校舎はＲＣ造、3階、延べ6,491㎡で、普通16教室、
特別9教室、特別支援2教室。元町北小は校舎がＲＣ造、4階、延べ7,287㎡で普通
18教室、特別9教室、特別支援2教室、屋運がＲＣ造、平屋、延べ1,389㎡でそれぞ
れ計画している。



新展示場の完成イメージ。冬季五輪開催時は国際放送センターに活用

　アクセスサッポロ後継施設の概要がまとまる
　　―旧産業共進会場跡に延べ2.5万㎡の新展示場を建設

札幌市は、旧北海道立産業共進会場用地に設けるアクセスサッポロ後継施設の新展示
場について、ＰＦＩのＢＴＯ方式を採用する方針だ。工事費153億円を見込む。2023
年度の事業者選定を経て、23－26年度の設計・施工、26年度の供用開始を目指して
いる。規模は延べ2万5,000㎡程度で、このうち展示ホールが現施設の約3倍となる1
万5,000㎡となる見込み。
アクセスサッポロ（白石区流通センター 4丁目）は近年、施設稼働率が8割を超え、
新たな展示会開
催需要への対応
が困難な状況。
大谷地流通業務
団地再編の推進
に同施設用地の
活用が不可欠な
ため、移転させ
て新展示場を設
ける。また、30
年の冬季五輪・
パラリンピック
招致が決定した
際には、国際放送センターとして使用する予定だ。
整備候補地は豊平区月寒東3条11丁目の旧北海道立産業共進会場用地。敷地面積
は7万9,088㎡となっている。
展示ホールは無柱空間とする。このほか、
セミナーや商談の需要も満たせるよう大会
議室、多目的室のほか、エントランスホー
ルなどの滞留空間も整備する。
新展示場の運営・催事開催が市にもたら
す経済波及効果は年間約508億円。うち主
催者・出展者・来場者による直接効果は約
324億円、雇用誘発効果は約5,255人、税収
効果は約16億円と推計する。
整備基本計画を3月末にも策定する。22年度は、要求水準や実施方針の検討する
ため、新年度早々にアドバイザリー業務を公募型プロポーザル方式で発注し、ＰＦＩ
実施方針をまとめて、23年度の早期公募に備える。



中高生の疑問に1冊で応える内容に
仕上がった

　中高生に建設業の役割や仕事を紹介するＰＲパンフが完成
　―札幌市と建設関連団体ら構成の協議会が作成

札幌市や札幌建設業協会札幌部会などで構成するさっぽろ建設産業活性化推進協議
会は、中高生を対象とした建設業の役割や仕事内容などを紹介するＰＲパンフレットを
作製した。1月から札幌市ホームページで公表しており、1月9－10日に開催した建設
産業ふれあい展でも配布した。主要インフラや日常生活への貢献などの役割、仕事内容、
ＩＣＴなど建設産業の将来などを解説している。
同協議会は、札幌市と建設関連19団体らで構成。さっぽろ建設産業活性化プラン

（2020－24年度）に基づき、建設業界と市が連携して担い手確保、働き方改革、生産
性向上などの取り組みを進めることを目
的に、20年8月に設置した。
今回、「ギモンを解決　さっぽろケ

ンセツまるわかりＢＯＯＫ」と題してま
とめたＰＲパンフレットは、協議会が
設置当初から製作に取り組んでいたも
の。中高生を対象とし、建設業の魅
力を伝え、入職への不安を払拭する
内容となるよう、業界団体と調整を重
ねてきた。
パンフレットの内容を見ると、建設
産業には①まちをつくる②生活を支え
る③地域を守る－という3つの役割が
あることを写真を使いながら紹介。ま
た、計画から測量調査、設計、工事ま
でさまざまな人が活躍していることを解
説。ＩＣＴやＡＩといった新技術の導
入、ワークライフバランスや女性の活
躍など、働きやすい環境づくりにも取り
組んでいることを伝えている。
このほか、建設産業を知るための動

画やホームページなどのコンテンツとして、建設産業のＪｏｂポータルサイト「建設現
場へＧＯ！」、札幌建設業協会が作成したＰＲ漫画「ただいま工事中！！」、ＰＲイベント
の建設産業ふれあい展、進学先として市内工業高校、専門学校、大学などを紹介して
いる。
同協議会では担い手確保以外にも、週休2日制導入に向けた発注時期平準化や工期

の分散化、創設した助成金制度の周知など、官民連携で取り組んでいく方針だ。



　市内建築確認が2年ぶり7,000件台を回復
　―マンションや一般個人住宅が好調

2021年の札幌市内建築確認件数がまとまった。住宅・非住宅を合わせた総数は前年
比3.8％増の7,241件で、2年ぶりに7,000件台へ回復した。住宅は4％強の増加、非
住宅は横ばいで、住宅は一般個人住宅やマンション等、公的住宅が好調だった。
札幌市都市局が集計した毎月の速報値をまとめた。
住宅総数は、件数が4.6％増の6,042件、戸数が0.8％増の1万6,010戸。直近10年で件

数は4番目に多いが、戸数は3番目に少ない。
内訳は、 一般個人住宅が4.9％増の5,424件、マンション等が9.2％増の426件に増加

した一方、木造アパート等が13％減の188件に落ち込んだ。戸数は、マンション等が1.4％
増の9,374戸に伸び
たが、木造アパート等
は20.4％減の1,065
戸となった。
月別の推移を見る

と、件数は２、10、12
月を除く９カ月が前
年を上回り、特に４月
は２割増と大きく伸
びた。前年比の減少
幅が最も大きかった
のは12月で11.1 ％
落ち込んだ。戸数は
3、4、8、10、11月の5
カ月が前年を上回っ
た。
一方、商業や店舗

などの非住宅は前年
同数の1,199件。工作物や昇降機を除くと、3.1％増の659件に上った。月別の推移では1、
4、5、7－9月の6カ月で前年を上回った。
不動産市況に詳しい住宅流通研究所（本社・札幌）は、20年はモデルハウスの見学者が

少なく、新型コロナウイルスの影響が色濃かった。21年はコロナ禍への慣れもあり、コロナ
流行以前の水準に戻ったとみている。
22年の予想は「非常に難しい」としながらも、「資材や人件費が高騰する中、マンショ

ンだけでなく、戸建ての価格も上がれば需要に水を差しかねない」と警鐘を鳴らしてい
る。



札幌駅前通に建設するＤ－ＬＩＦＥＰ
ＬＡＣＥ札幌の完成パース

　第一生命が札幌駅前通のビル建て替えに着工
第一生命保険（本社・東京）は、札幌駅前通の札幌第一生命ビル建て替えに着工した。

オフィスや店舗が入り、札幌駅前通地下歩行空間と接続。健康増進や多様化する働き方
に対応した高水準の環境・ウェルネ
ス性能を確保する。2023年5月の
完成を目指す。
新ビルの名称は「Ｄ－ＬＩＦＥ
ＰＬＡＣＥ札幌」。Ｓ一部ＳＲＣ・
ＲＣ造、地下 1地上 13 階、延べ 1
万 5,761㎡の規模で、地下 1 －地
上 1階には店舗（計 3区画）、2－
13 階はオフィスとなる。総貸室面積
は約 1万 1,000㎡。
建築物省エネルギー性能表示制度

で最高位「☆☆☆☆☆」とＺＥＢ認
定を受ける見通し。さらに建築環境総
合性能評価システムのＣＡＳＢＥＥ
－スマートウェルネスオフィスで最高
のＳランク、札幌市のＣＡＳＢＥＥ
札幌Ｓランクをそれぞれ取得予定だ。
設計は竹中工務店（同・東京）、

施工は竹中工務店・岩田地崎建設
（同・札幌）・伊藤組土建（同・札幌）

共同体が担当。新ビルは、札幌市が 20年度に札幌駅前通北街区を対象に見直した容
積率緩和の初案件となる。

　札幌もいわ会が母子生活支援施設改築へ
社会福祉法人札幌もいわ会（本部・札幌）は、母子生活支援施設もいわ荘の老朽化に
伴い改築を検討している。施工業者選定は一般競争入札を見込み、5月の着工と2023
年9月の完成を目指す。
18 歳未満の子どもを養育している母子家庭や、母子家庭に準ずる家庭の女性が、子

どもと一緒に利用できる施設。
新施設はＲＣ造、3階、延べ 1,355㎡の規模。調理設備、浴室、トイレを備える母
子室20世帯のほか、集会室や相談室、宿直室などを設ける。建築費に約3億280万円、
現施設解体に3,520 万円、設計監理費に770 万円を充てる見通しだ。
法人所在地の敷地 4,517㎡に建設し、新施設完成後、現施設は解体する。



　2022年度道開発事業費は16カ月予算で9,204億円
　―当初分は2年ぶりプラスの7,000億円台を確保

2022年度北海道開発事業費は、事業費ベースで2年ぶりのプラスとなる前年度比
1.5％増の7,034億7,000万円だった。内訳は直轄が0.6％減の4,056億2,800万
円、補助が2.6％増の2,920億1,400万円。21年度補正を合算した「16カ月予算」では
9,204億200万円で、前年度を4.6％下回る規模。20年度第3次補正が大型だったこと
による反動減が主な要因となっている。
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。直轄・補助に分類できない北海道空港整備事業資金貸付金として
空港部門に58億2,800万円を算入しているほか、昨年新設のデジタル庁への一括計
上影響額を差し引いた。
補正予算同士の比較で500億円以上の差が生じたため、合算額では微減となった。
これは、20年度3次補
正が防災・減災、国土
強靱化のための5か年
加速化対策の初年度分
を含めた大規模補正と
なったため。一方、当
初予算は道路系、治水、
農業農村整備など主な
部門で前年並みを確保
した。
16カ月予算として
各事業を見ると、道路
系は5.7％減の3,007
億9,500万円。道路整備は補正で減額になったが、当初は前年度並みを確保。道路環
境整備は、通学路の安全確保補助の新制度などもあって33.5％増だった。
治水は7.5％減の1,299億5,500万円で、都市水環境を含めた合計も7.2％減の

1,311億4,400万円と落ち込んだ。平取ダムの完成などが影響したと考えられる。水
産基盤整備を含めた港湾系は2.1％減の677億8,200万円。農業農村整備は直轄と補
助で3％減の1,648億3,400万円とした。
直轄と補助の割合は、直轄が4,908億9,300円で総額の53.3％とシェアを2％落と
した。前年度は、補助が直轄の比率を上回った農業農村整備は、直轄と補助がほぼ半々
の割合に戻った。



建て替えの検討が本格化する役場庁舎

　当別町の役場庁舎建設基本構想素案がまとまる
　―新庁舎は延べ6,360㎡を想定、事業費52―54億円を見込む

当別町は役場庁舎建設基本構想素案をまとめた。4階建てで、庁舎機能5,140㎡に図
書館など複合機能を合わせた延べ6,360㎡の規模を想定している。建設候補地4カ所の
うち、現在地と白樺公園の評価が高く、事業費は現在地が約52億円、白樺公園が約54
億円。2022年度の基本計画策定着手を見込む。
白樺町58の9にある役場庁舎（ＲＣ造、3階、延べ3,075㎡）は1970年度の完成で、
老朽化と耐震性不足が課題となっている。基本構想策定はシン技術コンサル（本社・
札幌）に依頼した。
建設候補地は現在地、当別小、白樺公園、ＪＡ北いしかり事務所の4カ所。緊急避
難所との位置関係や利便性、交通アクセス、用地確保の容易さなどを比較し、現在地

と白樺公園の評価
が最も高い。ＪＡ
北いしかりの事務
所はＪＲ石狩当別
駅前のにぎわい創
出や民間施設との
複合化を期待でき
る一方、土地所有
者との協議に時間
を要するのが課題
とした。
庁舎機能は、執
務ゾーン1,180㎡、

会議室や倉庫トイレなど付属所要室610㎡、議場や委員会室といった固有業務室530
㎡など計5,140㎡。複合可能な施設として、図書館780㎡、文化センター 400㎡、金
融機関40㎡が加わり、延べ6,360㎡を見込む。1階に文化センターや図書館、2、3
階に執務ゾーン、4階に議場などを配置する想定だ。
建設地がＪＡ北いしかりの事務所になった場合は、延べ約1,500㎡の別棟を設ける。
都市計画公園の白樺公園を活用する場合は、代替公園など（整備費1億710万円）が必
要となる。
事業費は現在地52億4,480万円、当別小55億2,380万円、白樺公園53億5,190
万円、ＪＡ北いしかり事務所66億6,880万円を試算。現在地の内訳は建設費50億
480万円、現庁舎解体費1億7,500万円、外構6,500万円とする。
事業手法は従来方式・ＰＦＩ・ＰＰＰを比べ、事業費の削減や一括発注が可能なＰ
ＰＰの評価が高かった。



　東京都中央区が都心・臨海地下鉄新線を構想
　―羽田空港への接続需要を調査／早期実現の補強材料に

東京都中央区は、都心・臨海地下鉄新線の早期事業化に向け、ＪＲ東日本が羽田空
港アクセス新線と接続した場合の需要予測を2021年度中にまとめる。収支の採算性を
取るため、国や都といった関係機関とともに事業化を検討する。
都心・臨海地下鉄新線は、新銀座～新
国際展示場駅（駅名はいずれも仮称）まで
の延長約５㎞で計画。晴海通りと環状2
号線の間にある区道を導入区間とし、駅
数は「新築地」、「勝どき・晴海」、「新市場」
を加えた5駅で想定している。複数の開発
が進む豊海町や晴海地区が最寄りの駅ま
で500ｍ以上離れた鉄道不便地域となっ
ていることから、区は早期の実現を目指す。
また、つくばエクスプレスの延伸と一定
的に整備し、新東京駅を経て秋葉原駅に
至る計画も進む。すでに20年度の調査で
新銀座～新国際展示場駅間に加えて、つ
くばエクスプレスと接続した場合の秋葉原
～新国際展示場駅で需要予測を調査。い
ずれの場合も、事業として成立する目安で
ある30年以内の黒字転換が可能であると
判定した。
今回の需要予測の検討では、地下鉄新線の新国際展示場駅からりんかい線に乗り入
れることを想定。東京貨物ターミナル駅でＪＲ東日本が計画中の羽田空港アクセス線と
接続して羽田空港に至るルートを対象とする。臨海部には国際会議場や展示場があり、
外国人のビジネスパーソンらの往来があることを見込み、国際競争力強化の意義も含め
て調査する。
都心・臨海地下鉄新線を巡っては、国土交通省の交通政策審議会が答申で「日本の持

続的成長をけん引する基幹的な交通基盤」と期待。都が設置した事業計画検討会は、地
下の埋設物や競合する事業計画、周辺の開発、周辺駅との乗り換えの利便性などの検
討課題を示した。区と地元団体、区議会議員らが開いた都心・臨海地下鉄新線推進大
会には、千葉県流山市の井崎義治市長も出席し、つくばエクスプレス延伸と連携した活
動を誓うなど、早期事業化への機運が高まっている。 （提供：建通新聞社）



協議会ニュース


