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中 建 協 だ よ り    第 ６１ 号 

                                              平成２８年４月１５日  

札幌中小建設業協会 平成２８年度安全標語 

〔 会長賞 〕 

気をつけて 油断過信が事故を呼ぶ  

習慣づけよう 危険予知 

         作者 尾崎 誠治 氏 （ ㈱丸周中村土木） 

 

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７日午後から、平成２８年度の代表者研修会を会員８０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給水部天野技術調査担当

課長、④建築部都築建

築保全課長から説明が

ありました。また、管

財部契約管理課長坂井

工事契約担当課長から

は本年度進めようとす

る入札参加資格の「地

域要件の設定基準」の

緩和や総合評価落札方

式の改正及び失格判断

基準の引上げの説明が

ありました。 

詳しくは、この号に搭

載しております。          “研修風景”                
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○ 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

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》 

    気をつけて 油断過信が事故を呼ぶ 

習慣づけよう 危険予知 

               作者  尾崎 誠治 氏 （㈱丸周中村土木） 

 《安全委員長賞》 

    慣れぬより 慣れた作業の再確認 

                    毎日の意識高めて無災害 

                 作者  斉藤 智光 氏 （㈱石塚工務店） 

 《優秀賞》 

    気配り 目配り 日常点検 できる職場に事故はなし 

               作者  長屋 博昭 氏 （第一建興江島㈱） 

 《優秀賞》 

    安全は 一に点検 二に確認 三に納得 四に作業 

               作者 佐々木 洋一 氏 （ムトウ建設工業㈱） 

《優秀賞》 

    身を守る 装備を決めて仕事人 作業も無事故で超一流 

               作者  野尻 琢郎 氏  （㈱興陽技建） 

《優秀賞》 

    やったつもり 積り積もって災害に チリを除いて整理整頓 

               作者  田中 智大 氏  （札幌建設運送㈱） 

 

 

 

（１）優秀技術者表彰者 

① 瀬川 一成  氏（㈱園建）        ② 星野 雅之 氏（大富工業㈱） 

③ 青砥 一智  氏（第一建興江島㈱）   ④ 三上 雅美氏（㈱花井柳川） 

⑤ 小林 尚史  氏（北創丸杉建設㈱）   ⑥ 瀬下 幸永 氏（㈱創建） 

⑦ 佐藤  敦  氏（㈱丸金金澤建設工業）⑧ 奥田 康博 氏（中定建設工業㈱） 

⑨ 中坂 朝康  氏（宮浦興業㈱）       ⑩ 長尾 孝幸 氏（金井建設工業㈱） 
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代表者研修会から  
 

４月７日に開催した「代表者研修会」から① 建設局土木部、② 下水道河川局下

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。 

 

平 成 ２８ 年 度 代 表 者 研 修 会 

平成２８年４月７日(木) 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。 

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。 

まず、雪対策事業についてでございますが、昨年度は２年連続の小雪となりまし

た。雪が少なければ少ないなりの問題があり、対応にご苦労された場面も多かった

のではないかと思います。 

除雪に対する市民要望は多様化する一方ですので、作業に従事される皆様におか

れましては、体力的にも精神的にも負担が大きいと思いますが、皆様方のご尽力に

よって日々の快適な市民生活が支えられており、この場をお借りして心からお礼申

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２８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 28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、これまで

に経験したことのない時代の転換期を迎えており、今後、経済規模の縮小や税収の

減少など、財政状況はより一層厳しくなることが予測されております。 

このような厳しい状況のなか、札幌市では、昨年 12月に今後５年間の中期実施計

画であります「札幌市まちづくり戦略ビジョンアクションプラン 2015」を策定いた

しました。 

これまでと同様、財政規律を堅持しつつも、未来への投資は積極的に行っていく



 4 

ことが必要と考え、一般会計の建設事業費については、計画期間を通じ、年 1,000

億円規模を確保し、5 年間の総額では 5,637 億円となっております。これは、皆様

に人材確保や設備投資などの見通しを立てていただきたいという思いで、お示しし

たものでございます。 

また、これまで集中的に整備をすすめてきた都市基盤の老朽化が進むなか、次世

代に良好な都市施設を引き継いでいくため、本プランに基づき、必要となる予算を

確保してまいりたいと思っております。 

これらの取り組みを着実に実行していくためには、札幌中小建設業協会をはじめ

とする建設業界の皆様のご協力は、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 28年度の予算について、話を移させていただきます。 

札幌市の一般会計の新年度予算額は、9,366 億円で、対前年比 3.9%の増となってお

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 1,096億円、対前年比 7.5%の増となっております。 

続きまして、土木部関連の予算規模ですが、総額で 607 億円、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 285 億円を計上しており、対前

年比で 14億円の増となっております。 

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、153億円の予算を計上しており、「街路事業」には、131

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 15 地区の重点

整備地区における歩道のバリアフリー化や、発寒鉄工団地 9 号線などの 7 路線の整

備に要する経費として、27億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、札幌環状線など 3 路線の電線類地中化のほか、生活道路 155 路線の整備にか

かる経費として、69 億円を計上しております。27 年度の予算 61 億円と比較します

と、13%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、澄川高架橋など６橋の耐震補

強、あいの里・福移跨線橋など３３橋の長寿命化に要する経費として、45億円を計

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５丁目・樽川通など９路線の電線類地中化などのほか、生活道路 56路線の整
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備などに要する経費として、120億円を計上しております。 

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、11億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 28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 357 件、発注金額は 204 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ている

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、適期施工を行い良好な

施工品質を確保するという観点から、鋭意、早期の発注に努めております。 

26年度には、更なる早期発注を図るため、ゼロ市債の工事につきまして、一部の

工事を試行的に 1 定から４定に前倒して発注したところでありますが、これについ

て皆様から好評をいただいたことを受けまして、昨年度は区発注の生活道路整備工

事、舗装路面改良工事（オーバーレイ工事）、併せて 30 件を全て 4 定に前倒しした

ところであります。 

また、28 年度予定工事 357 件のうち、12月から 2 月で 46 件、3 月に 29 件、4 月

は 67件の告示を予定しており、この 5か月間で合計 142件、全体に占める割合とし

ては 40%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 57%、工事金額で 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、26年度に改正されました、

品格法の趣旨を踏まえ、27年度には、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。 

 更に、27年度の実施状況を踏まえ、28年度からは総合評価落札方式が５形式から

８形式へと拡大し、より使いやすい型式に見直したところであります。 

 件数につきましても 27年度の 43件から 70件へと大幅に増やしており、なかでも

一括審査については、昨年度、舗装 A、及び区画線塗装工事について実施いたしま

したが、今年度は、更に、舗装 B、土木 B にも適用を拡大してまいりたいと考えて

おります。 
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 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 147 件で、昨年度から

27件の増となっております。 

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

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、27 年度は、実績で 65 件

実施したところでありますが、28 年度につきましても 68 件と、昨年度と同程度の

件数を予定しております。 

また、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 9件程度の発注を見込んでおります。 

 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した、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。 

この状況を受けまして、早期発注の取り組みや、26年度のバリアフリーの歩道舗

装工の単価の見直し、27年度の橋梁補修工事の舗装単価の見直しをはじめ、様々な

対策を講じてまいりましたが、その結果、26 年度は 15 件、27 年度は設備系の 2 件

のみとなり、入札不調は大幅に減少いたしました。 

このように大幅に減少したことは、対策が功を奏したところもございますが、皆

様方に意を汲んでいただいた結果であると考えております。 

このように、入札不調は一旦落ち着いた状況ではありますが、現場と設計の乖離

については、引き続き見直しを行っており、今年度につきましては、今後、区が発

注する生活道路整備工事において、6m未満の狭小幅員の案件が増えてくることを踏

まえ、幅員に応じて掘削工単価を見直しするとともに、区から発注いたします歩道

補修工事においても、バリアフリー工事に併せて、歩道舗装の単価の見直しを行い

ました。 

近年は、建設業の皆様におかれては、人材不足が重要な課題となっており、この

状況に鑑み、札幌市においても、企業の皆様の人材確保・育成を支援するというこ

とで、昨年度、「建設業人材確保・育成支援事業」を立ち上げ、この場をお借りして、

ご紹介したところであります。 
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支援事業のうち４つの助成事業について、実際に助成制度を利用いただいた企業

の方からは概ね好評との声を頂戴しておりましたが、申請数が当初見込みに達しな

かったことを踏まえ、より使いやすい制度となるよう改定をいたしましたので、簡

単にご紹介させていただきます。 

まず、機構改革に伴い、（旧）環境局のみどりの推進部の造園工事が今年度から対

象となるとともに、別の局となりました下水道河川局の工事は、要綱を改定し引き

続き助成対象といたしました。 

また、申請企業のご負担を軽減するため、一部の手続きの簡素化をおこなってお

ります。 

インターンシップ受け入れに関しては、これまで学生等を対象としておりました

が、学生以外で建設業での就業体験を希望する者にも対象を拡大いたしました。 

除雪オペレーターの免許取得に係る助成については、10月末を年度に申請期日と

しておりましたが、これを 2月末まで延長いたしました。 

是非、これを機会にこれらの助成事業を積極的にご活用いただきたいと考えてお

ります。 

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、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。 

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、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。 

 

 下水道河川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  

下水道河川局 下水道施設部 管路工事担当課長の「永井」でございます｡ 

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、誠に有り

難うございます｡ 

また、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、
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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｡ 

本日、私からは平成 28 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ご

説明させていただきますが、その前に４月１日の機構改革についてご報告したいと

思います。 

今まで下水道河川事業については、建設局の所管事業ということで進めてまいりま

したが、4 月 1 日の機構改革により下水道河川局となりまして、建設局から分離し

単独の局となりました。昭和から続いていた下水道局がなくなり建設局の所管とな

ったのが平成 17 年 4 月だったので、11 年ぶりに河川事業と一緒に下水道河川局と

なったところです。 

また、この機構改革により下水道河川部が総務部に名称変更されておりますので、

河川事業の関係２課につきましてはそれぞれ下水道河川局総務部河川事業課、下水

道河川局総務部河川管理課と変更になっております。管路工事、施設建設工事を受

け持つ下水道施設部については名称変更はなく局名だけの変更となっております。 

工事関係の書類作成時などには、お間違いのないようにご注意していただければと

思います。 

それでは、平成 28 年度の下水道河川事業についてご説明いたします。 

まず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

169 億 9 千 7 百万円を計上しております。これは、平成 27 年度の予算に比べ 5 億 2

千 7 百万円、率にして 3.2％の増となっております。 

続きまして、平成 28 年度の事業内容を施設別と施策別にご説明いたします。 

最初に施設別ですが、管路施設については 77 億 9 百万円を計上し、25.6km の整備

を、またポンプ場については 4 箇所で 37 億 4 千 700 万円、処理場については 8 箇

所で 55 億 4 千 1 百万円の事業費を計上しております。 

次に、施策別ですが、まず「下水道施設の再構築」（下水道施設の機能を保全するた

めに老朽化した管路や処理施設の機械・電気設備の改築等を行うもの）であります

が、この事業費として 101 億 5 千 6 百万円を計上しており、全体事業費の 59.8％を

占めております。 

続いて「下水道施設の災害対策」（大雨による浸水被害の軽減、地震時における下水

道施設の機能確保のために排水能力や耐震性の向上等の災害対策を継続して推進す

るもの）でありますが、この事業費として 57 億 9 千万円を計上しており、全体事

業費の 34.1％を占めております。 

続きまして、「下水道整備と水質改善」（良好な生活環境の確保および河川水質の保

全のため、道路の整備や区画整理事業などによる市街化の進展に対応し、管路の整

備を継続して推進するとともに合流式の改善を進めるもの）でありますが、この事

業費として 10 億 4 千 6 百万円を計上しており、全体事業費の 6.1％を占めておりま

す。 
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これらの他に「下水道エネルギー・資源の有効活用」として 5 百万円を計上してお

ります。 

次に、平成 28 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。 

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、浸水の危険性が大きくなってきております。 

このため、雨に強いまちづくりを目指して、平成 28 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も、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（シールド工事）の整備を引き続き実施し、

今年度しゅん功予定となっております。 

雨水拡充管については、この東雁来第 2 土地区画整理地内のシールド工事を除き 6

億 2 千万円を予定しております。 

他事業関連としては、厚別山本通の河川のボックス化に伴う下水道本管の布設替を

初めとして、5 億 8 千 8 百万円を予定しております。 

次に、軟弱地盤対策ですが、この対応として川北地区、厚別西地区、厚別北地区の

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 1 千万円

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 9 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、これにつきましては平成 27 年 3 月に改築事業に係る長

期的な方向性を定めた「札幌市下水道改築基本方針」を策定しており、さらに今年

の 3 月には平成 28 年度からの 5 年間の具体的な事業計画を定めた「中期経営プラ

ン 2020」を策定したところです。 

また、昨年 12 月には下水道工種で登録している業者のみなさまに対して、改築事

業の説明会を開催し、今後 5 年間の事業量を示しており、その中で老朽管の改築に

ついては平成 28 年度に 10ｋｍ実施し、今後 5 年間では 100ｋｍの改築を実施する

予定となっております。 

さらに、今年度からの老朽管の改築工事につきましては、本管の改築工事に加え、

工事可能な場所において開削工事により取付管をコンクリート管から塩ビ管に入れ

替える工事も併せて発注する予定となっております。 

平成 28 年度につきましては、下水道本管の改築工事で約 15 億円を予定しておりま

す。ちなみに、内訳の大半は管更生工事でございます。 

最後に、地震対策事業ですが、汚泥圧送管を中心として 6 億円の発注予定となって

おります。 

次に、処理場・ポンプ場の改築・更新事業でございます。 
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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 28 年度は、主に豊平川・新川・定山渓水再生プラザ及び米里中継ポンプ場の

機械電気設備の改築・更新を進めていき、事業費は 42 億 4 千 600 万円を計上して

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 89 件でした。今年度

につきましては、現段階では前年度と同程度の 90 件程度を予定しております。 

このうち、市債務負担行為いわゆるゼロ市工事として 15 件、繰越工事を 1 件のあ

わせて 16 件を発注済でございます。 

ランク別に申しますと、下水道 A1 は 18 件、A2 は 20 件、B ランクは 48 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、

総合評価落札方式については市長公約もあり昨年 11 件だったのに対し今年度は 16

件の発注予定となっております。また成績重視型が 20 件程度、雪に特化した政策

入札が 5 件程度発注する予定となっております。 

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 25 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 4 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 12 件、電気工事を 9 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、総務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、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。 
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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。 

平成 2８年度予算につきましては、河川整備費として、約 19 億 8 千 6 百万円を計上

しており、このうち工事費は、約 1３億 9 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、

東区のモエレ中野川など 6 河川で、施工延長約 910ｍ、工事費は約１１億４千万円

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。 

平成 28 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 2 億５

千万円を予定しております。 

その他、緊急防災対策事業として補正して繰越したものと、他部局から河川に関係

し受託するものをあわせて、工事費は約４億２千万円を予定しております。 

次に、河川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、14 件を予定しております。 

予定件数 14 件についてランク別に申しますと、土木 A1 は 5 件、土木 A2 は 7 件、

土木 B は 1 件、造園 B が１件を予定しております。 

以上が、河川事業の平成 28 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ければと思いま

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、施設の老朽化も進んできております。先ほどご説明した「札幌市下水道改築

基本方針」のなかでも下水道管路の 20 年後の改築延長は年間 60ｋｍと想定されて
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います。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 天野 博己 氏    

水道局給水部技術調査担当課長の天野です。 

「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。 

平成 28年度の水道局予算についてご説明申し上げます。 

水道局では、将来にわたって持続可能な水道システムを構築していくため、昨年度、平

成 27年から 10年間の新計画「札幌水道ビジョン」を策定し、「利用者の視点に立つ」という

基本理念のもと、４つの目標を掲げ、この目標を実現するための具体的な取組を示してい

ます。 

また、ビジョンの財政収支見通しにおいて、給水収益は減少傾向が継続すると見込まれ

る一方で、事業費については、施設の経年劣化に伴う大規模更新や耐震化事業の実施

により、高い水準で推移することが見込まれており、水道事業を取りまく環境は厳しくなるこ

とが予想されています。 

今年度は、ビジョンの 2 年目となる、平成 28年度の予算につきましては、健全経営を維

持しながら、計画事業を着実に実施していくことを目標に、主要事業の予算編成をおこな

っております。 

それでは、平成 28 年度予算の主要事業である施設整備事業についてお話させて頂き

ます。 

まず、取水・導水・浄水施設の整備として、将来にわたり良質で安全な水道水を安定的

に供給することを目的とした、豊平川水道水源水質保全事業に 25 億 1,000 万円を計上し

ております。 

次に、送水・配水施設の整備といたしまして、白川第３送水管新設事業に 23億 3,700万

円、配水施設耐震化事業に 3 億 4,400 万円、緊急貯水槽整備事業に 3 億 5,000 万円を

計上しております。 

続きまして、配水管関連の事業について説明します。 

配水池から配水区域へ送る基幹となる口径 400ｍｍ以上の配水幹線を対象とした、配

水幹線連続耐震化事業につきましては、市内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あります。平成２８年度は、平岸配水池系について、平岸第一幹線、

北幹線、平岸第３幹線、北栄幹線、拓北幹線の 5路線 2.9ｋｍを予定しております。事業費

は 26億 700万円を計上しております。 

次に、将来にわたり配水管の健全性を確保することを目的とした、口径 75mm から
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350mm までの配水枝線を対象とする配水管更新事業でございます。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 700ｋｍのうち、平成 28 年度は前年度と比べ

15.2 ㎞増の 62.6ｋｍを更新する予定であります。その他、配水管の整備や配水補助管の

新設など 18.4ｋｍを合わせた 80.9ｋｍの配水枝線の布設を予定しています。事業費は 112

億 9,000万円を計上しております。 

以上、施設整備事業費につきましては、総額 180億 3,000万円を予定しており、前年度

と比較して、13億 8,6００万円の増、増減率で 8.3％の増となっております。 

施設整備事業以外の主な事業としましては、配水補助管の改良事業費として 3億 9,800

万円、災害時重要施設への配水管耐震化事業として4億7,5００万円を計上しております。 

なお、平成 28 年度の配水関連事業のうち、債務負担額 21 億 4,400 万円につきまして

は、春先から着工できるよう早期発注を行っています。今年度も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参ります。 

平成 28年度の主要事業の概要につきましては、以上でございます。 

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 28年度土木系工事の発注件数は、現在 324件を想定しています。昨年と比べ 60

件程増えておりますが、これは、今年度配水管更新事業の対象路線が増えたことによりも

のであります。この中から各種の入札方式を実施していく予定です。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。 

成績重視型につきましては、従来、市長部局と合算した土木工種の工事成績点を使用

していましたが、平成 27 年 8 月からは、市長部局と分離した水道関連工事のみの工事成

績点を使用した、過去 2年又は 5年間の平均点を入札参加要件としております。 

また、総合評価落札方式の見直しにめぐっては、昨年 5 月に就任した市長の公約に、

品質確保と不当廉売による受注防止を目的として総合評価方式の拡大を掲げております。

水道局においても、平成 28年度配水関連事業の中から、現在 23件を想定しております。

昨年の実施件数 12件からの拡大を図っています。 

次に、入札不調についてですが、不調は平成 25 年頃から発生してきており、水道事業

の執行に影響を与える恐れがあることから、関連団体との意見交換会やアンケート調査な

どを行い、様々な不調対策や取組を実施してきました。 

不調件数については、平成 27 年度、26 年度と比べ件数が減少したことから、様々な取

組によって、入札に参加しやすい環境が整備され、多くの事業者が入札に参加した事が

入札不調の抑制に繋がった要因と考えられます。 

今年度も引き続き、配管工確保に向けた技能講習会や配管工不足を補う発注時期の

平準化などに努めて参ります。また、冬期に掛かる舗装復旧などについては、関係機関と
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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行くとともに、配水管工事の

積算に用いる掘削幅を、今年度から「水道工事積算基準」に水道管種に応じた標準掘削

幅を掲載し、作業実態に見合った水道工事の積算が出来るように改めました。 

さらに、水道工事を魅力あるものとするため、今年度から優秀工事施工業者表彰制度を

導入します。これは、平成 28 年度対象工事から、優秀な成績を納めた工事を施工した事

業者を表彰者とし、工種区分ごとに成績上位の事業者に表彰状と認証マークを授与する

ほか、総合評価における加点も付与されます。また、札幌市水道局発注の水道工事に配

管技能者として従事し、現在も継続して従事している者に対して、配管功労者表彰制度を

導入します。配管従事経験の継続年数において、10 年表彰、20 年表彰、30 年以上の永

年表彰の配管技能者に表彰状と認証マークを授与します。表彰式は、工事及び功労者と

もに、平成 29年６月頃を予定しています。 

以上で、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、安全安定給水の維持に努めてまいります

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 都築 一雪 氏   

札幌市都市局建築部建築保全課長の都築でございます。 

「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。 

私からは、平成 28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。 

「平成２８年度都市局建築部予算」、全体で 5,713,770千円が建築部の今年度の当

初予算であり、その予算の大部分を占める保全推進事業 5,540,000 千円の概要を中

心に説明おたします。 

保全推進事業の予算ですが、その他、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。それらは予算上は建築部ではなく、それぞれの

部局の予算に計上されておりますので、建築部の予算には出てきませんが、実際の

設計・工事などは建築部で行いますので、「建築部 受託予定工事の概要」として記

載しております。 

それでは、それぞれの事業について、ご説明してまいります。 
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まず、「平成２８年度都市局建築部予算」についてですが、建築部の本年度当初予

算の合計は、５７億１千３百７７万円となっております。前年度予算と比較します

と、約 13 億４千万円の減、率でいうと 19％減となっておりますが、これは昨年度

で札幌コンサートホール、キタラの大規模改修が終了したことによるものでござい

ます。 

各事業について、簡単に上からご説明しますと、「保全計画策定費」は、市有建築

物の保全計画の作成等を行うもので、予算金額はおよそ１千６百万円でございます。 

次の「保全推進事業費」ですが、この事業は、札幌市の「市有建築物ストックマ

ネジメント推進方針」に基づき、市有建築物の計画的な保全を実施する事業で、一

般部局が所管する４７７施設を対象としております。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

置しているものでございます。 

また、この事業に併せまして、環境負荷低減の取組による新エネ・省エネ技術の

導入、及びバリアフリー改善につきましても実施することとしております。 

札幌市では、本市のまちづくりの総合計画である「札幌市まちづくり戦略ビジョ

ン」を実現するための中期の実施計画として、昨年、「アクションプラン 2015（H27

～31）」を策定したところでありますが、「市有建築物保全推進事業」につきまして

は、市有建築物の総合的な保全の推進として計画に位置づけ、今後も計画的に取り

組んでいくこととしております。 

次に「市有建築物特定天井対策事業費」ですが、こちらは平成２８年度からの新

規事業でありまして、建築基準法の改正により、大規模空間の天井の基準が強化さ

れたことを踏まえて、既存の市有建築物においても、特定天井の脱落防止対策を進

めるものでございます。予算額は、１億４千万円となっております。詳細につきま

しては、後程、ご説明したいと思います。 

最後に１番下の建築管理費ですが、こちらは事務費などの経費でして、予算額は

１千７百万余となっております。 

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。 

保全推進事業費の総額は、５５億４千万円、対前年度比 78.9％、およそ２割減と

なっておりますが、先ほど申し上げましたように、これは昨年度で札幌コンサート

ホール キタラの大規模改修が終了したことによるものでございます。 

保全推進事業の工事の内訳でございますが、発注工事の件数、総額は建築工事と

設備工事を合わせまして、１０４件、５１億４千９百万円を見込んでおります。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３６件、１８億３千９百万円、設備工事が電気と機械を合わせて、６８件、

３３億１千万円となっております。 

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
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幌市住宅管理公社へ委託して発注しており、今年度は５５億４千万円のうち、約３

１億円を委託する予定となっています。 

保全推進事業の委託業務の内訳でございますが、こちらは設計業務、監理業務、

地質調査業務など、工事以外の委託業務になっております。 

保全推進事業の内訳と主な対象施設でございますが、計画的な保全改修として、

北区役所、南区体育館、札幌市民ホールなど８９施設で５２億７千８百万円、 保

全改修と併せて行う、新エネ省エネ技術の導入として、もいわ地区センター、社会

復帰センター、宮の森児童会館など 16施設で２億４千２百万円、 バリアフリー改

善を円山球場、白石温水プール、曙図書館など８施設で２千万円となっています。 

続きまして、各施設の所管部局からの新築・増改築・改修工事などの受託事業の

概要について説明いたします。 

先ほども申し上げましたが、こちらは予算上は、建築部ではなく、それぞれの部

局の予算に計上されておりますので、実際の設計・工事などは建築部で行うもので

あります。 

第１点目ですが、今年度の工事発注予定です。合計で３６０件、２４８億８千万

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１３９件、１６４億２千万円、電気、機械を合わせた設備

工事で２２１件、８４億６千万円となっています。 

前年度と比較しますと、件数が４.８％の減、金額で３.８％の増となっています。 

第２点目ですが、今年度発注の主な大型の新規工事でございます。学校改築３校、

市営住宅の大規模改修など、それぞれ総工事費２５億～３０億円規模で予定してい

ます。 

第３点目は、主な継続工事、第４点目、第５点目は工事以外の設計や監理、地質

調査でございます。 

なお、これまで学校の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

めてまいりましたが、昨年度をもちまして予定の１４８校、全ての耐震改修を終え

ることができました。耐震改修にあたりましては、札幌中小建設業協会の皆様には

多大なご尽力をいただきましたことを、この場をお借りして、お礼を申し上げます。

誠にありがとうございました。 

耐震改修は終了しましたが、教育委員会の学校改修の関係予算は、引き続き、同

規模を確保しており、今後は老朽化した学校の施設・設備への改修費を大幅に増強

して整備を進めていきますので、引き続き、ご協力をお願いします 

最後に「市有建築物特定天井対策事業費」について若干、補足いたします。先ほ

どもお話しいたしましたが、こちらは今年度からの新規事業でございます。 

特定天井とは、過去の大地震や東日本大震災において、大規模な空間を有する建

築物において、天井の脱落による被害が多数発生したことを受けまして、国土交通
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省が建築基準法を改正し、大空間の吊り天井が地震などの衝撃によって落下しない

よう、新たに基準が制定されたものであります。平成 25 年 7 月に建築基準法施行

令が改正され、その後、関連する告示の公布などを経まして、平成 26 年 4 月から

改正法が施行がされております。 

その内容ですが、対象となる特定天井と呼ばれる大空間の天井とは、具体的には、

6ｍを超える高さにある 200ｍ2 を超える吊り天井となっております。そうした特定

天井は、地震の衝撃においても天井が脱落しないよう、水平力に抵抗する斜め材の

設置や天井吊り材の配置など、構造耐力上、安全なものとすること、または天井を

構成する部材の重量が１ｍ2 あたり２㎏以内とする、極めて軽いものとすることな

どが求められることとなりました。 

既存の建物は、建築基準法の規制としては既存不適格となりますが、札幌市では

既存の市有建築物の特定天井対策を進めていくこととしております。 

今年度は白石温水プールの改修工事を行うほか、既存市有施設の改修設計を行う

予定であります。 

札幌市では、災害に強い都市の構築を目指し、平成 28 年 1 月に「札幌市強靭化

計画」を策定したところでありますが、「市有建築物特定天井対策事業」は、札幌市

強靭化計画の推進事業と位置づけをしているものでもあり、次年度以降も順次、保

全推進事業に合わせて、計画的に取り組んでいく予定でございます。 

以上が、今年度の予算の説明でございますが、建築部予算、他部局からの受託予

算を合わせますと、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、保全推進事業も特定天井対策事業も、来年度以降も

継続的に進めていく事業でございますので、毎年の工事量の平準化や年間を通した

工事の発注、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、６０件余り、総額 30億円程度を見込んでいます。 

平成 28年度の都市局建築部事業の概要については以上でございます。 

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 坂井 智則 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

長の坂井でございます。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
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場をお借りしまして厚くお礼申し上げます。  

 本日は平成２８年度代表者研修会ということでございますので、早期発注分から既

に適用済みの内容も含めまして、平成 28 年度の入札・契約制度の主な改正につきま

して、お話しをさせていただきたいと考えております。これまでの本市職員の話と、

多少、重複する内容もあろうかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。  

それでは、お手元の資料をご覧いただきながら、説明を聞いていただければと思い

ます。  

 ３種類の資料がございますので、順にご説明申し上げます。  

はじめに、入札参加資格に定める「地域要件の設定基準」の緩和についてご説明

申し上げます。 お手元にお配りしております資料のうち、「地域要件の設定基準」

の緩和についてと記載されております資料をご覧ください。 

秋元市長の選挙公約にもありますとおり、「地元企業の受注機会の拡大」を図るため、

制限付き一般競争入札の入札参加資格のうち、企業の所在地に関する要件、いわゆ

る「地域要件」について、市内企業に限定する場合の基準でありました、「応札可能

な市内事業者の数」をこれまでの２０社以上から１０社以上へと大幅に緩和したと

ころでございます。 

本市では、これまでも市内企業への優先発注を基本としていますので、既に多くの

案件で、市内企業限定で発注しておりますが、この度の変更により、一部の例外的

な工事を除き、さらに市内企業の受注機会が拡大する環境が整ったと考えていると

ころでございます。 

既に２月中旬以後の告示、いわゆる早期発注案件から変更後の基準を適用している

ところでございます。 

次に２点目としまして、総合評価落札方式の改正についてご説明申し上げます。 

お手元の資料のうち「総合評価落札方式の改正について」という資料をご覧くださ

い。 

こちらも既に早期発注案件から適用しておりますので、皆様方も既にご承知の部分

が多いかと思いますが、改めまして概要等につきましてご説明をさせていただきた

いと思います。 

なお、それぞれの項目についてポイントを絞ってご説明させていただきたいと思い

ますので、内容を一部割愛する場合や資料の記載順と説明内容が一部前後する箇所

がありますことをご了承いただければと思います。 

まず、この度の改正の目的として、大きく分けて５つの項目を挙げており、一つ目

としては「地元企業の受注機会の拡大」、次に「若手・女性技術者の育成・活躍の推

進」、次に「インセンティブ効果の拡大」、さらに「一括審査方式の拡大と適切な活

用」、最後に「施工能力の適正な評価」でございます。 
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次に、改正後の体系についてですが、これまでの５種類の型式から８種類へと増え

ております。 

大きな変更点といたしまして、これまでの「地域貢献型」については、「地域貢献Ⅰ

型」と名称変更し、「地域貢献Ⅰ型」の評価項目の中から、企業の評価である「公共

工事の施工実績や工事成績」、地域貢献等の評価として「本市との工事請負契約の件

数」「災害協定締結団体への加入状況」「本市雪対策事業等の従事実績」及び「本市

ボランティア等まちづくり事業の活動実績」に評価項目を絞ることにより、入札に

参加する際の提出資料を簡素化し、地元中小企業の皆様が参加しやすい型式として、

あらたに「地域貢献Ⅱ型」を新設いたしました。 

また、「一括審査方式」の適用工事を対象とした「一括審査 Ⅰ型」と「一括審査Ⅱ型」

についても、この度の改正で新設いたしましたが、「一括審査Ⅱ型」につきましては、

先程ご説明申し上げた「地域貢献Ⅱ型」の評価項目に、「技術者資格保有状況」のみ

を加えた評価項目としており、こちらも入札参加者の皆様の事務負担を軽減するた

めに提出書類を可能な限り簡素化したものとなっております。 

その他といたしましては、平成２７年度の改正で評価項目の追加や評価対象の拡 

大を図りました既存の型式であります「実績評価Ⅰ型」につきましては、昨年度の

実施結果を踏まえ 、「 継 続 教 育 （ ＣＰ Ｄ ： Continuing Professional 

Development）の取組み」について、複数年による推奨取得単位を設定している場

合には、評価対象を前年度に限定せず、複数年による取得も評価の対象とし、継続

教育の取組みを幅広く評価するよう見直しを行いました。 

また、「本店所在地」や「市内企業活用の施工計画」の評価項目につきましては、

地元企業の受注機会がさらに拡大されるよう、それぞれ最高点を引き上げました。

具体的な配点としては、本店所在地は２.０から３.０へ、市内企業活用の施工計画は

１.５から２.０へとしたところです。 

さらに、「人材育成型」につきましては、「新規学卒者の雇用状況」の評価項目のほ

か、配置予定技術者を除く満３０歳未満で一級又は二級の資格保有者を３年以上雇

用していることを評価する項目を新たに設けるとともに、「女性技術者の活用状況」

の最高点を０.５から２.０へ大幅に引き上げるなど、若手技術者の登用や女性技術者

の活躍を推進するとともに、育成に努力されている企業の評価をさらに高めようと

するものでございます。 

また、これまで「地域貢献型」の評価項目であった「本市発注の手持ち工事の状

況」ですが、昨年度の実施結果を検証したところ、「手持ち工事」の定義である「落

札決定通知日以後から受渡し日前まで」という対象工事の基準のうち、特に受渡し

日に関して、施工中の工事のしゅん功届を提出し、検査を経て、受渡書が取り交わ

されるまでの期間について、工事ごとに幅があることから、この度の改正により「手
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持ち工事の状況」の評価項目を廃止し、あらたに「本年度における本市との工事請

負契約の件数」を新設したところでございます。 

雑駁ではございますが、総合評価落札方式の改正点の説明については以上となり

ます。 

総合評価落札方式につきましては、本市の社会資本整備を担っていただき、また、

地域防災への取組みや雪対策事業にご尽力をいただいている地元中小企業の皆様が

より取組みやすく、参加しやすいものとなるよう、今後とも評価項目や配点につい

て検討してまいりたいと考えておりますので、是非とも多くの企業の皆様にご参加

いただければと思います。 

最後になりますが、「総合評価適用工事の失格判断基準の引上げ」についてご説明

いたします。 

お手元にお配りしている「地質調査業務の最低制限価格等及び総合評価適用工事の

失格判断基準の引上げ等について」という資料をご覧ください。 

総合評価適用工事の案件につきましては低入札価格調査基準を適用しており、また、

ダンピング受注を防止する観点から失格判断基準を設定しているところでございま

す。 

この度、平成２８年４月１日以後に告示する案件から、この失格判断基準の各費

目のうち、直接工事費については、これまでの８０％から９０％へ、共通仮設費に

ついては７０％から８５％へそれぞれ引き上げを行ないましたのでお知らせいたし

ます。 

以上、駆け足でお話申し上げましたが、このたび実施した入札・契約制度等の説

明は以上でございます。 

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。  

ご清聴いただきありがとうございました。 

                                以上 

最 近 の 会 議 か ら  

○ ４月定例役員会 

４月１４日午後定例役員会が開催され、４月７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２８，２９、３０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２０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。 

 

                             以上 


