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中 建 協 だ よ り   第 ４７ 号 

                                              平成２６年１２月１７日  

札幌中小建設業協会 平成２６年度安全標語 

                  

〔 安全委員長賞 〕 

危険かも 見つけた時点で声掛けを 

           妥協を許さぬ安全確認 

作者 渡 加寿美 氏（㈱花井柳川） 

 

い ろ い ろ な 情 報  
 

○ 平成 27年度(2015年度)の各局予算要求概要が公表される 

 平成 27年度の各局予算要求概要が公表されました。今後は、１２月末に財政局査

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２３１億万円のうち 

 ○歩行者、自転車共存創出事業費～公共駐輪場整備など ２億５８２０万円 

 ○舗装等整備費～舗装補修など １２億３３６０万円 

 ○交通安全施設整備費～歩道バリアフリー化など ２３億７６９０万円 

 ○道路改良費～道路改良、電線楼地中化など ５７億２１５０万円 

 ○道路橋りょう整備費～橋梁の長寿命化、耐震化など ４０億７００万円、 

 ○街路改良費～都市計画道路新設、電線楼地中化など ６９億５１５０万円 

 ○街路橋りょう整備費～幹線道路の橋りょう新設整備 ８億１３１０万円 

 ○河川整備費～治水整備 １１億円 

【都市局】総額２０１億１１７０万円のうち 

 ○市営住宅建設費～東雁来４０戸 ８億６千４百９０万円 

 ○保全推進事業費～計画的な修繕など ７９億４千３百１０万円 

●市民まちづくり局より委託 

 ○白石区複合庁舎等整備費～白石区庁舎建築工事など １４億８７２９万円 

 ○まちづくりセンター・地区会館更新事業費～改築 １億８８０３万円 
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 ○地区会館リフレッシュ整備費～改修設計 １億６７６９万円 

 ○大通交流拠点まちづくり推進費～地下広場の整備 2億２０８０万円 

●保健福祉局より委託 

 ○保養センター駒岡バリアフリー等修繕事業費～修繕 １億７４３７万円 

 ○発達医療センター改修費～分院機能の改修 １億８９５６万円 

 ○保健センター整備費～白石保健センター整備建設工事 ２億４１６０万円 

●子ども未来局より委託 

 ○児童会館整備費～改築２か所 １億８２０５万円 

 ○ミニ児童会館整備費～ミニ児童会館３か所 １億４０３８万円 

 ○一時保護所改修事業費～改修工事等 ５億４５９２万円 

●環境局より委託 

○安全安心な公園再整備事業費～身障者対応トイレ整備等 ７億 450万円 

○サル山改修費～サル山の改修 ４０８０万円 

 ○ホッキョクグマ・アザラシ館建設費～ 建設 １３億８４５０万円 

●消防局より委託 

 ○美薗出張所整備費～旧出張所解体 ４２７１万円 

 ○北栄出張所整備費～旧出張所解体 ５３１７万円 

●教育委員会より委託 

○学校新築費～中等教育学校（工事３年目） ４億２２５４万円 

 ○学校増築費～札苗北小改築、札苗緑小改修 １０億８３７２万円 

 ○学校改築費～二条小、篠路小、月寒東小改築、屯田小、中島中、啓明中校舎解

体、グランド造成など  ４６億８９２７万円 

 ○仮称）南部高等支援学校整備費～旧校舎解体など ２億８６８９万円 

 ○格技場整備費～新琴似中、丘珠中、東月寒中、前田中 ７億３８２６万円 

 ○耐震補強事業費～耐震補強＝小学校１０校、中学校２校の工事実施設計など 

天井落下防止対策＝小学校２９校、中学校３０校､高等学校５ 

校、特別支援学校１学校 ２９億７８１８万円 

【環境局】 

 ○山本処理場山本東地区造成費～貯留施設造成工事 １０億７１０７万円 

 ○東米里西処理場造成費～載荷盛土工事 ７７５３万円 

以上 

○ 市長陳情が終わる 

 毎年行われる市長陳情を１２月１７日（水）午前１０時００分市長会議室で行わ

れました。 

【札幌市側】 

上田市長、長利水道事業管理者、野崎財政局契約管理担当局長、吉岡建設局長、高
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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 

《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。 

  最近の社会情勢を見ますと、

特に、近年東日本大震災以降、

数多くの災害が発生し、また、

都市施設も著しく老朽化して

来ており、防災、施設の維持         

に重点を置いた政策が重要視       “陳情風景” 

 されております。 

  このため、大震災以降、保全のための公共事業も増加し、我々建設業界におい

ても、工事の受注機会が多くなっております。 

しかしながら、せっかく工事を多く発注していただいても、すでに企業力が低

下しており、建設労働者不足、機材不足等の問題が顕著になっております。 

  これの状況に対し、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。 
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記 

１．安定した受注確保の為の入札制度改革 

 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。 

年間を通して、公平に、且つ、平準的で計画的に事業を進められるあらゆる入札

制度を検討し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、育成の為の予算確保と施策の検討 

 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。特に、技能職員、

作業員等が不足しております。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．最低制限価格の更なる引き上げ 

 最低制限価格は、過去に何度もお願いし、現在９０％に引き上げていただきまし

たが、先にも申し上げましたが、各種の建設労働者不足、資材の高騰等の問題が有

り、現在の最低制限価格では、適正な施工の確保、言い換えれば、健全な企業経営

の確保が難しい状況にあります。従いまして、更なる最低制限価格の引き上げをお

願いします。 

４．早期発注、越年工期での契約 

 早期発注は、過去何度もお願いしてまいりまして、ゼロ国、ゼロ市債等の制度の

利用も含めまして、概ね、春先に工事を着手出来るようになってまいりましたが、

更に、企業が継続的に経営出来るよう、明許繰越、継続事業等あらゆる手段を講じ

まして、出来るだけ年間を通じて施工が出来るようお願い申し上げたいと思います。 

 以上が平成 26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」により事業を進めていると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。              以上 

                                

○ 水道局発注工事の入札不調に関する意見交換会が終わる 

 １１月１９日(水)午後、水道局から申し入れがありました「入札不調に関する意

見交換会」が終わりました。当協会から安田会長、花井副会長、佐々木副会長、松

本土木技術委員長が出席し、関係団体の参加は、札幌市土木事業協会５名です。 

【水道局出席者】東技術調査担当課長、廣澤工事課長、古井給水課長、竹越技術管 
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理担当係長、櫻岡検査担当係長、田口調査担当係長、道端工事一係長、瀬川調整担 

当係長、長平（中部）工事係長、佐々木（北部）工事係長、鈴木（南部）工事係長 

《意見交換内容》 

（１）平成 26年度主な入札不調の要因 

①技術者不足や熟練した配管工の手配 ②施工条件及び施工箇所について ③夜

間施工、他工事関連による移設工事 

（２）入札方法について 

 成績重視及び総合評価方式の発注量及び評価点の分離 

【水道局の意見及び対応】 

（１）年間及び将来の工事量が解れば受注体制を整備することができる。 

〔対応〕①関連団体の役員会及び研修会で、年間工事量及び配水管更新事業計画の

説明を実施。 ②現場代理人が兼任（請負工事費 2,500 万円未満）工事を

増やすような発注計画（隣接工事）。 

（２）配管工が確保できないため、工事増に対応できない。 

〔対応〕配管工の研修会を、今年度から札幌市で開催。（日本ダクタイル鉄管協会主

催） 

（３）早期発注工事を多くしてほしい。 

〔対応〕①平成 26年度債務負担 ②早期発注工事を前年度と比べ３割多く発注。 

（４）設計金額と現場条件が乖離している。 

〔対応〕今年度から、配水管撤去に係わる積算で、現場状況に応じて、困難Ⅰ、Ⅱ

を新たに策定して積算している。 

（５）冬期に掛かる舗装工は、舗装業者との日程調整が大変だ。 

〔対応〕今年度、舗装工が冬期施工となる工事については、設計段階から現場及び

地域状況を勘案し、舗装工の有無について検討する。 

（６）土曜・祝祭日の施工について 

〔対応〕休日施工については、請負業者との協議を実施する。 

（７）水道工事の請負工事成績点について 

〔対応〕今年度、財）工事管理室で請負成績考査項目を変更した。６月以降しゅん

工工事から使用している。 

（８）一工事当たりの工事規模の拡大について 

〔対応〕配水管更新事業に伴い、今年度から、一工事当たりの施工延長増となり、

請負工事費が平均２割増となっている。そのため、土木工種の入札参加条

件の等級範囲を変更している。 

（９）入札に伴う、「入札予定価格」及び「応札者がいない」場合について 

〔対応〕①今年度、「入札予定価格」の設定（入札率）を変更している。来年度、「入

札予定価格」の設定（入札率）を再度変更することを考えている。 
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    ②「応札者がいない」又は「全社失格」の再告示にあたっては、工事概要

及び入札予定価格に変更が無い場合は、緊急告示として告示までの日数を

短縮している。また、再発注にあたっては、設計書を見直し、入札参加条

件の緩和などを検討して発注している。            以上 

 

○ 建設局発注工事の単価・歩掛に係る会議が終わる 

 １２月１２日(金)午後、建設局土木部から申し入れがありました「橋梁補修の単

価・歩掛に関するヒアリング」が終わりました。当協会から花井副会長、富樫舗装

技術委員長、鈴木安全副委員長が出席し、関係団体の参加は、札幌市土木事業協会

３名、札舗会３名です。 

【土木部出席者】青木技術管理担当課長、須志田技術管理担当課技術管理担当係長、 

同中尾係長、坂本工事課道路工事三係長、同課 谷口主査、同増山主査 

《意見交換内容》 

橋梁補修工事で特に舗装補修工事について、単価・歩掛の問題が見受けられる。

その主な要因はなにか。 

この質問に対して、大規模補修、中規模補修、小規模補修の積算方法が同じ手法

を用いており、また、近隣の現場と併せて発注した場合、同一現場の積算と同じ。

物価調査会と実勢価格に乖離が見られる等多くの意見か寄せられ、今後、検討を加

えて行くとの回答が得られた。                     以上 

 

最 近 の 会 議 か ら  

○ １２月定例役員会 

１２月１１日午後定例役員会が開催され、先に行われた「第二班安全管理現場研

修」について千葉安全委員長から、また、「秋季代表者研修会」について、事務局か

ら、更に、１７日実施予定の「市長陳情」の内容及び各副会長の役割分担について、

花井副会長から説明されました。次に１月２３日(金)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）２５年度決算（案）、イ）２６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。 

 

会 員 の 動 き   

○代表者の変更 

三益工業株式会社 

（旧）代表取締役 仁木 篤志  

（新）代表取締役 清野 昭夫 
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○ 住所の変更 

道央環境株式会社 

新住所 〒004-0841 清田区清田１条４丁目３番７５号 

○ FAXの変更 

株式会社丸武加藤建設工業 

新 FAX番号 011-771-5347 

○ メールアドレスの変更 

株式会社藤井組 

  新メールアドレス y.fujii@fujiigumi.jp 

大和建設運輸株式会社 

  新メールアドレス t-yamada@okamotogroup.co.jp 

宏栄建設株式会社 

  新メールアドレス info@koueikensetsu.com 

 

以上 
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