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中 建 協 だ よ り   第 ３９ 号 

                                              平成２５年１２月１６日  

札幌中小建設業協会 平成２５年度安全標語 
                  

〔 安全委員長賞 〕 

安全は ひとり一人が責任者 

         みんなで目指せ ゼロ災害 

作者 飛 鷹 俊 臣 氏（晃亜興業㈱） 

 

い ろ い ろ な 情 報  
 

○ 平成 26 年度(2014 年度)の各局予算要求概要が公表される 

 平成 26 年度の各局予算要求概要が公表されました。全体の一般会計の要求総額は、

平成 25 年度当初比７％増の 9119 億 800 万円が計上されています。今後は、１２月

に財政局査定、１月に市長査定があり、２月上旬には、予算案が発表される予定で

あります。従って、今後変更される場合があります。 

 協会に関係する工事関係の主な局の要求概要は、 

【建設局】総額５５２億４４００万円（前年比１３．０％増）のうち 

 ○橋梁耐震化など ５５億円、 

 ○歩道バリアフリー化など １９億円 

 ○自転車対策駐輪場整備など ４億１千６百４万円 など 

【都市局】総額２０１億１１７０万円（前年比５７．５％増）のうち 

 ○市営住宅東雁来団地整備費 ７億９４４１万円 

●市民まちづくり局より委託 

 ○白石区複合庁舎整備費 １３億２２０５万円 

 ○まちづくりセンターや地区会館更新 ５億９１２万円 

 ○地区会館リフレッシュ整備 １億４８８９万円 

●環境局より委託 

 ○円山動物園アフリカゾーン建設費 １２億円１７８５万円 

●教育委員会より委託 

 ○開成高校の校舎、講堂、武道館建築費（工事２年目） ３５億５３４５万円 
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 ○耐震補強では工事と実施設計を合わせて ３８億４１８３万円 

 

◎主な事業別要求概要 

●こどもの笑顔があふれる街 

 ○市営住宅建設費（市街地整備部）～子育て世帯に特化した市営住宅の整備＝東

雁来団地集会所、１、２号棟整備  

７億９４４１万５千円 

 ○学校新築費（生涯学習部）～市立札幌開成中等教育学校新築（工事２年目）（校

舎３階建て、延べ 12,512 ㎡、講堂・武道館述べ 1,327 ㎡）  

１５億５１８０万円   

 ○ミニ児童会館整備費（子ども育成部）～ミニ児童会館 9 か所、放課後子ども館

6か所 ２億５６５５万６千円  

○子どもの体験活動の場整備費（子ども育成部）～旧真駒内緑小学校跡施設、体

験活動を行う空間の整備 １億５４９５万３千円 

 ○区保育・子育て支援センター整備費（南区）～仮称）南区保育・子育て支援セ

ンター（旧真駒内緑小学校跡施設）整備費 ８９１２万８千円 

 ○一時保護所改修事業費（児童福祉総合センター）～一時保護所の改修工事 

  ５億３８４１万２千円 

●安心して暮らせるぬくもりの街 

 ○区役所施設等耐震化緊急対策事業費(地域振興部)～整備３か所 

 ２億５３５７万円 

 ○地区センター改修費（地域振興部）～未設置センターにエレベーター設置、工

事＝栄地区センター ７４９９万３千円 

 ○災害に強い道づくり事業費（土木部）～緊急輸送道路に架かる橋りょうの経年

劣化等の計画的補修、橋脚補強や落石防止などの耐震補強 ５５億円 

 ○厚別区体育館耐震改修事業費（スポーツ部）～厚別区体育館の耐震改修工事 

  ８１０３万４千円 

 ○耐震補強事業費（生涯学習部）～小学校＝工事３２校、実施設計１０校、中学

校＝工事１１校、実施設計１校、高等学校＝工事１校  

３８億４１８３万５千円 

 ○学校改築費（生涯学習部）～屯田小学校＝校舎４階建て 延べ 8,275 ㎡（普通

教室２４教室、特別１０教室、特別支援３教室、太陽光パネル設置）屋内運動

場 1,687 ㎡、中島中学校＝校舎３階建て 延べ 5,911 ㎡（普通教室８教室、特

別１７教室、特別支援３教室、太陽光パネル設置）、啓明中学校＝校舎３階建て 

延べ 9,522 ㎡（普通教室２２教室、特別１８教室、特別支援３教室、太陽光パ

ネル設置）、南郷小学校、東札幌小学校＝校舎解体工事等、二条小学校，篠路小
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学校、月寒東小学校＝実施設計等、本通小学校、中の島小学校、中央小学校=

基本設計等 １１２億３６１万６千円 

 ○災害対策環境整備費（生涯学習部）～屋内運動場の窓ガラスの飛散防止フィル

ム貼付等非構造部材の耐震化、受水槽の耐震化及び給水栓の整備、並びにガス

変換機接続口の整備等（窓ガラスの飛散防止対策５０校～工事費１億３７６万

円） ２億８５１４万円 

 ○歩道のバリアフリー化（土木部）～歩道の勾配改善、段差解消および視覚障が

い者誘導用ブロックの設置等によるバリアフリー化 １２億円 

●活力みなぎる元気な街 

 ○路面電車延伸推進費（総合交通計画部）～路面電車ループ化関連工事各種検討

等 ２５億６６４５万円うちループ化関連工事 １３億６８００万円 

 ○保健センター整備費（保健所）～白石保健所の移転整備に向けた建設工事 

  １４７０万９千円 

 ○歩行者と自転車の共存する空間の創出事業費（建総務部）～都心部や駅周辺に

おける公共駐輪場の整備、良好な歩行環境と景観の確保 

２億５１０４万円 

 ○西２丁目線（地下駐輪場）（土木部）～都心部や駅周辺における公共駐輪場の整

備、良好な歩行環境と景観の確保 ６８００万円 

 ○丘珠空港通（栄町駅交通広場）（土木部）～都心部や駅周辺における公共駐輪場

の整備、良好な歩行環境と景観の確保 ９７００万円 

 ○保全推進事業費（建築部）～計画的な修繕を中心とする一元的な保全事業 

 ７４億５０４７万３千円 

○美薗出張所整備費（消総務部）～老朽化した美薗出張所の移転改築工事 

 ３億１９４３万１千円 

○北栄出張所整備費（消総務部）～老朽化した北栄出張所の移転改築工事 

 ３億５８１４万１千円 

 ○格技場整備費（生涯学習部）～学習指導要領の改正で中学校で武道の授業が必

修化されたことに伴い格技場の整備を促進（中学校４校） 

５億４８４６万円 

●みんなで行動する環境の街 

 ○安全・安心な公園再整備事業費（みどりの推進部）～身障者対応トイレ整備、

園路段差解消等  １２億４０５０万円  

※地域と創る公園再整備等は、建築、土木工事無し。 

 ○アフリカゾーン建設費（円山動物園）～アフリカ地域の動物を展示するアフリ

カゾーンの建設 １２億１７８５万７千円 
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●市民が創る自治と文化の街 

 ○白石区複合庁舎等整備費（地域振興部）～庁舎等整備用地の取得及び建設工事

等 １３億２２０５万９千円 うち庁舎建設工事 １億３４０８万円 

 ○まちづくりセンター・地区会館更新事業費（地域振興部）～まちづくりセンタ

ー・地区会館の改築、設計等 ５億９１２万８千円 うち改築工事費等（幌北

まちづくりセンター・幌北会館、西岡まちづくりセンター・西岡会館、北野ま

ちづくりセンター・北野会館） ４億７８１２万円 

 ○地区会館リフレッシュ整備費（地域振興部）～建築部実施の施設延命化工事に

合わせて地域活動の活性化に資する改修・設計 １億４８８９万４千円 

以上 

○ 市長陳情が終わる 

 毎年行われる市長陳情を１２月１３日（木）午前１１時市長会議室で行われまし

た。 

【札幌市側】 

上田市長、秋元副市長、野崎財政局契約管理担当局長、宮浦建設局長、高橋都市局

長 

【協会側】 

安田会長、三澤副会長、花井副会長、佐々木副会長、中西副会長、大井副会長、大

久保副会長 

《陳情内容（陳情書全文）》 

 貴職におかれましては、長年市政を担われ、日夜献身的にまい進されていること 

に対しまして、心より敬意を表します。 

 また、日頃から札幌中小建設業協会の事業にもご理解を頂き、ご支援やご指導を 

賜り、厚くお礼申し上げます。 

 とりわけ、「平成 25 年度の公共工事設計労務単価の大幅な引き上げ」に伴い、今 

年度４月１日以後の契約分に遡って、契約金額の改定をしていただきました事を感 

謝申し上げます。 

 昨今の厳しい経済状況の中、特に建設業界におきましては、公共事業減に伴い疲 

弊した企業が多く、せっかく工事を多く発注していただいても、企業力が乏しく労 

働力不足、機材不足等の問題が顕著になりました。 

 これに対し、市においても、幅広い受注機会の確保に向け、適宜、見直しを図る 

事や事業執行に必要な予算及び人員を確保し、適切な発注及び検査を行う事等にご 

努力を頂いておる事をこの場をお借りいたしまして、お礼申し上げます。 

従って、以下の陳情でもご要望申し上げますが、ようやく工事量が少し増えてき

ており、明るい見通しも感じられますが、特に建設業に携わる者は、公共事業に全

面的に依存しております事から、年間を通し仕事があり、これから数年先まで工事
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量の平準化を図り、各企業の経営と事業計画が維持出来る入札制度をご構築頂きた

いと願っております。 

我々建設業に携わる中小企業は、除雪や災害時対応、交通安全の推進など様々な

面で地域の安全に協力させていただいており、地域の発展とともに歩み、安心で安

全な街づくりのパートナーとしての一翼を担う考えでおります。 

 つきましては、下記の事項について特段のご配慮をお願い申し上げます。 

記 

１．安定した受注確保の為の入札制度の改革 

 先にも述べましたが、企業の安定した経営及び事業計画は不可欠です。 最近の

見積技術の向上により、くじ引きによる抽選で落札者を決定する方式では、会社運

営の継続した事業計画は望めず、会社経営を著しく困難にしております。 

総合評価方式などあらゆる入札制度を検討していただき、年間を通して、公平に、

且つ、平準的で計画的に事業を進めていただきたいと思います。 

 我々は、十分な利益を要望している訳ではなく、せめて、経営がスムーズに成り

立ち、定められた賃金基準が守れる程度の契約制度の改善をお願いするものであり

ます。 

２．建設労働者確保、育成の為に安定した予算の確保 

 今年度「労務単価」の改定が行われたところでありますが、最近、技術職員、技

能職員、労務職員全般の不足が顕著であります。これは、過去からの工事量減によ

る職員の減によるところが大であります。市もいわゆるワーキングプア対策に力を

入れているようでありますが、建設業全体の労働力の確保育成のため、安定した予

算の確保をお願いしたいと思います。 

３．早期発注（ゼロ国、ゼロ市債） 

 早期発注は、過去何度もお願いしてまいりましたが、特に今年度においては、工

事増分のほどんとが 5 月末から６月初めに集中し、その後、残分を７月以降に発注

しております。北海道は、降雪があるため、冬場の工事は、非常に難しいものとな

ります。従って、ゼロ国、ゼロ市債等の制度を利用し、特に工事が少ない春先に工

事を着手出来るようにしてほしいと思います。出来るだけ年間を通じて施工が出来、

更に、是非、地元中小企業に発注していただくことをお願い申し上げます。 

４．現場環境による積算方法の見直し 

 最近の工事内容は、維持補修等のメンテナンス工事が多く発注されております。

従って、その施工場所も、新設工事とは違い、多くは都心の住宅密集地にあり、工

事難度も高く、従来の施工方法では、工事を完成する事が難しくなって来ておりま

す。 

 どうか、工事内容を更にご検討いただきまして、札幌市独自の積算方法等の見直

しをお願い申し上げます。 
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 以上が平成 25 年度の要望であります。札幌市も「事業者の健全な経営環境に配慮

するといった基本理念」を提案した様のお聞きいたしておりますが、私どもも行政

と一体となって、地域発展に貢献し、住民が安心して生活出来る街づくりを目指し

てまいりたいと考えております。 

 

○ 建設局との経営者懇談会が終わる 

 １２月１７日(火)午前、建設局から申し入れがありました「経営者懇談会」が終

わりました。当協会から安田会長、花井副会長が出席し、関係団体の参加は、札幌

建設業協会札幌部会、札幌市土木事業協会、札舗会、札幌市除雪事業協会です。 

【建設局出席者】宮浦建設局長、吉岡下水道河川担当局長、浦田土木部長、天野道 

路工事担当部長、堀江維持担当部長、高松雪対策室長、奥山計画担当部長、戸田管 

路担当部長、木村管財部長 

 最初に宮浦建設局長から「市民の安全・安心をより進めるため、受注者、発注者

という立場ではなく、相互協力し一丸となり、取り組みたい。この会を重要な情報

交換の場としたい。」との挨拶があり、次に、23 年度、24 年度（10 月まで）の入札

実績の説明を土木部は工事担当部長から、また、下水道河川部は管路担当部長から

説明がありました。その中で、「入札実績については、特に前年からの大幅な変化は

無いが、くじ引発生は、土木部は 44％から 78％と、また、下水道河川部は、16.7％

から 34.5%と大きく増えた。」との話がありました。 

主な情報（要望）交換としては、①主にくじ引きが大幅に増えた事に対してァ）

総合評価方式で評価項目を見直し対象業者を絞る。ィ）同日で落札出来ない方式を

検討した方が良い。ゥ）入札参加資格、配置技術者の評価について、見直しを図る

等の多くの意見が出された。②制限付き一般競争入札において、通常入札の割合が

高いが、成績重視型、政策入札、総合評価の割合をもっと多くしてはどうか。③何

十年も市に貢献した業者と新しい業者が同じテーブルで競争するのは納得がいかな

い。④都市のど真ん中で施工する難度の高い工事で、例えば必要な仮設等が有る場

合、積算に加味されないので、別な積算を考慮してほしい。⑤下請、孫請け等の社

会保険の加入については、現場管理費で見るのではなく、別建てで見てほしい。⑥

工事機材類については、機材の作成中止等があり今後どのようにするか検討してほ

しい。⑦除雪事業は、事後審査であるが、除雪機材等が不足している不適当な業者

もいるので事前審査としてほしい。等の要望があり、これらについては、市として

も今後検討する事とし、特に都市部の工事の見積については、各協会から意見を頂

いて、必要なものがあれば、積算するようにしたいので、是非協力願いたい。との

話があった。 
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安全管理現場研修講評  
報告者～鈴木安全副委員長 

第 2回安全管理現場研修会 講評内容 

①豊平区平岸 4条 13 丁目 

工事名  社会資本整備総合交付金事業 平岸高台公園貯留施設整備工事 
請負者  大富工業(株) 

参加会員から 
振動・騒音計の設置で常に近隣住民に配慮しながら施工しているのが良かった 
転落防止ネットの設置や掘削部をフェンスでしっかりと囲っていたのが良かった 
東屋を設置して現場を公開しており近隣住民に不信感や不安感を与えないように

していることが良い 
公園なので第 3 者侵入を想定し現場の囲いを強化しているところが良い 
住民説明会を予定しているのが良い 
重機の合図者が転落防止柵の中で安全帯を付けながら合図を行っていた、囲いの

外側からでも出来るのではないか？ 
下部桝設置後の転落防止対策でコンパネを使用していたが、転落防止ネットを使

用するほうが良いのでは？ 
建設局下水道河川部から 
ダンプの誘導が非常にスムーズであった。 
現場を全周回囲ってしまうと安心してしまうので油断を生む、これからもしっか

り気を引き締めて作業にあたってほしい 
出入口に歩道養生の為敷き鉄板が設置してあったが、雪が積もると滑りやすくな

るので怪我をしないように気を付けてほしい 
②中央区南 5 条東 2 丁目 
工事名  社会資本整備総合交付金事業 創成川処理区南 5 条東 2 丁目ほか下水

道新設工事 
請負者  大功建設(株) 

参加会員から 
薄野に近い市街地での作業なので大変だと思うが、トラブルなく工事が進められ

ている。しっかりとした住民対策が素晴らしい 
工事標識が片面であったので、両面のほうが良いのでは？ 
看板にソーラーライトを設置していて、夜間でも見やすいように配慮されていた。 
開口部を全周回囲ってあり、立ち入り禁止となってたのが良かった。 
交通誘導員の配置が良かった。 
誘導員に地図や緊急連絡先を所持させているのが良かった。 
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建設局下水道施設部から 
現場がとても綺麗であった 
ちょっと標識類が足りないかな…？ 
誘導員の配置は非常に良い(設計以上の配置) 
覆工板の養生の良くできている 
土留の裏込めが良くできている 
道路使用許可の掲示サイズが規格より小さい 

③ 東区北 36 条東 26 丁目 
工事名  東区北東地区配水管更新工事その２ NO．4-0709 
請負者  (株)花井柳川 

参加会員から 
ハンドローラーで仮舗装の転圧作業をしていたが、低速で作業を行っていたのが

良かった 
車止めをドアノブとロープで結んであった、結果として車止めの外し忘れ防止に

つながると思った。 
バックホーに安全啓発のステッカーが貼られていたのが良かった 
事前調査がしっかり行われていた。 
路面に配水管敷設作業予定日と既設管撤去作業予定日を表示してあったのはいい

アイディアだと思う 
水道局給水部 南部配水管理課から 
安全に努めて工事をしている。 
バックホーのアームや後ろに安全意識を高めるステッカーを付けていたのが良か

った。 
作業員一人一人が安全意識をもって作業してるように見えた。 

以上 

 

最 近 の 会 議 か ら  
○ １２月定例役員会 

１２月１２日午後定例役員会が開催され、新規入会予定会員について、嘉屋総務

委員長から、次に、先に行われた秋季代表者研修会について、長江事業委員長から、

また、１３日実施予定の「市長陳情」の各副会長の役割分担について、安田会長か

ら説明されました。次に１月２４日(火)開催予定の定期総会の①新春懇談会の来賓

者、②提案議題ア）２４年度決算（案）、イ）２５年度予算（案）を事務局からその

内容について説明ありました。 
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会 員 の 動 き   
○ 住所の変更 

 ⑴ 第一建興江島㈱ 

（新）住所 〒007-0850 東区北５０条東７丁目７番８号 第２北舗ビル３階 

    FAX 771-6361   電話変更なし 

 ⑵ ㈱北舗 

 （新）住所 〒007-0850 東区北５０条東７丁目７番８号 第２北舗ビル３階 

    電話、FAX 変更なし 

 

○ 会員の入会 

       〒006-0016 

         手稲区富丘６条２丁目１番３０号 

株式会社  大  東 

               代表取締役  吹田 幸隆 氏 

以上 


