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みんなのアイデアを時短につなげよう！

夢は大きく 心はひとつに
魅力ある建設産業を ともに創ろう

2012年度 日建協の活動＆本部役員
日建協 第89回定期大会

クロスワードタイム 他
続・東西組合細見17 ― 西松建設職員組合

スカイツリーにいってきました。

魅力ある建設産業にむけた4つの提言

共済制度で 自分の将来をじっくり考えてみませんか？
日建協アーカイブス③･･･転換期（1977年～1984年）

ちょっとひといき･･･

第2回 時短アイデア大賞・図画コンクール

土木作業所で働く組合員の労働環境改善をめざして

http://nikkenkyo.jp/
info@nikkenkyo.jp
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2012年度 日建協の活動＆本部役員

時代の混迷に流されることなく、誰も

が働きがいと働く魅力を感じられる

建設産業をともにつくっていきましょ

う。今年1年よろしくお願いします。

余暇をまず早めに段取りすると、がっ

ちり仕事をしても苦になりません。ち

ょっと先の楽しい時間を自分で描く

ことがマイ・ワーク・ライフ・バラン

ス。さて今度の休みの予定は？

議長

戸田建設職員組合
建築

山田　栄治
やまだ　　えいじ

：今年度の抱負　　　　

：マイ・ワーク・ライフ・バランスは？

魅力ある建設産業をめざし、ま

ず行動する。「止まることなく、

動き続けていれば、良い結果に

つながる」をモットーに１年間が

んばります。

楽しい予定をたくさんつくり、そ

の時間を確保するために、日々

の業務を無駄なく効率的に行う

よう努めています。

副議長兼
政策企画局長

ハザマユニオン
土木

諸澤　正毅
もろさわ　まさのり

建設産業で働くみんなの声を

「カタチ」に変えられるように

頑張ります。

良き家族と良き仲間、少年野球と

ロードバイクによって、大変充実

した日々を過ごせています。趣味

と家族のバランスが崩れないよ

う、家内とコミュニケーションを

図ることが一番のポイントです。

副議長兼
組織局長

西松建設職員組合
事務

平山　勝基
ひらやま　 かつき

事務局長として組織をまとめる立場

となり、未熟な私には不安がいっぱ

いですが、加盟組合の皆さんのご支

援を頂きながら組織を盛り上げるべ

く全力で活動を進めていきます。

趣味の鉄道写真撮影は、これからも

続けていきます。「ワーク」の活力

につながるよう、　バランスを取り

ながら思う存分「ライフ」を満喫し

ます。家族サービスも忘れません。

事務局長

三井住友建設
社員組合　事務

澁川　明
しぶかわ  あきら

建設業界を取り巻く環境が激変する

中、私たち組合員が安心して、やる

気を出し、働きがいを感じながら仕

事が出来る環境の実現を目指して頑

張りたいです。

４月に３男が誕生し、日々の成長が

楽しみです。仕事と生活のバランス

は、自分の意識で実現できる部分も

あると思います。家族の為にその努

力は惜しまずやろうと思います。

政策企画局次長
（労働条件）

奥村組職員組合
土木

福山　剛男
ふくやま　 たけお

加盟組合員の皆さんが日建協を

意識できるよう心がけながら、

昨年度よりも１歩踏み込んだ活

動をしていきたいと思います。

職場も家庭も笑顔にあふれてい

ることが私のワーク・ライフ・

バランスです。少しでも楽しく

過ごせるように努力していま

す！

政策企画局次長
（労働条件）

東洋建設職員
労働組合　事務

西依　隆
にしより　たかし

１年間日建協で学んだ事をいかし、組合

活動に励みます。組合員のみなさんのワ

ーク・ライフ・バランスの実現につながる

よう活動を進めていきたいと思います。

休日は少年野球のコーチと地域、学

校、幼稚園行事のスタッフをしてい

ます。最近はライフが徐々にワーク

になりつつあります。報酬は数えき

れない子ども達の笑顔です。

政策企画局次長
（産業政策）

飛島建設労働組合
土木

佐藤　友厚
さとう　   ともひろ

組合員のみなさんと魅力ある建設産業

を実現できるよう労働環境の改善にむ

けて活動していきます。活動が少しで

も前進するよう１年間、頑張ります。

ワークもライフも「ほどほど」を

心がけていますが、熱くなりや

すい性格からどちらも度を超え

てしまいます。いつも充実してい

る証拠だと思っています！

政策企画局次長
（産業政策）

鉄建建設職員組合
事務

柴田　雄
しばた　   ゆう

日建協活動スタートしました。建設業

の明るい未来のために自分に何がで

きるか？ 期待と不安のスタートです

が、とにかく前向きにがんばります。

休日は、ほぼ地元の少年サッカー

チームの手伝いです。無邪気な園

児、小学生を相手に「子供心」を

取り戻せる貴重な時間です。目指

せ、神奈川チャンピオン！

政策企画局
（労働条件）

フジタ職員組合
事務

登藤　高司
とどう　   たかし

建設産業の更なる魅力向上の実現のため

に、組合員のみなさんの声を大切にし、し

っかりと地に足をつけて活動してまいり

ます。どうぞ宜しくお願い致します。

6カ月先といった長期のスパンで余

暇計画をたてることです。先の予定

で心うきうき、その分仕事にも力が

入るといった感じでしょうか。後は、

少しのお酒と少しのスポーツです。

政策企画局
（産業政策）

五洋建設労働組合
事務

角　真也
すみ　  しんや

建設産業の魅力向上にむけて、目

の前の小さなことから全力で取り

組んでいきたいと思います。

オフは海や山に出かけて活発に活

動しています。自分の幅を広げる

ことに貪欲になって、いろいろな

ことにチャレンジすることは、オ

ンにも良い効果があるのではない

かと思います。　

組織局

シミズユニオン
事務

植村　芳輝
うえむら　よしてる

日建協事務局員として残りわ

ずかとなりました。温故知新

の精神で資料整理を中心に頑

張ります。

ライフについては、減量・減酒・

減煙を目指したい。仕事につい

ては、「今年度の抱負」プラス減

ストレスを目指したい。

事務局
塚本　福二
つかもと　 ふくじ

組合員の皆さんのがんばりが

少しでも反映されるように、新

しい体制の執行委員と共に、今

年度も頑張っていきます。

仕事はしっかり働き、休みの時

は自分の生活を楽しむことにつ

きます。これからの人生、自分

がもっと楽しめるものを増やし

たいです。

事務局
松井　久恵
まつい　　ひさえ

日建協ホームページがいよいよリニューア

ルしました。まだ全面開通していません

が、よりスムーズに、使いやすいよう更新

して行きますので、ぜひご覧ください。

今年は秋に初の友人と二人での

ユニット・ライヴを予定していま

す。その練習のため、ライフは忙

しくなりそうです。太極拳で体

をほぐしてがんばります。

事務局
井出　真澄
い  で　　 ますみ や　ぎ　　のりこ

共済制度のお問い合わせをお待

ちしています。今の残高から年

金受取額の試算等もできますの

で、お気軽にお申し出ください。

ワークの時には全力で、ライフは

自分の時間がたっぷりあるので

最近は編み物をしています。冬

までには何か完成させる予定で

す。

事務局
八木　規子
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今年は
このメンバーで
頑張ります！データバンク機能

組　　織

 【すべての活動の土台】  【すべての活動の土台】  【すべての活動の土台】 
 「時短アンケート」「生活実態・意識調査」「賃金調査」

「労働条件総合調査」など

  3 ７　の　加　盟　組　合　本　部 

日 建 協 加 盟 組 合 の 組 合 員 の 皆 さ ん

セミナー（開催・紹介）

   次世代にむけた取組み
（大学での出前講座） 

産業内での新しい働き方を提案
（女性技術者会議） 

産業の魅力化

  4週8休を含む不稼働日を
考慮した工期設定の実現 

政策提言活動②
民間工事（建築）

 無報酬業務の解消にむけて

政策提言活動①
公共工事（土木）

産業政策活動

発注者 業界団体 行政機関 労働団体

【外部にむけた活動】

【日建協内での活動】

賃金・退職金制度、諸制度、
労働時間・法律に関する問題

加盟組合個別支援

 賃金政策（日建協個別賃金）
 賃金交渉基本構想（毎年改定）

賃 金 交 渉

中期時短方針の策定、周知・推進
統一土曜閉所運動

 時 短 推 進
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

（
加
盟
組
合
へ
、会
社
訪
問
で
企
業
へ
）

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

（
加
盟
組
合
へ
、会
社
訪
問
で
企
業
へ
）

組合員の
生の声 組合員の

生の声

提言・提案 返答・意見

● ～私たちのワーク・ライフ・バランスをめざして～ ●

【日建協の基礎】【日建協の基礎】

加盟組合支援加盟組合支援



8月2日、3日の両日、東京（日暮里）のホテルラングウッドにおいて日建協第89回定期大会を開催しました。
2012年度の日建協活動のスタートとなる本大会には加盟組合から代議員と多数の傍聴者が出席し、活動方針につ
いて活発な議論が交わされました。

　2011年度の日建協は、「ともに歩もう　ともに創ろう建設
産業の新しい明日を」のスローガンのもと、建設産業の魅
力向上にむけた活動、特に建設産業が抱える課題解決に
むけた政策提言活動および加盟組合支援としての時短推進
に重点をおいて活動してきました。大会ではこれらの活動
と決算報告の審議が行われ、出席代議員全員の賛成によ
り、2011年度の日建協活動報告等が可決・承認されました。

　大会に引き続き、多数のご来賓と加盟組合役員の出席
のもと、名刺交換会を開催しました。冒頭の山田議長の
挨拶の後、ご来賓の方々からの激励とご祝辞を頂き、加
盟組合を代表し、飛島建設労働組合 上杉本部執行委員長
より乾杯のご発声を頂きました。
　会は終始、和やかな雰囲気で進み、途中2011年度を
もって退任した日建協役員の挨拶があり、最後は2012年
度の日建協新執行委員が自己紹介と2012年度にむけた抱

負をのべ、閉
会となりまし
た。

　私たち日建協にとって重要なことは、建設産業における産業別労働組合として、一組
合では取り組むことのできない活動を行うことです。日々最前線で働いている組合員の
皆さまの声を、様々な発信先に訴え続けていくことが日建協の使命だと考えています。
　2012年度の活動にあたり、「夢は大きく 心はひとつに  魅力ある建設産業を ともに創
ろう」をスローガンに掲げ、「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」「受発注
者間の対等な関係の確保」「適正工期で受発注できる環境」「誰もが働き続けられる環
境」の4つのキーワードを挙げました。このキーワードの実現にむけた道筋が少しでも見出せるように、日建協新執
行部11人は全力で活動します。そして建設産業が「健康で働きがいのある、魅力ある産業」となるよう、日建協
加盟組合員約32,000名の心をひとつに、一歩ずつ前進していきたいと思います。
　どうぞご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

　2011年度の活動報告承認後、2012年度役員の選挙が
行われ、新執行委員が選出されました。選挙後、選出さ
れた新執行部を代表し、山田議長より新年度にむけた強
い決意を込めた挨拶を行いました。
　続いて、執行部より2012年度の活動の基調と個別活動
方針（産業政策活動、加盟組合支援、データバンク機能
の維持、組織）の説明を行い、大会初日は終了しました。

　大会2日目では、前日に行われた2012年度の活動方針
（案）について、3つの分散会で討議を行い、出席代議
員と日建協執行部で活発かつ熱のこもった議論を繰りひろ
げました。続いて午後からの全体会議において各議案が
審議され、分散会で十分な議論が尽くされた2012年度の
活動方針（案）は代議員全員の賛成により、可決・承認
されました。
　以上で日建協第89回定期大会は閉会しました。大会議
長、分散会主査・副主査、各委員の皆さま、大会をお手伝
い頂いたスタッフの皆さま、ご協力ありがとうございました。

ご来賓のみなさま：左から
・日本労働組合総連合会（連合）　副事務局長　水谷 雄二 様
・社団法人  日本建設業連合会（日建連）　事務総長　有賀 長郎 様
・国際建設林業労働組合連盟  日本加盟組合協議会（BWI-JAC）　
  議長　河田 伸夫 様

日本労働組合総連合会（連合）
会長　古賀 伸明  様　
連合は震災復興への取り組みから、日本全体
の再生につなげていきます。「働くことを軸と
する安心社会」を提唱し、公正な労働条件を
保ち、めざすべき社会像を提示していきます。日建協の皆さんの
熱心な討議で更に活動が前進することを期待します。

厚生労働省　職業安定局　
建設・港湾対策室長  福士 亘  様　
日建協の時短アンケートはち密な分析であ
り、自部署でも活用させて貰っています。対
策室では職場環境を改善し、若年労働者が
なかなか入職しない、技能継承できない問題の解決のために新
しい助成金制度の構築を検討しています。建設産業の明るい将
来のために皆さんも一緒に取り組みましょう。

2011年度活動報告

役員改選・2012年度活動方針（案）他説明

分散会討議・議案採決

大会ご来賓からのメッセージ

名刺交換会

左から

山口大会議長
（鴻池労組
  中央執行委員長）

渋谷大会議長
（フジタ職組　
  執行委員長）

大会の様子

・「日建協個別賃金」は、加盟組合の賃金交渉において貴重
なデータなので、日建協として活用が進むようアピールして
欲しい。　

・土木工事の提言については、地方整備局だけでなく、工事
事務所の担当者など最前線にまで浸透するような提言をし
て欲しい。また経過をしっかり発信して欲しい。　
・4 週 8 休は、現状と乖離している。工期短縮は会社の経営
にも関係する。提言のみならず、解決のためには受注者側
の企業や業界団体側の協調、取り組みも必要なので対応し
て欲しい。　
・各加盟組合での時短推進取り組み事例の効果をまとめて
日建協で展開して欲しい。　
・加盟組合間交流会の実施について、早めの計画決定、周知
をお願いしたい。期待している。　
・帰宅旅費の非課税化について、連合に強く意見発信し、
Compassでも取り上げて欲しい。　

・出前講座について、他大学の新規開催にむけ取り組んで欲
しい。
　
［分散会で頂いた貴重なご意見を大いに参考にさせて頂き、
これから１年間活動を進めていきます］

日建協　議長　山田 栄治
議長挨拶夢は大きく  心はひとつに

魅力ある建設産業を ともに創ろう
日 建 協
第 8 9 回
定期大会

【分散会で出た主な意見等】

内閣府　男女共同参画局推進課長
仕事と生活の調和推進室参事官 小林 洋子 様　
日建協では、統一土曜閉所運動を10年以上も継続
して取り組まれており敬意を表します。女性技術者
会議の開催もワーク・ライフ・バランスの実現にむけ
た素敵な活動だと思います。内閣府でも女性の力の必要性を発信していま
す。これからもワーク・ライフ・バランス実現にむけ一緒に取り組みましょう。

建設産業労働組合懇話会 代表
建設連合 中央執行委員長   星野 康幸  様　
震災後において、「建設を通した街づくり」に
建設産労懇の多くの仲間が関係したと自負して
います。外部で時 「々震災特需」の言葉を聞
きますが、この思いやりのない言葉に抵抗を感じます。組合活動で
は相手の気持ちを思いやることが必要だと思います。新しい3K(か
っこいい、感動する、稼げる)産業となるよう、共に頑張りましょう。

新年度のスタートにあたり、日建協執行部一同、気持ち
を新たに引き締め、私たちの労働環境の向上にむけて
全力で活動していきます。加盟組合員の皆さん、今後と
もどうぞよろしくお願いします。

　この第89回定期大会にて、日建協本部を退任致しました。

皆さまのお力添えのおかげで無事任期を全うすることがで

きました。 加盟組合の皆さま、 ３年間本当にありがとうござ

いました。 日建協には建設産業を代表する産業別労働組合

として、 これからも加

盟組合の皆さんの声を

聞きながら、 新しい建

設産業の実現にむけて

活動を続けていくこと

を期待しています。

～退任にあたって～ 遠藤前事務局長

今回退任したみなさん
左から　出田前副議長、
遠藤前事務局長、寺田前副議長

「健康で働きがいのある、魅力ある産業」をめざして
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～第２回時短アイデア大賞・図画コンクール開催～
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　日建協では長時間労働の解消をめざし、加盟組合で連帯して時短を推進していくために、「日建協 時短アイデア大賞」を開催して
います。時短アイデア大賞は、建設産業で働く私たちの経験や知恵を募集して、寄せられた良いアイデアや事例を水平展開すること
で、みなさんの時短が実現することを目的としています。
　第１回時短アイデア大賞作品は広く展開され、建設産業全体の時短推進に貢献しています。２回目となる今回も、加盟組合のみ
なさんから多くの素晴らしいアイデアが集まりました。応募いただいたアイデアや事例をご紹介しますので、みなさんが時短に取り
組む ‘きっかけ’ や ‘ヒント’ になれば幸いです。

時短に取り組むきっかけに！

　大賞、優秀賞のほか入選作品には、「ノー残業当番」「クリーンにノー残業デー」「クッキングパパ！！」「帰りま週間」「出勤予
定を明確にして、休日取得の促進」が選ばれました。そのほかにもアイデア、取り組み事例など多くの時短の知恵が集まりました。
アイデア・事例は作品集として、日建協ホームページに掲載しています。ぜひご覧下さい。たくさんのご応募、ありがとうございました。

他にも多くのアイデアが集まりました！ ありがとうございます！

第１回時短アイデア大賞の作品展開状況！

第２回時短アイデア大賞受賞作品

大 賞 休日約束手形と早く帰る約束手形

受賞者：
伊與田　尚秀さん
名工建設職員組合

＜アイデアの内容＞
　休日や早く帰る日時を家族と共に「約束手
形」として形にします。それぞれ控えを持つこと
で、休日の取得や早く家に帰ることを意識する
と同時に、効率的な業務遂行を考えます。
　どんな紙でも手軽に作ることができます。

＜家族や大切な人との"絆"を休む意識へ＞
　『休日約束手形』や『早く帰る約束手形』を家
族や大切な人と交わすこと、つまり、強固な約
束（“絆”）によって、休むこと、早く帰ることの大
切さを改めて認識していただくことで時短に
つなげ、家族をはじめとする大切な人たち、そ
して働く組合員の笑顔に結びついたらいいな
あ、と思います。そして、ワーク・ライフ・バラン
スの実現、ココロとカラダの健康の維持、魅力
的な職場、建設業界を創っていくことへのひと
つのツールとして活用いただければ、というの
が私の願いです。

優秀賞 標語入り土曜閉所運動ヘルメットステッカー

受賞者：
林　洋平さん
大和小田急建設労働組合

＜取り組み内容＞
　統一土曜閉所に関する標語を書いたステッカーを作成し、各作業
所に配布してヘルメットにつけてもらいます。統一土曜閉所を通じ
て、作業所に勤務している方全員の時短への意欲が高まるようにと
の思いから作成・実施しています。
＜「継続して言い続け、お互いに確認し合おう」という思いを込めて＞
　お互いが顔を合わせて会話をする中でヘルメットに貼ってあるス
テッカーを見ることにより、土曜閉所の認識を高めることができれば
との思いで作成しました。土曜閉所の認識が少しでも向上するきっ
かけになれば嬉しく思います。

優秀賞 残業目覚ましウィンドウ

受賞者：
金澤　郁人さん
戸田建設職員組合

＜アイデアの内容＞
　パソコンに表示される【ポップアップ】を利用して時間外（所定外
労働時間）の業務効率化を図ります。時間外の勤務時間設定を、目
標を持って自ら定めて実行していくことにより、時間外に対する取り
組みの工夫を見直していくことができると考えます。
＜自己意識を変えることが時短に繋がる＞
　自ら率先して得た時間は、視野を広め、自らの趣味や家族と過ご
す時間に有意義に使うことができると思います。
　今回のアイデアが実現し、時短への取り組みに活かされることで、
みなさんの生活の充実に寄与することができればと思います。

　前回の大賞作品に選ばれた「帰宅時間申告ボー
ド」は、これまでに２万５千個以上製作されました。
多くの組合員や建設産労懇の仲間に配布され、建設
産業全体の時短に貢献してます。
　また、その他のアイデア作品も多く活用され、時短
への意識は徐々に高まっています。

第1回時短
アイデア大賞作品
『帰宅時間申告ボード』

第1回時短
アイデア優秀作品
『私の休日宣言』



みんなのアイデアを時短につなげよう！
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★日建協ホームページ（http://nikkenkyo.jp/）にて、
「日建協 第２回 時短アイデア大賞・図画コンクール 作品集」
を公開中です。
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　第２回図画コンクールでは、「家族で休みの日にしたいこと」をテーマに、168作品もの応募がありました。今回も力作揃いで、選考
には審査員も頭を悩ませましたが、金賞６作品、銀賞９作品が選ばれました。それぞれの図画に込められた家族の思いを受けとめ、
ワーク・ライフ・バランスの実現、休日のありかたを考える “きっかけ” にしていただきたいと考えています。

第２回図画コンクール　「家族で休みの日にしたいこと ！」

　第２回時短アイデア大賞と図画コンクールの受賞式を日建協の定期大会にあわせて開催し、加盟組合の代議員や受賞したお子さ
んのご家族など多くの方々に出席していただきました。受賞式では、時短アイデア大賞の受賞者８名と、図画コンクールを受賞したお
子さん15名に賞状と記念品を手渡し、受賞作品の紹介、記念撮影等を行いました。子供たちの可愛らしい仕草に大きな拍手が送ら
れ、賑やかな受賞式となりました。
　図画コンクールに応募していただいた全作品は、会場のロビーに展示し、多くの方々に見ていただきました。ご覧になった方々は、
きっと「次の休日には家族と何をしようか」と思いを馳せていたのではないでしょうか。

第２回時短アイデア大賞・図画コンクール受賞式を開催しました ！

　みなさんからたくさんの応募をいただいた第２回時短アイデ
ア大賞・図画コンクールの取り組みは、建設専門紙で時短推進
の取り組みとして紹介されました。
　日建協では今後、加盟組合企業や経営者団体、行政などに対
し、労働時間短縮にむけたさらなる努力や協力を要請するため
に、私たち組合員自身の時短への取り組みとして紹介していき
ます。建設産業全体へ時短の意識が広がるように、日建協活動
をとおして積極的に展開していきます。

建設産業のみんなに時短の意識が
広がるように ！

詳しくは、日建協 第２回時短アイデア・
図画コンクール冊子をご覧ください ！

　今回、開催された時短
アイデア大賞・図画コン
クールの詳しい内容を
「第２回時短アイデア大
賞・図画コンクール作品
集」としてまとめました。
日建協ホームページに掲
載していますので、ぜひ
一度ご覧下さい。
　すでに時短に取り組ま
れている方も多いと思い
ますが、みなさんから寄
せられたアイデアを毎日
の仕事に活かし、時短を
推進していただくこと
で、長時間労働の解消につながるものと考えています。みなさ
んのアイデアを時短につなげていきましょう！

図画の前で記念撮影をするご家族

『単身赴任中のパパへ
パパの住んでる町。パパ、また会いに行くよ！』　
田村　洸樹 さん （小学4年） 
（田村　秀子さん：五洋建設労働組合）

『おばあちゃんと畑でとったよ。なすとトマト』　
尾石　陽菜さん （小学3年）
（尾石　勝明さん：淺沼組職員組合） 

『きりんさんにのって　白くまやペンギンと
         家族みんなでさんぽをしたいなあ』　
松岡　理沙さん （年長） 
（松岡　雅代さん：シミズユニオン） 

『こわかったね　仁王さん』　
髙橋　柚奈さん （小学1年）
（髙橋　義弘さん：
飛島建設労働組合）

『夏はやっぱり祇園祭り』
尾石　瑠依 さん （小学6年）

 （尾石　勝明さん：
淺沼組職員組合）

『たこあげとボール遊び』　
中西　彩子さん （ 4歳）
（中西　貴彦さん：大鉄工業労働組合）

『雪あそび』　
伊崎　祥知花さん （３歳） 
（伊崎　貴文さん：名工建設職員組合） 

『ほんもののシャチにのったよ』　
杉浦　慶士さん （小学1年）
（杉浦　健吾さん：シミズユニオン）

『家族で行って楽しかった思い出』　
深津　惟有さん （小学5年） 
（深津　有彦さん：奥村組職員組合） 

『大好きな野球』　
那須　博登さん （年長）
（那須　功司さん：西松建設職員組合 ）

『今夜のおかずゲット！』　
高村　梨花さん （小学2年）
（高村　英生さん：
佐藤工業職員組合）

『また行きたい
　　　　楽しかった室生寺』　
髙橋　若奈さん （小学6年）
（髙橋　義弘さん：
飛島建設労働組合 ）

『家族で食べるなべ』　
山田　睦綺さん （小学6年） 
（山田　昌敬さん：名工建設職員組合）

『みんなでお魚つりたいなぁ』　
大櫃　比呂さん （年長） 
（大櫃　稔弘さん：フジタ職員組合）

『海のおさんぽ家族』　
細野　朝子さん （小学3年）
（細野　晋作さん：シミズユニオン）

多くの方に出席していただいた受賞式 みなさん上手に賞状を受け取りました

スピーチをするアイデア大賞受賞者（伊與田 氏） 時短アイデア受賞者のみなさん 図画コンクール受賞者のみなさん

（6月8日付建設専門紙掲載意見広告）（7月6日付建設専門紙掲載記事）
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魅力ある建設産業にむけた４つの提言
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１．はじめに

　日建協は、 これまで国土交通省の施工円滑化にむけた

施策を活用することが、 公共工事に従事する組合員の労

働時間の短縮につながるとの考えから提言活動を実施し

てきました。

　しかし、 これまで日建協が取り上げていなかった、総合

評価落札方式や低価格受注などの要因により、 長時間労

働など労働環境へ影響が出ているとの声があり、 2011 年

１月に日建協加盟組合の土木工事作業所を対象に 「土木

総合アンケート」を実施しました。

　その結果をもとに労働環境の改善をはかるため、 加盟

組合から派遣された土木アドバイザーと議論を重ね、 地

方整備局をはじめとする発注者に対して、 作業所におけ

る労働環境の実態を伝えるとともに、 問題の解消にむけ

た提言活動を行いました。

　今号では、 「土木総合アンケート」 の結果から作成した

提言内容と、 2012 年４月から６月にかけて提言活動を行っ

た、 東日本大震災の影響が残る東北地方整備局を除く全

国７地方整備局と北海道開発局からの主な回答を紹介し

ます。

3．今後の日建協の取り組み

　今回の提言活動で、 地方整備局も総合評価落札方式

などの要因が、 長時間労働など作業所の労働環境に悪

影響を与えていることに理解を示し、 労働環境の改善に

つながる回答が得られました。 今後日建協では、 作業所

のさらなる労働環境改善につなげるべく、 国土交通省本

省に対しても意見交換を実施する予定です。

　また、 これらの活動は加盟組合のみなさんの声がもと

になっています。 日建協ではこれからも土木アドバイザー

とともに、 土木工事作業所の労働環境改善につながる提

言活動を行ってまいります。

　今後も日建協の活動にご理解、ご協力をお願いします。

２．地方整備局への提言

（１）総合評価落札方式について
　総合評価落札方式は公共工事の入札・契約に関する透

明性の確保のために導入されましたが、その一方、組合員

の長時間労働につながっているのでは、との声があがり

ました。

　アンケートでは、国土交通省など、中央官庁の作業所の

半数以上で総合評価落札方式が長時間労働につながっ

ていると答え、その理由を聞くと、技術提案の履行に関す

るものや、技術提案の作成に関するものが多くありまし

た。（図－1）

１）技術提案において加点評価されなかった提案項目に
ついては履行証明の必要をなくすべきです。

２）技術提案のテーマ選定において、工期短縮はとり扱う
べきではありません。

３）技術提案の提案数には引き続き制限を設けるべきで
す。

提言①　総合評価落札方式のあり方を見直し、私

たち受注者に労働負荷を強いる仕組み

を改めることが必要です。

・加点評価しなかった項目は監督員と協議のうえ、標

準案相当と判断されれば履行の必要は無い。

  （中部、九州）

・標準型技術提案では、立体交差点工事の渋滞対策な

どで工期短縮を設定するケースもあるが、基本的に

は工期短縮のテーマは少ないと認識している。

  （北海道、中部、中国、九州）

土木作業所で働く組合員の労働環境改善をめざして

１）調査基準価格の引き上げを行うべきです。
２）失格基準を設け、基準を下回った業者は特例などを設
けずに即失格とすべきです。

提言②　過当競争により低価格受注に陥り、労働

環境の悪化につながっている現状を変

えることが必要です。

（３）工期設定について
　アンケートで半数を超える作業所から工期設定が長時

間労働につながっている、との回答がありました。

　また、その理由を聞くと、4 週 8休の工期設定が実現で

きなくなる内容が多くありました。（図－３）

（４）片務性について
　片務性とは発注者という優位的立場を利用して、受注

者に理不尽な要求を行うことです。

　本来、受注者と発注者は対等な立場です。しかし、アン

（２）低価格受注について
　低価格受注は、企業の体力を奪うだけではなく、そこ

で働く私たちの健康に悪影響を与え、さらにワーク・ライ

フ・バランスの実現も阻んでいます。

　アンケートで、低価格受注が長時間労働につながって

いるかを聞き、落札率別に整理してみました。（図－２）

また、受注価格が長時間労働につながっている理由を聞

くと、約8割の作業所が経費削減による少人数施工を理

由にあげました。

図-2　低価格受注が長時間労働につながっているか

（落札率）

図-4　片務性が長時間労働につながっている理由（3つ以内選択）

図-3　工期設定が長時間労働につながっている理由（3つ以内選択）

図-1　総合評価落札方式が長時間労働につながっている理由（3つ以内選択）
★2012年度土木アドバイザーは次号紹介をします。
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回答

１）国土交通省は、現場条件を加味した、実際に4週8休が
設定できる工期を設定すべきです。

２）国土交通省は、他発注機関に対して、工期設定に関わ
る指導を行うべきです。

提言③　現場条件を加味した、４週８休による工

期設定を徹底すべきです。また、民間

工事においても同様な観点から、4週8

休による工期設定が必要です。

・直轄工事ではすでに4週8休の設定をしている。工事中に

異常気象や不測の事態が発生した場合は、工事の一時

中止や工期の延伸など、柔軟な対応を指導している。

  （北海道、北陸、四国、九州）

・中央官庁、自治体、公共性の高い民間企業が集まる発注

者協議会等をつうじて、地方整備局が取り組んでいる

施策の情報提供をしていく事が重要と考えている。

  （北陸、中部、近畿、九州）

回答

１）発注者が優位的な立場を利用して期間に余裕がない
業務指示などを行うべきではありません。

２）国土交通省は、業務の円滑化に関する施策の他発注機
関への展開を行うべきです。

提言④　片務性を解消し、受注者と発注者双方

が対等な立場で業務が行わなければな

りません。

・地方整備局の局員が現場を巡回し、監督職員を交え

ずに直接現場代理人と会話をする、巡回現場会議の

取り組みを行っている。（関東）

・他発注機関への施策の展開については、発注者機関

が集まる会議の中で円滑な工事の執行をめざし、官

民共同の取り組みを行っている。

  （北海道、北陸、中部、近畿、中国、九州）

回答

・平成20年、21年、23年に引き上げを行っている。本省

で検討しているので、今回の提案は本省に伝える。

　（全地整）

・会計法、予算決算及び会計令があり、失格基準を設け

ることができない。まずは法の改正が必要である。

　（九州）

回答
ケート結果からは、半数を超える作業所で、受注者と発注

者の間の片務性が長時間労働につながっていると回答が

あり、その理由には、発注者の優位的立場を利用した内容

が多くありました。（図－４）
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世界のタワー・建造物と
スカイツリー

日本の建築技術はすごい !!

スカイツリーにいってきまし  た。スカイツリーにいってきまし  た。

フランス革命100周年、万博のモ
ニュメントとして建設され、1889
年に開業。名称はタワーの設計
を担当したエッフェル氏の名前
が由来となっている。

ここでチケットを受け取ります。
いよいよ未知の高さへと思う
と、胸の高まりが収まりません。

東京スカイツリーオリジナルグッズを抽選で
5名の読者のみなさんにプレゼントします。

エレベーター内部。40人乗り
が4基あります。分速600m
で、展望デッキまで約50秒で
到着します。

右側の建物は
商業施設「東京ソラマチ」

ソラミちゃんが
現在地点を
教えてくれます。

展望デッキからエレベーターに乗り、高さ
450mの展望回廊へ。最後の高さ5ｍはス
ロープになっていて、自分の足で登ります。

〒169-0075  東京都新宿区高田馬場1-31-16  守山ビル3階
「日建協プレゼント係」

プレゼントの応募要項
官製はがきに住所・氏名・年齢・加盟組合名をご記入の上、
日建協本部へお送りください。

1958年に開業した電波塔。航空
法に基づき、赤白2色のカラーリ
ングが施されている。設計者は
さっぽろテレビ塔や名古屋テレ
ビ塔と同じ内藤多仲氏。

クアラルンプールのランドマ
ークとして1996年に開業。
「KLタワー」とも呼ばれてい
る。地上276mの地点に展望
台がある。

1995年開業。正式には「東方名
珠電波塔」という。また、英語で
の名称は「オリエンタルパール
タワー」。個性的なデザインが
目をひく。

1967年開業。世界で初めて
500mの高さを超えた自立式
電波塔。ソビエト連邦誕生のき
っかけとなった十月革命50周
年を記念して建設された。

1976年開業。広州タワー
に抜かれるまで、34年に
渡って世界一の高さを誇
った。床がガラス張りにな
っているフロアがあり、ス
リルも満点だ。

2010年開業。東京スカイツリー
が塗り替えるまで、世界一高い
タワーとして認定されていた。
塔の中央部分がくびれているの
が特徴的。屋上には観覧車が建
造されている。

ついに世界一のタワーとな
った東京スカイツリー。これ
だけの高さを誇りながら、世
界屈指の耐震性を持つのも
このタワーのスゴイところ。

ドバイに建設された世界一
高い建造物。かつては「ブ
ルジュ・ドバイ」と呼ばれて
いたが、第2代大統領にち
なんで現在の名称に変更さ
れた模様。

正式名称は「牛久阿弥陀大
佛」。茨城県牛久市にある
日本一大きい大仏像。人差
し指だけでも7mもある。大
きさもさることながら、重
さはなんと4,000tを誇る。

421m 467.9
m

540m
553.3

m

600m
634m

828m

333m

324m

120m

牛久大仏

エッフェル塔（フランス） 東京タワー

上海タワー（中国）

広州タワー（中国）

CNタワー（カナダ）

クアラルンプール・
タワー（マレーシア）

ブルジュ・ハリファ
（アラブ首長国連邦）

オスタンキノタワー

東京スカイツリー

（ロシア）

　1階でツリーの鋼管部分を間近に見ること

ができます。

　東京スカイツリーは、東京タワーの建造時

（1957～1958年）に比べて鋼材の品質や溶

接技術、各種構造計算などの設計技術、基礎

部の特殊な工法が飛躍的に進歩したことによ

り、東京タワーの建築面積を大きく下回る面

積で、建設が可能となっています。

　また、主要接合部が溶接によって建設され

ており、鋼管同士を直接溶接接合する分岐継

手を採用し、溶接はすべて手作業で行われた

そうです。この東京スカイツリーは、日本が

育んできた技術の結晶とも言えるでしょう。 　今回東京スカイツリーに初めて訪れて、あまりの巨大さに度肝を抜かれました。この巨大な建築物を3年半で作り

上げた日本の建築技術の高さに、同じ建設産業に携わる者として誇りを感じました。このプロジェクトに携わった方

のご苦労を思いながら、みなさんもぜひ東京スカイツリーに行ってみてはいかがでしょうか。

2008年7月の着工以来、日本中が注目していた「東京スカイツリー」

がついに2012年5月22日、オープンしました。全高634mは、2012年

現在、自立式電波塔としては世界一の高さで、人工の建造物として

も、ブルジュ・ハリファ（ドバイ）の828mにつぐ世界第2位の高さです。

建設産業に携わる者として、世界に誇れる超高層タワーに早く登って

みたい一心でインターネットにて応募したところ、抽選に当たった私た

ちは、オープンから約1週間後、天空の世界に行ってきました。その感

動をみなさんにお伝えします！

（消印有効）



日建協は1954年12月12日に結成し、今年で58年目に入りました。   
これまでの日建協の時短活動の歴史を4号に渡ってご紹介します。

　この時代の日本経済は、1973年暮れの石油ショック

以降続いた長期景気低迷を脱し、回復に向かいはじめ

ました。日建協の時短運動も、毎年強力な取り組みが進

められてきました。しかしながら1978年に日曜全休実

施率は大幅に後退したため、1978年10月には1か月間全

組合員が「ゴリラワッペン」と称する時短プレートを着

用したり、全日曜全休実施している加盟組合の活動を

紹介するなど非常にきめ細かいものとなってきました。

また、建設省や業界団体などへの要請にとどまらず、国

鉄、道路公団、住宅公団、

鉄建公団などにも要請活

動範囲を拡げました。

　また、29年間つづいた

「日建協ニュース」（＝タブ

ロイド判・月２回発行）を

「Compass」（＝A4版・月

1回発行）に名称変更した

のが1983年の事でした。

Nikkenkyo archives
◀Compass 第１号。
　新しい組合運動のあり方を
　模索し、魅力ある産業づくりに
　取り組む日建協にとって、進む
　べき方向性を見出す「羅針盤」
　となるよう願いを込めて。

▼「夏休みを増やそう」
　「日曜全休を目指そう」
　と書かれたプラカード
　をもってメーデーで
　行進する様子。

▲動物園のゴリラも週1回は休む
　ことから発案されました。

共済制度のお知らせ～自分の将来をじっくり考えてみませんか？日建協

日建協積立年金制度は、将来の年金準備としてライフプランに応じ

積み立てる制度です。

・月額1000円一口から始めることができます。

・積立金の一部を途中で払い出すことが可能な「積立コース」と、

　老後のことを考えた「年金コース」の２種類があります。

・60歳を迎えたときに、ライフプランにあわせた受取方法を選択す

　ることが可能です。

募集期間　第1次募集　2012年5月21日から2012年9月14日
　　　　　第2次募集　2012年12月から2013年1月21日（予定）
申込方法　共済制度のパンフレットについている申込書に必要事項を

記入の上、日建協へFAX（03-5285-3879）下さい。
パンフレットは日建協ホームページからもダウンロードできます。

日建協共済制度には、積立年金制度だけでなく、医療保険の制度である｢総合医療サポート制度｣
｢職場復帰サポート制度｣を準備しています。 加入ご希望の方には、申込書類付きのパンフレットを
送付しますので、みなさんの所属する組合本部もしくは日建協共済制度事務局にご連絡ください。 

日建協共済制度事務局 八木
E-mail：yagi@nikkenkyo.jp

ゆとりある老後のために・・・

日建協積立年金制度はいかがですか？

共済制度について、もっと詳しく知りたい方は、

◀日建協ホームページの共済制度動画をご覧ください。

日建協詳しくは

　人は概して建造物が好きだ。最近では、東京スカイ

ツリーや東京ゲートブリッジなどが完成し、多くの人

が観光に訪れている。前者は商業施設としての目的

もあるが、そもそもは電波塔であり、後者は通行を目

的とした橋である。また近年、ダムマニアなる人たち

が話題になったり、工場の夜景見学ツアーが企画さ

れたりもしている。人それぞれに理由は異なるだろ

うが、建造物には人を惹きつける魅力がある。

　人の建造物好きは世界規模で確認できる。例えば

世界遺産には文化遺産、自然遺産、複合遺産がある

が、そのうち75％以上が文化遺産であり、「人類が共

有すべき顕著な普遍的価値」をもつ建造物が多数登

録されている。また、ギネスブックを見てみると、ビル

から仏像まで様々なジャンルの建造物世界一が登

録されており、人の建造物に対する関心の高さが

伺える。

　建造物はその規模や意匠はもちろんだが、構想

段階から建造、完成に至るまでに多くの人の色々

な思いが沁み込んでおり、それが人を惹きつける

のではないかと思う。そこに長い時間をかけ、使

用、保全に関わる多くの人たちの思いも加わり、世

界遺産が完成するのかもしれない。何れにしろ、建

設業は「人が好きなもの」を造る仕事であり、建造

物に思いを吹きこむ仕事である。そんな建設業を

人は大好きになれるはずである。そんなことを考

えながら日々活動をしている。　 　　　　　（蛹）

野菜類を主とした食生活が良いとする考え方のこ
とです。
ある期日から、他の期日に至るまでの間。
医師国家試験に合格した者に与えられます。
「○○○○写真」「○○○○映画」「○○○○テレビ」。
いつも親しく交わっている相手。仲間。
自分の思うままに振る舞う心。気ままな考え方。
慶事における進物や贈答品に添える飾り。
1978年、「飛んでイスタンブール」が大ヒットした歌手。
さっと降って、すぐやむ雨のことです。
ホウ素族元素のひとつ。単体は青みを帯びた柔らか
い金属で、アルミニウムに似た性質を持つ元素。
学校教育の一分野で、自然科学などを内容とする
科目の総称。
プラスチック成型・プレス加工に用いる金属製の型。
かつて土地に対して課せられていた租税。昭和25
年（1950年）に廃止され、固定資産税に引き継が
れています。
大相撲で、幕内力士のうち、横綱と三役を除いた者。
夏の土用を通じて雨が降らず、酷暑が続くこと。
インターネット上で、サーバーを中心にコンピュータを
グループ化して、それぞれを識別できるようにしたもの。
地球を包む大気圏を構成する無色透明な混合気体。
楽器や肉声が発することのできる音の高低の範囲。
皮膚の汗腺から分泌される液。
カラシナの栽培品種。辛みがあって、よく漬け物に
します。
慶応義塾大学にゆかりのある文芸雑誌。明治43年
（1910年）5月、永井荷風を中心に森鴎外、上田敏
を顧問として創刊。

Vol.793クロスワード

多数のご応募ありがとうございました。次の方が当選されましたの
でクオカードをお送りしました。またのご応募をお待ちしています。

新倉 梓、山口克彦（アサヌマ）、
植田祥子、若林宏彰、白井淳裕、中石嘉寿枝（鴻池）
宮原正憲、竹林 和（佐藤）、尾形 真（大豊）
谷本順久、宮本正典（大和小田急）、楫美喜子（鉄建）
藤原直樹、荒木良香（東洋）、山口慶和（戸田）
萩原由美子、富田彬夫（飛島）
増田友徳、村松 透、橋本 守、椎名貴快（西松）
森 幸代（JS）、宇津木慎司、宮脇卓哉（ハザマ）
西野智子、楠　基、椎野武幸（三井住友）
山下正樹（名工）、岡本雅世、近藤宏二（横河）　　＜敬称略＞

答えは
「セイビシンカンセン（整備新幹線）」でした。

この秋も残暑が厳しくてボーっとしてしまいがちですが、クロスで頭の体操はいかがでしょうか。
 二重枠の言葉を並び替えると答えが出ます。答え、郵便番号、住所、氏名、加盟組合名、Compassの感想を記入し、はがきかメ
ールでご応募ください。正解者の中から抽選で30名様にクオカードを贈呈します。

■〆切：10月9日（火） ■宛先：〒169-0075  新宿区高田馬場1-31-16  守山ビル３階   日建協クロスワード係  （Mailはこちらへ  info@nikkenkyo.jp）

ヒント：スカイツリーに隠れています。

将来の一定期間に現物の受け渡しをするこ
とを約定する売買取引。
細かく切ったイカの肉とはらわたをまぜて、
塩で漬けたもの。
台所の流しの水槽のことです。
地中に打ち込んで支柱や目印にする棒。
とうがらしの一種。果実を獅子の頭になぞら
えて、こう呼ばれています。
夢のような、現実的でない話。見た夢を語ること。
銅族元素のひとつ。金と並び称される貴金属。
縄文時代に続き、古墳時代に先行する「○○時代」。
国土交通局の外局。国の気象業務を担当し
ている行政機関。
20世紀初頭のロシアに起こった一連の革命。
キク科の多年草。道ばたで見かける野菊の一種。
球形の遊戯具。皮革、糸布、ゴム、
プラスチック製などがあります。
夢想的な趣のある器楽用の小曲。
シューマンの「トロイメライ」は有名。
肉体労働の職種を指して○○○系と呼び、
かつて求人情報誌の名称にもなった。
1980年代以降のポップ・ミュージックを
代表するアメリカの女性歌手。
自分ひとりだけのものにすること。ひとりじめ。
生きているからだ。なまみ。
小高くなった土地。山よりも低く、
傾斜もなだらかなもの。
欲を出しすぎて同時にいくつも狙うと、結局
取り逃がして何も得られないことを「○○ハ
チ取らず」と言います。
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　日建協は、第89回定

期大会をもって、2012

年度の活動をスタートし

ました。新しく３名のメン

バーが加わり、気持ち

を新たに、「私たちの

ワーク・ライフ・バランス

の実現」をめざして、果

敢に「チャレンジ」し続け

ます。先人たちのチャレ

ンジ精神が既存の常識

を打ち砕いてきたから、

私たちの『今』がありま

す。これからの建設産

業の明るい未来のため

に、私たちも「新しい

チャレンジ」をできる事

からはじめていきましょ

う。時には失敗しても、

それは必ず次につなが

るはず！ 

　これから1年間どうぞ

よろしくお願いします。
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日建協ホームページアドレス  http://nikkenkyo.jp/　コンパスへのご意見、ご質問、クロスワード、なんでもこちらのアドレスに → info@nikkenkyo.jp
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西松建設職員組合

発行人：澁川   明 　編集人：平山 勝基
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　明治7年、24歳の青年、西松桂輔が土木工事請負業を終生の仕事
と定め旗揚げしたことから始まる西松建設は、文明開化のシンボル
でもあった鉄道の下請け工事で誠実に作業を遂行することによって
徐々に頭角をあらわし、今日まで歴史と技術を蓄積してきました。
　現在では得意分野であるダムやトンネルなどの大型土木工事のみ
ならず、建築工事の強化にも注力しています。
　本社はサラリーマンの聖地・新橋と官庁街・霞が関から程近い虎
ノ門にあります。組合事務所も本社屋8階の一角に構え、日々活動
を続けています。

　知的で温かみを感じる永山委員長と、４年目を迎え円熟味を増し
た木下書記長に、これからの組合活動について熱く語って頂きまし
た。ぜひとも、今まで以上にコミュニケーションを充実させて、今年1年
素晴らしい活動になりますよう、日建協も全力で応援させて頂きます！

● 設　　立 ： 昭和33年10月20日

● 組合員数 ： 1391名（2012年6月15日現在）  　　  

● 組 織 率 ： 約66.1%

● 支部数 ： 14支部

● 本部執行委員数 ： 6名

● 中央執行委員会 ： 月4～5回

南部水再生
センター
水処理施設
（2012年3月）

住友不動産渋谷
ガーデンタワー
（2012年6月）

コミュニケーションを深めよう

　わたしたちの賃金や労働環境を改善す

るために組合としてできることは何か。一

つ目は、職員が置かれている厳しさを、今

まで以上に会社に訴えていくことだと考え

ます。これは、会社に組合員の思いを届け

るためにも、継続して取り組んでいかなけ

ればなりません。二つ目は、会社の生産性を向上させ、業績に貢

献することだと考えます。そのためには、「誰もが働きやすさを感

じられる、職場の充実したコミュニケーションの形成」に取り組む

ことが重要です。コミュニケーションが不足すると、ギスギスした

職場になり、生産性も上がらないため会社の業績も上がらず、賃

金も上がりません。今年度は「人と会って話す」という対話を重視

しながら、情報の共有と本音での話し合いを同時進行させ、会社

の経営を働く職場の切り口で前向きに検証し、組合活動でコミュ

ニケーションを深めていきたいと思います。

笑顔のポスター

　職員をモデルとした「笑顔のポ

スター」を作成しました。モデルに

は非組合員にも参加してもらって

います。全職員に大変好評で、職

員同士のコミュニケーションツー

ルとして一役を担っています。

ノー残業パトロール

　月2回、本社支部と会社が協働で本社社屋をパトロールしてい

ます。ノー残業デーのパトロールだと一目でわかるように、パトロ

ール員がノー残業チョッキを着て見回り

を行っています。「早く帰宅しましょう！」と

声高らかに声掛けしているわけではなく

「ご苦労様です。」と声掛けをしながらパト

ロールを実施しています。これは、早く帰

りたくても、業務上どうしても残業をしな

ければならない方に配慮しています。この

パトロールのおかげで、帰るきっかけがで

きて良かったという声もあり、付き合いで

残っている人には喜んで頂けています。

みなさんにとっての
WLB（ワーク・ライフ・バランス）とは？

WLBについて考える瞬間…

それはライフの時間ではなくワークの合間の時間

ではないでしょうか。機関紙「Question」では、

ＷＬＢ実現のヒントとして、組合員一人ひとりが

実践するＷＬＢを

紹介する記事を

2009年から不定

期に８回掲載して

います。概念の押

し付けではなく、

きっかけづくりに

焦点を絞り活動し

ています。

永山中央執行委員長
木下書記長
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