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中 建 協 だ よ り   １１月臨時号 

                                              平成２５年１１月１８日  

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

〔 会長賞 〕 

災害は 慣れと油断と気のゆるみ 

         いつも初心で安全確認 

作者 工 藤  学 氏（新立大一興業㈱） 

 

い ろ い ろ な 情 報  
 

○ 秋季経営者・代表者研修会が終了 

 恒例の秋季経営者・代表者研修会、意見交換会が１１月７日（木）札幌グランド 

ホテルで会員６８名の参加により行われました。研修内容は、「不当要求対策につい 

て」と題して、特に暴力団や悪質

クレーマーの対応指導を行って

おります公益法人北海道暴力追

放センター事務局長下立実氏を

講師に迎え、非常に興味深い内容

の講演を頂きましたので、会員皆

熱心に聴講されました。 

 研修終了後は、札幌市から秋元

副市長、長利水道事業管理者、野

崎財政局契約管理担当局長、高橋

都市局長、浦田土木部長、天野道      “研修会風景” 

路工事担当部長、堀江維持担当部長、高松雪対策室長、山際管路担当部長、京谷建

築部長、酒井給水部長、高橋配水担当部長をお招きして意見交換会が開かれ、総勢

７１名で懇談しました。 
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【研修内容】 
 暴力団、クレーマー等の不当要求対策についての基本的対応の要領として

は、まず初めに、平素からの準備が必要です。その準備の主な内容としては、

①トップの危機管理意識「不当な要求には絶対応じない」という基本方針と

姿勢を示し、毅然とした社風を構築していく事です。次に、②体制づくりで

すが、あらかじめ対応責任者、補助者を指定しておき、対応マニュアル、通

報手順等を定めておく事です。次に、③暴力団等反社会的とは取引しない等

の内容を盛り込んだ暴力団排除条項を契約書等に導入しておく。最後に、④

警察、暴力追放推進センター、弁護士との連携を保ち、事案の発生に備え担

当窓口を設けておく等の準備があります。 

 次に、有事の対応（不当要求対応）の要領でありますが、①来訪者のチェ

ックと連絡、②相手の確認と用件の確認、③対応場所の選定、④対応の人数、

⑤対応時間、⑥言動に注意する、⑦書類の作成・署名・押印、⑧トップには

対応させない、⑨即答や約束はしない、⑩湯茶の接待をしない、⑪対応内容

の記録化、⑫機を失せづ警察に通報があります。 

 次に、暴力団対策法で禁止されている行為（２７の行為）がありますが、

特に建設業に関連するものとしては、①口止め料を要求する行為、②寄付金

や賛助金を要求する行為、③下請参入等を要求する行為、④建設業者に対し、

不当に建設工事を行うことを要求する行為、⑤因縁を付けての金品等を要求

する行為等がありますが、他禁止行為についても一般的な公共工事の禁止事

項から公共事務事業全般に範囲が拡大された。 

 最後になりますが、適格都道府県センター制度が制定され、この制度は、

国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放センターが指定暴力団等

の事務所付近住民から委託を受け、自己の名をもって一切の裁判上又は裁判

外の行為を行うことが出来るようになりました、北海道にも札幌市中央区北

３条西７丁目１－１道庁緑苑ビル庁舎内に「北海道暴力追放センター」があ

りますので、是非利用下さい。 

 

【意見交換会内容】 
 安田会長挨拶「最近入札不調が多く続いています。この原因は、工事内容がバリ

アフリーや維持補修など工事難度の高いこともありますが、工事に携わる人材不足

であります。事業経営を考慮すると、どうしても入札参加に踏み込めない状況にあ

ります。どうか、入札契約制度を再度見直していただきたいと思います。また、工

事量の確保をお願いしてきた協会が人材を確保出来ず、市の厚意に応えることがで

きなかった事を申し訳なく思っております。今後は、技術を継承出来る環境づくり

を協会として進めたいと思います。」 
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 秋元副市長挨拶「最近の建設業界に実態を知る機会が非常に少なくなったと感じ

ます。特に、議会で否決になりましたが、公契約条例の検討進めていく上で、行政

の思惑と業界内部に状況に乖離がかなり有りました。これは、業界とのコミ二ケ―

ション不足が原因と思われます。今後は、このような意見交換会など機会を多く持

ち、業界の把握に努めてまいりたい。」 

 

○「平成２５年度安全管理現場研修」の１０月実施分が終わる 

  会員企業の施工現場を教材に、市発注部局職員の同行を頂いて会員企業の現場 

代理人等の安全知識を涵養する目的で行なう「安全管理現場研修」の第２班（下 

水道施設部、下水道河川部、給水部）を次のとおり実施しました。講評につきま 

しては、この号に掲載します。 

【第２班】 

日 時 １０月１７日(木)  

午後１時００分～ 

参 加 者 会員１９名、発注者 

    ６名、役員４名計２９名 

① 現  場  

○豊平区：社会資本整備総合交付 

     金事業平岸高台公園流 

     域貯留施設整備工事 

   （大富工業㈱） 

○中央区：社会資本整備総合交付金     “安全現場研修風景“            

事業創成川処理区南５条東２丁目ほか下水道新設工事（㈱水谷組）      

○東 区：東区北東地区配水管更新工事その２ №４－0709（㈱花井柳川） 

  ② 添 乗 者         

〔建設局下水道施設部〕     

     管路工事担当課長        青鬼 良一 氏 

       主査(施工管理)         天池 康明 氏 

〔建設局下水道河川部〕     

     河川事業課長          菅原 伸二 氏 

       河川工事係長          若林  学 氏 

  〔水道局給水部〕 

南部配水管理課長        古井 浩二 氏 

 南部配水管理課工事係長     明石 年充 氏 
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○ 水道局発注工事の入札不調に係る意見交換会が終わる 

 １１月１４日(木)午後、水道局から申し入れがありました「入札不調に係る意見

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、中西

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】酒井給水部長、金谷技術調査担当課長、廣澤工事課長、渡部給水 

課長、鈴木検査担当係長、田口調査担当係長、村上工事一係長、瀬川調整担当係長、 

長平（中部）工事係長、田中（北部）工事係長、明石（南部）工事係長です。 

主な意見（要望）交換としては、 

【入札不調（応札無）の原因】 

（１）受注者側の現状 ①技術者、配管工の不足、下請けや資材の確保 ②受注工 

事の選定（難度及び採算性） 

（２）発注者川の設計書等について ①施工箇所、施工規模、沿道対策等による施 

工条件 ②発注時期、工期の設定、入札条件等による発注方法 

【入札不調の対策】 

①技術者や配管工の不足～継続性のある発注でそれらの育成、確保の方法を検討 

②下請けや資材の確保～①と同様に継続性が確認出来る発注方法 ③施工箇所、沿

道対策等による施工条件～現場の状況に応じた設計の検討 ④施工規模～ロットを

大きくし、技術者の対応、採算性を高める ⑤発注時期、工期の設定～工事の少な

い春先の発注、工期は長く設定し、竣功検査は、速やかに行う ⑥入札条件等～予

定価格の設定の仕方、あらゆる入札方法を検討。 

【その他（要望）】 

上記入札不調対策を速やかに検討する。 

【水道局回答】 

 今出された意見については、速やかに検討する事とし、特に都市部の工事の見積

については、必要なものがあれば、積算方法、見直し等を検討するようにしたい 

 

○ 中村裕之衆議院議員への陳情が終わる 

 最近の業界の状況を鑑み、特に国土交通省にパイプを持つ中村裕之衆議院議員陳

情を１２月１５日(金)午後６時３０分ノボテル札幌で協会会員５２名の参加で行わ

れました。 

【陳情趣旨】 

 貴職におかれましては、国政を担われ、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、日頃から北海道の発展のために、ご支援やご指導を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 
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 私達、札幌中小建設業協会は主に札幌市から発注される公共事業を糧に会社運営

をしている土木・建築・舗装工事会社が集結して札幌市のインフラ整備の一翼を担

っている会で現在会員数は１１９社です。 

 平成１３年度からの構造改革による公共投資の削減により、発注量に見合った人

員体制を取らざるを得ず、各会員が縮小を図ってきました。また、一般競争入札制

度の導入により最低制限価格での落札が多発し必要経費の確保も困難な状況で、各

会員疲弊しており、風水害、大雪等自然災害対応もままならない状況に陥っており

ます。 

 北海道の中心都市である札幌市のインフラ整備の確保、災害時の対応を踏まえ、

我々建設業が今後も安全・安心なまちづくりに寄与出来ますよう、下記の陳情を致

します。 

【陳情内容】 

１）国土交通省土木工事積算基準の改定 について 

 昨年の政権交代による『アベノミクス』効果により、今年度公共事業が例年以上

発注されておりますが、上記のとおり各会員縮小をしてきたため唐突に発注量が増

えても対応することが出来ず、札幌市発注工事においても入札参加者がゼロで入札

不調が山積するようになってまいりました。特に街中での工事（歩道バリアフリー、

橋梁補修、共同電線溝）は顕著であります。発注者である札幌市からも当会に対し、

原因の説明を求められますが、理由は至って簡単であり『他工事より苦労するのに

儲からない、持ち出しすることが最初から分かっている』からであります。当会も

今まで発注を増やしてほしい、と札幌市に対し要望を重ねてきましたので、本来で

あれば請負たいところであります。 

 発注者である札幌市に対し、街中での工事の歩掛を見合ったものには出来ないの

か尋ねましたが、各担当者からは決まって『国土交通省土木工事積算基準』に準じ

ているので、歩掛の変更は出来ないとの返答であります。 

 現在の『国土交通省土木工事積算基準』は一昔前の工事の歩掛を基に作成されて

いると聞き及んでおります。閑散としていて何も支障のないところで行う工事と、

街中で地域住民にご迷惑を掛けないよう細心の注意を図り、また交通量の激しい地

域で進捗が芳しくない工事でも、歩掛は同じです。これでは、街中の工事に向かっ

て行くことは困難であります。同工種においても、例えば『掘削』において困難・

普通・容易と段階を付け、その工事の特異性が反映されるような歩掛に変更すべき

です。時代は刻々と変化していきます。 

 早急に実情に合った積算基準への改定を陳情致します。 

２）労務単価見直し について 

 現在、積算の根拠となる労務単価は二省単価が用いられており各地域によって違

います。 
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 公共事業労務費調査により、公共工事の予定価格の積算に必要な公共工事設計労

務単価を決定するため、国土交通省が所管する公共事業等に従事した建設労働者等

に対する賃金の支払い実態を調査され翌年度の単価を各地域の実情を踏まえ決めら

れております。 

 北海道と主な他都県との比較は、次頁のとおりとなっております。 

都道府県 
土木一般 

普通作業員 特殊運転手 鉄筋工 型わく工 
世話役 

北海道 17,500 12,700 15,300 16,000 15,400

宮城県 21,200 15,100 21,400 22,400 24,000

東京都 21,900 17,200 20,200 22,200 20,200

福岡県 18,300 14,500 16,400 16,100 16,100

 上表のように、全ての職種において北海道は他都府県と比較すると低い設定です。

今までの疲弊により、支払う賃金が徐々に低くならざるを得ず、それが翌年に反映

されると何時まで経っても改善されません。 

 東北の復興による北海道からの労務者の流出は歯止めがきかず、ご存じのとおり

鉄筋工・型わく工は繁忙期には全くいない状況です。また、２０２０年の東京オリ

ンピックに向け東京への労務者の一極集中は避けられないこともあり、さらに北海

道の建設工事に携わる労務者の不足が懸念されます。 

 東京都と北海道を比較すると家賃等の面では比較出来ませんが、その他の面で札

幌は大差がないと思います。 

 労務単価を全国で一律にするのは厳しいとは思いますが、なるべく差がないよう

に早急に見直しを頂きたく、陳情致します。 

３）社会保険未加入問題 について 

 国の施策として、建設業における保険未加入問題の対処法として、平成２９年４

月より実施される予定の公共事業から社会保険（年金・医療・雇用）未加入企業が

排除される事になっております。 

 何度も繰り返しますが今までの公共事業削減により建設業者は疲弊しており、社

会保険に加入したくても経営を圧迫するため加入出来ない企業が数多くおります。 

 平成２９年まで時間があるとはいえ、現行の二省単価の適用では未加入業者が加

入出来る体力に回復するか疑義があります。 

 未加入業者の多くは専門工事業者（下請業者）であり、現在加入するよう指導は

しておりますが、限界を感じております。それでなくても就業者の建設業離れの傾

向は続いており、未加入企業が排除されると労務者の奪い合いが熾烈になり、現場

をこなすことが、今以上に困難になると予想されます。 

 出来ますれば、予定価格（又は直接工事費）に対して、消費税のように法定福利

費の項目で、４％程度上乗せして頂ければ、各下請業者に対して受注金額に同程度
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上乗せ出来きます。受注金額が上がれば、加入するよう指導が出来ると考え早急に

見直しを頂きたく、陳情致します。 

                                  以上 

 

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 


