


2011年 2014年
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38.9 40.2

562,473 605,882 7.7
504,180 537,100 6.5

( 所 定 内 賃 金 ) 435,683 460,349 5.7
( 超 過 勤 務 手 当 ) 50,408 59,227 17.5
(通勤手当、臨時収入) 18,090 17,524 -3.1

29,583 46,804 58.2
28,710 21,978 -23.4
442,774 475,966 7.5
331,716 341,713 3.0

飲 食 費 86,722 90,553 4.4
住 居 費 24,176 18,167 -24.9
光 熱 ・ 水 道 費 17,939 20,370 13.6
家 具 ・ 家 事 用 品 費 9,521 8,353 -12.3
被 服 及 び 履 物 費 11,275 11,776 4.4
保 健 医 療 費 7,452 8,000 7.4
交 通 通 信 費 53,576 55,610 3.8
教 育 費 46,681 50,053 7.2
教 養 娯 楽 費 23,694 23,318 -1.6
そ の 他 の 消 費 支 出 50,680 55,512 9.5

111,058 134,253 20.9
451,415 471,629 4.5
119,699 129,916 8.5
31,176 32,396 3.9
58,719 62,658 6.7
89,895 95,054 5.7
532,668 571,019 7.2
29,805 34,863
22.0 25.0
73.5 72.5

可 処 分 所 得
家 計 収 支 ( 黒 字 )

負 債 純 減
保 険 純 増

平 均 消 費 性 向 （ ％ ）

計 Ｂ
生 活 費 計 Ａ ＋ Ｂ
実 際 上 の 黒 字
公 課 負 担 率 （ ％ ）

配 偶 者 の 収 入

実 支 出 計 Ａ
消 費 支 出 計

非 消 費 支 出

そ の 他 の 収 入

調 査 件 数

世 帯 主 勤 務 先 収 入

世 帯 主 平 均 年 齢 ( 歳 )
実 収 入 計

2011年から
2014年の
伸び率

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
総　　合 ▲0.2 2.1 ▲2.2 ▲0.6 0.0 ▲0.3 1.1 3.2
生鮮食料品を除く総合 ▲0.1 2.3 ▲2.3 ▲1.1 0.2 ▲0.1 0.7 3.0

▲3.0

▲2.0

▲1.0

0.0
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2.0

3.0

4.0％

総合 生鮮食料品を除く総合
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35～39歳

40～44歳

45～49歳

負担を感じる 負担を感じない

17.6

41.6

29.0

55.5

20.8

43.7
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71.0

57.1
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30.6
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49.4
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受診を控えるなど
医療費を減らす

配偶者が働き始めたり
収入を増やす

自分や家族の
小遣いを減らす

光熱費や通信費を
減らす

預貯金を取り崩す

自分や家族の
交際費を減らす

酒やタバコなどの
出費を減らす

食費や外食回数を
減らす

趣味やレジャーの
出費を減らす

衣服や靴の
購入を控える

耐久消費財の購入や
買換えを控える

％

4月以降対応した
今後対応する
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組合員の家計ってどうなっているの？

～ 日建協家計調査 ～
　私たちが生活していく上で、毎月どれくらいのお金が必要な
のでしょうか。まずは組合員の家計について、その実態や収支
動向を探ってみることにしましょう。
　日建協では、組合員の家計の収支状況や生活の実態を把握
するため、3年に1回、約300世帯に協力をいただいて、1ヵ
月間の収入や消費動向を調査する家計調査を実施しています。
1976年の調査以来、今回で45回目となります。この家計調査
より、私たちの家計収支状況や消費増税による影響などを紹介
したいと思います。

※注釈のない図表は日建協家計調査より引用

　　※日建協家計調査　調査時報No.270
　　≪対象時期≫2014年8月25日～ 9月24日
　　≪対象数≫293世帯
　　≪対象世帯の選出基準≫
　　・関東、関西地区在住で原則として世帯主
　　　の賃金収入で生活している世帯。
　　・ライフステージ別に選出：
　　　30 ～ 34歳は3人または4人世帯、35歳以上は4人世帯

　上記の表は4人世帯の家計状況を示したものです。ここから
本調査における家計収支の特徴をお話します。
　まず、3年前の調査結果と比較すると、実収入、実支出ともに7.5
％以上増えていますが、実収入のうち世帯主勤務先収入で特に
増加割合が大きいのが超過勤務手当（17.5％増）となっています。
また、配偶者収入が58.2％と大幅に増加していることから、世帯主
勤務先収入だけでは生活が厳しく、配偶者の収入が家計にとって
欠くことのできない重要な収入となっていることがうかがえます。

　実支出をみてみると、消費支出のうち住居費、家具・家事用
品費が大きく減少しているものの、食費、光熱・水道費、教育費、
その他の消費支出の増加によって、全体的には3％増加してい
ます。これは消費増税を含む物価上昇が影響しているためだと
考えられます。また、所得税や社会保険料などの非消費支出は
20.9％も上昇しています。 非消費支出は工夫によって減らすこと

　まず家計調査を実施した9月比で実際の消費者物価の動向を考

えます。消費者物価は2007年以降、原油価格高騰の影響から上

昇し、その後の金融危機による世界的不況もあり、2009年にか

けて大きく減少しました。それ以降は上昇傾向が続き、2013年

以降対前年同月比でプラスを記録するようになりました。2014

年4月の消費税増税により物価はさらに上昇し、調査が行なわれ

た2014年の対前年同月比はプラス3％でした。

　4 月の消費税引き上げ以降に行った対応と今後の対応について

回答してもらいました。まず｢4 月以降対応した｣をみると、｢耐久

消費財の購入や買換えを控える｣｢衣服や靴の購入を控える｣｢趣味

やレジャーの出費を減らす｣｢食費や外食回数を減らす｣が多くあげ

られています。組合員は、生活に密着するものまで節約して増税

に対応しています。

　今後の対応としては、｢衣服や靴の購入を控える｣｢耐久消費財の

購入や買換えを控える｣｢食費や外食回数を減らす｣が多くあげら

れ、また｢配偶者が働き始めて収入を増やす｣との回答も 40％以上

と高く、配偶者が働き始めることなどによって収入を増やす方策

を検討している人が多いことがわかります。

　消費増税を含む物価の上昇によって、

多くの家庭でこれまで以上の節約を強

いられている状況ですが、そろそろ節

約も限界ではないでしょうか。

　2014年4月に消費税が5％から8％に引き上げられたことに

関連して、家計調査によると「負担を感じる」と回答した世帯は

80％を超え、年代別にみると、「負担を感じる」の割合は40代後

半で最も多く約90％を占めています。また自由意見では、消費増

税を含む物価上昇により外食や交際費などを節約するものの、子

供の教育や老後の生活にむけた貯蓄ができないなどの声が多く寄

せられています。

支出が多く、月々の収入で賄えず賞与で補てんする
ような状況。今後、子供の成長や老後への蓄えを考
えると厳しい状況であると感じている。飲食に掛か
る金額など節約を試みるとともに、妻の仕事など対
策を考える必要があると感じた。　   (30歳 3人世帯)

かなり厳しい状況であると感じている。車を手放
すことや、保険の見直し、食費等の節約をより深く
検討しなければいけないと感じている。

  (35歳  4人世帯)

節約をしているが、なかなか貯金にまわすお金が
つくれない。　       　　　　　　　   （34歳 4人世帯）

子供が成長するにつれ、食費などにお金がかかる
ようになってきました。２人とも小学生の今が貯め
時なのでしょうが、なかなか貯金が増えません。私
が働きに出ることも考えないといけないとは思うの
ですが、転勤、長時間勤務、休日出勤の夫のことを考
えるとその一歩が踏み出せずにいます。

（37歳 4人世帯）

家庭を犠牲にして働いているので、家族には余裕
のある生活を送らせてあげたい。 　(39歳 4人世帯)

第一子が私立大学で第二子が私立高校、教育費の
割合が大きく現状の収支ではマイナスである。　　
　　　　                                            　（45歳 4人世帯）

娯楽や旅行にまわす余裕が全くなく、貯蓄にまわす
余裕も少ない。妻のパート収入がなければ生活で
きない状況である。　                　　（47歳 4人世帯）

はできず、そのまま負担の増につながります。
　今回の調査で、世帯主の収入の増加が支出の増加に追い付
いていないということがわかりました。後述するように、組合員
は支出削減に限界まで取り組んでおり、これ以上の削減は困難
だと考えられます。従って、生活水準を維持するためには、支
出に見合った収入を確保することが不可欠です。

　2015年賃金交渉が始まりました。日本経済は、政府の各種施策の効果もあり回復基調が続いています。一方、建設産業

においても資材価格や労務費高騰などの懸念材料は依然残るものの、日建協加盟組合各社の2014年度決算予想においては

多くの会社で業績の向上が見込まれるなど明るい兆しがみられます。

　しかし、この明るい兆しを皆さんは実感していますか。私たちが働く建設産業は「長時間労働が常態化しているきびしい労

働環境」と「労働に見合ってない賃金水準」が長らく改善されず、景気回復を言葉どおりに受け取ることはできません。さら

に近年では、それらを理由に私たちの仲間が転職したり、入職希望者が減少していくなど、産業の未来に不安を感じる方も多

いのではないでしょうか。私たち一人ひとりが誇りをもって安心して働き続けられるために、今こそあるべき賃金水準をめざ

して2015年賃金交渉に取り組むときです。

　今号では、充実した賃金交渉となるよう、賃金交渉のベースとなる家計調査やめざすべき賃金水準、賃金交渉にむけた日建

協の方針などをご紹介したいと思います。

4人世帯の家計状況

消費者物価指数の推移（前年同月比増減率）

（総務省統計局より）

消費税８％の増税による家計の負担感（4人世帯）

消費税8％の増税後の対応について（4人世帯）

【あなたの家計の実態は？】   家計調査自由意見欄より

あるべき賃金水準をめざして  2015年 賃金交渉

物価の上昇が家計に与えた影響は果たして…

未来をこの手に！
われらの誇りをつかみとろう！
未来をこの手に！
われらの誇りをつかみとろう！
未来をこの手に！
われらの誇りをつかみとろう！
未来をこの手に！
われらの誇りをつかみとろう！



 結　婚

 車の購入
 第1子出生・第2子出生

住宅購入

 子の教育

 幼稚園→義務教育→高校・大学→就職・結婚

 子の結婚

 30代

 社宅・借家生活 寮生活  持ち家生活

 20代  40代  50代

３つの賃金水準 先行ライン 標準ライン 必要ライン 

理 念 理想的な生活レベル 平均的な生活レベル 必要な生活を保証するレベル 

設 定 
日建協内の位置付け 

日建協で先行している加
盟組合が取り組める水準 

日建協の平均的な加盟
組合が取り組める水準 

すべての日建協加盟
組合が取り組める水準 

結婚年齢 夫31歳・妻29歳 

出生時の 
親の年齢 

第１子 夫32歳・妻30歳 

第２子 夫34歳・妻32歳 

教育費 

私 立 幼･中･高･大 幼･高･大 幼･大 

公 立 小 小･中 小･中･高 

備 考 浪人･留年は考慮しない 

住 宅 

22～30歳 寮 10,000円／月 

31～39歳 借上社宅 50,000円／月 

40歳～ 

マンション 
購入価格 : 4,900万円 
頭金 :1,000万円 

マンション 
購入価格 : 3,800万円 
頭金 : 800 万円 

マンション 
購入価格 : 3,100万円 
頭金 : 600 万円 

都心まで通勤1時間強圏内の地域とする 

結婚費用 

自分 
積み立て 

180万円 
20万円／年 

135万円 
15万円／年 

99万円 
11.0万円／年 

子供２人分 
積み立て 

260万円 
26万円／年 

200万円 
20万円／年 

150万円 
15万円／年 

自動車 

車体価格 
乗り換え 
年間必要額 

300万円 
10年 

72万円／年 

200万円 
10年 

55万円／年 

150万円 
10年 

47万円／年 

所有年数 24歳～61歳まで所有（第１子出生までの車体価格は50万円減） 

消費支出 
2014年×1.1 2014年 2014年×0.9 

日建協家計調査・総務省家計調査などから引用する 

寿 命 夫83歳・妻88歳 

退職金 
2,900万円 2,400万円 2,100万円 

大学卒、事務・技術職のモデル 

老後の生活費 
公的年金（妻の年金含む） 
退職金・貯蓄の取崩し 
夫他界後は60％を確保 

36.0万円 
26.7万円 
9.3万円 

 

33.0万円 
24.3万円 
8.7万円 

 

30.0万円 
22.8万円 
7.2万円 
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22歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 59歳

千円

2011必要

2011先行

2014先行

2011標準

2014標準

2014必要

30歳 35歳

自組合の賃金水準ライン

目標とする賃金水準ライン

要求提出日／３月19日（木） 指定回答日／４月2日（木）

日建協統一スケジュール

2015.022015年 賃金交渉

未来をこの手に！
われらの誇りをつかみとろう！

建設業の魅力化にむけて建設産労懇（日建協・全電工労連・道建労協・通建連合・長谷工グループ労働組合）の仲間とともに取り組んでいます。

2015年 賃金交渉にむけて

建設産業の未来が明るく、魅力的となるように

支出から考える私たちのあるべき賃金水準

1. 月例賃金について

　 加盟組合は、安心して生活するための基盤となる月例賃金の

向上にむけて積極的に取り組む。

2. 一時金について

　 加盟組合は、組合員の仕事への意欲のさらなる向上のために、

昨年実績以上をめざすとともに、生活給である一時金の水準

向上に計画的に取り組む。

3. 初任給について

　 加盟組合は、優秀な人材確保のため、他産業に見劣りしない

水準として、学卒年齢 22 歳総合職において 21 万円以上の

実現にむけて取り組む。

建設産業で働く私たちのあるべき賃金水準
基準内年収（月例賃金＋一時金）・初任給

　
１）基準内年収：組合員大卒正規入社 30歳
 　　　　先行ライン　6,288,300 円
 　　　　標準ライン　5,470,600 円
 　　　　必要ライン　5,023,500 円
　　　　　　　　組合員大卒正規入社 35歳
 　　　　先行ライン　7,833,600 円
 　　　　標準ライン　6,677,600 円
 　　　　必要ライン　6,225,400 円
　　月 例 賃 金   ：組合員大卒正規入社 30歳の基準内賃金
 　　　　先行ライン　369,900 円（基本賃金：369,900 円）
 　　　　標準ライン　321,800 円（基本賃金：321,800 円）
 　　　　必要ライン　295,500 円（基本賃金：295,500 円）
　　　　　　　　組合員大卒正規入社 35歳の基準内賃金
 　　　　先行ライン　460,800 円（基本賃金：444,800 円）
 　　　　標準ライン　392,800 円（基本賃金：376,800 円）
 　　　　必要ライン　366,200 円（基本賃金：350,200 円）
　
　　※基準内賃金：30歳は独身の設定であり、家族手当を含まないため
　　　 　　　　基本賃金と同額である。
　　　　　　　　　35歳は４人世帯（配偶者＋子２名）の設定である。
　　※一　時　金：年間で基準内賃金の５ヶ月分以上とする。

２）初任給：学卒年齢 22歳の総合職
 　　　　先行ライン 　220,000 円
 　　　　標準ライン 　215,000 円
 　　　　必要ライン 　210,000 円

全加盟組合は、 魅力ある建設産業の実現にむけて、 加盟

組合間で連帯して賃金水準の向上に取り組むものとする。

《参考》連合の2015春闘の基本的な考え方
　
連合は、賃金引上げ幅について「定期昇給や賃金カーブ維持相当
分の確保を前提とし、過年度の消費者物価上昇分や企業収益の
適正な分配の観点、経済の好循環を実現していく社会的役割と責
任を踏まえ、すべての構成組織が取り組みを推進していくことを重
視し2％以上の要求を掲げ獲得をめざし、取り組みをすすめていく」
としている。

2014年度版　ライフステージの設定

３本のライン（定例年収）

2015年賃金交渉基本構想　要求基準

・ 要求提出日  3月19日（木）   ・ 指定回答日  4月2日（木）

日建協個別賃金水準（2014年度版）
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賃金交渉特集

　それでは具体的にいくら収入が必要なのでしょうか。それを把
握するためには、一人ひとりのライフステージ全体で必要な支出
を把握しなければなりません。もちろん、いざという時に対応で
きるよう、予備の支出も考えておく必要があります。では、いつ、
どんな場面で、どれくらいのお金が必要になるのでしょうか。

● 日建協個別賃金
　
　組合員の標準的なライフステージを想定し、結婚や育児、住
宅取得、車の購入といったライフイベントごとの支出をベースに、
必要な収入を計算して策定したのが「日建協個別賃金」です。
ライフステージごとにかかる生計費を賄える賃金水準を具体的
な３本のライン（先行ライン、標準ライン、必要ライン）で表
しています。各加盟組合は、実情に応じて３本のラインを有効
に活用してほしいと考えています。

● 日建協個別賃金を活用し賃金交渉へ
　
　日建協個別賃金は各組合の事情に応じて活用していただくこ
とも可能です。ライフステージの設定を見直すことにより、独自
の個別賃金水準（目標とするライン）を策定し、単年度または
複数年度でその実現をめざすことができます。
　また、加盟組合の賃金水準を把握する目的で毎年実施してい
る日建協賃金調査の結果を反映させることで他の加盟組合との
比較ができるようになっています。日建協個別賃金を活用し、
有意義な交渉をしましょう。

賃金水準向上のために、生産性の向上も
　
　賃金水準が向上していく過程では、企業が適正に活動し、

安定した経営基盤が確立されていることも重要となります。

つまり、私たちの賃金水準が向上するには、その上昇分に見

合う生産性向上を実現することも一つの条件となります。こ

れからの賃金交渉では、どのように仕事の効率をあげるか、

また個々の能力をどのように発揮し会社全体に貢献するかな

どを、私たち自らが提案し、経営者に対し積極的な姿勢を示

すことも、交渉を有利に進めるひとつの手段となります。

● 統一取り組みスケジュール

　日建協では、社会情勢の変化に対応し、より使いやすいもの
にするために３年ごとに日建協個別賃金の改訂を行っています。
今回の改訂では、消費税を含む物価の上昇の影響で支出が増
加し、日建協個別賃金の水準は、2011年度版と比較して先行
ライン、標準ライン、必要ラインともに上昇しました。

　日建協では、私たち組合員が社会的使命に応え「働きがい」や
「誇り」を持ち続けることができる環境を整えることは、建設産業
が持続的に発展していくために重要なことであると考えていま
す。誰もが誇れる魅力ある産業であるためには、組合員の賃金水
準向上は不可欠な要素です。
　すべての加盟組合が連帯して賃金交渉に取り組むために、日
建協は建設産業で働く私たちの「あるべき賃金水準」を示すとと
もに、社会・経済情勢をふまえた賃金交渉の基本構想を毎年作
成しています。
　2015年賃金交渉基本構想では、月例賃金の向上を重点項目と
し、これまで以上に積極的に取り組むこととしています。「私たち
のあるべき賃金水準」すなわち安心して働き続けられる賃金水準
の指標である『日建協個別賃金』の実現にむけ、日建協と加盟組
合が連帯意識をもって、積極的に賃金交渉に取り組みましょう。

　建設産業は日本の基幹産業のひとつです。現在建設産

業に携わる私たちはもちろんですが、これから仲間とな

る、将来を担うであろう若い後輩達が「働きがい」と「誇

り」をもって安心して仕事ができるようにするために、

賃金水準の向上に取り組む必要があります。

　組合員一人ひとりの思いを結集し、連帯して2015

年賃金交渉に臨み、明るい未来と私たちの誇りをつかみ

とりましょう !!
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日建協では、ゼネコンの海外進出が増えるなか、海外勤務にかかわる様々な情報を伝えたいと考えています。

今回は日本と異なる労働環境で働く仲間のワーク・ライフ・バランスの状況として、休日の過ごし方について聞いてみました。

上原　尚 さん
機械系職員　入社14年目　38歳
独身です。高雄地下鉄、桃園空港地
下鉄など、台湾には累計８年６カ月
間勤務しています。

落合 一郎 さん
事務系職員　入社17年目　40歳
入社６年目から海外勤務。マレーシア、
シンガポール勤務を経て、2013年
1月からジャカルタに赴任しています。

【工事概要】
工事名：台北地下鉄環状線CF640工事
発注者：台北市政府捷運工程局東区工程處
工　期：2012年2月～2015年12月
その他：シールド掘進工1,058m（529m×上下線）
　　　（シールド機外径φ6,240mm）

【工事概要】
工事名：SCL1102ヒンキン駅舎新築工事
発注者：香港鐡路有限公司
工　期：2013年7月～2018年4月
その他：ヒンキン駅とそれに接続する高架橋
　　　　開削トンネル等の新築工事

【工事概要】
工事名：サモア都市水道改善計画
発注者：サモア水道公社
工　期：2014年10月～2016年8月
その他：上水道、送水ポンプ場、配水池等
　　　　上水道システムの新設及び改善

【工事概要】
工事名：ジャカルタMRT CP104、105工区
発注者：MRTジャカルタ社
工　期：2013年8月～2018年5月
その他：トンネル掘削、地中構造物築造　等

海外での休日の過ごし方教えて！海 外 企 画

奥村職組

仲間とサイクリング（in 台湾）

吉原　 惇 さん
事務系職員　入社2年目　24歳
結婚２年目ですが2014年10月
よりサモアに単身赴任してい
ます。

鴻池労組

散歩を兼ねて映画館へ（in サモア）
シミズユニオン

サファリパークでリフレッシュ
（in インドネシア）

休日は晴れていれば自転車で散策することが多いです。台北市内を
流れる淡水河沿いには多数のサイクリングロードが整備されており、
歩行者・自動車を気にすることなく巡航することができるため、自転車
愛好家にとっては快適な環境となっています。また、最近は自転車仲
間（現地スタッフ、協力会社）もでき、一緒に淡水や深坑老街など最大
40km離れた観光地に自転
車で赴き、昼食を食べて
帰ってくるという小旅行な
どもしています。
台北市周辺に温泉地が点
在していますので、今年は
自転車で温泉めぐりをしよ
うと計画しています。

普段の休日は家族とショッピングモールで買い物、映画鑑賞、子供と
プール遊び、家族の冷たい視線を浴びながらゴルフ、などとあまり特徴的なことは
ないのですが、たまに家族でサファリパークに行きます。ジャカルタから南へ約
50km、早朝家を出て、２時間弱のところにそのサファリパークはあります。途中、ニ
ンジンとバナナを売る露店が軒を並べて
おり、しこたま買い込んで、いざサファリ
パークに入場。一周１時間ほどですが、
何と言っても車窓を開け、水牛、鹿、カバ、
シマウマなどにニンジン、バナナを直接
餌付けできるのが醍醐味です（もちろん、
ライオン、虎コーナーではできません
が）。大人も子供も大はしゃぎで何度行っ
てもまた行きたくなる場所です。

綺麗な海辺でのんびりと…し
たいところですが、綺麗な海
はここ首都アピアから40km
ほど行かないとないのでなか
なか足を伸ばせていません。
宿舎入口のテラスでのんびり
本を読んだり、散歩も兼ねて
４km（徒歩40分）離れた市内
の映画館に行ったりしてリフ

TOPICS　台北ＭＲＴ環状線は台北市と新北市を環状線状に結

び、放射線状に伸びる既設営業路線と接続する計画です。現場

は工業地帯と住宅地帯に挟まれた交通量の多い場所で、施工

ヤードもかなり狭いです。その中で上下線のシールドトンネル

を同時に施工するため、シールド機の組立や資機材搬入、騒音

問題などいろいろと苦労しました。現在は本工事で最もリスク

の高い営業線直下の掘削の

準備をしており工事も大詰

めです。一日も早く工事を

完成させ、開通した電車に

乗ってみたいものです。

TOPICS　地球上で最悪ともいわれているイン

ドネシアの首都ジャカルタの交通事情。その打開

策として期待を集める円借款によるジャカルタ

ＭＲＴ建設事業（１期）のうち２工区を４社ＪＶ

で担当しています。今年はインドネシアで初めて

のシールドトンネル工法で地下部の掘削を開始

する予定で、さらに話題を集めそうです。建設地

はジャカルタ中心部の目抜き通りで、ジャカルタ

の人々の期待を感じつつ、また安全に細心の注意

を払いつつ工事を進めています。

TOPICS　

雨季（10月から３月

まで）には、ほぼ毎日

土砂降りとなるため作

業が困難な日が続いて

います。首都アピアの

多くの地区の上水道

は、未処理のまま原水

で供給されている上、

降雨時における濁水発

生等の問題を抱えており、多くの住民が工事の完成を待ち

望んでいます。先日行われた起工式でも首相よりサモア政

府としても大いに期待、感謝しているとのスピーチがあり

ました（起工式の様子はニュースで報道されました）。

城　 豊 さん
建築系職員　入社15年目　42歳
建築担当のコンストラクション・マネージャーをし
ています。香港にて妻と二人暮らし。シンガポール
を皮切りに、セイシェル共和国、ミクロネシア連邦、
ベトナム、香港と5カ国目。4月で海外赴任10年に。

五洋労組

大自然を感じながら
トレイルランニング（in 香港）

体重がコンマ１トンを超え、山歩きを始めて半年ほどが経ち
ます。当初の減量目的が、次第にその魅力に引き込まれ、徒歩は駆足になり、２月にはト
レイルレースに参加しました。体重も３割減となりました。香港は激しいコントラストに満
ちています。東洋と西洋、自然と人工、摩天楼と東屋、都市と寒村、聖と俗、清と濁。山

TOPICS　ヒンキン駅のデザインは、

屋上の植栽等、緑を多く取り入れた設

計になっています。また、仕上材に、再

生木材の化粧板等のリサイクル資材を

使用するなど、環境面を強く配慮した

計画となっています。また、既設線路へ

自転車仲間と石碇老街

淡
水
河
サ
イ
ク
リ
ン
グ
道 自転車仲間と昼食

発進式

現場風景

映画館

テラスで読書

香港トレイルコースからの景色

現場風景

起工式
トゥイラエバ首相と澁田大使による鍬入れ

発
進
基
地

作
業
所
の
み
な
さ
ん

右
端
が
ご
本
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右
下
が
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本
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サファリパーク

現場風景

日 本
面積：377,961㎢
人口：1 億 2 千万人

サモア独立国
面　積：2,944㎢
人　口：17 万人

公用語：サモア語、英語

中華人民共和国香港特別行政区
面　積：1,104㎢
人　口：723 万人

公用語：広東語、英語、中国語

中華民国（台湾）
面　積：36,193㎢
人　口：2340 万人

公用語：台湾語、中国語

インドネシア共和国
面　積：1,919,440㎢
人　口：2 億 8 千万人

公用語：インドネシア語

歩きでも勿論そうしたコントラストを堪能できます。自
宅から徒歩10分で、イギリス統治領時代からよく整備
されたトレイルコースに出ます。そこで時に草木を愛
でながら散策し、時に時計を睨みながら記録に挑戦し、
時に旧戦跡を訪ねて歴史のダイナミズムに慄き、また
時に自然に包まれ、自らもその一部である事を悟り、
はたまた時にすれ違う小姐の姿に心ときめく。そうした
多様な楽しみを許容する懐の深さがここにはあります。

山と摩天楼のコントラスト

自然と人工のコントラスト 旧戦跡

レッシュしています。最近だと「ホビッ
ト 決戦のゆくえ」（約750円）を見てき
ました。もちろん字幕はなく、英語音
声のみです。平日の朝が早いため、
昼過ぎに起き、ボーっとする日も…。

の隣接作業や近

隣住居への配慮

など、厳しい施工

条件の中、建築、

土木の各スタッフ

が責任感を持っ

て工事を進めて

います。
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フジタ職組

中南米の文化を体感（in メキシコ）

癒しの猫たち

仮装５Ｋ

船上クリスマスパーティ
【工事概要】
工事名：カラチ小児病院改善計画
発注者：独立行政法人 国際協力機構
工　期：2014年11月～2015年1月
その他：地上２階建て、RC造　等

【工事概要】
工事名：ラオス小水力発電計画
発注者：ラオス国エネルギー鉱山省
工　期：2013年11月～2015年2月
その他：450KWの小水力発電所の建設
　　　　22kV及び400Vの配電線の延伸
　　　 （延長58km）他

【事業所概要】
事務所名：㈱淺沼組グアム営業所
所  在  地：230 C Harmon Industrial Park, 
　　　　　Tamuning, Guam
開設時期：1983年

【事業所概要】
事務所名：㈱フジタ　アグアスカリエンテス事務所
所  在  地：Av.Aguascalientes Norte 413 Int.201 
　　　　　Bosques del Prado Sur C.P.20130 AGS 
開設時期：2005年

窪内　 勝さん
建築系職員　入社6年目　28歳
2014年12月までは妻子帯同で赴任して
いましたが、現在は単身赴任。パキス
タン赴任前は、ブルネイ・ダルサラー
ム国で2年半駐在。

飛島労組

緊張感が漂う中での
癒しを求めて（in パキスタン）

レー トゥン フォンさん
土木系職員　入社6年目　33歳
（国内勤務3年、海外勤務3年）
大学の時、ベトナムから日本へ留
学し、卒業後に入社。妻は日本
に住んでいます。

安藤ハザマユニオン

スタッフみんなでバトミントン
（in ラオス）

濱中　 信さん
事務系職員　入社19年目　41歳
営業所赴任4年。家族4人帯同で
赴任。4月に家族は帰国のた
め、さびしい単身赴任となる予
定。（写真中央がご本人）

アサヌマユニオン

家族と 「５Ｋ」 ラン＆ウォーク
（in グアム）

パキスタン・カラチは娯楽がほとんどな
い(日本人だけでは危険なので行けな
い)ので、あまり選択肢がありません。家
族を帯同していた頃は、宿舎の前（徒歩
５分）にあるショッピングモール兼映画
館（ドルメン・モール）によく行きました。
カルフール系列のスーパーマーケットや
欧米のファッションブランドのお店も多く、
安心して買い物ができるところです。
３歳の娘はメリーゴーランドに乗って、
バニラシェイクとポテトを買って帰るのが
お気に入りでした。また宿舎の敷地内に
公園があるので、休日は娘と二人で毎週
遊びに行きました。日本人は珍しいので、

TOPICS　宿舎から40km離れた現場の周辺はパキス

タン・カラチ市内でも危険なエリアであり、地元政党

によるデモ等が頻繁に発生する地域にあり、現地警察

現場の前でスタッフと

イルカウォッチング（左がご本人） パセオパーク

洗礼式後のパーティ

白い服で正装 →

ボウリング大会
１位と２位をゲット

キューバの街を走るクラシックカー

闘牛場を
改装したホテル

営業所施工物件

スタッフとバドミントン

右がご本人

← 事務所兼宿舎

ショッピングモール

事
務
所

現
場
風
景

周りの子供達から「チャイニ、チャイニ」と言われましたが、ことごとく「ジャ
パニ」に直させました(笑)。今では２匹の野良猫たちが唯一の癒しです。

宿舎は現場から２km（車で５分）ぐらいのところにあり、田
舎であるため休日でもほとんど外出せず宿舎にいます。午前
中は本を読んだり、インターネットでニュースを見たりして過ご
し、午後からは事務所のスタッフと一緒にバドミントンをします。
バドミントンはラオスでは一般的で競技人口も多いスポーツと
言われています。夜は近くの中国料理で事務所のスタッフと一
緒に食事をします。

場所柄、休日はゴルフ（昼食代含め８～９千円）
をして過ごす人が大半ですが、ダイビングなどのマ
リンスポーツをされている方も多いようです。その他
スカイダイビングや海釣りなど、アクティビティの種
類は多いですが、ローカル割引があるとはいえ家族
４人で楽しもうとするとそれなりのお金が掛かるの

海 外 企 画

日 本
面積：377,961㎢
人口：1 億 2 千万人

アメリカ合衆国準州グアム
面　積：549㎢
人　口：16 万人

公用語：チャモロ語、英語

メキシコ合衆国
面　積：1,972,550㎢
人　口：1 億 2 千万人

公用語：スペイン語

パキスタン・イスラム共和国
面　積：803,940㎢
人　口：1 億 8 千万人

公用語：ウルドゥー語、英語

ラオス人民民主共和国
面　積：236,800㎢
人　口：632 万人

公用語：ラーオ語

のＳＰに守られなが

らの出勤です。敷地

外に出る時も必ず同

行してもらっていま

す。1/21に無事に

竣工・引き渡しを終

えました。

TOPICS　本工事は日本政府の無償資金協力により、ラオスの

北部を流れるナムウー（Nam Ou）川に水力発電所を新設しま

す。プロジェクトチームは、日本、フィリピン、べトナム、イ

ンドネシア、ラオス、ネパールの６ヶ国多国籍部隊からなりま

す。ラオスと中国との国境近くに位置するため、中国の影響が

大きいです。最寄の空港はブンニュアで、首都ビエンチャンと

の間を小型飛行機（約10人乗り）が週３便運行しています。

TOPICS　当社のグアム事業は営業所ス

タッフ４名（日本人２名、ローカル２名）、

作業所スタッフ５名（日本人２名、ローカル

スタッフ３名）、直傭労務10～20名（作業

所の状況による）で運営しています。1976

年に現地子会社を設立以来、現地に根付いた

日系企業として官民共に多数の工事を完成さ

せてきました。現在はホテル付属のチャペル

改修とグアム上下水道局の井戸の改修工事を

施工中です。

TOPICS　アグアスカリエンテスは日系企

業も多く、比較的治安もよい地域です。事

務所は日本人・メキシコ人・その他中南米諸

国の人も入り乱れて働いています。先日、初

めて“レク”としてボウリング大会を開催し

ました。メキシコ人はあまりボウリングをや

らないらしいのですが、みんな口を揃えて

とても面白かったと言っていました。それ

以来、次の大会に向けてこっそり練習をし

ているそうです。

海外で勤務する方々の休日の過ごし方はいかがでしたか。家族帯同の方と単身・独身の方とでは過ごし方は少し違いますが、

家族や友人にすぐ会えない、娯楽施設が多くないなど国内とは異なる環境の中で、工夫して休日を過ごされていると思います。

みなさんはどのように休日をお過ごしですか。どのような場所でも楽しむ気持ちを忘れずに、さらなるワーク・ライフ・バラ

ンスの実現にむけ一緒に頑張りましょう。特集にご協力いただきました組合員のみなさん、ありがとうございました。

で、最近は毎週のように開催される「５K」と呼ばれる５kmのラン＆ウォークイベン
ト（家族割引で合計20ドルくらい）に参加しています。また島の南部をのんびりとド
ライブするのも、比較的安全なグアムならではの休日の過ごし方ではないでしょうか。

休日の過ごし方は、会社の
人たちと観光へ行ったり、ス
ペイン語の勉強をしたり、ゆっくり料理を
したりとまちまちです。特に最近面白かっ
たのは同僚の娘さんの “洗礼式” に招待
してもらったことです。娘さんに白い服を
着せ、教会で神父さまから儀式を受けます。
その後ガーデンパーティです。本人はまだ
１歳なので笑うか泣くか寝るかでしたが、

バンドを呼んでとても盛大に行われました。またメキ
シコでは祝日が少なく、年末年始休暇もわずか３日
間でしたが、その３連休を使ってキューバへ行ってき
ました。噂どおりクラシックカーが多く、タクシーもク
ラシックカーでした。日本に住んでいたら３日でカリ
ブの島なんてとても行けないので、これは中南米勤
務ならではのオイシイところだと思います。

橋本  まどか さん
事務系職員　入社５年目　27歳
東京で３年間総務・経理の業務に
従事した後、メキシコ赴任になり
ました。現地特有のトラブルも多
く、幅広い業務をこなしています。

← レオパレスリゾートにて仮装５Ｋ
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休日の過ごし方～登藤編

休日の過ごし方～角編
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海外特集はご覧いただけましたか？  海外でも、 いろいろな休日の過ごし方があるものですね。 このページでは日建

協同期組２人の休日の過ごし方を紹介します。 年代も職業も同じ２人。 どんな休日の過ごし方をしているのでしょうか？

ワーク ・ ライフ ・ バランス （ＷＬＢ） という言葉が、 いろいろな場面で使われるようになりました。

ＷＬＢとは、 単に時間的に仕事と生活の調和が取れているということではありません。 仕事上の責任を果たしなが

ら、 人生のいろいろな場面で自ら時間をつくりだし、 多様な生き方に挑戦することが大切だと思います。 紹介し

た２人も、 時が経てばまた違った休みの過ごし方をしているかもしれませんね。

この記事を読んでいただいて、 次の休みに自分が何をしているのかを想像してみてください。

きっと、 楽しくなりますよ。 「Ｔime is Ｍoney ！」＆「Ｌife is Ｂeautiful ！」 こう生きたいものです。

労働条件を担当しています登藤（とどう）です。

出身はフジタ職員組合です。妻、高３と中３の息子の４

人家族です。受験生２人を抱えていますが、進路につい

て全く相談されないことが、現在の悩みです。

今日は金曜日。今週はハードだっ
たよ。明日からの休み、何しよう
かな。といっても、やることはひ
とつなんだけどね。
明日に備えて今日は早く帰ろう！

休みはこんな感じかな。
角さんのところは、子供が
小さいからまた違った休み
の過ごし方なんだろうね？

「今日は早く」って、どうせまっすぐ家に
は帰らないんでしょ？
日頃の生活を見ているとサッカー教えてい
る姿が全く想像できないんですけど（笑）。
どんな感じなんですか？

そうですね。妻と３人で出かけることがほと
んどですが、たまに妻の休息の意味も含めて、
子供と２人で過ごすこともあるんですよ。本
当に大変で妻の苦労を実感する時間ですね。

少年サッカーのコーチとして、休日は子供たちとボールを追いかけています。息子
たちは、小学校卒業を機にこのチームを去ってしまいましたが、どういう訳かサッ
カー未経験者の私だけがコーチとして残り、早３年。他人様の子供に対し「何で

こんなにムキになって怒りまくってんだろう」「深酒した翌日はつらい」とか思いながらも、結構楽しんでます。
一生懸命仕事をして、週末は未来のＪリーガーたちと戯れる。何事にも代えがたい大事な時間ですね。

「子供と２人で過ごすこともあるんですよ」なんて格好いいこと言いましたが、実際に
は子供が２歳になってからですね。それも妻が美容院とか健康診断に行っている間
だけなど、２～３時間というのがほとんどですが。２歳になった今でも大変なのに、

もっと小さいときに２人っきりにさせられたことを想像すると妻には頭が上がりません。今回は、そんな２人の濃厚な時間を少し
紹介させていただきます。

妻には「パパ、いつも楽しそうだね、今日もサッカー行くんでしょ？」と体よく家を追い出されていますが、そんな生活も
気に入ってます。「ママ、もうちょっとだけ休みは放っといてね。しばらくしたら、また２人で出かけよう。昔みたいに･･･」

家族が３人になってからは、たまのゴルフを除いては、もっぱら息子中心の休日を過ごしています。妻に比べれば、まだま
だ子育て修行中の身ではありますが、今年はこれまで以上に息子との時間を増やすことで成長を見守りたいと思います。そう
すれば、結果的に妻の余暇にも貢献できるかと。

選手：

選手：
私　：

今日は、登藤コーチの
ために勝つぞ～！
お～っ！
･･･（涙）

試合に勝てば「祝勝会」、負ければ「反省会」、何だかんだ言って懇親会があります。

私　　 ：今日の試合、負けちゃった。なにが悪かったんだろう？

コーチＡ：相手チームの１０番すごかったですからね。

コーチＢ：いやいや、あの交代はあり得ないですよ。

私　 　：何？（←ムキになる）

コーチＣ：あ～あ、今日もまた長くなるなぁ。

私　：
選手：

私　：
選手： 

あの場面は、ドリブルだよ。
え～、あの場面はムリ。
コーチはできるの？
俺、サッカーしたことないし。
･･･。

私　  ：

選手Ａ：
選手Ｂ：
私　  ：

優勝おめでとう。
俺のおかげか？
走れしか言ってないし。
がんばれとも言ってたよ。
･･･（ごめんなさい）

息子：

私　：

あれあれ！？
あの大きなの何？
観覧車！近くまで
行ってみようか。

あれも気になりこれも気
になり、歩くこと１時間

私　：
息子：

私　：

近くにくると大きいね。観覧車。
それより海にいる鳥が気にな
るんだよね。
せっかくだから乗ろうよ。

息子：

私　：

息子：

暇だからどっか
連れて行ってよ。
じゃあ、近所の公園
に行こう。
やだ！ ボールのプー
ルがいい！

私　：

息子：

私　：

たくさんボールがあっ
て楽しいね。
ちょっと飽きてきたん
で、ここから出してよ。
まだ、５分も経ってな
いよ。

息子：

私　：

息子：

見て見て！ 一人で滑り
台もできるようになっ
たよ。
すごいねぇ。もう一回
見せてよ。
･･･

息子：
私　：
息子：

私　：

滑り台はもういいや。
次はどうする？
うーん。ところでお母
さんは？
やっぱり俺ひとりじゃ
ダメなんかい（涙）

私  ：
息子：

私　：

どう？ 高いところから見る景色は？
やっぱり、さっきの鳥が気になるん
だ。
えっ･･･（絶句）

産業政策を担当しています角（すみ）です。

出身は五洋建設労働組合です。妻、２歳の息子の３人家族で

す。夫婦揃って、子供用品にだけは、節約概念が全く働かな

いことが最近の悩みです。

自分なりの
ワーク・ライフ・バランスを実践しよう人生いろいろ、休みも いろいろ！人生いろいろ、休みも いろいろ！人生いろいろ、休みも いろいろ！人生いろいろ、休みも いろいろ！

試合風景  ～横須賀市某小学校にて～

勝っても負けても  ～久里浜の酒場で～

妻の買い物中  ～帰省中に神戸で～

妻の美容院中  ～近所の遊戯スペースで～




