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中 建 協 だ よ り    第 ４３ 号 

                                              平成２７年４月２０日  

札幌中小建設業協会 平成２７年度安全標語 

〔 会長賞 〕 

危険な目 早めに摘み取る 皆んなの目  

ムダと思うな注意の目 

         作者 工藤  学 氏 （ 新立大一興業㈱） 

 

い ろ い ろ な 情 報  
 

○「札幌中小建設業協会代表者研修会」が終わる 

４月１４日午後から、平成２７年度の代表者研修会を会員６７名の参加で

開催しました。 

今年度成立した建設

関係部局の関係事業や

予算額を土木部坂本街

路工事担当課長、②下水

道施設部永井管路工事

担当課長、③給水部東技

術調査担当課長、④建築

部高鶴建築保全課長か

ら説明がありました。ま

た、管財部契約管理課長

神谷工事契約担当課長

からは本年度進めよう

とする総合評価落札方式       “研修風景” 

改正の説明がありました。 

詳しくは、この号に搭載しております。                 

 

○ 安全大会の入選標語と優秀技術者が決まる 

 会員の皆さんから募集をしていました、安全大会に向けた安全標語の入選作者と
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優秀技術者の表彰者に次の皆さんが決まりました。表彰式は、安全大会の会場で行

います。まことにおめでとうございます。 

 

（１）安全標語入選作品 

 《札幌中小建設業協会会長賞》 

    危険な目 早めに摘み取る 皆んなの目 

ムダと思うな注意の目 

               作者  工 藤   学 氏 （新立大一興業㈱） 

 《安全委員長賞》 

    一人一人の小さな改善 やっと得られる大きな安全 

皆で無くそう 職場の危険 

                 作者  藤 井 顕 彦 氏 （晃亜興業㈱） 

 《優秀賞》 

    無理と油断が招く事故 一歩先読みゼロ災害 

               作者  高 野   竜 氏 （㈱園建） 

 《優秀賞》 

    危険予知 気ずいた時に すぐ改善 災害ゼロは 宿場の誇り 

               作者 坂 本 博 輝 氏 （丸周中村土木㈱） 

《優秀賞》 

    慣れた仕事に落とし穴 言葉に出して再確認 

                    正しい作業で０災害 

               作者 藤 本 武 徳 氏 （興陽興業㈱） 

 

（１）優秀技術者表彰者 

① 木 村 忠 雄  氏（山王建設㈱）  ② 米 川 和 人 氏（大和技建㈱） 

③ 野 田 直 樹  氏（金井建設工業㈱）④ 木 本 喜 博 氏（㈱丸金金澤建設工業） 

⑤ 蓮 川 英 樹  氏（大富工業㈱）   ⑥ 井 上 龍 洋 氏（㈱創建） 

⑥ 西 村 隆 男  氏（ソリトン・コム㈱）⑦ 中 西 幸 弘 氏（中定建設工業㈱） 

  ⑦ 関 戸    仁  氏（宮浦興業㈱）      

 

 

代表者研修会から  
 

４月１４日に開催した「代表者研修会」から① 建設局土木部、② 建設局下水道

施設部、③ 水道局給水部、④都市局建築部、⑤財政局管財部が行った説明の内容を

記載します。 
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平 成 ２７ 年 度 代 表 者 研 修 会 

平成２７年月１４日(火) 1３：３０～すみれホテル３Ｆ『ヴィォレ』 

建設局土木部関係 ～    講師 街路工事担当課長 坂本  橘 氏 

ただいまご紹介をいただきました、札幌市建設局土木部街路工事担当課長の坂本

でございます。この度、4 月 1日をもちまして厚別区土木部より着任いたしました。 

札幌中小建設業協会の皆様におかれましては、日頃から札幌市の建設行政、また、

雪対策事業に対しまして、格別のご理解、ご協力をいただいており、この場をお借

りしまして厚くお礼申し上げる次第でございます。 

特に雪対策事業でございますが、昨年度は小雪におわりましたが、その前の数年

間は、大雪傾向が続いております。 

作業に従事される皆様におかれては、夜間作業が終了した後に、市民対応に追わ

れるなど、ますますご負担が増えているものと思いますが、皆様方のご尽力により、

毎年、このような形で春を迎えることができており、心からお礼申し上げます。 

 本日は代表者研修会ということでございますので、平成２７度の建設局土木部の

取組概要のほか、発注関係事業の予算や発注の動向について、また、近年の入札関

連の取組みについて、お話しをさせていただきたいと考えております。 

ほかにも本市職員の講話が予定されており、多少、重複する内容もあろうかと思

いますが、よろしくお願いいたします。 

それでは、早速、平成 27年度建設局土木部の取組概要の説明に入らせていただき

ます。 

本市を取り巻く社会状況は、人口減少や少子高齢化の急速な進行などにより、市

民の暮らしや地域経済などに様々な影響を与えることが予測されています。 

このような状況下においても、これまで築き上げてきた札幌のまちの魅力を更に

高め、次の世代へと引き継いでいくために、都市基盤整備の一役を担う私ども建設

局においても、都心や交流拠点における新たな整備計画に基づきつつ、社会環境の

変化を的確に捉えながら、より効果的・効率的な施策を展開していくこととしてお

ります。 

一方、冬期オリンピックの開催を契機に集中整備した施設が供用後 40年を経過す

るなど、加速度的な老朽化が見込まれる中で、すでに本格的な改修時代に突入して

いると認識しています。次世代に良好な都市施設を引き継いでいくためには、これ

まで重点的に進めてきた各種計画に基づく保全事業を着実に進めるとともに、これ

らの取組結果をしっかりと検証したうえで、「メンテナンスサイクル」を構築し、継

続的に発展させることが必要です。 

これらを着実に実行するためには、札幌中小建設業協会をはじめとする建設業界
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の皆様のご協力は、なくてはならないものと認識しているところであり、改めてご

協力をお願いする次第であります。 

 次に平成 27年度の予算について、話を移させていただきます。 

今年度は、皆様ご存じのとおり、市長選が行われましたので、平成２７年度の当初

予算は、いわゆる骨格予算の編成になっております。従いまして、これからお話す

る予算額、工事発注件数は、全て骨格予算であることをご承知おきいただきたいと

思っております。 

札幌市の一般会計の新年度予算額は、8,722 億円で、対前年比 1.4%の減となってお

ります。 

 その中の道路・街路や公園整備等の社会基盤整備や市有建築物の保全費、除雪費

などに充当される土木費は 848億円、対前年比 13.5%の減となっております。 

続きまして、土木部関連の予算規模ですが、総額で 460 億円となっており、その

内、皆様に関連が深いと思われます、道路整備関連事業としては 180 億円を計上し

ております。 

これは、昨年度に対して約６６％となっておりますが、肉付け予算と併せますと、

昨年度と同程度となるよう、予算確保に努めて参りたいと考えております。 

土木部関連の当初予算の中で、道路関連整備事業は、大きく分けて「道路新設改

良事業」と「街路事業」の２つで構成されております。 

「道路新設改良事業」には、118億円の予算を計上しており、「街路事業」には、62

億円の予算を計上しております。 

 それぞれの事業は、さらに細分化されておりますので、代表的な事業の予算の動

向について、簡単ではございますが、ご説明いたします。 

 1 つ目は、「交通安全施設整備費」でございますが、都心地区など 16 地区の重点

整備地区における歩道のバリアフリー化や、下茨戸 12号線などの 4路線の整備に要

する経費として、24億円を計上しております。 

2つ目は、「道路改良費」でございますが、西野真駒内清田線など 5路線の道路改

良や、旭山公園米里線など 2 路線の電線類地中化のほか、生活道路 106 路線の整備

にかかる経費として、57 億円を計上しております。26 年度の予算 54 億円と比較し

ますと、5%の増となっております。 

 3つ目は、「道路橋りょう整備費」でございますが、上盤渓橋の新設や定山渓大橋

など３橋の耐震補強、南２２条大橋など３５橋の長寿命化に要する経費として、37

億円を計上しております。 

  4 つ目は、「街路改良費」でございますが、屯田・茨戸通など 1６路線の街路改

良や、西７丁目通など８路線の電線類地中化などのほか、生活道路 64路線の整備な

どに要する経費として、57億円を計上しております。 
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5つ目は、「街路橋りょう整備費」でございますが、仮称）北２４条大橋などの新

設に要する経費として、5億円を計上しております。 

続きまして、土木部所管工事の発注見通しについて、簡単にご説明させていただ

きます。 

 平成 27年度の土木部および、各区で発注をいたします土木および舗装工事につき

ましては、当初予算ベースで、発注件数 278 件、発注金額は 190 億円程度を見込ん

でいるところであります。 

 このうち、工事件数のおよそ 9 割を地元中小建設業者に発注する予定となってお

ります。 

 また、皆様との意見交換会の中で、早期発注についてのご要望をいただいたとこ

ろでありますが、厳しい経済状況に配慮するとともに、入札不調対策などの観点か

ら、鋭意、早期の発注に努めております。 

平成２６年度については、皆様から更なる早期発注への要望を頂いていることを

踏まえ、例年１定で発注をしておりましたゼロ市債による工事を試行的に４定に一

部前倒しし、工事の十分な準備期間の確保とともに、更なる施工の平準化を図った

ところです。 

この試行結果を検証いたしまして、今後検討してまいりたいと考えております 

また、27 年度予定工事 278 件のうち、2 月に 39 件、3 月に 40 件、4 月は 63 件の

告示を予定しており、この 3 か月間で合計 142 件、全体に占める割合としては 51%

の件数の告示を終える予定となっております。 

 今後につきましても、5月末で、工事件数で全体の 70%、工事金額でも 70%以上の

告示を予定しており、引き続き早期発注に努めてまいりたいと考えております。 

次に発注方法について、簡単にご説明いたします。 

 近年の工事発注におきましては、一般競争入札の拡大とともに、総合評価落札方

式のように、企業の持つ技術力や地域への貢献を評価する多様な発注方式を実施し

ているところであります。 

 追って、契約担当部局からの説明があると思いますが、昨年度に改正されました、

品格法の趣旨を踏まえ、総合評価落札方式を大幅に見直しいたしまして、皆様方の

ように地域を支える地元建設業に配慮した形となっております。 

 また、総合評価方式と同様に、工事品質の確保という観点から、成績重視型一般

競争入札の拡充がございます。これは一定の工事成績以上であることを入札参加条

件とするものであります。 

 総合評価方式、成績重視型を合わせますと工事発注件数は 99 件、昨年度から 3

件の減となっておりますが、全発注件数に占める割合は増えているところでありま

す。 

 また、本市の除排雪事業に従事し、過酷な作業環境の中で、札幌市民の冬の暮ら
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しを支えていただいている方々に対しましては、制限付き一般競争入札において、

該当する企業のみを対象とした入札を平成 19 年度から実施しているところであり

ます。 

 土木部所管工事では、これまでも実施件数を増加させ、26 年度は、実績で 63 件

実施したところでありますが、27 年度につきましても 52 件を予定しており、骨肉

併せますと昨年度と同程度確保したいと考えております。 

また、新たに設置されます総合評価落札方式における地域貢献型は、総合評価落

札方式において目的を同じとする入札方法となりますが、こちらは１０件程度の発

注を見込んでおりますので、実質的には、該当企業の皆様の入札参加の機会は、増

えるものと考えております。 

 また、ISO9001 の認証取得の入札参加要件を、これまで１億円以上の工事に適用

してまいりましたが、昨年度、更なる施工品質の確保を目的として、これを 3000

万円程度の中小規模の工事へ拡大し、参加要件としてサッポロ QMS の認証取得を加

え、舗装 B等級において試行的に発注したところであります。 

 その結果を検証したところ、良好であったことから、今年度は、本格実施するこ

ととし、生活道路(土木 B)６件、舗装補修等（舗装 B）２件の発注を予定していると

ころでございます。 

 このように、入札制度については、工事成績をはじめとした企業の努力、地域へ

の貢献を評価できるものとしておりますので、ぜひ、こういったチャンスを活用し

ていただきたいと考えております。 

 続きまして、近年、話題となっております、入札不調についてお話いたします。 

 25 年度は、土木部所管工事 557 件の入札のうち、49 件もの不調が発生しており、

これは全体の 8.8%の割合を占めておりました。 

一方、26 年度の不調件数は 521 件のうち 15 件となり、全体に占める割合として

は 2.6%と大幅に減少したところでございます。 

25年度に大幅に不調案件が増えたことを受け、皆様方との意見交換を重ね、発注

時期の平準化及び早期発注に取り組むとともに、特に不調等が多く発生したバリア

フリー工事において、 工事規模（発注ロット）を拡大、 交通誘導員の配置、積算

と乖離がある施工条件の見直し、バリアフリー・電線共同溝に特化した表彰の導入、

及びこれらの工種の工事成績における加点などの対策を実施いたしました。 

また、一度不調等となった工事について、再告示の際に不調等を避けるための対

策として、施工箇所が点在している場合について経費率の見直し、人気のある工事

と合体しての発注、入札参加要件の拡大などの対策を実施いたしました。 

平成２６年度に入札不調が大幅に減少いたしましたことは、これらの対策の効果

であるとともに、皆様にこれらの意向を酌んでいただいた結果であると考えており

ます。 
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また、平成２７年度については、施工箇所点在工事の場合の経費を、当初から計

上するとともに、不調が懸念される工事においては、当初から、人気のある工事と

合体しての発注や、入札参加要件の拡大を行います。 

また、去る４月７日に、情報提供させていただきましたとおり、昨年来、積算と

現場の乖離が大きいと皆様から意見を頂戴しておりました、橋梁補修工事の舗装施

工単価を独自に見直し今年度、４月８日の単価から適用したところでございます。 

また、今年度より、建設業における人材確保・育成支援事業を立ち上げ、新たな

取組を始めたところであります。 

具体的な事業といたしましては、 

１つ目の「女性の労働環境をサポート」と記載されている事業についてですが、

近年、建設現場への女性進出が、重要視されており、国においても、現場の女性職

員を５年で倍にするという目標を掲げております。 

 しかしながら、現在、働いている女性職員からは、トイレや更衣室などが障害と

なっているといった声があがっており、女性の現場進出が進まない一つの要因とな

っております。 

これらのことを踏まえまして、建設局所管工事現場に、女性用のトイレ・更衣室

を設置いたしますと、設置費用について５０万円を上限として、助成する制度とな

っております。 

 ２つ目の「女性の働きやすさをサポート」と記載されている事業についてですが、

工事現場で働く女性の職員においては、規制の作業服では、サイズなどの面で、ご

苦労されているとの声があることを踏まえまして、特注品を含む女性用の作業服な

どの装備品を購入する際の費用として、一人３万円（１企業１５万円）を上限に助

成いたします。 

 ３つめの「学生の受け入れ企業をサポート」についてですが、インターンシップ

として学生を３日間以上受け入れた企業の皆様に対しては、１０万円を助成する制

度です。 

４つ目の「除雪オペレーターの免許取得をサポート」についてですが、大型特殊

免許取得への助成として、取得に要する費用のうち４万円を上限に助成する制度と

なっております。 

 中小建設業協会会員の皆様には、是非、積極的に活用いただきたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

以上、ご説明いたしましたとおり、今後も関連業界団体との意見交換や積算の検

証を継続して行い、入札不調の減少とともに、品確法改正の趣旨を踏まえ、皆様方

の経営安定化に資する施策にしっかりと取り組んでまいりたいと考えておりますの

で、引き続きご支援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 
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札幌市の工事発注に際しましては、何度も申し上げておりますが、「札幌市は、地

方自治体として地域経済を担う立場であることから、依然として厳しい札幌の経済

の状況を踏まえ、競争性を阻害しない範囲において、可能な限り地元建設業者の入

札参加機会を増やすなど、みなさんの受注機会の確保に十分配慮していくこと」を

基本方針としております。 

私ども建設局土木部といたしましても、この方針にもとづき、可能な限り地元優

先の考えを貫いて行きたいと考えております。 

今後とも札幌市のまちづくりを担う仲間として、様々な場面で連携しながら、よ

りよいパートナー関係の継続をお願い申し上げます。 

終わりに、札幌中小建設業協会のますますのご発展と、会員のみなさまのご健勝

を、祈念いたしまして、私からの説明を終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

  建設局下水道施設部関係 ～ 講師 管路工事担当課長 永井 誠二郎 氏  

本日は、札幌中小建設業協会の代表者研修会にお招きをいただきまして、有り難

うございます｡ 

札幌中小建設業協会の会員の皆様方には、日頃より下水道河川事業の推進に、ご

尽力をいただき、この場をお借りいたしまして、厚くお礼を申し上げます｡ 

さて、本日の研修テーマであります平成 27年度の下水道河川事業の予算及び事業

内容につきまして、まず予算の方から、事業別に、ご説明させていただきます。 

最初に下水道事業でございますが、今年度の下水道建設事業予算は、総額で 164

億 7千万円を計上しております。これは、平成 26年度に比べ 9億 5千万円、率にし

て 6.1％の増となっております。 

続きまして、27年度の事業内容を施設別と施策別にご説明いたします。 

まず、施設別ですが、管路施設については 73億 1千万円を計上し、21.5kmの整

備を、またポンプ場については 7箇所で 46 億 4千 700万円、処理場については 10

箇所で 45億 1千 300万円の事業費を計上しております。 

また、施策別では一般整備事業に 37億 8千 900万円、改築・更新、再構築事業に

は全体事業費の 41.1％を占める、67億 6千 900万円を計上しております。 

このほか、浸水対策に 43億 6千 600万円、水質改善に 2千 800万円、地震対策に

13億 7 千 500万円、有効利用には 1 億 4 千 300万円といった配分で計上しておりま

す。 

次に、平成 27年度の下水道建設事業の主要な内容について工事費ベースで説明さ

せていただきます。 
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まず初めに、管路の浸水対策ですが、近年の全国的な集中豪雨の増加や、都市化

の進展により、浸水の危険性が高まってきております。 

このため、雨に強いまちづくりを目指して、平成 27年度は東雁来、東苗穂地区等

に雨水拡充管の整備を進めてまいります。 

また、東雁来第 2土地区画整理地区につきましては、急速な都市化の進展による

雨水流出の危険性があるため、雨水拡充管の整備を引き続き実施いたします。 

雨水拡充管については、既発注の東雁来第 2 土地区画整理地内のシールド工事を

除き 2億 9千 5百万円を予定しております。 

他事業関連としては、雁来川の切替えに伴う下水道本管の布設替を初めとして、6

億 7千 7百万円を予定しております。 

次に、軟弱地盤対応として川北地区、厚別西地区、厚別北地区、北郷地区の改築

を前年度に引き続き実施いたします。これらの管路の工事費は、7億 7百万円を予

定しております。 

また、新市街地である東雁来第 2土地区画整理地区は、平成 29年度の完成をめざ

し、今年度は 3億 3千 2百万円を整備する予定となっております。 

次に老朽管の改築ですが、管更生と開削を合わせ 10億 6千 9百万円を予定してお

ります。ちなみに、内訳の大半は管更生でございます。 

最後に、地震対策事業ですが、汚泥圧送管を中心として 9億 4千万円の予定とな

っております。 

次に、改築・更新、再構築事業の約 7割を占める処理場・ポンプ場の改築・更新

事業でございます。 

札幌市では、水再生プラザ・ポンプ場施設が十分な機能を発揮できないと、公共

用水域の水質を悪化させ、衛生環境にも悪影響を与えることから、老朽化や劣化等

の影響により、修繕を行うのみではその機能を維持できない施設、設備について、

改築・更新を進めています。 

平成 27年度は、主に茨戸・新川・厚別水再生プラザ及び茨戸東部中継ポンプ場の

機械電気設備の改築・更新を進めていき、事業費は 48億 4千 500万円となっており

ます。 

次に、発注動向についてお話をさせていただきます。 

管路工事についてですが、これから、お伝えする件数等につきましては、あくま
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でも現時点での予定件数であります。 

今後の予算の執行状況等により変更になる可能性がございますので、ご了承いた

だきたいと思います。 

まず、「下水道」工種の発注件数ですが、前年度の発注件数は 81件でした。今年

度につきましては、現段階ではほぼ前年度と同等の 85件程度を予定しております。 

このうち、18件につきましては、市債務負担行為いわゆるゼロ市工事として発注

済でございます。 

ランク別に申しますと、下水道 A1は 14件、A2は 18件、Bランクは 49件、Cラ

ンクは 4件を予定しております。 

発注方式につきましては、ほとんどが制限一般競争入札による発注といたします

が、総合評価落札方式、成績重視型及び雪に特化した政策入札を平成 26年度並みの

件数で発注いたします。 

次に、施設建設担当課の発注動向をご説明いたします。 

先ほどの管路工事の発注動向と同様に、これからお伝えする件数等は、現時点で

の予定件数であり、変更になる可能性がございますので、ご了承いただきたいと思

います。 

まず、課全体での発注予定件数は 43件を予定しております。 

工種別の内訳は、下水処理施設の耐震化や環境整備などを目的として、土木工事

と建築工事合わせて 12件を予定しております。 

また、設備の改築更新などを目的として、機械工事を 16件、電気工事を 15件予

定しております。 

以上で、下水道事業についての説明を終わらせていただきます。 

次に、下水道河川部で担当しています河川事業について、ご説明させていただき

ます。 

河川事業につきましては、昨年９月に札幌でもありましたように、局地的集中豪

雨が近年、全国的に頻発しているところであり、その対策として「流域貯留浸透事

業」に重点化を図るなど、総合的な治水対策を推進しております。 

また、事業の執行にあたりましては、他事業との連携を図りながら、効率的・効

果的に進めていくこととしております。 
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平成 27年度予算につきましては、市長選に伴い現時点で骨格予算として編成され

ております。河川整備費としては、約 10億 2 千 3百万円を計上しており、このうち

工事費は、約 6億 5千万円となっております。 

それでは、各事業について紹介をさせていただきます。 

まず、洪水氾濫を防ぐために河道拡幅や護岸整備などを行う河川改修については、

北区の新琴似川など３河川で、施工延長約 750ｍ、工事費は約 2億 8千 6百万円を

予定しております。 

次に、流域貯留浸透事業です。 

伏籠川流域と望月寒川流域においては、河川改修とあわせた総合的な治水対策と

して、流域内の学校や公園のクラウンドを利用して、敷地内に降った雨水を一時的

に貯留する施設の整備を進めており、一度に川に流れこまないようにすることで洪

水を防いでおります。 

27年度は、学校２箇所、公園１箇所のあわせて３箇所で、工事費は約３億 6千 3

百万円を予定しております。 

その他、昨年９月の大雨などにより追加補正した予算のうち、繰越したものと、

他部局から河川に関係し受託するものをあわせて、工事費、約７億６千９百万円を

予定しております。 

次に、工事の発注動向についてでございますが、現時点で予定している土木工種

の発注件数といたしまして、12件を予定しております。 

予定件数 12件についてランク別に申しますと、土木 A1は 3件、A2は９件を予定

しております。 

以上が、河川事業の平成 27年度予算と発注動向でございます。 

下水道工事、河川工事に関しての発注情報につきましては、札幌市の財政局管財

部契約管理課のホームページで提供しています「入札情報サービス」でご覧いただ

けます。 

この入札情報サービスでは、皆様ご承知のことと思いますが、工事 1件毎に工事

の名称、概要、施工場所、工期、工事予定概算額の金額区分等が公表されておりま

す。 

是非、ご覧になっていただき、今後の入札業務にお役立てていただきたいと思い

ます。 

なお、「発注見通情報」に掲載されている内容ですが、公表時点での予定内容を参

考までに公表しております。このため、実際の告示時において公表していた内容が、

変更になることが多々あります。また、都合により工事発注自体が中止になること

もありますので、ご注意願います。 

結びとなりますが、下水道、河川、両事業を取り巻く環境は、厳しさを増す一方

でありますが、今後ともまちづくりのパートナーとして、皆様の下水道河川事業へ
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の一層のご協力、ご理解をお願い申し上げますとともに、札幌中小建設業協会の益々

のご発展と、会員の皆様のご健勝を祈念いたしまして、私からの説明を終わらせて

いただきます。 

 

  水道局関係 ～ 技術調査担当課長  東  輝幸 氏    

水道局給水部技術調査担当課長の東です。 

「札幌中小建設業協会」の皆様におかれましては、日頃から本市の水道事業に対しまし

て深いご理解とご協力を賜りこの場を借りしまして厚くお礼を申し上げます。 

 初めに、昨年度、水道局の請負工事の発注状況についてお話させて頂きます。 

 まず、請負工事の契約件数及び契約金額の状況についてですが、26 年度の水道局発

注工事における契約件数が 302件、契約金額が約 258億円、25年度と比べ件数で 31件

9.3％減少し、金額で約 126億円 67.1％の増となっております。 請負金額が増額となった

主な要因として、小規模な案件が減少し、1 件当たりの請負工事費が大きくなったことや大

型工事があったことが考えられます。 また、26 年度の工事平均落札率は 91.4％となって

おり、前年度と比べ 0.3ポイント低くなっております。   

次に、市内中小企業への平成 26 年度の発注状況ですが、工事及び業務委託を合わ

せた発注契約金額 260億 7,000万円のうち、市内中小企業への契約金額が 124億 9,000

万円で、発注額全体に占める割合は 47.9％となっており、前年度比で 17.7 ポイント低くな

っております。また、大企業を含めた市内企業への発注金額は 151億 4,000万円で、発注

額全体の 58.1％となっており、前年度比で 17.3ポイント低くなっております。これは、WTO

の対象工事である、白川第 3送水管新設工事（山岳部）や豊平川水道水源水質保全導水

路新設工事その１、その２など、高額な大型工事を道外業者が落札したことによるもので

す。 

市内中小企業への発注件数についきましては、工事及び業務委託を合わせた総件数

361件のうち、市内業者が 344件と全体の 95.3％を占めており、前年度と比べ 2.9ポイント

高くなっております。これは、大型工事を除き、市内業者育成の観点から、所在地要件を

市内企業者限定としていることによるものです。 

それでは、今日の本題であります「平成 27 年度予算と主要事業の概要」についてお話

させて頂きます。 

まず、水道事業の収益的収入予算額は 454億 4,900万円で、26年度と比べ 74億 3,900

万円 14％の減となっております。 

このうち、水道局の主たる収入である給水収益は 406億 6,800万円で、有水水量の減少

が見込まれることから、26年度と比べ 2億 3,100万円 0.5％の減となっております。 

また、資本的収入につきましては、平成 27 年度収入予算額 95 億 1,400 万円で、26 年

度と比べ 47 億 5,000 万円 49.9％の増となっております。増額の内容といたしましては、施

設整備事業費を主とした建設改良費の増加に伴い、財源として、企業債の借入額の増額
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や水道施設更新積立運用金の戻入しなどで 40億円を計上しております。 

それでは、平成 27年度の主要事業の概要について、お話をさせて頂きます。 

はじめに、水道局の主要事業である「施設建設に関する事業」について説明します。 

まず、取水、導水、浄水場の「豊平川水道水源水質保全事業」ですが、27年度は、水管

橋上部工事や導水路 586ｍの新設工事などを予定しており、事業費は 15億 7,000万円を

計上しております。 

続きまして、送水・配水施設に関する事業についてご説明いたします。 

まず、「白川第 3 送水管新設事業」ですが、27 年度は、山岳部のシールド工事などによ

り、1,473ｍの整備を予定しており、事業費は 28億 4,000万円を計上しております。 

次に、「配水施設耐震化事業」でございます。 

本市最大の平岸配水池や北ノ沢第 3 配水池の耐震化を予定しており、事業費は 15 億

2,600万円を計上しております。 

次に、「緊急貯水槽整備事業」でございます。 

27 年度は、美しが丘シープヒル公園への新設を予定しており、事業費は 1 億 4,200 万

円を計上しております。これにより、緊急貯水槽総設置数は 39箇所となる予定であります。 

続きまして、配水管に関する事業についてご説明いたします。 

まず、口径 400mm以上の『幹線』につきましては、市内に 4箇所ある基幹配水池からの

連続耐震化に取り組んでいるところです。このうち、27 年度平岸配水池系については、平

岸第 1幹線、北幹線、北栄幹線、拓北幹線を、藻岩系配水池系については、西 13丁目幹

線を、西部配水池系については、下手稲幹線をそれぞれ予定しており、27 年度の布設延

長は 3.7㎞を予定しております。 

次に、口径 350mm 以下の枝線等につきましては、平成 25 年度から開始した第 1 期配

水管更新事業の対象路線約 700㎞のうち、27年度は前年度と同程度の 47.4㎞を更新す

るほか、配水管の整備 10.9 ㎞と合わせて、枝線の布設延長 58.3 ㎞を予定しております。

また、配水補助管を 5.7㎞新設する予定でございます。 

これら幹線、枝線等合わせた布設延長は、67.7㎞、事業費は 86億 200万円を計上して

おり、27年度末の配水管総延長は、5,953.2㎞となる予定でございます。 

以上、施設整備事業費につきましては、平成 27年度予算分として総額 188億 5,300万

円を計上しております。 

施設整備事業以外の主な事業として、災害時重要管路耐震化事業を予定しており、27

年度は、医療機関 10箇所、収容所避難所 5箇所の合計 15箇所に至るルートを耐震化す

る予定となっており、事業費は 4億 7,900万円を計上しております。 

なお、工事の発注につきましては、経済対策の一環として、積極的に発注時期の前倒し

を行い、早期の予算執行に努めております。平成 27年度予算に計上しています配水管関

連工事のうち、約24億円につきましては、3月までに契約を行い、春先から着工ができるよ

うにしています。 
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続きまして、入札・発注関係についてです。 

入札制度の改定などにつきましては、財政局管財部から話があると思いますが、水道局

も基本的には、市長部局と同じ考えに基づき、入札業務を執行したいと考えています。 

ここで、水道局の発注関係について、若干ご説明いたします。 

平成 27 年度の発注についてですが、土木系工事は、現在 265 件程度を想定していま

す。この中から各種の入札方式を実施していく予定です。これには、総合評価落札方式、

成績重視型、新規事業者参入促進型、除雪事業者支援型などがあります。 

まず、総合評価落札方式についてですが、27 年 4 月から現在の型式に加え、新たに、

地域貢献や人材育成に重点を置いた型式が追加されました。また、配管工の雇用状況を

評価する項目を、実績評価Ⅰ型、Ⅱ型に加点項目として新設しました。27年度は、土木系

工事において、早期発注による旧型式での地域貢献型で 6 件、4 月以降の新たな型式に

よる、実績評価Ⅰ型、Ⅱ型、人材育成型、地域貢献型で、土木 A1、A2、B、管 A を対象に

7件程度を予定しています。 

次に、成績重視型についてですが、成績重視は公共工事の一層の品質確保を図るた

め、一定以上の工事成績点で評定することとし、過去 2 年又は 5 年間の平均点を入札参

加要件に設定しています。27年度は、土木 A2、Bで 20件程度を予定しています。 

また、水道局の発注工事においては、水道事業特有の工事が多いことから、水道関連

工事のみの工事評定点によって、請負業者を決定する方が、成績重視型の趣旨から望ま

しいと考えています。市長部局と合算した、土木工種の工事成績点から、水道関連工事成

績点を分離し、新たに水道関連工事のみの工事評定点を検討してまいります。今後、シス

テムの改修や新制度の周知などの問題がありますが、制度の移行に向けて取り組んでい

きます。 

次に、新規事業者参入促進型についてですが、実績業者数の拡大と新規事業者参入

促進の観点から、比較的小規模な配水管工事において、下請実績のみでも参加できる条

件設定で実施しています。27 年度においても、土木 B、C 及び管 B を対象に若干数を予

定しています。また、幹線工事においても、実績業者の枠拡大を目的として、土木 A1,A2

それぞれ 1件ずつ試行的に実施することとしています。 

次に、除雪事業者支援型についてですが、札幌市では「除雪事業を担う企業の確保」

の取り組みのひとつとして、政策入札を実施しており、水道局においても、一部の工事で

入札参加資格を除雪事業者に限定した入札を行っています。27 年度は、除排雪業務の

実績がある企業を参加対象とした、制限付一般競争入札で 8件を予定しています。 

以上が、平成 27年度の事業概要であります。 

次に、平成 26 年度の入札不調状況についてですが、工事及び業務委託の入札不調

件数が 66 件、前年度と比べ 21 件の増となっております。入札不調の内訳を見ますと、入

札参加なしが 38件、最低制限価格を下回る、あるいは予定価格を上回るなどが 28件あり

ました。入札参加なしについては、前年度と比べ 11件の増となっております。 
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 入札不調は、事業進捗に遅れを生じさせ、市民生活に影響を与える恐れがあることから、

入札不調の原因や問題点について、昨年 11 月に札幌中小建設業協会様、札幌市土木

事業協会様から情報を収集するため、意見交換会やアンケート調査を実施いました。 

 その調査結果から、水道工事繁忙期の配管工や冬期に掛かる舗装工事繁忙期の業者

の手配が困難なことや積算価格と実勢価格の乖離による採算性などの意見が出されまし

た。 

 そこで、水道局では、皆様からの声に対して、様々な取組を実施していきます。 

まず、配管工確保に向けた対策として、配管工の資格取得講習会を、日本水道協会資

格講習会のほかに、ダクタイル鉄管協会の資格講習会を、昨年 11月に札幌市で開催して

おり、今年度も資格講習会を開催する予定となっております。 

また、配管工の資格を取得しているが、現場の経験が少ない配管工に対し、講習会参

加の意向を調査のうえ、配管工の技能講習会を 27年度開催する予定となっております。さ

らに、工事繁忙期の配管工不足の対策として、月別発注件数の平準化に努めて行きたい

と考えています。 

 次に、冬期に掛かる舗装復旧についてですが、関係機関と協議のうえ、設計段階から舗

装復旧を除くような積算に努めてまいります。また、現場と積算が乖離している問題につい

てですが、対策としましては、設計段階から綿密な単価設定を行うことや管路部分の掘削

幅を、作業性を考慮した幅に見直すなど、現場条件に見合った積算に努めてまいります。 

 さらに、水道工事を魅力あるものとするため、請負業者優良表彰制度の導入を検討して

います。これは、事業者にとって、社会的評価の向上や受注意欲の高揚などに効果が期

待できることから、平成 28 年度工事から評価対象として実施していきたいと考えておりま

す。 

以上で、水道局についての説明を終わらせて頂きますが、夏場以降の入札では参加者

が極端に少なくなる傾向にあります。皆さまにおきましては、HP 等の入札情報に注意して

頂き、入札への積極的な参加をお願いします。 

さらに、工事にあたっては、安全確保と品質確保に配慮した施工をお願いします。今後

とも、安全でおいしい札幌の水道水を、安定して供給するよう努めてまいりますので、引き

続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

最後になりましたが、本日参加されている皆様の会社が、益々発展されますことをご祈

念申し上げ、説明の結びとさせて頂きます。 

ご清聴、ありがとうございます。 

 

  都市局関係 ～ 建築部建築保全課長  山本 晃久 氏   

札幌市都市局建築部建築保全課長の高鶴でございます。 

「札幌中小建設業協会」の皆様におかれましては、日ごろより札幌市のまちづく

りに多大なるご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
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私からは、平成 27年度の都市局建築部における事業予定について説明いたします。 

私ども建築部では、札幌市のそれぞれの部局が管理している庁舎等の公共・公益

施設、市営住宅、学校施設といった建築物の新築・増改築・改修工事を行っており

ます。十年ほど前より以前は、すべての工事を施設所管部局からの予算委託を受け

て行っていましたが、多くの施設が老朽化してきているにもかかわらず十分な改修

予算が確保されていない、といった現状がありました。 

そこで、今からちょうど十年前の平成 17年度に、札幌市が所有する全ての建築物

に関する大きな「基本方針」を市長のもとで決定しました。方針は三つで、「長寿命

化」、「建替え時期の分散化」、「ストック規模の適正化」です。このすべての事柄に

建築部がかかわっていますが、特に最初の「長寿命化」を具現化するため、市営住

宅と学校施設を除いた公共・公益施設全体の「保全業務」について、建築部が一元

的に管理をして予算措置することに方針転換いたしました。 

また、これらの保全事業に合わせて、環境負荷低減のための新エネルギー・省エ

ネルギー技術の導入とバリアフリー改善の事業を積極的に実施してきております。 

十年を経た今年度、平成 27年度にはほぼその実施体制を整え、保全対象施設数は

475 施設、予算規模は 60 億円に達しています。それが、お手元の資料１「平成 27

年度都市局建築部予算」にあります、保全推進事業費の 60億４千６百万円でござい

ます。前年度から９億円余りの増額となっています。 

増額の主な要因は、対象施設数を増加したことと大規模な改修が増えたことによ

るものであります。 

続きまして、今年度の保全推進事業の概要について説明いたします。 

今年度の保全推進事業費の総額は、先ほど申し上げましたように 60億４千６百万

円でありまして、対前年度比 11％の増額となっています。そのうち発注工事の件数、

総額は 53 件、59 億１千万円を見込んでいます。内訳としては、市営住宅と学校施

設を除いた庁舎等の公共・公益施設の改修に係る建築工事が 17件、16億９千万円、

設備工事が電気と機械で合わせて、36件、42 億２千万円となっており、保全改修工

事としては設備工事の占める割合が高くなっています。 

なお、この保全推進事業につきましては、平成 24年度から一部を一般財団法人札

幌市住宅管理公社へ委託して発注しており、今年度は 60 億４千６百万円のうち約

10億円を委託する予定となっています。 

今年度の保全推進事業の内訳と主な対象施設につきましては、計画的な保全改修

を児童福祉総合センター、美香保体育館、消防局庁舎など 23 施設で 57 億３千７百

万円、環境負荷低減対策を新琴似・新川地区センター、児童福祉総合センター、星

置スケート場など 16施設で２億９千８百万円、バリアフリー改善を保養センター駒

岡、美香保体育館、豊平公園温水プールなど５施設で１千３百万円となっています。 

続きまして、各施設の所管部局からの新築・増改築・耐震改修工事などの受託事
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業の概要について説明いたします。 

今年度の工事発注件数、総額は、378件、239 億６千９百万円の予定となっていま

す。その内訳は、庁舎等公共・公益施設、市営住宅、学校施設を合わせた建築工事

で 150 件、163 億４千百万円、電気、機械を合わせた設備工事で 228 件、76 億２千

８百万円となっています 

前年度比、金額で 28％の減となっていますが、これは、昨年度には白石区複合庁

舎整備などの大型案件（約 68億円）がありましたが、今年度はこのような大型案件

がないことによるものでございます。 

また、今年度発注の主な新規工事につきましては、項目２に記載のとおり学校改

築３校、市営住宅２団地４棟の改築、円山動物園の新館新築などそれぞれ総工事費

９億円から 30億円規模で予定しています。 

特に耐震改修工事につきましては平成 19年度から計画的に進めてきており、今年

度でほぼ全て完了する見込みであります。学校施設を中心に、建替えしたものと建

替え予定のものを除いた 113施設の耐震改修工事を完了いたします。 

なお、今年度は市長選挙のため当初予算は「骨格予算」で組んでおり、「肉付け予

算」は新市長のもと補正予算で計上されます。当初予算において建築部と住宅管理

公社で発注する工事予定件数は４百件を超え、予算総額で３百億円という規模にな

ります。 

先ほども申しましたように、保全改修事業につきましては、来年度以降も毎年の

工事量の平準化を図ってまいりますし、年間を通した工事の発注や適正な工期設定

に努めていきたいと考えておりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いい

たします。 

なお、建築部で発注する建築工事のうち、予定価格１億円未満と想定されるもの

は、骨格予算でありますので例年より若干下回る数字となっていますが、今年度当

初予算で 60件余り、総額 30億円程度を見込んでいます。 

平成 27年度の都市局建築部事業の概要については以上のとおりですが、時間があ

りますので、昨年の労働災害の発生状況について少しお話させていただきたいと思

います。 

平成 26 年の札幌市内における業種別労働災害者数をみると、建設業全体で 337

人となっており年々増加傾向にあります。中でも建築工事業にあっては 183 人と建

設業全体の半分以上を占めているうえに、対前年比で 42 名増加、率にすると 30％

という急激な増加となっています。 

昨年度の建築部発注工事におきましても、労災を含む事故報告が 17件ありました。

例年数件の報告しかなく、ここ十年以上二桁に達したことがなかったことから、緊

急パトロールの実施と注意喚起の通知をさせていただいたところです。 

会社として適切な安全措置を講じていたとしても、ちょっとした不注意、作業ミ
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スで事故が起きています。ほとんどの事故が足場等からの墜落、落下や転倒による

ものですので、作業員に対する危険予知活動の徹底と作業環境のより一層の向上へ

の配慮を重ねてお願いいたします。 

また、建築部では工事安全管理に関する出前講座を実施しております。実際の工

事現場における事例などもスライドで紹介いたしますので、機会がございましたら

是非ご活用いただければと思います。 

最後に、札幌中小建設業協会の皆様の益々のご発展を祈念いたしまして、私の説

明を終わらせていただきます。 

本日は、ありがとうございました。 

 

財政局関係 ～ 管財部契約管理課工事契約担当課長 神谷 幸昌 氏 

ただいまご紹介をいただきました札幌市財政局管財部契約管理課工事契約担当

課長の神谷でございます。 

札幌中小建設業協会の皆様におかれま しては、 日頃から札幌市の入札・契約制

度に対しまして格別のご理解、 ご協力をいただいており、この場をお借りしまして

厚くお礼申し上げる次第でございます。 

本日は、本年４ 月 から新たな制度にな り ま した札幌市の工事の総合評価落札

方式について簡単に説明いた します。 

①体系の見直しについて 

まず、 現行の型式については名称を変更、 型式の種類がこれまでの３型式に、

「人材育成型」と「地域貢献型」を追加し、５型式としました。 

これにより、 施策に合致した幅広い企業に受注していただけるものと考えており

ます。 

名称を変更した「実績評価Ⅰ型」と「実績評価Ⅱ型」は、同じ等級でも比較的難

度の高い工事、「人材育成型」と「地域貢献型」については若手技術者や地域に根

差した活動をしていただいている企業が取組みやすいよう、 比較的難度の低い工事

に適用するよう調整しているところでございます。 

これ以降の説明につきましては、 Ａ ２等級 ・ Ｂ等級の企業を対象とする「実

績評価Ⅱ型」と「地域貢献型」 に絞って説明いたします。 

②評価項目の見直しについて 

○実績評価Ⅱ型の新設項目は、 

「本工事における主要建設機械の保有状況」 
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「登録基幹技能者又は有資格者の雇用状況」 

「配置予定技術者の雇用年数」     の３つ。 

それぞれ、 工事の品質確保と企業の信用度を評価する観点から設けたものでござい

ます。 

建設機械と登録基幹技能士の種類等につきましては、 工事ごとに告示でお示しい 

たします。 

また、 業界の皆さまの声を取り入れ、 長く雇用している技術者につきしても、

評価することとし、30年以上、20年以上…と、年数が長い者ほど高得点としており

ます。 

○適用拡大 

工事の品質確保により重点をおくため、 実績評価Ⅱ型においても「企業の工事成

績の平均点」「現場代理人の従事経験」「本店所在地等」を評価することといたし

ました。 

「企業の工事成績の平均点」「現場代理人の従事経験」「本店所在地等」を評価す

ることといたしました。 

なお、 市内要件を設定している案件では、 本店所在地等を評価項目といたしま 

せん。 

○評価対象の拡大 

企業のこれまでの実績に相応したより適切な評価を行うため、「工事表彰回数」 

「災害対応等の活動実績」 「雪対策事業等の従事実績」「ＩＳＯ９００１・ＩＳ１

４００１」の評価方法を見直しました。 

・「過去５年間の本市工事表彰回数」については、３回以上一律の配点を改め、

４回と５回以上をより高い得点としました。 

・「過去３年間の災害対応等の活動実績」 については、札建協さんをはじめ、 主 

に営繕系の団体との協定を評価対象に追加しました。 

・「過去５年間の本市雪対策事業等の従事実績」 については、 これまでは３年 

間の継続を必須条件としていましたが、 業界の皆さまの声を受け、 実績に見 

合った評価に見直し、 継続していることを要件とせず、  ５年間での従事年数 

と表彰の有無により段階的に配点することといたしました。 
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・「ＩＳＯ９００１又はサッポロＱＭＳの取得状況」については、サッポロＱＭ 

Ｓの認証取得についても品質マネジメントシステムの評価対象として、「ＩＳ 

Ｏ９００１」と同等に評価するよう見直したものでございます。 

・「環境対策認証等の取得状況」については、これまでＩＳＯ１４００１に限定 

していた環境マネジメントシステムの評価対象を、 本市の条例による 「環境 

保全行動計画書」の提出など、 より簡易な環境対策認定制度への取組にも広げ、 

同等に評価するようにいたしました。 

○限定的な評価方法の改善 （加点申請方式の採用） 

これまで、旧“地域貢献重視型”では、「工事表彰回数」についてのみ加点制 

限を設けておりましたが、このたびの品確法の改正趣旨に則り、より地域に貢献 

してくださる企業を高く評価する『地域貢献型』を創設いたしましたので、実績 

評価Ⅱ型は工事品質を重視する方向に見直しました。 

そのため、従前の“技術評価重視型”と同様、「工事表彰」に加え、「雪対策 

事業等の従事実績」にも、一工種、  １年度、  １回限り加点する評価方法を取 

り入れました。 

また、併せて、評価方法を「加点制限」から「加点申請」に変更し、各企業さ

んのインセンティブをより有効に活用する観点から、 入札参加者が希望する案件 

を選んで加点できるように改善いたしました。 

なお、新しい制度がスタートする時点で、加点制限をリセットしますので、 旧 

制度で受注した企業さんも、 新制度では加点申請することができますので、是非

とも多くの企業に御参加いただきたいと思います。 

○「地域貢献型」 の評価項目 

「地域貢献型」 は、 地域防災への取組と雪対策事業等への従事実績に重点をお 

いた評価を行い、 将来にわたる地域インフラの担い手の育成を目的としたものでご

ざいます。 

できるだけ多くの企業に参加していただきたいという観点から、 提出書類を極力 

少なくできるよう、評価項目を厳選し、「公共工事の施工実績」 「企業の工事成績

の平均点」「本市発注の手持ち工事の状況」 「災害対応等の活動実績」「経審評価

対象の建設機械の保有状況」 「雪対策事業等の従事実績」「障がい者の雇用状況」 

「本市ボランティアの活動実績」の８項目といたしました。 

「地域貢献型」 は、 企業に着目した評価とするため、 配置予定技術者の評価は設

けておりません。 
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また、 地域貢献型では、 「雪対策事業等の従事実績」 は、 受注実績に関わら

ず何度でも実績に応じて評価いたしますが、「本市発注の手持ち工事の状況」 に 

ついては、 人材活用及び品質確保を図る観点から、企業局と随意契約を除いた、受 

渡前の本市発注の工事の持ち数について、 数が少ないほど高く評価いたします。 

  概要は以上でございます。 

                                  

最 近 の 会 議 か ら  

○ ４月定例役員会 

４月１６日午後定例役員会が開催され、４月１２日開催の「代表者研修会」につ

いて長江事業委員長から、３月２４，２６、２７日の｢地域別会員懇談会｣の事業報

告を事務局から報告があり、また、４月２４日の「安全大会」の次第及び標語入選

者、優秀技術者について千葉安全委員長から説明されました。 

 

会 員 の 動 き   

○ 代表者の変更 

   大 和 技 建 ㈱  （新） 吉 田   稔 

              （旧）  添 田   徹 

○ 代表者の変更 

   ㈱ 水 谷 組    （新） 水 谷 圭 太 

              （旧）  水 谷   修 

○ 会員の入会 

    〒063-0029 

西区平和３１８番地９１ 

             朝 倉 土 建 工 業  株式会社  

             代表取締役 朝 倉 幸 洋 氏 
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