
　　【主催】
○　建設関係労働組合首都圏共闘会議（建設首都圏共闘）
○　生活関連公共事業推進連絡会議（生公連）
○　NPO法人建設政策研究所（建政研）
○　全国商工団体連合会（全商連）
○　日本自治体労働組合総連合（自治労連）

　　【協賛】

○　新建築家技術者集団（新建）
○　国民の住まいを守る全国連絡会（住まい連）
○  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）　
○  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
○  東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター
○  東日本大震災津波救援・復興岩手県民会議

　　【後援】

いのちと安全をまもる地域建設産業の発展に向けて

――持続可能な経済社会をめざして自然エネルギーの活用を

　　　　　○　全国建設労働組合総連合（全建総連）
　 　○　いわき市

■ 開催日時 2018年12月2日（日）13時00分開会  12月3日（月）12時／13時閉会 

■  目  的   

 本集会の福島での開催は6年目となりました。東日本大震災から7年以上が経過しましたが、原発被害地域では依然と

して帰還困難区域が設定されており、避難指示が解除された地域でも住民のほとんどが故郷に戻れていません。廃炉

の目途も経っていない中、原発再稼働や新原発の建設、トップセールスによる輸出などの動きが進んでいます。管理で

きない放射能と核燃料ゴミを排出する原子力発電ではなく、再生可能な自然エネルギーへの転換を進めていくことが喫

緊の課題となっています。その際、適正な価格での電力販売と地域事業者の受注・雇用確保につながる仕組みを考え

ていくことが必要です。 

 日本では全国各地で災害が頻発しており、大阪北部地震や西日本豪雨などによって多くの被害が発生しています。自

然災害の被害を減らすためには、インフラの整備が重要です。特に、老朽化が進んでいる施設等については、維持・補

修を適切に施していく取り組みが必要です。しかし、インフラを管理する国や自治体の公務労働者は減少の一途を辿っ

ており、体制の拡充が求められています。 

 建設産業では、現在、担い手が不足しており、建設労働者の確保と地域建設事業者の再生が課題となっています。担

い手を確保するためには、何よりも賃金と単価の引き上げ、労働条件の改善が求められます。 

 現在、改憲に向けた動きも加速していますが、住民生活を豊かにする役割を果たす建設産業は平和でこそ成り立つ産

業です。 

 本集会では、原発被害地域の現状を確認するとともに、自然エネルギーの活用で地域社会の再生を展望します。また、

建設労働者の賃金やインフラ・公共施設の整備、中古住宅、リフォーム市場など建設産業に関わる諸課題について議論

し、経験を交流するとともに、改憲に向けた動きについても学習します。多くの皆様の 

ご参加をお待ちしております。 

 
 

 
 

 

と      き    2018年12月2日（日）～12月3日（月） 
 
と   こ  ろ   福島県いわき市：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        11,500円（宿泊・食事なしは1,000円）  

・現地視察     2,000円（バス代） 

 

■ 申込方法 

 参加申込書にご記入のうえ、所属団体か、 右記の申込先

に、11月19日（月）までにお申込み下さい。 

※ 11月28日（水）18時以降はキャンセル料が発生します。 

 

■ 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  
 

■ 会場・宿泊：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） 

 

■会場までの交通案内（スパリゾートハワイアンズ） 
電車の場合    東京駅―〈120分〉―湯本駅  

  ※湯本駅―ホテル  タクシー・バス 15分 
  ※バスは本数が限られます。新常磐交通、ハワイアンズ
のホームページ等で時刻表を必ずご確認ください。 
お車の場合 

  常磐自動車道いわき湯本ICより5分  

第25回 全国建設研究・交流集会 開催のご案内 

● 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 

                  中央合同庁舎3号館11階 

     Tｅｌ 03-3580-4244,4435 Fax 03-3593-0359 

● 東京土建一般労働組合（東京土建）本部 

     〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-16 

     Tｅｌ 03-5332-3971  Fax 03-5332-3972 

● 日本自治体労働組合総連合 

     〒112-0012 東京都文京区大塚4-10-7 

     Tｅｌ 03-5978-3580  Fax 03-5978-3588 

● 全国商工団体連合会 

     〒171-0031 東京都豊島区目白2-36-13 

     Tｅｌ 03-3987-4391  Fax 03-3988-0820 

■ご宿泊について 

ご宿泊は、３～４人部屋となります。お一人で申し

込まれた場合、他の参加者と同室でのご宿泊となり

ます。 

予めご了承ください。 

双葉南小学校の昇降口。今もランドセルや   

靴が取り残されている。（18年7月撮影） 



開  会

第２分科会

建設産業の協約賃金をめ
ざす労使対話

助言者 【助言者】浅見　和彦
専修大学教授・建設政策研究所理事長

　

第25回全国建設研究・交流集会 参加申込書

【助言者】　三浦　祐成
福島大学名誉教授 立命館大学政策科学部教授 新建新聞社社長

　東日本大震災から7年以上が
経過した現在も、原発被災地で
ある福島県ではその深刻な被害
が続いている。本分科会では、
福島の現状を改めて確認すると
ともに、課題や復旧・復興に向け
て求められる支援策などについ
て考える。
　また、原発だけでなく、化石燃
料にも依存しない再生可能な自
然エネルギーの利活用について
考える。

申込年月日　　　2018年　　　　　　月　　　　　　日

松本　久人

実行委員長

主催者あいさつ

佐藤　彌右衛門
原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟副会長

再生可能エネルギーと地域の自立

【助言者】　森　裕之

【講師】　関根　未希
弁護士

2日
13：00

～
17：00

記　念　講　演
特
別
報
告
・
現
地
報
告

全
体
会

講座

憲法

　安倍首相は、来春通常国会で
の改憲発議のために、今秋臨時
国会での改憲案提案を明言し
た。本講座では、発議、提案自
体を阻止するという視点から、今
後進められようとしている改憲の
内容（9条3項新設＝9条2項の死
文化、緊急事態条項など）や改
憲戦略等について学習し討論す
る。

◆主な行程と予定時間
（現地の方による説明、案内
を予定しています）

8時　　ハワイアンズ
　　　　　　　↓
　　　　常磐自動車道
　　　　　　　↓
　　　　双葉町内
　　　　（市街地、学校など）
　　　　　　　↓
12時　道の駅　よつくら港
　　　　　　　↓
13時　ハワイアンズ

現地視察
※注意事項

●帰還困難区域に立ち入る
　ため、放射線量が他の地
　域よりも高いことなどを
　理解した上でお申込みく
　ださい。
●帰還困難区域に立ち入る
　ため、氏名、携帯電話番
　号をお知らせ頂きます。
●当日は、身分証明書（免
　許証、健康保険証など）
　を必ずご持参ください。

◆空間線量
（双葉町HP　18.7.20時点）

※双葉町内には、空間線
量3μSv/h程度の地点が
あります。

◆視察参加費　2,000円
（バス代のみ。弁当はつ
きません。）

3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 第３分科会 第４分科会

原発からの復旧、復興と
自然エネルギー

インフラ・公共施設
の維持・管理

リフォーム市場の現状と
現場の経験交流

　建設労働者の賃金は微増にと
どまっているが、賃金引き上げ
や協約賃金の実現に向けて、
様々な取り組みが進められてい
る。本分科会では、労働者供給
事業などに焦点をあて、現在進
められつつある専門工事業者・
地域建設業者と労働組合の対
話について、現状や課題、今後
の展望などを議論する。

  自然災害の多発、人口減少
が見込まれる中、インフラ・公
共施設の老朽化にどう対応す
るかが大きな課題となる中で、
インフラ・公共施設のあり方や
維持・補修のあり方が改めて問
われている。本分科会では、地
域社会を支えるインフラや公共
施設を適切に維持していくため
に求められる対応策等につい
て検討する。

  中古住宅市場の活性化政策
が進められる中、住宅リフォー
ム市場に関連する諸施策が打
ち出されてきている。そこで、住
宅リフォーム事業に関連する諸
施策についての学習やリフォー
ムビジネスの事例紹介、リ
フォームビジネスにおける職人
のあり方を学ぶとともに、対応
する取り組みや実態報告など、
経験交流を行う。

【助言者】　鈴木　浩

原発事故から7年目―転換期を迎えている 

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 

 ◆参加の種類  ✔を付けて下さい。  
 

□全日程参加（１泊２日、夕・朝食込）    
 

□１日参加（宿泊・食事なし）                
 

□学生参加（１泊２日、夕食・朝食込）    
 

□学生参加（宿泊・食事なし）                      
 

□現地視察（バス代）                           

※現地視察参加ご希望の方は、参加費と合わせて、現地視

察費2,000円（バス代）をお支払いください。 

①第1分科会    ④第４分科会 

 

②第２分科会    ⑤講座 

 

③第３分科会    ⑥現地視察 

 

所属 
 

氏名 
 

              （年齢    歳）  （ 男 ・ 女 ）         

連 絡 先 〒  
 
 
 
 
 
 

℡         -         -           （ 職場 ・自宅 ） 

 ◆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、できるだけ 

「振込」をお選びくださるようお願い致します。 

◆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。    

原発災害から7年8ヵ月経過した福島の現状 

測定地点 μ SV/ｈ
双葉駅北側駐車場 0.38
双葉南小学校 0.45
双葉町体育館 1.46

後町 廣幸 
（一社）日本型枠工事業協会常任理事 

建設キャリアアップシステムについて（仮） 

 
 

18,000円 
 

3,500円 
 

11,500円 
 

1,000円 
 

2,000円 
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