
■ 開 催
日 時

2014年11月16日（日）13時30分開会

2014年11月17日（月）12時00分閉会
■ 会 場 常磐市民会館　スパリゾートハワイアンズ

■

■ 参 加 費 ・全日程参加　　　　18,000円（1泊夕食・朝食付）

・参加費のみ　　 　　3,500円（宿泊・食事なし）　

・学生　　　　　　　　11,000円（宿泊・食事なしは1,000円）
■ 申 込

方 法
参加申込書に御記入のうえ、所属団体か、下記の
申込先に、10月31日（金）までにお申込み下さい。な
お、11月14日（金）18時以降のキャンセルはキャン
セル料が発生します（不明点は下記研究所へ）。

■ 送 金
方 法

銀行振込　中央労働金庫新宿支店
口座番号（普）９６５８７６８
口座名　　建設研究集会実行委員会

● NPO法人 建設政策研究所
〒169-0074　東京都新宿区北新宿1-8-16 601号

　Tｅｌ　03-5332-7820　　Fax　03-5332-7821

● 国土交通労働組合
〒100-8918　東京都千代田区霞が関２-１-３ 　　【主催】
　　　　　　　　 中央合同庁舎３号館11階 ○　NPO法人建設政策研究所（建政研）
Tｅｌ　03-3580-4244,4435　Fax　03-3593-0359 ○　建設関係労働組合首都圏共闘会議（建設首都圏共闘）

● 東京土建一般労働組合（東京土建）本部 ○　生活関連公共事業推進連絡会議（生公連）
〒169-0074　東京都新宿区北新宿1-8-16 ○　日本自治体労働組合総連合（自治労連）
Tｅｌ　03-5332-3971　　Fax　03-5332-3972 ○　全国商工団体連合会（全商連）

● 日本自治体労働組合総連合 　　【協賛】
〒112-0012　東京都文京区大塚4-10-7 ○　新建築家技術者集団（新建）
Tｅｌ　03-5978-3580　　Fax　03-5978-3588 ○　国民の住まいを守る全国連絡会（住まい連）

● 全国商工団体連合会 ○  災害被災者支援と災害対策改善を求める全国連絡会（全国災対連）　
〒171-0031　東京都豊島区目白2-36-13 ○  東日本大震災・原発事故被害の救援・復興をめざす福島県共同センター
Tｅｌ　03-3987-4391　　Fax　03-3988-0820 　　【後援】

　　　　　○　全国建設労働組合総連合（全建総連）

　危機打開!!

　いのちと暮らし、平和をまもる建設従事者の役割発揮を
　―　憲法を礎に被災地の復興と地域社会の未来づくり　―

■    目　　　的　　安倍自公政権は昨年末の特定秘密保護法の強行

採決に続き、この７月には憲法９条の解釈改憲を図り集団的自衛権の

行使容認を閣議決定しました。戦争する国へとひた走る暴走政治にス

トップをかける国民運動に連帯しつつ本集会は開催されます。

　一方、東日本大震災、福島原発事故から３年半がたち、未だ、多くの

被災者は避難生活や仮設住宅暮らしを余儀なくされています。安倍自

公政権は「世界で一番企業が活躍しやすい国の実現」をめざし、被災者

の救済よりも内外の大企業、投資家のための「成長戦略」に躍起です。

また、国土政策では、高速道路網の整備など「国際競争力の向上に資

する」国土づくりに巨額の財政を投入しています。

　そのような中で、建設産業は技能労働者不足が一層深刻になり、公共

工事の不調・不落も増加し、地域における住民の求める災害対策や生

活関連事業にも支障が生じています。また、地域建設業者は労働者や

資材の不足と消費税増税の中で厳しい経営を迫られています。公共工

事設計労務単価の２年連続引き上げにもかかわらず、建設現場で働く

労働者の賃金には影響せず、若年者の入職促進は進みません。

　本集会では、地域住民の生活と安全を守る国土のあり方、それを支え

る建設産業、建設従事者の役割を考え、未来に平和で暮らしやすい社

会を残すために、福島・東北の人々と共に交流し、これからの展望を語

り合います。
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と      き    2014年11月16日（日）～11月17日（月） 
 
と   こ  ろ   福島県いわき市：常磐市民会館  スパリゾートハワイアンズ 

富岡駅（14年夏） 

◆東京―現地 往復バス   ※各発着時間は予定。 

◆１１月１６日（日） 東京駅8：30集合→会館13：00着 
            （途中昼食休憩あり） 

◆１１月１７日（月） ホテル13：30発→東京駅17：00着 
※道路状況により多少の早着・延着の可能性があります。 

◆料金５，０００円 ※往路のみ、復路のみも同料金。 

◆申込み   
◆往復バスを希望される方は、本集会の参加申し込み 

    と共に、１０月２４日（金）までにお申込み下さい（裏面 

    申込書に✔を付けて下さい）。 
◆１０月２４日以降に申し込まれ方は、座席を用意でき 
    ない場合があります。ご了承下さい。 
◆申し込まれた方には、１１月１６日（日）の集合出発の 
    場所・時間を後日ご案内致します。 

 
①全体会(16日)＝いわき市常磐市民会館 

  〒972-8318 いわき市常磐関船町作田1 
  TEL：0246-43-3096（代表） 

②分科会・講座(17日)  宿泊(16日) 
  ＝スパリゾートハワイアンズ 

  〒972-8326 いわき市常磐藤原町蕨平50 
  TEL：0246-43-3191（代表） 

●電車の場合    いわき市常磐市民会館 

  東京駅－〈120分〉－湯本駅〈徒歩10～15分〉－会館 

●電車の場合    スパリゾートハワイアンズ 

  東京駅―〈120分〉―湯本駅 

  湯本駅―ホテル  タクシー・バス(路線、無料送迎）15分 

 ※バスは本数が限られます。新常磐交通、ハワイアンズの 

   ホームページで時刻表を必ずご確認ください。 

●お車の場合 

  市民会館  常磐自動車道いわき湯本ICより30分 

          (県道14号線経由） 

    ハワイアンズ 常磐自動車道いわき湯本ICより5分 

◆16日（日）市民会館 → ホテル 無料バス 
  希望される方は、裏面申込書に✔を付けて下さい. 



開  会
主催者あいさつ

松丸　和夫

（実行委員長）

氏　　　名

（年齢　　　　歳）　　（　男　・　女　）

第２分科会
賃金

賃金引き上げの
運動 と展望

助言者 【助言者】辻村　定次

NPO法人建設政策研究所副理事長

現地視察

　

東京慈恵会医科大学教授

NPO住まいの改善センター理事長
NPO法人建設政策研究所副理事長

NPO法人建設政策研究所研究員
中央大学教授

NPO法人建設政策研究所理事長
　◆参加費の支払方法　〔　振込　　・　当日現金　〕

　※当日受付の混雑緩和のため、「振込」をお選び
　　くださるようお願い致します。

講座　憲法
安倍解釈改憲との闘い

　本講座では、次の論点を明らかにし、と
りわけ「閣議決定」関連法案粉砕のため
の今秋から来春に向けての闘いの課題・
方向を考える。
・集団的自衛権行使容認の「閣議決定」
はなぜ９条解釈改憲なのか？
・「閣議決定」具体化のための関連法制
定の中身は？　建設労働者徴用のため
の建設業法改定の危険性は？
・９条にとどまらず憲法全体の解釈を変更
する危険性もあるのか？　とはいえ明文
改憲に向けた執念は衰えておらず、その
ための改憲派の戦略は？

【助言者】小澤　隆一

 　建設労働者の賃金引き上げは建設産
業の重要な課題である。しかし、現場に
働く労働者には賃金アップの実感がな
い。労働者の現場からの主体的取組み
がカギを握る。公契約条例制定現場に
おける取組み、労働者供給事業を通じ
た賃金協定、建設・住宅企業交渉と労
働協約への接近、賃金と法定福利費を
明示した見積書提出による折衝など、こ
の間の取組みの経験を交流し、賃金引
き上げへの運動と展望を考える。

　公共、民間を問わず適正な価格での
工事受発注は、建設業の健全な発展に
必須である。しかし、公共では予定価格
と入札価格との落差を背景に不調が生
じ、民間では発注者の値切りが続く。そ
もそも受注者、発注者で適正な価格は
一致しているのか。担い手の確保育
成、品質と安全、これら費用を確保し、
適正価格を実現する課題と方途（改正
品確法の運用、民間発注者へのダンピ
ング規制など）を考える。

　地域経済・社会の振興に、住民のいの
ちと安全をまもる立場から地域建設業
はどう応えるのか。耐震工事や住宅リ
フォームなどの経験を踏まえ、地域と信
頼関係を育み、地域振興を叶える建設
産業の地域戦略を考える。震災によって
地域建設業の役割が高まった今、地域
で仕事づくりを前進させるために何が必
要なのか。

 ◆参加の種類　　✔を付けて下さい。

□全日程参加（一泊二日、夕食・朝食込）

□１日参加（宿泊・食事なし）

□学生参加（一泊二日、夕食・朝食込）

□学生参加（宿泊・食事なし）

□現地視察(バス・昼弁当代）

18,000円

3,500円

11,000円

1,000円

2,000円

【助言者】鈴木　浩

福島大学名誉教授
NPO法人建設政策研究所副理事長

【助言者】坂庭　国晴 【助言者】庭野　峰雄 【助言者】松丸　和夫

連　絡　先　〒

17日
9:00
～

12：00

(視察)
8：00
～

13:00

分
科
会
･
講
座
・
現
地
視
察

第１分科会　住宅
被災地での住宅再建

第３分科会
工事価格

第４分科会
地域振興

　復興で優先されるべき住まいの確保と
再建。しかし、大規模公共事業が増大さ
れる一方で、震災から3年5か月経った
今、避難者は未だ24万7千人おり、応急
仮設住宅や一時的な仮住まいから恒久
的な住まいの確保・再建は多くの課題を
抱えている。被災地での住まい再建の現
状と課題を知り、その教訓から全国の災
害対策への活かし方を考える。

工事価格を考える 地域振興と建設業
℡ 　　　 　  -　　　　　　  -　　　　　　    （ 職場 ・自宅 ）

16日
13：30

～
17：00 全

体
会

記　念　講　演
現
地
報
告

第21回全国建設研究・交流集会 参加申込書

申込年月日　　　2014 年　　　　　　月　　　　　　日

斎藤　貴男（ジャーナリスト）

所属

（役職名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

安倍政権「戦争のできる国」の正体
―未来を奪い返すには ―

◆行程 

 8時 ホテル出発 

  視察予定地 

   ・富岡町（町内、駅など） 

   ・宝鏡寺（楢葉町） 

   ・いわき市沿岸部 

 13時 ホテル到着 解散 

◆参加費2,000円（昼食弁当付） 

◆現地の方による説明、 案内を 

  予定。 

◆空間線量（福島県HP） 

   
 
 

◆東京←→現地往復バス 
※往復バスを希望される方は、✔を付けて下さい。  
※お支払方法は、上記「参加費の支払方法」と同じ方
法とさせていただきます。 

①　第１分科会 ⑤　講座

②　第２分科会 ⑥　現地視察

③　第３分科会

④　第４分科会

 □東京←→現地   往復バス       5,000円 

◆常磐市民会館→ホテル  16日（日） 無料バス 

◆分科会・講座、現地視察（同時間帯・同時並行） 

  希望するものに○を一つ付けて下さい。 

 □希望しない（マイカー、団体

バスなど移動手段有） 
 □希望する  

夜ノ森駅 

富岡駅 

福島第二 

原子力 

発電所 

スパリゾート 

ハワイアンズ 

富岡駅 

四倉港 

宝鏡寺 

福島第二 

原子力 

発電所 

場所 uSv/h 測定

JR富岡駅前町営駐車場 0.35 8/25

いわき市　波立海岸遊歩道 0.28 8/25

いわき市　常磐藤原町

（いわき市立藤原幼稚園）
0.12 8/26

伊東 達也（原発問題住民運動全国連絡センター 

                             筆頭代表委員） 

福島県建設労働組合連合会 
住まいとまちの復興工事は地元業者の仕事 

―地元建設業者の現状― 

※移動手段の無い方は、「希望する」をお選びください。 

原発事故から3年8か月、福島は 
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