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日本建設産業職員労働組合協議会　　議 長　植村 芳輝

2015年　年頭所感

　新年明けましておめでとうございます。加盟組合の皆さま

には日頃より日建協の活動にご理解を頂くとともに、さまざ

まなご意見やご指導をいただきまして有難うございます。魅

力ある建設産業の創造にむけて、私たちは皆さまからいた

だく声をしっかりと活動に活かしてまいりたいと考えていま

す。引き続きのご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

　さて皆さまにとって昨年はどのような年でしたか。

　建設産業にとって2014年はいろいろな出来事がありま

した。品確法などのいわゆる「担い手三法」の改正が行

われるとともに、建設産業活性化会議が発足するなど構造

的な問題の解決に向けて産業全体が動き出しました。また、

公共部門だけではなく民間部門も合わせて建設投資が増

加し、各社の事業量も増え、繁忙に追われ続けた感があり

ます。

　また組合活動においても様々な出来事がありました。最

も印象深いのは春の賃金交渉です。賃上げの必要性が社

会的に強く叫ばれる中で、他の産業ではベースアップを獲

得する組合も増え、過去数年とは異なる良いニュースが新

聞紙上を賑わせました。建設産業においてはまだまだベー

スアップに対して慎重な企業が多かったのが現状ですが、

一時金を含めた賃金水準は向上し、未来にむかって明る

い兆しが見られたと思います。

　それでは2015年はどのような年になるのでしょうか。

　日建協は時短と賃金水準の向上にこれまで以上に力を

入れて活動に取り組みます。

　改正品確法の成立などによって、働くものに対して一定

の配慮がなされるようになったものの、その内容は十分と

は言えません。日建協のアンケートでも私たち組合員の所

定外労働時間は他産業と比較して圧倒的に多い状況が続

いています。今後、震災復興が加速し、更に東京五輪の

開催やリニア新幹線の整備など国家的なプロジェクトが続

く中、組合員の

負担がこれまで

以上に増えること

はあってはならな

いと考えます。昨年末に日建協は、国土交通省に対し品確

法の運用指針作りにむけ提言を行いましたが、働くものの

労働環境を改善することが建設産業の持続的発展に向け

た正しい道であると信じて今後も意見発信を続けていきた

いと考えます。

　一方、賃金水準の向上にむけて今年は重要な局面を迎

えます。昨年始まった賃上げの流れは、経済の好循環にむ

けて今年も続くことは間違いありません。消費税の増税な

どに起因する物価上昇もあり、賃金水準の向上がなければ

私たちの生活は苦しくなります。また何と言っても会社の事

業量が増える中で組合員一人ひとりに掛かる負担はますま

す大きくなってきており、使命に燃えて頑張る組合員が報

われるような賃金水準が必要になってきています。今春の

賃金交渉は月例賃金を含めて賃上げの交渉を行おうと考え

ている加盟組合が多いと思いますが、日建協は皆さまの交

渉がより良い形で終われるように全力で支援していきたい

と考えています。

　様々な変化が起きている今、建設産業で働く私たちにと

って労働環境をより良いものに変えていく追い風が吹いて

います。この風をしっかりととらえ、誇るべき素晴らしい産

業であるために、日建協は目の前の活動にしっかりと取り

組んでまいります。組合員の皆さまも、一人ひとりが声を上

げ、そして全体としてその声を大きくしてほしいと思います。

皆さまの声は産業を変えていく風となり、大きな力になると

考えるからです。建設産業をみんなで盛り上げ、未来にむ

かって希望を持って働ける職場にしていきましょう。
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組合代表者の

2015年への意気込み、好きな漢字を一文字で表すと･･･

魅力ある会社へ向けてステップ
を踏み出すために組合活動をが
んばりましょう ！

青木あすなろ建設職員組合
本部執行委員長　加藤 義明

組合員が時短、休日取得をして、
健康な生活、仕事を継続できる
ような職場環境を目指す。

安藤・間職員組合
中央執行委員長　田中 一也

一度言明したことを押し通す、途
中で屈することなくまっすぐのび
進むという語源どおりでありたい。

奥村組職員組合
本部執行委員長　下部 裕司

今年度『紡』をスローガンとし
て掲げ、『私たち組合員』と『会
社』を紡ぎ、光射す未来を目指
し活動を展開しています。

淺沼組職員組合
本部執行委員長　藤井 英樹

「実」のある組合活動を精一杯
展開していくことで、努力が「実」
を結んだ最高な結果が訪れるよ
う願いを込めて。

鴻池組労働組合
中央執行委員長　赤塚 祐介

全ての変化は誰かの第一歩から
始まる。自ら新しいことに挑み、
今年こそ変革を感じられる年に
したい。

佐藤工業職員組合
執行委員長　松田 孝夫

あたらしいこと。あらためること。
日々新しい発見をしたいと思いを
こめて。そして息子の名前を拝借
して。

佐藤秀労働組合
執行委員長　関　剛志

世の中の全てのものが繋がるた
めの組合。組合活動に取り組む
思いを込めて。

五洋建設労働組合
中央執行委員長　小泉　奏

公私ともに、常に「誠心誠意」
でありたいといつも心掛けてい
ます。

シミズユニオン
執行委員長　荻野　敦

私達の労働環境について見つめ
なおし、魅力ある未来への礎と
なる1年になればとの思い。

錢高組労働組合
執行委員長　赤津 基博

過去から現在へ、現在から未来
へ、『想い』をつなぐ活動をして
いきます。

大鉄工業労働組合
執行委員長　大池 茂文

何事も現状に甘んじることなく、
切磋琢磨して励みたい。

鈴与三和グループ労働組合
委員長　小山 大介
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建設業界もやっと先行きに明る
さを帯びてきました。暗い過去
を払拭し、輝ける明日へ躍進し
たい。

大日本土木労働組合
本部執行委員長　下谷 太一

組合が先頭にたち、世代を超え
た縦・横の繋がりを、これまで
以上に密に取り合っていきたい ！

大和小田急建設労働組合
執行委員長　清野 耕壱

希望を持って想像する力が、生
きる力である。明るい未来とす
るために夢を持とう。

鉄建建設職員組合
執行委員長　猪俣 直久

何事にも誠実に取り組めば、結
果は自ずとついてくる。

大豊建設労働組合
中央執行委員長　佐藤 久徳

給与の上昇で各個人・家庭の景
気が上がるようにという思い。ま
た、景気が下がらず日本経済が
上向きになって欲しいという願い。

東鉄工業労働組合
委員長　井口 裕司

「笑う門には福来る」みんなが
笑顔で、希望に満ちた未来へ羽
ばたいていけますように ！

戸田建設職員組合
委員長　阿部 実稚久

労働時間の短縮が進み、賃金
交渉で満額回答を得て、組合員
とその家族が笑顔になりますよ
うに。

飛島建設労働組合
本部執行委員長　吉川 清峰

建設産業に吹く新しい風という
意味と、風通しのよい職場環境
を作りたいとの思いを込めて。

東洋建設職員労働組合
執行委員長　三宅　諭

組合員一人一人の繋がりを強固
なものとし、組合活動の発展に
繋げて行きたい。

中山組職員労働組合
執行委員長　田中 秀幸

会員全員の力を合わせ、日々移
り変わる情勢を乗り切りたいとの
思いを込めて。

日本国土開発
コミュニケーション協議会
中央委員長　炭谷 高明

なかば惰性で続けてきた組合
役員歴が、四半世紀を超えま
した。定年前に委員長となった
以上、眦（まなじり）を決して
務める所存です。

日本総合住生活労働組合
中央執行委員長　戸井田  研

一歩先への取り組みの向こうに
新たな展開が待っていると信じ
て。

西松建設職員組合
中央執行委員長　北林 邦夫



5日建協   Compass  Vol. 804　2015.1

2015年　組合代表者の「新年にあたって」

前進あるのみ。地道な活動の先
に近かれ遠かれ必ず光明はある
はず。頑張りましょう。

野村労働組合
執行委員長　尾関 暁登

何事も少しずつ地道な努力の積
み重ねで大きな成功への道が開
けるとの思い｡

藤木工務店労働組合
中央執行委員長　藤原 清輝

みんなの想いが実を結び、魅力
向上に向け “飛躍” できる一年
にしたい。魅力あるフジタへ ！

フジタ職員組合
執行委員長　大石　功

笑う門には福来る。苦しいこと
があっても希望を失わずにいれ
ば良い結果に繋がる。頑張りま
しょう。

ピーエス三菱労働組合
執行委員長　大崎 一成

コミュニケーションをとりながら
チームワークで組合活動に臨み
たいとの思いを込めて。

松村組職員組合
本部執行委員長　大谷 幸一

土木屋のこんな私ですが、何事
も巧みに綺麗で美しいものを造
りたい。

丸彦渡辺建設職員組合
執行委員長　近藤 弘樹

みんなで決めたことは、態度を
変えることなく最後まで貫きたい。

三井住友建設社員組合
執行委員長　三橋 久輝

変化を恐れず、何事にも向上心
をもって未来を切り拓いて行け
ればとの思い。

馬淵建設職員組合
中央執行委員長　都留　誠

近年会社組織が大きく変革して
いく中、信念を忘れず互いに連
携協力し、力を束ねてさらに大
きな発展を目指したいとの思い
を込めて。

宮地建設工業労働組合
中央執行委員長　安田 義朗

例年に増して会社側との折衝事
が多いですが、心を亡くさない
よう努めていきたい。

横河工事労働組合
執行委員長　白鳥 雄一

人と人との繋がり・結束力・助
け合いを大切にしていきたいと
いう思いから。

りんかい日産建設職員組合
中央執行委員長　大槻 富士夫

組合員及び会社の継続的発展
に繋がる様な活動が出来る様
に、進化・発展を遂げたい。

名工建設職員組合
執行委員長　宇佐見 利毅
























