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中 建 協 だ よ り    第 ３５ 号 

                                              平成２５年４月１８日  

札幌中小建設業協会 平成２５年度安全標語 
〔 会長賞 〕 

安全は 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  
 

○「札幌中小建設業協会代表者研修会」が終わる 

４月１０日午後から、平成２５

年度の代表者研修会を会員８４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平山街

路工事担当課長、②下水道施設部

青鬼管路工事担当課長、③給水部

金谷技術調査担当課長、④建築部

大島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 

高井工事契約係長からは本年度進     

めようとする入札・契約制度の説    “代表者研修会風景” 
明がありました。詳しくは、この号に搭載しております。             

 

○「札幌中小建設業協会普通救命講習会」が終わる 
 ４月１７日午後、３時間に渡って平成２５年度普通救命講習会を会員４４名の参

加で開催しました。 

 来年度も同じ時期に行いますので、今年度受講出来なかった人は、来年度参加す

るようにして下さい。 

 



 2

○ 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きまりました。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》 

    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㈱） 

 《安全委員長賞》 

    安全は 一人ひとりが責任者 みんなで目指せ ゼロ災害 

                 作者  飛 鷹  俊 臣 氏 （晃亜興業㈱） 

 《優秀賞》 

    危険予知 気付いた時にすぐ改善 みんなで築く安全現場 

               作者 山 岡    強 氏 （協友建設工業㈱） 

 《優秀賞》 

    ちょっと待て 迷った時はまず確認 「たぶん・だろう」が事故を呼ぶ！ 

               作者 小田島    実 氏 （中定建設工業㈱） 

《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） 

 

（２）優秀技術者表彰者 

① 河 江 正 志  氏（晃亜興業㈱）  ② 鈴 木 利 一 氏（ひまわり建設㈱） 

③ 江 口 浩 司  氏（大富工業㈱）  ④ 窪 田 憲 一 氏（中定建設工業㈱ 

⑤ 福 地     求  氏（宮浦興業㈱）   ⑥ 寺 井 正 嘉 氏（㈱オオイ工務店） 

 

代表者研修会から  
 

４月１２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。 

平 成 ２５ 年 度 代 表 者 研 修 会 

平成２５年 4 月１０日(水) 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 平山 佳之 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平山
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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や雪対

策事業に対しまして、格別のご理解、ご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 
 本日は代表者研修会ということで、平成 25 年度発注関係事業の予算概要や発注

の動向について、お話しをさせていただきたいと考えております。 
それでは、早速、平成 25 年度の予算の説明に入らせていただきます。 
我が国の最近の経済状況としましては、昨年１２月に発足した第２次安倍内閣が

推進する、いわゆるアベノミクスによる経済対策で、日銀の大胆な金融政策で株価

が上昇し、円高・デフレからの脱却と経済成長が期待されているところであります。 

先日、公表されました公共工事設計労務単価につきましても、４月から全国平均で

約 15％、東日本大震災の被災県３県では約２１％の上昇となったところでありまし

て、今後は公共事業が経済成長のけん引役となることが期待されているところであ

ります。 
そこで、札幌市の新年度一般会計の予算でございますが、平成 24 年度と比較し

てほぼ同額の 8,524 億円となっております。 
このうち建設費は、平成２５年第 1 回定例議会での補正予算も併せて、1,311 億

円を確保いたしました。これは、昨年度の 1,239 億円に比べまして、約７１億円増、

率にして５．８％の増となっております。 
続きまして、土木部の平成 25 年度予算の動向について説明をさせていただきま

す。 
土木部の予算規模ですが、総額としては、５０８億円となっており、その内、道

路整備関連事業としては２５０億円を計上しております。 
土木部の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つの事業で構成されております。 
「道路新設改良事業」には、143 億 5,300 円の予算を計上しており、24 年度の予

算 137 億 90 万円と比較しますと、額にして 6 億 5,200 万円の増、率にいたしまし

て 4.8％の増となっております。 
また「街路事業」につきましては、106 億 3,500 万円の予算を計上しており、こ

ちらのほうは、24年度の予算132億4,900万円と比較しますと、額にして26億1,400
万円の減、率にして 19.7％の減となっております。 
これらの事業は、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

について簡単にご説明します。 
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２６の重点整備

地区における歩道のバリアフリー化などに要する経費として、25 億 600 万円を計上

しております。 
24 年度の予算 30 億 9,200 万円と比較しますと、5 億 8,000 万円の減となってお
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ります。 
２つ目は、「道路改良費」でございますが、現在、継続して行っております西野真

駒内清田線・小林峠のトンネル工事など 7 路線の道路改良や、西 15 丁目線など 3
路線の電線類地中化のほか、生活道路 159 路線の整備などに要する経費として、60
億 9,700 万円を計上しております。 

24 年度の予算 56 億 8,500 万円と比較しますと、4 億 1,200 万円の増となってお

ります。 
３つ目は、「道路橋りょう整備費」でございますが、（仮称）北ノ沢新橋の新設を

はじめ、幌平橋など 6 橋の耐震補強、また、厚別こ線橋など 39 橋の長寿命化に要

する経費として、昨年度を大幅に上回る 45 億 4,800 万円を計上しております。 
24 年度の予算 33 億 7,200 万円と比較しますと、11 億 7,600 万円の増となってお

ります。 
４つ目は、「街路改良費」でございますが、札幌新道など 18 路線の改良や、南 1

条通など 4 路線の電線類地中化、手稲左股通の情報ボックスのほか、生活道路 80
路線の整備などに要する経費として、87 億 2,400 万円を計上しております。 

24 年度の予算 112 億 3,900 万円と比較しますと、額にして 25 億 1,500 万円の減

となっております。 
５つ目は、「街路橋りょう整備費」でございますが、新川さくら並木橋など 3 橋の

新設などに要する経費として、19 億 1,100 万円を計上しております。 
24 年度の予算 20 億 900 万円と比較しますと、9,800 万円の減となっております。 
平成 25 年度の予算の概要としましては以上でございます。 
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 25 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、厳しい財政状況の中ではありますが、当初予算ベースでは、工事件

数および工事金額とも昨年の事業量を上回ることができました。 
25 年度の発注件数としては、およそ 460 件、発注予定金額は、230 億円程度を見

込んでおります。 
 このうち、工事件数としては、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。 
発注時期につきましては、厳しい社会経済状況に配慮し、早期の発注に努めるべ

く対応しているところであり、ゼロ市工事等で、これまでに、発注件数、金額とも

に、今年度における工事の１割以上の発注を行ったところであります。 
今後につきましても、５月までの発注で、工事件数で５０％、工事金額で６０％

を予定しており、これは、昨年を上回る数字でありますが、早期発注に努めてまい

りたいと考えております。 
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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

式のように企業のもつ技術力や地域への貢献を評価する多様な発注方法を実施して

いるところであります。 
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

競争入札の拡大がございます。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、成績重視型ともに、工事発注件数に占める割合としては、昨年度

と同程度の割合で発注を行っていく予定であります。 
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を支えていただ

いている方々に対しましては、制限付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 年度から実施してきているところであります。 
土木部所管工事では、これまでにも実施件数を増加させ、 
２４年度は６４件を実施いたしましたが、２５年度につきましても、昨年度と同

程度の実施を予定しております。 
  なお、土木B等級を対象とした各区発注の生活道路整備工事等におきましては、

これまで地域要件として５区ずつを対象とした、いわゆる５区条件を付しておりま

したが、さらなる入札参加者数の緩和を図るため、平成２５年４月１日以降告示案

件から、中央区、北区、西区そして手稲区を対象とした西地区、東区、白石区、厚

別区を対象とした東地区そして豊平区、清田区、南区を対象とした南地区の３つの

地区に分けて発注してまいります。 
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。 
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。 
最後になりますが、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。 
ご清聴ありがとうございました。 
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  建設局下水道施設部関係 ～ 講師 管路工事担当課長 青鬼 良一 氏  
建設局 下水道施設部 管路工事担当課長の「青鬼」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、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、厚くお礼申し上げます｡ 
昨年度は私共の組織の機構が大きく変わりましたが、今年度は変更がありません

ので、去年と同様によろしくお願いいたします。 
さて、本日の研修テーマであります平成 25 年度の下水道事業と河川事業の予算

及び事業内容について、まず、予算の方から、事業別に、ご説明させていただきま

す。 
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 149 億 6 千

万円を計上しております。これは、24 年度に比べ 5 億 1 千 900 万円、率にして 3.6％
の増となっております。 

25 年度の事業内容を施設別と施策別にご説明します。 
まず、施設別ですが、管路施設については 70 億 600 万円を計上し、18.7km の整

備を、またポンプ場については 3 箇所で 9 億 4 千 300 万円、処理場については８箇

所で 69 億 5 千 700 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 38 億 9 千 100 万円、次に改築・更新、再構築

事業には全体事業費の 48.4％を占める、72 億 4 千 100 万円を計上しています。 
この他、浸水対策には 19 億 2 千万円、水質改善には 10 億 2 千 900 万円、地震対

策には８億 1 千 700 万円、有効利用には 6 千 200 万円といった配分で計上していま

す。 
次に、25 年度の下水道建設事業の主要な内容について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、浸水の危険性が高まってきております。 
特に不特定多数の市民が利用する地下鉄駅およびその周辺では、浸水が発生する

と、大規模な交通障害などが発生し、多くの市民に影響を与える恐れがあります。 
このため、雨に強いまちづくりを目指して、25 年度も引き続き、地下鉄駅麻生駅

周辺地区を中心に雨水拡充管の整備を進めていきます。 
なお、地下鉄駅麻生駅周辺地区は今年度の完了を予定しています。 
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開始する予定です。 
25 年度のこれら浸水対策の管路の事業費は 13 億 1 千 300 万円でございます。 
次に豊平川雨水貯留管についてですが、本市の処理区の 6 割を占める合流式下水

道では、雨天時に水再生プラザで処理しきれない汚れた水が河川に放流される場合
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があり、河川の環境上の観点からこの放流水質の改善が必要となっています。 
豊平川雨水貯留管は、汚れた初期の雨水を貯留し、降雨終了後に豊平川水再生プ

ラザで処理して河川に放流することで河川環境を守ります。 
また、白石区北郷・平和通地区の浸水対策としての機能も併せ持つものでありま

す。 
工事は、平成 21 年度末にシールド本体工事、平成 22 年度末には到達立坑工事を

発注し、本年度も管渠としては最終年度の施工となるマンホール工事を進めてまい

ります。 
なお、豊平雨水貯留管の供用開始は 26 年度を予定しております。 
また、その他合流式の吐口対策として水面制御装置の設置を考えております。 
これら水質改善事業の本年度の管路の事業費は、4 億４千 500 万円となります。 
次に、改築・更新、再構築事業の約 8 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。 
25 年度は、主に創成川・茨戸・手稲水再生プラザ及び西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 59 億 4 千 300 万円となります。 
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

でも現時点の予定件数であります。 
今後の予算等の執行状況等により変わりますので、ご承知願いたいと思います。 

まず、「下水道」工種の発注件数ですが、前年度の発注件数は 107 件でした。今年

度につきましては、現段階（3/22）では前年度を上回る１20 件程度を予定しており

ます。 
このうち、14 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 16 件、A2 は 33 件、B ランクは 62 件、C

ランクは 9 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 24 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、これからお伝えする件数等は、管路工事と

同様に現時点での予定件数でございます。 
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まず、課全体での発注予定件数は 50 件を予定しております。 
これは前年度の実績件数 47 件に比べ、現在のところほぼ横ばいの件数となって

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 11 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 21 件、電気工事を 18 件予

定しております。 
以上で、下水道事業についてのご説明は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。 
札幌市の河川事業は、近年全国的に頻発している局地的集中豪雨の対策として「流

域貯留浸透事業」に重点化を図る等、総合的な治水対策を推進いたします。 
平成 2５年度予算は、緊急性や他事業連携を考慮し、効率的・効果的な治水対策を

図る。河川整備費として 1８億 7 千 7 百万円を計上しており、前年度に比べまして

７百万円の減となっております。 
このうち、2５年度に予定している工事費といたしましては、約 1３億円を予定し

ています。 
それでは、それぞれの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、河道拡幅や護岸整備を行う河川改修として、モエレ

中野川、雁来川、赤坊川支線排水、丘珠学田排水などの河川で、施工延長約 2.7ｋ
ｍ、工事費は約５億５千万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、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敷地を利用して、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。 
2５年度は、７箇所で整備する予定で、その工事費は約３億円を予定しております。 

3 点目は、水と緑のネットワーク事業です。 
都市化に伴う地下水位の低下などにより、水量が減少して「水枯れ」の状態にあ

る河川に、豊平川から維持用水を導水し、水環境の改善を図るものであります。 
2５年度は、雁来ルートの導水管の整備完了を目指します。 
工事費は約４億５千万円を予定しております。 
その他、平成 2４年度における１定の議会において、５億９千４百万円の補正予

算を計上し、2５年度に繰越を行っております。 
これらの工事についても、2５年度に実施する予定としております。 
次に、河川工事の発注動向についてですが、 
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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、1７件を予定しており

ます。 
予定件数１７件についてランク別に申しますと、土木 A1 は１件、A2 は１２件、

B ランクは１件、C ランクは１件、また、下水道 A1 は２件を予定しています。 
以上が、河川事業の２５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

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。 
ご静聴、どうもありがとうございました。 

 
  水道局関係 ～ 技術調査担当課長  金谷 敬一 氏    
水道局給水部技術調査担当課長の金谷でございます。 
「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、この場を借りまして厚くお礼を申し上げま

す。 
はじめに、昨年度の水道局の請負工事と業務委託の発注状況についてお話しさせ

ていただきます。 
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、24 年度の水道局

発注工事における、契約件数は 369 件で、契約金額約 107 億円、前年度と比べると

件数で 31 件減少し、金額では前年度とほぼ同額でありますが、1,000 万円ほどの減

となっております。 
契約件数の減につきましては、補助管工事などの比較的規模の小さい工事の件数

が減となったことが要因と考えております。 
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また、工事に係る設計等の業務委託については 81 件で、約 3 億 9,000 万円とな

っており、前年度と比べ件数で 3 件、金額で 6,000 万円ほど減となっております。 
次に、これらの入札における落札率についてですが、平成 24 年度の平均落札率

は、工事が 88.3％で前年度に比べ 2.06％高くなっており、設計等の業務委託につい

ても、76.9％で前年度に対し 0.45％高くなっております。 
落札率が高くなった要因といたしましては、平成 24 年度に実施されました最低

制限価格設定基準の引き上げによるものと考えています。 
なお、工事と業務委託を合わせた平均落札率は 86.24％で、前年度に比べ 1.73％高

くなっております。 
次に、市内中小企業への平成 24 年度の発注状況ですが、市内中小企業への工事

と業務委託を合わせた発注につきましては、契約金額で約 85 億 4,000 万円となっ

ており、全体の契約金額約 110 億 9,000 万円に対し 77.0％をしめており、前年比で

7.0％の増となっております。 
また、大企業を含めた市内業者への発注額は、約 97 億 2,000 万円で総発注額の

87.6％となっており、前年度と比べ 12.8％高くなっております。これは、平岸配水

池の耐震化や白川第 3 送水管の工事など大型工事の発注における、特定共同企業体

の代表者要件を、地域経済の活性化や市内業者育成の観点から、可能な限り市内業

者としたことで、前年度と比べ市内企業者への発注額が増加したと思われます。 
工事及び業務委託を合わせた総発注件数 450 件の内、市内中小企業の受注件数は

416 件で、全体の 92.4％を占めており、前年度より 0.3％増加しております。これ

についても、ほとんどの発注案件において、所在地要件を市内業者限定の条件にし

たことによるものと思われます。 
以上が平成 24 年度の発注状況の概要であります。 
それでは、今日の本題であります「平成 25 年度予算と主要事業の概要」につい

て、お話しさせていただきます。 
 まず、水道事業の収益的収入についてですが、近年の大口需要者の地下水利用へ

の転換や、節水型機器の普及による影響等により、水使用量が全国的にも伸び悩ん

でいる状況にあります。  
本市においても、平成 24 年度の水需要は、給水人口が若干の伸びを示したもの

の、景気低迷の影響から家庭用以外の水需要が伸びなかったことから、全体では若

干の収益減が見込まれております。25 年度予算においては、この決算見込みをもと

に、長引く景気の低迷などの減少要因を考慮し、収益的収入予算額は 423 億 1,200
万円、24 年度と比べ 2 億 6,200 万円 0.6％の減収を見込んでおります。 
また、資本的収入につきましても、平成 25 年度収入予算額 420 億 8,000 万円で、

24 年度予算と比べ 9 億 6,300 万円 18.6％の減収を見込んでいます。これらを総合

しますと、平成 25 年度の総予算は、601 億 3,700 万円となり、平成 24 年度に比べ
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27 億 200 万円の減となっております。 
次に平成 25 年度予算を説明する前に、平成 24 年度補正予算について説明させて

いただきます。 
国の緊急経済対策の一環として、25 年度に予定している国庫補助事業の一部を、

24 年度に前倒しした財源措置を行っております。補助対象事業である、白川第３送

水管新設事業と水道施設耐震化事業合せて 25 億 7,400 万円の支出を増額補正いた

しました。補正予算に計上した事業と、これから説明いたします 25 年度予算の事

業を合わせたものが実際に平成 25 年度に実施する事業となります。 
それでは、平成 25 年度の主要事業の概要についてお話しをさせていただきます。 

 はじめに、本局の主要事業である施設整備事業について説明します。 
まず、導水・浄水施設の整備につきましては、札幌市民に将来にわたり安全でお

いしい水を安定的に供給するために、通常時の水質保全と事故災害時の原水確保を

目的に、「豊平川水道水源水質保全事業」を実施しています。25 年度は、水管橋下

部新設のほか、放流調整池の処理検討業務や用地取得などの事業費として、5 億

1,100 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送水管新設工事」の実施、

これは白川第 1・第 2 送水管が経年に伴う更新を控えており、送水ルートの２重化

により災害時のリスクを軽減するため、白川浄水場と平岸配水池・清田配水池を結

ぶ３本目の送水管を布設するものです。25 年度は、白川浄水場から平岸配水池まで

の約 11 ㎞のうち、中の沢公園を起点とするシールド区間を含む 610ｍを整備するほ

か、真駒内公園内に応急給水施設を新設するなど、事業費として 25 年度予算分と

して、１億１,200 万円、24 年度補正予算分として 15 億 3,300 万円を計上しおりま

す。 
次に、水道施設の耐震化事業ですが、本市最大の配水池である平岸配水池等の配

水施設をはじめ、定山渓浄水場等の浄水施設の耐震化事業費として 25 年度予算分

として 2 億 2,700 万円、24 年度補正分として 10 億４,100 万円を計上しています。 
 また、高区配水施設の整備事業費については、25 年度予算分として 8 億 2,900 万

円を計上しております。 
次に、配水管ですが、口径 400mm 以上の幹線については、災害に強い幹線ネッ

トワークを形成するため、耐震化等の整備を進めております。25 年度は、東北通幹

線・下手稲通幹線など、４つの幹線において合計１．8 ㎞の整備を予定しておりま

す。 
このほかに、口径 350 ㎜以下の枝線等についても 48.0 ㎞を整備し、幹線・枝線

を合わせた布設延長は、約 49.8 ㎞となっています。さらに、水管橋の耐震補強・改

修などを合わせ、事業費 50 億 5,500 万円を計上しております。 
なお、枝線については、管路の延命化や事業量の平準化により事業費の抑制を図
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りながら、将来にわたり着実に更新を進めるため、平成 24 年度に配水管更新計画

を策定いたしました。25 年度からはこの更新計画に基づき、36 年度を目標年度と

する、第 1 期配水管更新事業を開始することとしており、12 年間で約 700ｋｍの配

水管を更新する予定です。25 年度は、約 38.5ｋｍを更新する予定で、事業費 26 億

6,000 万円を計上しています。 
また、緊急貯水槽整備事業につきましては、現在、市内に 33 箇所ある緊急貯水

槽を平成 26 年度までに、37 箇所とすることで、緊急時給水管路 2 箇所と合わせ約

94 万人の飲料水を確保することが可能となる予定でございます。25 年度は「伏古

みみずく公園」と「星置中学校」に緊急貯水槽を整備する予定です。 
 以上、施設整備事業につきましては、平成 25 年度予算分として総額 84 億 1,900
万円を計上しており、前年度に比べ 3 億 3,100 万円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、 
災害時重要施設への配水管の耐震化事業がございます。市内 12 箇所の札幌市災

害時基幹病院へ向かう配水管の耐震化につきましては、平成 22 年度末で整備を完

了しておりますが、地域防災計画の見直しに伴い、23 年度からの 4 年間で、全市的

なバランスも考慮しながら、救急医療等を行っている 26 の医療機関について、配

水管の耐震化を実施する予定であります。25 年度は、10 の医療機関への供給ルー

トを整備します。 
平成 25 年度支出予算の概要につきましては以上でございます。 
なお、工事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 25 年度予算に計上しております配水管関連工事のうち、約 13 億円につきま

しては、3 月までに契約を行い、春先から着工できるようにしています。これは、

平成 24 年度と比較して約 1.6 倍の規模であり、約 5 億円の増額となっております。 
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、一般会計部局と同じ考え方に基づき、入札業務を執行したい

と考えております。 
ここで、平成 25 年度の水道局の入札発注関係について、若干ご説明いたします

が、ご承知のように、平成 22 年度から、すべての案件において予定価格の事後公

表を実施しております。 
  その結果、同額でのくじ抽選は減少したものの、最低制限価格をめぐる低価格入

札傾向は変わらず、水道局においても設計書の情報公開や告示内容への質問書がか

なり増加する状況になっております。 
さて、水道局の平成 25 年度発注予定工事ですが、土木系工事については今のと

ころ 312 件程度を想定しています。この中から、事業費や難易度等を考慮して、各
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種の入札方式を実施していく予定であります。これには、総合評価落札方式や成績

重視型、新規参入促進型や除雪事業者への支援などがありますが、まず、総合評価

落札方式についてです。 
総合評価落札方式は、平成 23 年度から、それまでの特別簡易Ⅰ、Ⅱ型に変わり、

技術評価重視型及び地域貢献重視型として実施しております。 
水道局では、平成 24 年度土木系の工事において、技術評価重視型を土木 A1 ラン

クで 4 件、地域貢献重視型を土木 A2、管 A ランクで 5 件、合わせて 9 件実施して

います。平成 25 年度は、土木Ａ1，Ａ2、Ｂ、管Ａのランクを対象に、技術評価型・

地域貢献型合わせて 13 件を予定しております。 
次に、成績重視型一般競争入札についてですが、 
成績重視型は、公共工事の一層の品質確保等を図るため、一定以上の工事成績点

で評定することとし、過去２年間又は５年間の平均点を参加要件に設定しています。 

平成 24年度は、土木Ａ２及びBで比較的難易度の高い工事を対象に２年型で２件、

５年型で 10 件実施しました。 
平成 25 年度についても、工事の品質確保重視の考え方を取り入れ、土木Ａ２及

びＢで難易度の比較的高い工事を対象に 21 件程度を予定しております。 
次に、新規参入促進型についてですが、 
新規参入促進型は、実績業者数の拡大と新規業者参入促進の観点から比較的小規

模で、かつ難易度の低い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。平成 25 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、昨年度から実施している、幹線工事においても、実績業者の枠拡大を目的

とし、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おります。 
次に、除雪事業者への支援策の実施についてですが、 
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、水道局発注工事においても、建設局雪対策室の要請により、平成

20 年度から一部の工事で参加資格を除雪業者に限定した入札を行っております。平

成 24 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 7
件を行ってきましたが、平成 25 年度については 8 件を予定しております。 
以上が平成 25 年度の事業概要でありますが、ここでひとつ皆様にお詫びしておか

なければならないことがございます。 
そ れは、近年、水道局発注工事におきまして設計書の違算等により、入札告示を

取下げるケースが相次いでいることでございます。平成 23 年度には 23 件で総発注

件数の 5.5％、平成 24 年度は 17 件で 3.8％発生しております。 
これらの発生要因としましては、 

①一般競争入札の実施により、応札者が多くなって受注競争が激化してきておりま
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す。 
②また、情報公開制度の活用により、すでに発注された工事等の設計書が広く公開

されることにより、応札者の積算精度がより一層高くなっております。 
③さらに、告示後の質問受付により、１次単価表の内容にまで踏み込んだ質問等、

細部にわたる確認が寄せられております。 
これら要因によって、積算の誤りが発覚するケースが多くなってきているという

現状であります。 
違算に伴う、告示の訂正、取下げについては、発注側の事務量に負荷がかかるこ

とはもとより、事業執行に遅れが生じ、とりわけ請負業者さんに対しても受注計画

に支障がでるなどマイナスの影響が多大であります。 
水道局としても、チェック体制の強化を図ると共に、職員間の情報共有や研修に

力を入れるなど、設計書の精度向上や告示取り下げの発生防止に取り組んでいると

ころであります。今後とも最善の努力を継続してまいりますので、どうか現状につ

いてご理解をいただきたいと思います。 
以上で、水道局についての説明を終らせていただきますが、先ほども話しました

ように、平成 25 年度工事は、債務負担工事 40 件、早期発注工事 56 件について既

に入札事務が進められ、一部着手がなされているところです。水道局としても、早

期発注及び事務処理の円滑化のために、発注の平準化に努めておりますが、夏場以

降の入札では参加者が極端に少なくなる傾向があります。また、総合評価入札方式

や成績重視型においても、応札参加者が少なく、入札不調となった工事もあります。 
24 年度においては、応札参加者無による入札不調が 9 件ありました。23 年度と

比べ増えてきており、皆さまにおきましては、HP 等の入札情報に注意していただ

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いたします。 
  水道局では、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。 
最後になりますが、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した。 

 
  都市局関係 ～ 建築部建築保全課長  大島 佳之 氏   
 札幌市都市局 建築部 建築保全課長の大島でございます。 
「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、札幌市における安

全安心のまちづくりに多大なるご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 
 本日は、平成２５年度の都市局建築部予算、次に建築部予定事業の概要について

ご説明いたします。 
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 それでははじめに、建築部の当初予算についてでございます。 
２5 年度の予算額は、２２億 4 百万円でありまして、前年度の予算額３２億６千２

百万円と比較いたしますと、１０億５千８百万円の減額となっております。 
減額となりました要因は、保全推進事業について、当初予算に計上予定であった事

業の一部２７億４千万円余を平成 25 年 1 定補正予算に前倒し計上したためでござ

います。全体としては、４９億４千６百万円です。詳細は、この後説明させていた

だきます。 
続いて、事業の概要についてご説明いたします。 
はじめに、保全計画策定費につきましては、１９施設の劣化度調査を行い、その結

果をふまえて長期の保全計画（１０施設）とその実行計画となる修繕計画（９施設）

を作成し、市有施設の計画的・効率的な維持管理を図るという事業であります。 
 次に、保全推進事業費につきましては、「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あります。 
なお、本事業は、平成２０年度より段階的に対象施設を拡大してまいりましたが、

平成２５年度は新たにスポーツ施設３３施設を加え、一般部局が所管する４６１施

設を対象とし、２５年度当初予算には２１億４千３百万円を計上しております。 
 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「保全推進事業」のなかで実施するこ

ととしております。 
次に、収容避難施設高断熱化事業費につきましては、冬季災害時の防災対策強化の

ため、避難施設となる市有施設の高断熱化の実証実験を行うものであります。 
次に、建築管理費につきましてご説明いたします。この管理費は、建築部全体に係

る事務的経費であります。 
続いて、建築部の予定事業の概要についてご説明いたします。 
まず、建築部の主要事業である保全推進事業の概要についてございます。 
保全推進事業費につきましては、先程、当初予算に計上予定であったものの一部を

補正予算に前倒し計上とさせていただきましたが、当初予算と平成２５年１定補正

予算を合わせますと、４８億８千５百万円となり、前年度比１５２％となっており

ます。その内訳でございますが、工事につきましては、合計１１３件で、総額４６

億３千３百万円となっております。 
委託業務につきましては、１４３件、総額で２億５千２百万円となっております。 

主な工事･委託業務といたしましては、青少年科学館の外壁、電気、機械設備工事や

区役所、区民センターの保全改修に合わせたバリアフリー改修工事等であります。 
続いて、受託予定事業の概要についてご説明いたします。 
 平成２５年度の発注予定工事は、公営住宅、一般庁舎及び学校関係の建築工事及

び電気、機械設備工事を合わせまして、３８９件で総額２５４億５千６百万円とな
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っております。 
 また、平成２５年度発注予定の主な新規工事につきましては、円山動物園アフリ

カゾーン新築工事、下野幌団地 13 号棟新築工事、中高一貫教育校新築工事、東札

幌小学校改築工事等があり、また、２４年度以前に発注された継続工事につきまし

ては、下野幌団地 12 号棟新築工事、豊平館保存修理工事等であります。 
次に、平成２５年度に発注予定の委託業務は、建築、設備等の設計・監理及び地質

調査の内訳は、合計で５４３件、総額では１５億８千８百万円となっております。 
また、主な業務につきましては、白石区複合庁舎新築工事実施設計、屯田小、啓明

中校舎改築工事実施設計でございます。 
なお、建築部が実施する工事全体（受託を含む）について、予定価格１億円未満と

想定されるものは、約８０件、３５億円程度の予定です。 
件数、金額とも平成２４年度を２割程度上回っている状況です。 
建築部の予算関係の説明は以上で終わらせていただきます。 
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。 
本日はどうも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係長  高井  大 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係長の

髙井でございます。 

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。 

 本日は代表者研修会ということでございますので、平成 25 年度入札・契約制度等

の主な改正内容について、お話しをさせていただきたいと考えております。 

はじめに、工事請負契約に関する基本方針の策定についてご説明申し上げます。 

今回定めました基本方針は、従前、契約管理担当局長から市内部の関係局長に通知

しておりました文書の基本的な考え方を、請負業者の方々をはじめ対外的にお示し

したものでございます。 

４つの基本的な考え方を掲げたうえで、４つの基本方針として「公正かつ適切な

入札の促進」、「地元建設業者の受注機会の確保」、「良好な実績を有する事業者の適

正な評価」、「早期発注及び早期支払の促進」を打ち出しております。 

これらは、今まで本市が取り組んできた内容と変わるものではございませんが、

工事の調達に際して、地元建設企業の健全な育成や地元経済の活性化等について、

札幌市の姿勢をより明確にすることを目的として、本年４月より施行しております。 

次に、各区土木部発注の道路工事における所在地要件の変更についてご説明申し上
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げます。 

これまで、各区で発注している道路工事で、土木工種のＢ等級を対象とする案件

におきましては、本店所在地を２区分、豊平川を境に 10 区を西側・東側に分けて入

札参加条件を設定しておりました。 

しかし、これらの工事については、くじ引き発生率が依然として高く、かつ多数

のくじ引き対象者による競争となっておりますことから、より適正な競争環境を整

えるために、本店所在地の条件を３区分に細分化することとしたものです。 

具体的には、中央区、北区、西区及び手稲区を西地区として、東区、白石区及び

厚別区を東地区として、豊平区、清田区及び南区を南地区として、分けております。 

これらの区分は、入札参加資格者数と各区土木部からの発注予定量を考慮して定

めたもので、４月１日以後に告示する工事から適用しております。 

なお、発注案件によっては、本店所在地の区分けを行わない場合もございますの

で、告示別表の入札参加資格欄の所在地を個別にご確認願います。 

 続きまして、総合評価落札方式の改正についてでございます。 

 ４月１日以降の告示案件から適用しているこのたびの改正は、評価項目の新設・

内容の拡大など、多岐にわたっております。 

まず、先に通達いたしました「入札・契約制度の改正について」の中の「総合評

価落札方式の改正」で評価項目の新設を公表いたしましたが、その中で適用型式を

「簡・技・地」と区分しましたが、「簡」は簡易型に、「技」は特別簡易技術評価重

視型に、「地」は特別簡易地域貢献重視型に、それぞれ適用される項目、という意味

でございます。 

さて、新設の評価項目の１番目ですが、建設機械の保有状況を評価するものです。 

経営規模等評価結果通知書いわゆる経審の「建設機械の所有及びリース台数」に

おいて、１台以上計上されている場合、加点するものです。 

なお、直近の経審では台数が０で、かつ審査基準日以降に新たに自社所有又は２

年以上のリースをした場合には、挙証書類を基に審査の上、加点対象となることが

あります。 

次に、市内企業の施工計画として、市内企業の施工割合を評価するものです。 

具体的には、元請企業と一次下請企業の施工金額に占める市内企業の施工割合が

60％以上 95％未満の場合、または 95％以上の場合、加点するものです。この評価項

目は、元請企業ばかりでなく、下請企業においても市内企業の活用に重点を置いた

ものでございます。 

さらに、しゅん功時の調査において、受注企業から入札参加時点で申告があった

施工比率計画が達成されているか否かを確認いたします。達成されていない場合は、

資料の裏面、中ほどにあるとおり、工事成績評定点が３点減点となりますので、ご

留意願います。 
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次に、本市発注の手持ち工事の状況を評価するものです。 

既に受注・施工している工事が、総合評価の案件と同工種で設計金額 250 万円超

の場合、手持ち工事の件数として扱い、その件数が０件、あるいは１～２件の場合、

加点を行うものです。ただし、この件数には、随意契約及び企業局発注の工事は含

まれません。 

なお、この項目は、本工事の設計金額が 2,500 万円未満、建築一式工事の場合は

5,000 万円未満の場合に評価項目として選定できるものです。 

次に、若手技術者の活用・育成状況について評価するものです。 

配置予定技術者が 40 歳未満の場合、加点することとし、その技術者が３年以上雇

用されていれば、さらに加点するものです。 

これは、若年層の雇用に積極的な企業を評価する主旨でありますので、補助的な

役割を担うベテラン技術者の追加配置は求めることとしておりません。 

続きまして、評価内容の拡大の表をご覧ください。 

こちらは３点ございまして、一つ目は、災害防止協定等に基づく活動を評価する

ものです。 

これは、本市と災害防止協定を結んだ業界団体に加入している企業も加点するこ

とに加え、３年以内に災害復旧対応や本市主催の防災訓練に参加した企業の活動実

績も加点対象としたものです。活動実績については、各区災害防止協力会の加入者

は各区土木部で、水道の災害応急活動等の従事者は水道局給水部で、それぞれ確認

していただくこととなります。 

次に、地域貢献重視型限定ではありますが、公共工事の施工実績として、本市発

注工事を高く評価するものです。 

従来、入札参加申請時に提出された工事の施工実績は、公共工事かつ札幌市内の

施工、公共工事かつ札幌市外の施工、その他の実績、の３区分で評価しておりまし

たが、あらたに札幌市発注工事の施工を区分として最上位に追加し、最高点を加算

するものです。 

続きまして、ボランティア活動の評価対象を拡大するものです。 

これまで、福祉除雪事業への協力を評価しておりましたが、これに加えて、公園

ボランティアや森林ボランティアも同様に評価対象としました。 

なお、資料の裏面にもございますが、こちらの評価項目につきましては、簡易型

や技術評価重視型といった施工能力を高く評価する調達方式からは削除し、地域貢

献重視型のみとしております。 

続きまして、資料の裏面にあります、評価内容の限定的な評価の表をご説明申し

上げます。 

本市工事の表彰回数と除排雪事業従事・除雪表彰、以上の２項目を限定的に評価

するものでございます。 
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具体的には、当該年度におきまして、総合評価落札方式で受注した同工種の工事

がある場合、２項目ともに評価対象とはしない、つまり、これらの項目は総合評価

で受注したら、それ以降は加点されないこととしたものです。 

ただし、地域貢献重視型では、除雪関連の項目のみ昨年度までと同じ取扱いとし

ております。 

以上、このたびの総合評価落札方式の改正は、一般の入札案件と比べて、入札参

加者数が少ないことや固定化される傾向にあること、また、若手技術者が評価され

にくい等、外部委員で構成される入札・契約等審議委員会から指摘があった課題を

改善することを目的として、行ったものでございます。 

なお、各評価項目の配点については、本市ホームページで公表している札幌市工

事総合評価落札方式試行要綱にございます技術評価配点項目表をご覧願います。 

最後でございますが、専門工事業者選定通知書の改正についてご説明いたします。 

こちらは、最初にご説明した基本方針における「地元建設業者の受注機会の確保」

とも若干関係してまいりますが、これまで、原則的には、契約金額 2,500 万円以上

の工事で提出していただいております選定通知書について、市外業者を一次下請業

者として選定された場合には、設計金額が 250 万円超から 2,500 万円未満までの工

事であっても提出していただくこととしました。 

さらに、市外業者を選定された理由も記載していただきますので、市内企業の更

なる活用にご配意いただけるよう期待するものでございます。 

以上、駆け足でお話申し上げましたが、今年度実施した入札・契約制度等の主な

改正内容でございます。 

なお、ご質問等がありましたら、札幌中小建設業協会の事務局様を通じて、契約

管理課までお問い合わせ頂きますようお願いいたします。 

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。 

以上 

 

最 近 の 会 議 か ら  
○ ４月定例役員会 

４月１１日午後定例役員会が開催され、昨日行われた「代表者研修会」について、

長江事業委員長から報告があり、次に「地域別会員懇談会」の事業費の執行状況を

事務局から報告され、次に安全標語入選者、優秀技術者の選考について、選考委員

会の選考経過及び「安全大会」の次第について、千葉安全副委員長から説明されま

した。 
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会 員 の 動 向 
 

○ 代表者の変更 

    雅建装株式会社 

      （旧）代表取締役 篠田 賢二 

      （新）代表取締役 篠田 雅之 

 

○ 会員の合併による社名変更 

（旧）株式会社 昭 建 ⇒ （新）株式会社 き ら 昭 建 

   住所、代表者、電話番号、ＦＡＸ、メールアドレス変更なし  

                       

  以上 


