再開発専任部署を新設

開発事業に対応する。当
社長直轄の
初は安富正文副社長が担
ＰＴで対応
当に就任し、事業進捗に
東京メトロは１日、沿 くり連携プロジェクトチ 応じて人員を増やす見通
線の都市再開発事業を調 ーム」を新設。社長直轄 し。
整する専任部署「まちづ の部署で、沿線各地での
同社はこれまで、ＪＲ

大規 模更 新 ２四半 期 から
支社より３件。第３四半
期の「北陸自動車道（特定
更新等）日野川橋床版更
新工事（平成 年度）」を

の秩父宮ラグビー場、日
本オラクルと三井不動産
が権利を持つＯＭスクエ
ア、伊藤忠商事東京本社、
ＴＥＰＩＡ先端技術館な
どが入る建物がある。
都はこの対象区域の中
にある野球場とラグビー
場の区域内移設建替え
や、バリアフリーの歩行
者ネットワーク構築など
を想定している。野球場
とラグビー場は南北の位

木密プロの不燃化特区

９区 地区で新規指定

や東急電鉄らと共同で再
堂・若林地区（世田谷区、
開発を計画している渋谷
・５㌶）▽北沢５丁目
駅再開発専任部署を置い
・大原１丁目地区（世田
ていた。新ＰＴはその業
谷区、 ・２㌶））▽方
務範囲を全沿線に広げた
南１丁目地区（杉並区、
かたちになる。
・６㌶）▽雑司が谷・
地区（品川区、７・９㌶） 南池袋地区（豊島区、
東京都は１日、木密地 く。
今回指定したのは、▽ ▽補助 号線沿道地区 ・２㌶）▽赤羽西補助
皮切りに、第４四半期に 域不燃化 年プロジェク
早月川橋床版取替え工、 トによる不燃化特区に９ 押上２丁目地区（墨田区、 （品川区、３・８㌶）▽ 号線沿道地区（北区、３
金沢森本ＩＣ～小矢部Ｉ 区 地区を指定した。今
・１㌶）▽大井５・７ 羽田２・３・６丁目地区 ・６㌶）▽足立区中南部
Ｃ間のり面補修を予定。 回の指定により、昨年度 丁目、西大井２・３・４ （大田区、 ・８㌶）▽ 一体地区（足立区、６４
首都高の事業費総額は までに申請があった全
丁目地区（品川区、 ・ 補助 号線沿道地区（大 ５・５㌶）▽南小岩南部
約３０６８億円。道路事 地区で事業を展開してい １㌶）▽放射２号線沿道 田区、１・４㌶）▽太子 ・東松本付近地区（江戸
業は２８１７億円。大規
模更新を含む新設・改築 設局から「（改）渋谷入 ６年を見込む。総事業費
に１４３５億円（うち工 口（下り）新設工事」を は未定。
今回対象区域を含む地
事費１３７０億円）をか 第２四半期に技術提案交
渉方式で公示する。内容 区計画では、港区北青山
ける。
工事発注予定は土木工 は上部工の設計・施工と １・２丁目、新宿区霞ヶ
事９件、建築・舗装・鋼 下部工の施工など。工期 丘町・大京町・南元町、
なった。
水資源機構は１日、
は約 か月。 年度の開 渋谷区千駄ヶ谷１・２丁 年度事業計画を公 表し
橋工事が各４件など計
大規模地震対策は、ダ
目および神宮前２丁目各 た。大規模地震発生時に ム施設、水路で計画的に
件。主な案件は、東京建 業を目指している。
地内（約 ・３㌶）で、 も水供給施設の機能が最 推進する。８つのダム施
国立競技場をはじ 低限維持できるよう、５ 設、６つの水路の耐震性
めとした既存施設 つの水路の耐震補強工事 能照査と平行して、豊川
の更新と、複合市 を実施。緊急時に備え、 用水二期、利根導水路、
街地の形成を目標 災害復旧方法や工事手順 房総導水路、木曽川用水、
に掲げている。
決定に必要な既存施設の 三重用水の５施設の耐震
同日の締結式＝ データベース化も 進め 補強工に取り組む。豊川
写真＝で舛添要一 る。特に老朽化が顕著な 用水二期の大規模地震対
東京都知事は、
「今 木曽川右岸施設は、緊急 策を追加するための法手
置を入れ替え、この間に
テニスコートなどを集約
回皆さまのご協力 改築事業着手に向けた法 続きも進める。
した施設を建設する 計
で 方 向 づ け が で 手続きを行う。 年度業
長寿命化対策も着実に
画。
き、大変うれしく 務経費は７５６億３４０ 進める。ダム施設はイン
野球場とラグビー場の
思う。２０２０年 ０万円で、このうち建設 フラ長寿命化計画（行動
移設については、連鎖的
の後を見据えたレ 事業関係経費は３７６億 計画）に基づき個別施設
建替えにより各施設の機 となどが考えられる。
ガシーとして、神宮外苑 ７８００万円、管理業務 計画を策定する。管理移
能を維持しながら、仮移
このほか、都施行の土 地区が生まれ変わる第一 関係経費は２８０億３０ 行後 年を経過する ダ
転なしで工事を進める方 地区画整理事業も予定し 歩」と期待を寄せた。
００万円、その他業務経 ムは総合点検を実施、８
費は 億２６００万円と ダムは３年に１度の定期
針。例えばラグビー場を ている。事業期間は４～
野球場に建て替える 間
は、新国立競技場をラグ
ビー場として使用するこ

再整備で新スポーツ拠点に

円、うち工事費は４３９ 新事業などの維持・修繕
８億円。第二東海自動車 費用に２５９６億円を充
道をはじめとする新設に 当。
４６３０億円、大規模更
大規模更新事業は金沢

年度事業計画・発注見通し

新年度を迎え、東日本高速道路、中日本高速
道路、首都高速道路の高速道路３社は事業計
画と発注見通しを公表した。大規模更新事業
や三環状道路建設工事をはじめとした大規模
計画への今年度予算規模や工事案件の発注時
期が明らかに。先日事業認可を取得した東・中
日本高速道路の大規模更新事業は第２四半期
より順次公告される見通しだ。

なスポーツ拠点 とする
地区計画を 年 ６月に
策定。各権利者との協議
や都市計画手続 きを進
め、 年の東京五輪直後
から整備工事に着手した
い考えだ。
覚書の対象区域は、国
立競技場と青山通りに挟
まれた約 ㌶の範囲。区
域内には、明治神宮所有
の第二球場・野球場・テ
ニスコート、ＪＳＣ所有

川区、 ・８㌶）――。
各地区では、積極的な
戸別訪問による建替え促
進の支援や、道路整備に
合わせた沿道建築物の不
燃化促進などを進める。
また特区市江戸の実効性
を高めるため、建替え助
成や専門家の派遣支援な
どより使いやすい制度運
用を行い、区と連携した
木密地域の不燃化を推進
していく。

要件緩和し再公示
群馬県警道場建築

関東地方整備局 は２
日、一般競争入札で「群
馬県警察学校道場他（ ）
建築その他工事」を再公
示する。前回公示の際に
入札参加者が無かったた
め、企業・配置予定技術
者の施工実績は最低限の
要件を満たせば入札参加
が可能としている。
同案件は、総合評価落
札方式（施工能力評価型
Ⅰ型）の対象工事。申請
書の受付は 日まで、入
札説明書の交付は５月
日まで、電子入札システ
ムで行う。開札日は５月
日。
工事は、群馬県警察学
校道場、浴室棟の新築工
事。既存生徒寮解体後の
跡地に整備する計画だ。

全会一致で条例可決

埼玉県川越市は、総合
評価一般競争入札で「（仮
称）川越市新学校給食セ
ンター整備運営事業」を
公示した。資格審査書類
は５月 日まで、入札提
案書類は７月 日まで、
学校教育部学校給食課施
設担当で受け付ける。開
札日は７月 日。委託者
は、８月下旬に予定する
ヒアリングを経て選定す
る。
ＰＦＩの事業方式はＢ

上に近いフロアへの災害
時トイレ開放▽７日間稼
働可能な非常用電源設備
確保▽災害時に利用でき
る公衆無線ＬＡＮ利用環
境設備、をあげている。
条例について桑原敏武
渋谷区長は、「都市再生
緊急整備地域として容積

ＴＯ方式を採用する。事
業期間は、事業契約締結
日の翌日から 年８月ま
で。設計・建設工事を
年 月から 年８月まで
行い、 年８月の夏季休
業期間中に開業準備を進
める。
施設は、老朽化してい
る藤間学校給食センター
と吉田学校給食センター
に代わる新たな学校給食
センターを整備する。２
施設と今成学校給食セン

新学校給食センターＰＦＩ

総合評価一般競争で公示

喫煙施設設置を求める。
具体的な災害対策として
は▽延べ床面積の１％以
内の一時滞在場所確保▽
食料など備蓄の確保▽地

延べ１万㎡超の災害対策義務

東京・渋谷区が、第１
回定例会に上程していた
「渋谷区安心・安全なま
ちづくりのための大規模
建築物に関する条例」が
全会一致で可決された。
区内延べ１万平方㍍以上
の建築物に総合的な災害
対策を義務付ける 区初
の条例は、 月１日の施
行に向けて今後詳細な内
容を詰めていくことにな
る。
対象は、共同住宅を除
く区内延べ１万平方㍍の
新築・既存大規模建築物。
商業施設と一体になった
共同住宅は、共同住宅以
外の延べ床面積を換算す
る。
対象の建築物には、帰
宅困難者対策を含めた災
害対策、自転車駐輪場の
設置、公共利用のための

日に開札する。予定価
格は本体工事が８億８７
７６万円（税込）、電気
が４億４３８８万円
（同）、空調が３億７７
４６万円（同）。
森下文化センターと高
森地区集会所の大規模改
修工事とそれに伴う電気
設備と空調設備の工事を
行う。森下文化センター
の規模はＳＲＣ造地下１
階地上５階建て延べ６０
７１・９９平方㍍。高森

建物規模は、道場がＲＣ 契約締結の翌日から 年
参加申込は
造一部Ｓ造２階建て延べ ３月 日まで。
日まで
参加資格は、関東地方
約１３００平方㍍（建築
采女橋・祝橋
面積約７００平方㍍）、 整備局の ・ 年度一般
修 繕 工 事
浴室棟がＲＣ造平屋建て 競争（指名競争）参加資
延べ約 平方㍍。工事場 格で建築工事Ａ・Ｂ等級
東京・中央区は、第２
所は群馬県前橋市元総社 に認定されていることな 回定例会案件の「橋梁長
町字寺田 ‐５。工期は ど。
寿命化修繕工事（采女橋
・祝橋）」を制限付き一
般競争入札で公示し
８日まで申請受付
た。参加申込は 日まで
電子入札サービスで受
け付け、５月 日に開札

森下文化セ
ンター改修

東京・江東区は、第２
回定例会案件となる「江
東区森下文化センター改
修工事」「同電気設備改
修工事」「同空気調和設
備改修工事」の３件を制
限付き一般競争入札で公
示した。参加申請はいず
れも８日まで電子入札サ
ービスで受け付け、５月

１３３号など３地区着手

東京駅丸の内広場を整備

トンネル事故や大規模更
新事業について触れ「自
らが安全を作りこんでい
く、という気概をもって
取り組んでほしい」と訴
えるとともに、「私たち
の仕事が社会を支えてい
るという矜持をもっ て
日々の仕事に取り組んで
もらいたい」と呼びかけ
た。

検査を行う。
地球温暖化対策実行
計画に基づき小水力発
電・太陽光発電などの再
生可能エネルギー活用
にも注力、施設整備に取
り組む。

業務経費は７５６億円余

木曽川右岸緊急改築へ

28

られた大きな使命をしっ
かりと果たしていく責任
がある」と激励した。
新入社員の内訳は男性
人、女性 人。職種別
には土木職 人、事務職
人、施設職 人となる。
同社の採用数は増加傾向
にあり、今後も枠を拡充
する方針だ。２か月の研
修期間を経て、６月に配
属される見通し。
瀬博社長は「今年秋に民
同日、中日本高速道路
営化 周年を迎える。高 へは男性 人、女性９人
速道路に対する期待は の 合 わ せ て 人 が 入
年々増大している。課せ 社。宮池克人社長は笹子

17

神宮外苑まちづくり覚書締結
東京都は１日、神宮外
苑地区のまちづくりにつ
いて地区内関係権利者と
基本覚書を締結した。締
結者は都のほか、明治神
宮、日本スポーツ振興セ
ンター（ＪＳＣ）、高度
技術社会推進協会（ＴＥ
ＰＩＡ）、伊藤忠商事、
日本オラクル、三井不動
産の７者。都は国立競技
場建替えを契機に、神宮
外苑地区を再整備し新た

68

渋谷区

道や歩道、自転車走行空
間を整備する。事業期間
は 年度まで。事業費は
億円。担当事務所は第
三建設事務所。
立川３・２・４号新青
梅街道線は、東大和市清
水４丁目から瑞穂町大字
殿ヶ谷字榎内川添に至る
延長約８・４㌔の都市計
画道路。このうち武蔵村
山市中央１丁目から三ツ
藤３丁目の１５７５㍍の
区間に着手した。
同事業は、現行の幅員
㍍の道路を ㍍に拡幅
整備。４車線車道や歩道、
自転車空間を整備する。
事業期間は 年度まで。
事業費は ・９億円。北
多摩北部建設事務所が整
備を担当する。

地区集会所はＳ造２階建
て延べ２０３・３７平方
㍍の規模。工事場所は森
下３‐ ‐ 。工期は
年７月 日まで。
すべて２者ＪＶが対
象。参加資格は区内業者
であり、ＪＶ代表者が格
付Ａランク、構成員はＢ・
Ｃランクであることな
ど。

日まで受付

しくね育成園
改 築 工 事

いこいの里（宮澤重夫
理事長）は２日、「しく
ね育成園改築工事」を一
般競争入札で公示する。
建築および電気・給排水
・空調換気・昇降機設備
の一括案件。参加希望者
は 日までに確認申請書
などを同園へＦＡＸ（０
４８・５７２・８８２９）
する。入札日は５月 日。
予定価格は非公表。
同園は障害者支援施設
で、規模はＲＣ造地上２
階塔屋１階建て延べ２６

率の割り増しを受けてい
る。そのことについて社
会貢献も当然あっていい
のでは」との考えを示す。
渋谷駅周辺が複数の大規
模再開発で生まれ変わる
ことを契機に、国際的観
光都市にふさわしい都市
環境の形成を進める。

ターを補完するため、１
日あたり約１万２０００
食分を提供する。対象地
は、川越市大字菅間字石
橋 ‐１、敷地面積約１
万３０００平方㍍。市街
化調整区域Ｂ地区で建ぺ
い率は ％、容積率は２
００％。
入札はグループを対象
とし、構成員の１者以上
が川越市内に本店を持つ
ことが条件となる。建設
業務を担当する企業の参
加資格は、建築一式工事
の直近の経審の総合評定
値が８００点以上である
ことなど。

する。予定価格は２億５
０６３万６０００円（税
抜）。
工事場所は築地５丁目
１番先～銀座５丁目 番
先ほか。采女橋と祝橋の
修繕工事を行う。工期は
年 月 日まで。
２者ＪＶが対象で、参
加資格はＪＶ代表者が橋
りょう工事の格付Ａ、構
成員が同格付Ａ～Ｄであ
ることなど。

２８・１９平方㍍。工事
場所は埼玉県深谷市宿根
１２９２‐１、２ほか。
敷地面積は５００４・８
平方㍍。工期は契約日か
ら 年２月 日まで。
・ 年度埼玉県入札
参加資格に建築一式で登
録された単体企 業が対
象。参加資格は建築工事
ランクで、総合評定値
１０００点以上あること
など。
問合は同園（℡０４８
・５７２・８８３０、担
当・小林）まで。

都市再生機構人事
（３月 日）退職（本社都市再
生部全国まちづくり支援室長）古
木岳美
（３月 日）退職（本社技術・
コスト管理部次長兼務技術研究所
長）島田裕康▽同（同都市施設部
長）山下武宣▽同（東日本賃貸住
宅本部長）大谷幸生▽同（首都圏
ニュータウン本部・つくば・千葉
常磐担当推進役）海岸茂美▽同
（西日本支社副支社長）髙橋三郎
▽同（同支社副支社長兼務うめき
たプロジェクト整備推進本部副本
部長）田中啓介▽同（同支社ニュ
ータウン業務部付）瀬渡比呂志
鉄道建設・運輸施設整備支援機
構人事
（３月 日）辞職・３月 日付
国土交通省へ（鉄道助成部担当部
長）新津武史▽同（企画調査部鉄
道総合支援課長）森川政信▽同
（同部担当課長）後藤修司

25

し。東北支社から設計施
工一括案件「東北自動車
道広瀬川橋床版 補強工
事」を拡大型指名競争入
札で公示するほか、同道
岩櫃橋および吾妻橋の２
橋の床版取替工に向けた
詳細設計一式を発注。工
期は か月。残る１件は
北海道支社が発 注する
「札樽自動車道大野橋床
版取替工事」。修繕も９
件予定する。
中日本高速道路の事業
費総額は７６５７億円、
道路事業は７２ ２７億

が４５７者、電気設備工 点数加算によりトップと
事Ａランクが 者、Ｂラ なった。
ンクが４５８者だっ
測量・建設コンサルタ
た。全工種で１２ ６者 ント業務の内訳は、測量
（業種別１４５件）が格 １７１８者、建築関係建
付けを据え置く残 留措 設コンサルタント業務１
置を適用、その多くは一 ３４０者、土木関係建設
般土木工事、建築工事だ コンサルタント業務２１
１９者、地質調査業務９
った。
築工事Ａランクが
一般土木工事、建築工 ２８者、補償関係コンサ
東日本高速道路 は１
者、Ｂランクが２５ ５ 事ともに格付１位となっ ルタント業務１１４０者 日、 年度入社式を開催
者、アスファルト舗装Ａ たのは安藤ハザマ＝表参 だった。
＝写真。今年は民営化以
ランクが 者、Ｂランク 照。合併特例による総合
来最高の 人を採用。廣

は、東日本旅客鉄道に施
工を委託する。
同事業により、東京駅
丸の内駅舎や周辺建物と
調和した、首都東京の
「顔」としての風格ある
都市景観を創出する。
１３３号線は、世田谷
区桜丘１丁目から板橋区
赤塚ら６丁目に至る延長
約 キロの都市計画道
路。今回は、杉並区阿佐
ヶ谷北６丁目から中野区
白鷺２丁目の延長７００
㍍の区間に着手。
同事業では、幅員 ㍍
の道路を新設。２車線車

28

14

30

31

１・１％増の８３６８者

60

12

30

東京都 ・ 年度参加資格

楽町２丁目に至る延長約
０・９㌔、 号線は千代
田区丸の内１丁目から中
央区日本橋本石町４丁目
の０・８㌔。今回は東京
駅丸の内口交通広場と、
隣接する区間の事業に着
手した。
号線は延長 ㍍、幅
員 ㍍の道路と交通広場
約６３００平方㍍、 号
線は延長１０５㍍、幅員
㍍の道路と交通広場約
５９００平方㍍を整備す
る。事業費は 億円、事
業期間は 年度まで。な
お都が実施する 同事業
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13 16

(

27

東京都

15

川越市

15

16

いこいの里

15

15

32

17

14

17

64

64

33

東京都はこのほど、補
助第 号線および 号線
など３地区について国土
交通省から都市計画事業
の認可を取得、事業に着
手した。補助第 号線お
よび 号線は、東京駅丸
の内口交通広場を整備す
る。
今回事業着手し たの
は、▽補助第 号線およ
び 号線▽補助第１３３
号線（白鷺）▽立川３・
２・４号新青梅街道
線――。
補助第 号線は、千代
田区丸の内２丁目から有

23

江東区

29

大成建設、鹿島、ＮＩＰ
ＰＯ、大林組、清水建設。
設計のうち建 築設計
は、日建設計がトップ。
以下三菱地所設計、日本
設計、久米設計、石本建
築事務所と続く。土木設
計はパシフィックコンサ
ルタンツ、建設技術研究
所、オリエンタルコンサ
ルタンツ、応用地質、エ
イト日本技術開 発が上
位。
競争入札参加資格有資
格者名簿は、都の入札情
報サービスＨＰに掲載す
る。

17

15 12

15

熱学工業、大気社、新菱
冷熱工業、三菱電機ビル
テクノサービス、ダイダ
ンがトップ５。
道路舗装は大成建設が
１位で、鹿島、ＮＩＰＰ
Ｏ、大林組、清水建設と
なる。橋りょうは大成建
設、鹿島、大林組、清水
建設、前田建設の順。河
川は大成建設、鹿島、大
林組、清水建設、前田建
設がトップ５となる。水
道施設は 大成建設が１
位で、以下鹿島、大林組、
清水建設、前田建 設 の
順。下水道施設の上位は

12

13

13

15

31

21

21

30

20

52

った。
業種別の各Ａ級の上位
は、一般土木のトップが
大成建設。次いで鹿島、
ＮＩＰＰＯ、大林組、清
水建設となる。建築も大
成建設が１位で、鹿島、
大和ハウス工業、大林組、
清水建設と続く。
設備のうち電気は、き
んでん、三菱電機、東芝、
関電工、東芝プラントシ
ステムの順。給排水衛生
は高砂熱学工業がトップ
で、以下大気社、新菱冷
熱工業、ダイダン、三機
工業となる。空調は高砂

16

51

ち空調が前回比３・１％
増と最も増加率が大きか
った。最も減少率が大き
いのは建築の１・５％減。
今回は、ＪＶ基準の改
正に伴う発注標準金額
の見直しにより、一部業
種で格付のベースとな
る主観点数が変更とな

98

12

49

95

東京都

86 38

11

98

東 京 都

土木、建築とも大成１位
設が１位となっている。
８３６８者のうち新規
業者は１８７者、都内本
店業者６５３０者。単体
が多くを占め８ ３１３
者。組合は 者（新規ゼ
ロ、都内 者）、経常Ｊ
Ｖは 者（新規２者、都
内 者）。主要業種のう

97
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関東整備局
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水 機 構
15年度計画
22

44

30

97

98

10

13
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18

東・中日本高速

73

17

10

民営化10年・15年度入社式

63

東日本高速道路の今年
度予算全体額は７８３１
億円。道路新設・改築に
４３５９億円を充てる。
うち工事費は４１４１億
円。大規模更新を含む維
持・修繕・災害復旧経費
は２９８９億円。今年度
は圏央道境古河ＩＣ～つ
くば中央ＩＣ間 ・５㌔
ほか２区間、スマートＩ
Ｃ４か所などが完成を控
える。
発注予定は３２６件。
大規模更新は４件を第２
四半期に公告する 見通

30

30 17

46

13

建設工事３万６５４８者に

91

42

期待に応えるよう激励

15

16

高速各社
96

32

37

17

41

東京都は１日、 ・
年度の建設工事等競争入
札参加資格の状況を明ら
かにした。申請者数は前
回比１・１％増の合計８
３６８者。主要業種では
空調工事が最も増 加し
た。Ａ級のランクは、一
般土木、建築とも大成建
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36
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関東整備局 ・ 年度参加資格
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30

16

30

残留措置適用は１２６者
15

27

東京メトロ

15

23

20

15
28

関東地方整備局は、
工事は３万６５４８者で 量・建設コンサルタント
・ 年度競争参加資格審 前回（ ・ 年度）に比 業務は７２４５者で前
査結果を公表した。建設 べ１・５３％の増加、測 回比２・９０％増となっ
た。インターネットによ
る定期申請の増加が要因
とみており、随時申請と
あわせた年度合計は前回
と同数程度になる見通
し。
建設工事を業種別にみ
ると、一般土木工事４５
７３者、建築工事３２７
８者、アスファルト舗装
工事２８２８者、電気設
備工事２１０５者、鋼橋
上部工事９７７者、暖冷
房衛生設備工事２６０８
者、造園工事１６７５者
となった。
格付別業者数は、一般
土木工事Ａランクが
者、Ｂランクが 者、建
16
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