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中 建 協 だ よ り    第 ４１ 号 

                                               平成２６年２月１４日  

平成２５年度安全標語 
                  
〔 優秀賞 〕 

災害は 慣れと手抜きと油断から 

           いつも初心でゼロ災害 
 

作者 奈 良  聡 氏（㈱丸周中村土木 ） 
 

 ※２６年度の安全標語の募集は、３月に行う予定です。 

札幌市平成２６年度『局別施策の概要』について 

  
札幌市平成２６年度予算の『主要事業の概要』は、２月臨時号ですでにお知らせし

ましたが、その詳しい内容の『局別施策の概要』を入手いたしましたので、会員の

皆様に関係が有ると思われる部分(管理費、補助金等の除く)を抜粋し、お知らせし

ます。 
【一般会計】 
○市民まちづくり局 
 まちづくりセンター・地区 578,200 千円  まちづくりセンター及び地区会館 
会館整備費                改築、設計、地区会館リフレッシ

ュ整備 
区役所庁舎等整備費    1,290,800 千円  白石区役所複合庁舎等建設工事、

用地所得 
区役所施設等耐震化緊急対 530,800 千円  区役所整備３か所、 
策事業費                 発電設備３か所 
路面電車延伸推進費   2,021,000 千円  路面電車ループ化関連工事 

○保健福祉局 
高齢者福祉施設建物補修費  15,533 千円 
保健センター整備費     12,900 千円    白石保健センター建設工事 
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○子ども未来局 
 ミニ児童会館整備費     161,000 千円  9 か所，放課後子ども館 6 か所 
○ 環境局 
ごみ埋立地造成費    1,009,000 千円  山本東地区、東米里西地区 
ごみ埋立地整備費      47,178 千円  山口処理場、山本処理場 

 清掃工場整備費      2,131,850 千円  発寒、駒岡 
  地域と創る公園再整備事  753,000 千円  再整備 工事１７地域２６公園、 
 業費                   設計 21 地域２５公園 
 安全・安心な公園再整備 1,240,500 千円  身障者対応トイレ整備、園路段差 
 事業費                  解消等 
 園内小規模整備費      20,393 千円  カンガルー館改修等 
 アフリカゾーン建設費  1,453,000 千円  アフリカ地域の動物展示場の建設 
 サル山改修費        95,200 千円  サル山改修 
○観光文化局 
 文化芸術施設整備費     21,400 千円  さっぽろ芸術文化の館の修繕 
文化財施設整備費     382,500 千円  文化財施設の修理・補強など 

○建設局 
 路外自転車等駐車場整備費   4,097 千円 ＪＲ発寒駅自転車等駐車場の補修     
 道路等維持費     3,632,880 千円  道路管理延長 5,475km、側溝管理延長 
                    835km、歩道管理延長 4,303km、自転

車歩行者専用道管理延長 105km、防護

柵管理延長 405km、立体交差 68 か所、

橋りょう 1,264 橋 
 トンネル維持管理費    199,186 千円 環状通エルムトンネル、創成トンネル等 
  道路橋りょう等補修費 2,454,572 千円 幹線オーバーレイ 19.2km、補助幹線オ

ーバーレイ 16.9km、特 C 級道路オー

バーレイ 3.9km、歩道補修 3.8km、新

認定舗装 0.5km、側溝舗装 3.8km、橋

りょう長寿命化検討等 
  バスターミナル改修費   42,098 千円 福住バスターミナルの更新・改修 
 ロードヒーティング維  985,251 千円 管理箇所 561 か所 
 持管理費 
 雪対策施設維持管理費  606,520 千円 流雪溝８施設、融雪層９施設、地域密

着型雪処理施設３施設 
 雪対策施設整備費    155,109 千円 雪対策施設の改修等 
 交通安全施設整備費  3,143,600 千円 歩道整備；都心地区等（バリアフリー） 
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                    30 地区、下茨戸 12 号線等 7 路線、事

故危険個所；札幌環状線１か所、歩道

改良；稲積 12 号線等６路線  
 道路改良費       5,428,002 千円 道路改良；西野真駒内清田線等 6路線、 
                    電線類地中化；宮の沢北一条線等 2 路線、 

A 級舗装；北郷 6 条 10 丁目 1 号線等 5
路線、舗装改良；西 8 丁目線等 8 路線、

生活道路；澄川 6 条 12 丁目線等 109 
路線 

 道路橋りょう整備費  5,371,000 千円  橋りょう耐震補強；川下橋等 10 橋 
橋りょう長寿命化；川下橋等 48 橋 

 直轄事業負担金    1,000,000 千円  国道２次改築負担金 国道 203 号線 
 街路改良費     11,149,018 千円  街路改良；札幌新道等 19 路線、 

                     電線類地下化；南 1 条通等 6 路線 
A 級舗装；清田 39 号線等 4 路線、 
舗装改良；下野幌 64 号線等 3 路線、 
生活道路；北光 67 号線等 93 路線 
歩道整備；西野 10 号線等 3 路線 
歩道改良；副都心団地 5 号線等 4 路線 
交差点改良；道道西野白石線 1 か所 

 街路橋りょう整備費  1,184,680 千円  新設；新川さくら並木橋等 3 橋 
 河川整備費      2,208,334 千円  治水整備；モエレ中野川等 17 河川、 
                    環境整備；札幌北部地区河川 2 河川 
○都市局 
 市営住宅改修費     139,000 千円 外部改修工事実施設計、ＴＥＳ更新工事 
  市営住宅改修(25~26)   238,000 千円 25～26 年度 総事業費 484 百万円 
 費                  住宅改善分 光星 40 戸 
 市営住宅改修(26~27)   191,000 千円 26～27 年度 総事業費 1,575 百万円 
 費                  住宅改善分 光星 104 戸 

  市営住宅建設費      451,000 千円 建物整備；幌北（集会所）、東雁来（集

会所）、実施設計等；月寒、発寒等 
 市営住宅建設(24~26)費  2,198,000 千円 24～26 年度 総事業費 3,477 百万円 

建替分 下野幌 154 戸、幌北 44 戸 
  市営住宅建設(25~26)費   593,000 千円 25～26 年度 総事業費 761 百万円 

新設 東雁来 40 戸 
 市営住宅建設(25~27)費    826,000 千円 25～27 年度  総事業費 2,406 百万円 
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建替分 下野幌 140 戸 
 市営住宅建設(26~27)費   84,000 千円 26～27 年度   総事業費 837 百万円 

新設 東雁来 40 戸 
○消防局 
 美薗出張所整備費     271,000 千円 美薗出張所移転改築工事 
 北栄出張所整備費     291,000 千円 北栄出張所移転改築工事 
 耐震性貯水槽整備費   50,000 千円 容量 100 ㎥ 2 基 
○教育委員会 
 学校新築費    3,338,000 千円  市立札幌開成中等教育学校（工事 2 年目） 

校舎 3 階建て 延べ 12,000 ㎡ 
 講堂・武道棟 延べ 1,444 ㎡ 

  学校増築費      614,000 千円  札苗緑小学校 
校舎 3 階建て 延べ 1,177 ㎡ 

                                      (普通 4 教室、多目的室 1 室) 
                  幌東小学校 
                    プール改築 
 学校改築費     8,911,000 千円 屯田小学校 

                         校舎 4 階建て 延べ 8,595 ㎡ 
                                      (普通 24 教室、特別 10 教室、特別支援 
                                      3 教室,太陽パネル設置) 
                   屋内運動場 1,652 ㎡ 
                                    中島中学校 
                                      校舎 3 階建て 延べ 5,528 ㎡ 
                   (普通 8 教室、特別 17 教室、特別支援 
                   3 教室,太陽パネル設置) 
                                     啓明中学校 
                    校舎 3 階建て 延べ 9,304 ㎡ 
                   (普通 22 教室、特別 18 教室、特別支援 
                   3 教室,太陽パネル設置) 

南郷小学校、東札幌小学校 
                     校舎解体工事等 
                    二条小学校、篠路小学校、月寒東小学校 
                     実施設計等 
 挌技場整備費      239,000 千円 太平中学校、宮の丘中学校 
 学校解体費       198,763 千円  PCB 処理費等 
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 旧東米里小中学校関連  37,000 千円   跡地整備 
 事業費 
 学校用地造成費     92,375 千円 グランド改修等 10 校 
 大規模改造費     625,448 千円 小学校 5 校、中学校 4 校 
 施設改修等整備費  1,314,068 千円 幼稚園 1 園、小学校延べ 43 校、中学校 

延べ 22 校、高等学校延べ 4 校、特別 
       支援学校延べ 1 校 小破修繕等 

 学校施設外部改修費  416,000 千円 小学校 5 校、中学校 3 校、 
特別支援学校１校 

 騒音防止対策設備改   58,292 千円 小学校 1 校 
修費 

 防災整備費       71,451 千円 幼稚園 2 園、小学校延べ 48 校、 
中学校 8 校 

耐震補強事業費    510,000 千円 高等学校工事；1 校、 
                  天井落下防止対策；26 学校 

 太陽光パネル設置費   317,000 千円 工事；小学校 15 校、中学校 3 校 
 災害対策環境整備費   293,000 千円 非構造部材、受水槽等の耐震化 

 
【特別会計】 
○土地区画整理会計 
 東雁来第２地区土地区  2,522,300 千円 施行面積 210.8ｈａ、道路築造 1,875 
 画整理費               ｍ、道路舗装 21,740 ㎡、上水道布設 
                    1,350ｍ、下水道布設 2,050ｍ、支障 
                    物件移転 1,076 ㎡、載荷盛土 47,000 
                    ㎡ 
【企業会計】 
○高速電車事業会計 
 地下鉄施設整備    12,858,000 千円 東豊線車両更新、南北線高架駅耐震改

修工事、ホーム階防火戸等設置、駅証

明設備更新、その他 
○水道事業会計 
 水道施設整備     3,853,000 千円 導・浄水施設；豊平川水道水源水質保

全事業 
送・配水施設；白川第 3 送水管新設事 
業、緊急貯水槽新設事業 

 水道配水管布設    6,959,000 千円 配水管；幹線 1,842ｍ、枝線 57,406ｍ、 



 6

                    補助管 4,441ｍ、調整区域 897m 

 
○下水道事業会計 
 下水道管路布設    6,800,000 千円 管路布設 21,688ｍ；市街化区域幹線 
                    10,925ｍ、市街化区域枝線 10,563ｍ、 
                    市街化調整区域 200ｍ 
 下水道施設整備    8,720,000 千円 処理場等 10 か所；創成川水再生プラザ

雨水貯留ポンプ施設機械電気設備新設

工事、新川水再生プラザ第２処理施設電

気設備更新工事、茨戸水再生プラザ動力

制御設備更新工事、豊平川水再生プラザ 
                    雨水貯留ポンプ施設ほか新設工事、手稲

水再生プラザ 初沈澱池機械整備更新

工事、その他 
                    ポンプ場 5 カ所；東雁来雨水ポンプ場

新設工事、その他 
 以上です。特に、土木工事、建築工事に関連したものを抜粋しましたが、実施設

計、機械設備等が含まれている場合もありますので、ご注意下さい。 

 

い ろ い ろ な 情 報  
 

○ 『地域別会員懇談会』の開催について 

 恒例の「地域別会員懇談会」を次のとおり開催しますので、会員の皆様は、是非

ご参加下さい。 
   地域別グループ  第１グループ 中央区、厚別区、豊平区、手稲区の会員 
            第２グループ 白石区、南区、西区の会員 
            第３グループ 北区、東区、清田区の会員 

 
◎開催月日  第１グループ３月２６日（水）午後４時より 

 及び場所  すみれホテル３階「フルール」、２階「ルピナス」 

       第２グループ３月２７日（木）午後４時より 

       すみれホテル４階「すずらん」、２階「ルピナス」 

       第３グループ３月２８日（木）午後４時より 

       すみれホテル３階「フルール」、４階「すずらん」 
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○ 災害時協力協定の締結について 

 1 月２９日午前、札幌市と当協会の他札幌建設業協会、北海道電業協会、札幌電

気工事業協同組合、札幌空調衛生工事業協会、札幌市管工事業協同組合、北海道建

築士事務所協会、北海道設備設計事務所協会の８団体と市有施設の災害時緊急協力

協定を締結いたしました。市有施設は、災害時に対策本部、避難施設となるため、

早急に修繕、復興する必要があるやめ、今回の協力協定となったものであります。 

 

○ 北海道暴力団排除推進協議会へ出席し、暴力団排除の取組状況発表する 

 安田会長、澤里防犯推進部長が、平成２６年１月２８日第２水産ビルで開催され

ました「北海道暴力団排除推進協議会」に出席し、当協会の「暴力団排除の取組事

例」を発表しました。 

 同評議会は、北海道・北海道警察・北海道暴追センターが主体となり、社会全体

で暴力団排除活動の推進を図り、安全・安心な北海道の実現を図ることを目的とす

るもので、当日は、 

１ 北海道警察から「 近の暴力団情勢」「道条例等に基づく暴力団排除」等の情報

提供 

２ 北海道から「道内市町村の暴力団排除条例制定状況」の報告 

３ 北海道暴追センターから「暴力追放総決起集会・パレード」の実施結果報告 

があり、その後、当協会から「取組事例」として以下の内容で発表し、 後に、岐

阜県警察組織犯罪対策課の警部による「岐阜県柳ケ瀬地区における暴力団事務所撤

去活動について」の講話を聴取し閉会した。 

◎暴力団排除の取組事例（発表内容） 

当協会の暴力団排除の取り組み状況について簡単に説明させて頂きたいと思いま
す。 
当協会は、主に札幌市発注の工事を請け負っている土木・建築・舗装業者等約１

２０社が加盟する協会で、以前は「建栄会」と言う名称でしたが、平成２１年に現
在の名称となっております。 
「建栄会」発足当初から、北海道警察の OB を迎えまして、「企業防衛」「黒との戦

い」と題する暴力団対応要領の冊子を発行する等暴力追放運動に取り組んで来たと
ころで御座いますが、平成２２年５月に、業界団体と警察との連携強化の要請があ
りまして、北海道警察・暴力追放センターとの緊密な連携のもと、暴力団排除につ
いての取組を更に強化してきたところであります。 
 具体的には、平成２３年４月、「北海道暴力団の排除の推進に関する条例」施行を
機に、当協会加盟会社が参加して「暴力団排除宣言」を行い、『暴力団等反社会的勢
力とは一切関係を断つ』、『下請けや資材の購入等取引を一切行わない』、『不当要求
は断固として断る』等を宣誓致しました。 
 また、毎年実施されております、暴力追放総決起大会及びパレードに際しては、
当協会の会長が主催団体であります札幌地区暴力追放センター協議会会長を兼ねて
おり、総決起大会で「開会宣言」を行いますことから、当協会加盟会社に強力な参
加要請を行い多数参加してもらい、暴力団排除の意識高揚を図っているところであ
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ります。 
 更に、昨年１１月には「経営者・代表者研修会」を開催し、北海道暴力追放セン
ターの下立事務局長を講師に招き、「不当要求対策について」と題します講話を頂き、
その中で、暴力団の現状、悪質性、対応要領等を分かりやすく話していただきまし
て、より一層の暴力団排除意識の高揚を図ったところであります。 
 
 次に、契約関係でございますが、加盟会社は札幌市発注の工事がほとんどであり、
札幌市におきましても、昨年４月に「札幌市暴力団排除条例」が施行され、札幌市
発注の公共事業等から暴力団を排除する規定が設けられておりますので、当協会加
盟会社は勿論、下請契約書に暴力団排除条項を入れておりまして、暴力団もしくは
暴力団員等が契約に関与していると疑われる場合は、北海道警察・道暴追センター
と連携強化を図り、契約の解除という形で徹底して暴力団を排除することとしてお
ります。 
 先ほど北海道警察から暴力団関係者を労働者派遣事業法で事件検挙した説明が有
りましたが、加盟会社に対しましては、従業員の受け入りについても十分留意する
よう伝えてあります。 
 また、一般的な暴力団情報は、会長・防犯推進部長が不定期ではありますが、北
海道警察や暴追センターを訪問して現在の暴力団情勢、建設業に関わる特異事案や
検挙事例等の情報交換をさせていただき、その情報を協会の会議において紹介し、
更には、防犯推進部長が会員各社の安全大会等に参加し、暴排講話を行い、情報を
紹介するなどして加盟各社の業務に活かすようにしております。 
 後になりますが、当協会で現在進めておりますことは、これまで各企業が処理
されてきました不当要求等暴力団関与の事例を協会として情報収集し、その情報を
協会員相互が共有するということを進めております。 

以上が、札幌中小建設業協会がやっている暴力団排除に関する取組です。 

 

○ 入札不調に関する意見交換会の検討内容の確認について 

 ２月５日午前、１０月から検討されてきた「入札不調の意見交換会」の検討内容、

特にバリアフリー工事についての確認会が開催された。 

《出席者》 

【札幌市側】浦田土木部長、天野道路工事担当部長、伊藤工事課長、尾崎技術管理

担当課長、青木技術管理担当係長 
【業界団体側】当協会安田会長、花井副会長、札幌市土木事業協会（２名）、札舗会

（２名） 
◎確認内容 ①設計と現場の乖離は、今後とも意見交換会で調整を進める。②交通

誘導員については、配置人数に乖離があるというのは３０％位でほぼ設計通りで対

応出来ると思われる。また、賃金は、今回８００円、６００円とアップしたが、そ

れ以上変更するのは国の基準である事から難しい。③歩道施工については、機械力

の設計が多いが、今後は、３．５m 幅を人力施工とする。④設計については、国庫

補助事業であるので、積み上げは難しいが、出来るだけ弁場に合わせた設計とした

い。⑤設計変更は、必要に応じて積極的に実施する。 
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 近 の 会 議 か ら  
○ ２月定例役員会 

２月１３日午後定例役員会が開催され、退会会員、３～５月の行事予定及び今年度

の役員会日程について、事務局から報告があり、また、地域別会員懇談会及び平成

26 年度予算について、事務局から説明がありました。 

 

会 員 の 動 き   
○ 会員の退会 

    〒005-0842 

南区石山２条４丁目４番３２号 
               浅 野 建 設 株式会社  

             代表取締役 木嶋 かすみ 氏 
  以上 


