
（一般社団法人）

▼  2 8 年度定時総会を開催

▼  新しい役員が決まりました

▼  茨城県土木部の防災訓練に参加
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冒頭、岡

部会長は「技

術者・技能

者不足など

への対応と

して、新た

に人材開発

委員会を設

置し、担い

手の中長期

的な確保・

育 成 に 向

け、なお一層積極的に取り組むのでご協力を」な

どと述べ、協会運営への協力を求めました。 

来賓あいさつでは、協会顧問の白田信夫県議会

議員から「工事発注における県内業者の活用、県

産材の活用などに取り組む」、菊池敏行県議会議

員から「県が上半期 8割執行の方針を打ち出した

ので、ご協力を」、石井邦一県議会議員から「防

災減災の観点からも皆さまの役割が大きいので、

一層のご尽力を」、星田弘司県議会議員から「未

来につながる人材の育成にご尽力いただきありが

たい」と、それぞれお言葉をいただきました。 

議事では、27 年度事業報告や決算、28 年度の

事業計画、予算などを承認しました。本年度は、

重点項目として、公共事業予算の安定的な確保要

望、技術研さんや経営改善に関する啓発、地域貢

献活動、法令遵守、広報活動、雇用改善などを積

極的に進めていきます。

また法人化設立 60周年記念事業を実施します。 

担い手育成に注力 /60周年記念事業実施へ担い手育成に注力 /60周年記念事業実施へ
平成28年度定時総会を開催平成28年度定時総会を開催平成28年度定時総会を開催

本会は平成 28 年度定時総会を 5月 25 日に県建設技術研修センターで開催し、事業計
画などを決定しました。法人化設立 60年、結成 99 年を迎える本年度も、県民の安全・安
心を確保する公共事業への対応、技術の研さん、地域貢献活動、法令遵守、人材確保・育
成などに積極的に取り組みます。任期満了に伴う役員の改選では、岡部英男会長を再任。
副会長は、尾曽正人氏、佐々木勇氏、石津健光氏、松山恒男氏、丸田康弘氏、柴勝氏を再
任したほか、下田德行氏、小林伸行氏、細谷武史氏を新たに任命しました。 

岡部会長

星田県議会議員

菊池県議会議員

石井県議会議員

白田県議会議員
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【会　長】
◆岡部英男（㈱岡部工務店）
【副会長】
◆尾曽正人（東洋工業㈱） ◆佐々木勇（佐々木建設㈱）
◆石津健光（常総開発工業㈱）◆松山恒男（多賀土木㈱）
◆丸田康弘（㈱朝日工務店） ◆柴勝（㈱柴建設）
◆下田德行（菅原建設㈱） ◆小林伸行（㈱新みらい）
◆細谷武史（大昭建設㈱）
【理　事】
〔水戸支部〕
◆関根愼一（㈱関根工務店） ◆田口誠壽（㈱田口工務店）
◆内藤裕二（㈱内藤工務店） ◆瀬谷和人（瀬谷工業㈱）
◆福山瑞男（㈱福山工務店） ◆株木貴史（株木建設㈱）
◆荒川芳和（水戸土建工業㈱）◆小高直行（㈲東海組）
◆鈴木勝彦（㈱鈴木良工務店）◆秋山進（㈱秋山工務店）
〔太田支部〕
◆瀬谷實（瀬谷建設㈱） ◆平山巖（㈱水府工務店）
◆梅原基弘（㈱梅原工務店）
〔常陸大宮支部〕
◆髙野潔（㈱髙野工務店） ◆大曽根文彦（㈱大曽根建設）
◆河野武（㈱河野工務店） ◆瀧文雄（㈱瀧工務店）
◆鶴田哲男（㈱鶴田組） ◆中島金作（㈱中島工務店）
◆千葉和男（東水建設㈱） ◆澤畠康男（東康建設工業㈱）
〔大子支部〕
◆大藤博文（㈱大藤組） ◆椎名義正（㈱椎名工務店）
〔高萩支部〕
◆秋山光伯（㈱秋山工務店）◆長谷川宏（㈱長谷川工務店）
◆佐藤利雄（日興建設㈱） ◆鈴木一良（鈴縫工業㈱）
◆沢畑正剛（日立土木㈱）
〔鉾田支部〕
◆羽生義隆（㈱羽生工務店） ◆伊東久夫（㈱伊東建設）
◆高橋修一（高橋建設㈱） ◆中野久（㈱中野建設）
〔潮来支部〕
◆飛田喜代志（㈱飛田工務店）◆松﨑里志（松崎建設㈱）
◆鏑木保雄（鏑木建設㈱） ◆根本正（㈱根本工務店）
◆重田弘明（㈱鹿島建設） ◆小山竜男（小若建設㈱）
〔竜ケ崎支部〕
◆松浦一久（松浦建設㈱） ◆熱田勝義（平山建設㈱）
◆佐々木孝夫（常磐建設㈱） ◆関政弘（関建設工業㈱）
◆増川剛（増川建設㈱） ◆木村保幸（キムラ工業㈱）
〔土浦支部〕
◆山本和男（㈱山本工務店） ◆斉藤実（㈱斉藤建設）
◆大和田米吉（㈱大和田建設）◆吉田雅幸（ヤシマ建設㈱）
◆紺野仁平（㈱紺野工務店） ◆酒井幸一（㈱霞工業）
◆片岡孝（㈱カタオカエンジニアリング）
◆石濱美喜男（㈱近藤工務店）
〔筑西支部〕
◆滝田富祐（瀧田建設㈱） ◆白田唯雄（白田工建㈱）
◆小薬拓巳（㈱小薬建設）

〔常総支部〕
◆中川原勇（石塚産業㈱） ◆山本宗一（㈱下妻建設）
◆岡野雅男（正栄工業㈱） ◆染谷正美（染谷建設㈱）
〔境支部〕
◆新井孝（㈱新井建設工業）　◆小沢勲（小沢道路㈱）
◆野口惠夫（㈱野口組） ◆高橋正（㈱高橋芝園土木）
◆菊地和幸（㈱五霞建設）
〔員外〕
◆専務理事=田山寛治（県建設業協会）
◆常務理事=岡部高明（同） ◆常務理事=岩田豊（同）
【監　事】
◆小口秀久（㈱共同建設、水戸支部）
◆長山安行（長山工業㈱、常陸大宮支部）
◆山本武（東海建設㈱、高萩支部）
◆阪口樹利（三光建設㈱）
◆関和郎（㈱折本工業、土浦支部）
◆小貫勝重（小貫建設㈱、筑西支部）
◆敦賀正明（東日本建設業保証㈱）

常任委員会の正副委員長が決定しました。本年度からは、
新たに人材開発委員会も発足し、全 4委員会となります。各
委員会の積極的な活動に期待しましょう。
委員長、副委員長は次の方々です（敬称略）。

【経営企画委員会】
〔委員長〕
◆鈴木一良
〔副委員長〕
◆藤田強　◆羽生義隆　◆菊地和幸
【土木委員会】
〔委員長〕
◆梅原基弘
〔副委員長〕
◆田口誠壽　◆長谷川宏　◆小山竜男　◆斉藤実
【建築委員会】
〔委員長〕
◆小薬拓巳
〔副委員長〕
◆沢畑正剛　◆松浦一久　◆大和田米吉
【人材開発委員会】
〔委員長〕
◆高橋修一
〔副委員長〕
◆内藤裕二　◆澤畠康男　◆山本宗一

正副委員長を正副委員長を決定決定
活発な委員会運営を活発な委員会運営を
正副委員長を決定
活発な委員会運営を
正副委員長を決定
活発な委員会運営を

新しい役員が決定しました（敬称略）
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茨城県建設業協会会長表彰
【第3条1号（特別功労）】

長年にわたり役員として、本会の発展に協力された方
◆新井淳一（新井土木㈱代表取締役、常総支部）

【第3条2号（特別功労）】

長年にわたり会員の代表者および役員として建設業の健全な
発展に尽力され、本会の運営に協力された方々
◆小野仁（㈱福山工務店専務取締役、水戸支部）
◆鈴木一司（㈱鈴木組代表取締役、太田支部）
◆蓮田正昭（㈱蓮田工務店取締役会長、常陸大宮支部）
◆橋本直行（橋本建設㈱代表取締役、常陸大宮支部）
◆益子勇（㈲大沢工務店代表取締役、大子支部）
◆鈴木一良（鈴縫工業㈱代表取締役、高萩支部）
◆新堀進（㈱新堀産業代表取締役、鉾田支部）
◆根本正（㈱根本工務店専務取締役、潮来支部）
◆安藤祐章（㈱鹿島企業代表取締役、潮来支部）
◆松浦一久（松浦建設㈱代表取締役、竜ケ崎支部）
◆市村順（市村土建㈱代表取締役、土浦支部）
◆塚田隆（塚田建材㈱代表取締役、常総支部）

【第5条（会員の従業員）】

長年にわたり会員企業に勤務され勤労精神を発揮し顕著な功
績があった方々
◆佐藤清人（菅原建設㈱、水戸支部）
◆小野瀬鉄男（株木建設㈱、水戸支部）
◆寺門春峰（㈲生田目工務店、太田支部）
◆鴨川尚美（㈱大曽根建設、常陸大宮支部）
◆梅原謙一（鈴縫工業㈱、高萩支部）
◆三浦宏二（多賀土木㈱、高萩支部）
◆蓑輪辰己（常総開発工業㈱、潮来支部）
◆黒田秀樹（細谷建設工業㈱、竜ケ崎支部）

◆小松崎洋文（市村土建㈱、土浦支部）
◆若菜邦男（㈱仁平工務店、筑西支部）
◆谷貝悟朗（大内建設㈱、筑西支部）
◆江田雅兆（江田建設工業㈱、筑西支部）
◆石川正幸（㈱大木組、常総支部）

全国建設業協会会長表彰
【第2条第4号】
会員企業の役員として多年にわたり業界の発展に尽力された方々
◆小野仁（㈱福山工務店専務取締役、水戸支部）
◆蓮田正昭（㈱蓮田工務店取締役会長、常陸大宮支部）
◆益子勇（㈲大沢工務店代表取締役、大子支部）
◆鈴木一良（鈴縫工業㈱代表取締役、高萩支部）
◆根本正（㈱根本工務店専務取締役、潮来支部）
◆塚田隆（塚田建材㈱代表取締役、常総支部）

【第4条第1号】

会員企業としての経営の合理化、技術の向上などに努め、
功績が認められた企業
◆㈱鈴木組（太田支部）
◆橋本建設㈱（常陸大宮支部）
◆㈱新堀産業（鉾田支部）
◆㈱鹿島企業（潮来支部）
◆松浦建設㈱（竜ケ崎支部）
◆市村土建㈱（土浦支部）

【第5条】

会員企業の従業員として多年にわたり、よく勤労精神を発揮
され、業務に精励し他の模範である方々
◆佐藤清人（菅原建設㈱、水戸支部）
◆小野瀬鉄男（株木建設㈱、水戸支部）
◆寺門春峰（㈲生田目工務店、太田支部）
◆鴨川尚美（㈱大曽根建設、常陸大宮支部）

総会に先立ち、平成 28 年度の茨城県建設業協会会長表彰
式、全国建設業協会会長表彰伝達式、建設業福祉共催団理事
長表彰伝達式を執り行い、建設業や協会の発展に功績を残し
た方に、岡部会長から表彰状や記念品が授与されました。 
受賞者を代表して益子勇氏（㈲大沢工務店代表取締役）が

「これを契機に決意を新たにし、粉骨砕身、業務に精励し業
界発展のため微力を尽くす」と謝辞を述べました。 
受賞されました皆様、誠におめでとうございました。益々
のご活躍を祈念いたします。 

受賞者（敬称略、順不同）

平成28年度表彰式を行いました平成28年度表彰式を行いました おめでとうございますおめでとうございます

・・・・・・・・・　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・
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本会をはじめとした災害協定締結 25 団体と茨

城県土木部による防災訓練が 5月 26日に行われ、

本会は各支部で被災状況確認や情報伝達などの

訓練に参加しました。また潮来支部と筑西支部

ではバックホウなどを使用した道路啓開、常陸

大宮支部ではドローンによる被災箇所の状況確

認を行いました。

この訓練は、東日本大震災を教訓に平成 24 年

度から開始したもので、今回は県内に台風が接

近・上陸し、大雨により県内各地で河川の氾濫

が発生したことを想定し、訓練を行いました。

このうち本年度の新たな取り組みとして、被

災状況確認にドローンを使用。常陸大宮支部の

本会会員企業が有するドローンを使い、上空約

50mから中丸川の被災箇所を撮影するとともに、

撮影した動画をインターネット動画サイトに

アップロードし、災害対策室にて現場状況を把

握しました。

また潮来支部が鹿嶋市下塙地内、筑西支部が

筑西市嘉家佐和地内において道路啓開を実施。

県緊急作業用自動車協会が車両を移動後、本会

会員がバックホウで流木を撤去しました。

バックホウで道路啓開／ドローンで被災状況確認
県と災害協定25団体で防災訓練

◆梅原謙一（鈴縫工業㈱、高萩支部）
◆三浦宏二（多賀土木㈱、高萩支部）
◆蓑輪辰己（常総開発工業㈱、潮来支部）
◆黒田秀樹（細谷建設工業㈱、竜ケ崎支部）
◆小松崎洋文（市村土建㈱、土浦支部）
◆若菜邦男（㈱仁平工務店、筑西支部）
◆谷貝悟朗（大内建設㈱、筑西支部）
◆江田雅兆（江田建設工業㈱、筑西支部）
◆石川正幸（㈱大木組、常総支部）

建設業福祉共済団理事長表彰
 建設労災補償共済制度の普及促進に特に功績があった方々
◆髙野潔（県建設業協会常任理事）
◆海老沢和士（県建設業協会常任理事）
◆鈴木勝彦（県建設業協会理事）
◆熱田勝義（県建設業協会理事）
◆海老澤惠一（県建設業協会業務部長）

－ 5 －

茨 建 協 ニ ュ ー ス第563号  平成28年6月15日



各支部が定時総会 支部長・副支部長が決定

支部長の抱負
太
田
支
部

地方の建設業界はまだまだ
先が見えない。この難局を皆さ
んと一致団結して乗り切りたい。
そして地域の安心安全のため
社会資本整備と社会貢献活動
に取り組んでまいりたい

支 部 長 瀬谷　　實（瀬谷建設㈱）
副支部長 平山　　巖（㈱水府工務店）
 梅原　基弘（㈱梅原工務店） 

支部長の抱負
常
総
支
部

法令順守、災害時の迅速対応、
担い手確保などの課題に、皆さ
んと一緒に意思疎通を図りながら
対応してきたい。歴代支部長の
良い点を生かしながら一所懸命
に支部運営を遂行していく

支 部 長 中川原　勇（石塚産業㈱）
副支部長 山本　宗一（㈱下妻建設）
 岡野　雅男（正栄工業㈱）
 染谷　正美（染谷建設㈱）

支部長の抱負
筑
西
支
部

支部管内の県発注公共工事
量は減少が続いているが、各
発注機関の関係者に工事量増
を強く要望していきたい。地域
の皆さまに信頼される建設業界
になるよう、全力で支部運営に
取り組んでいく

支 部 長 柴　　　勝（㈱柴建設）
副支部長 小倉　弘明（㈱小倉工務店）
 滝田　富祐（瀧田建設㈱）
 白田　唯雄（白田工建㈱）

支部長の抱負
常
陸
大
宮
支
部

若年層の育成へ環境を整え
るには厳しい状況にあるが、努
力を続けていきたい。また、地
域の皆さんのお役に立てるよう
河川美化や清掃活動を積極的
に行い、建設業のPRやイメー
ジアップを図りたい

支 部 長 髙野　　潔（㈱髙野工務店）
副支部長 大曽根文彦（㈱大曽根建設）
 長山　安行（長山工業㈱）
 浅川　清司（㈱浅川建設）

支部長の抱負

土
浦
支
部 建設産業は災害時には地域

の安全・安心の確保にあたるな
ど地域の発展に貢献している。
今後も安定した事業量確保の
ために発注機関などに積極的に
要望活動を行っていく

支 部 長 佐々木　勇（佐々木建設㈱）
副支部長 山本　和男（㈱山本工務店）
 小林　伸行（㈱新みらい）
 斉藤　　実（㈱斉藤建設）
 大和田米吉（㈱大和田建設）
 吉田　雅幸（ヤシマ建設㈱）

支部長の抱負

水
戸
支
部 災害時にいち早く復旧復興、

住民の安全安心を確保するの
は私たち建設業者。われわれ
企業は生き残らなければならな
い。生き残ることが今後の発展
にもつながる

支 部 長 尾曽　正人（東洋工業㈱）
副支部長 関根　愼一（㈱関根工務店）
 田口　誠壽（㈱田口工務店）
 下田　德行（菅原建設㈱）
 内藤　裕二（㈱内藤工務店）
 荒川　芳和（水戸土建工業㈱）

本会各支部の平成 28年度定時総会が 4月下旬から順次開催され、28年度の事業計画などを決定。
各支部長が抱負を披露しました。
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水防訓練に出動 利根川水系連合総合水防演習

国土交通省と利根川流域の 1都 6県、取手市に

よる第 65 回利根川水系連合・総合水防演習が 5

月 21 日、取手緑地運動公園で開催され、本会も

水防支援活動のために出動しました。この演習

は、昭和 22 年に利根川流域を襲ったカスリーン

台風を教訓とし、昭和 27 年から毎年利根川の沿

岸で行われているものです。今回は昨年 9月の関

東・東北豪雨による鬼怒川氾濫を踏まえ、第 1部

の水防訓練と第 2部の救出・救護訓練の 2部編成

で実施されました。本会は竜ケ崎支部会員を中心

に 20 人で第 1部の水防訓練に出動。法崩れ防止

工事として、水防団とともに国交省利根川下流河

川事務所の災害協定会社が設置した大型土のう

の間に、小型土のうを 300 ～ 400 袋投入しました。

法崩れ防止工事を実施しました

保険や貸付、積極的に保険や貸付、積極的に
茨城県建設業協同組合が総代会

茨城県建設業協同組合（岡部英男理事長）の平
成 28 年度通常総代会が 5月 30 日に県建設技術研
修センターで開かれ、第 46 期の事業計画などを
決定されました。46 期も組合員への支援活動と
して保険代理業務や貸付事業を積極的に進めて
いく計画です。任期満了に伴う役員改選では、岡
部理事長の再任が決定されました。
理事長、副理事長は次の方々です。（敬称略）

労災防止活動を推進労災防止活動を推進
建災防茨城県支部が総会

【理事長】
◆岡部英男（㈱岡部工務店）
【副理事長】
◆尾曽正人（東洋工業㈱） ◆佐々木勇（佐々木建設㈱）
◆石津健光（常総開発工業㈱）
◆松山恒男（多賀土木㈱） ◆丸田康弘（㈱朝日工務店）
◆柴勝（㈱柴建設） ◆下田德行（菅原建設㈱）
◆小林伸行（㈱新みらい） ◆細谷武史（大昭建設㈱）

建設業労働災害防止協会茨城県支部（岡部英男
支部長）の平成 28 年度定時総会が 5月 27 日に県
建設技術研修センターで開かれ、事業計画などが
承認されました。任期満了に伴う役員改選では、
岡部支部長らの再任が承認されました。
 支部長、副支部長は次の方々です。（敬称略）

【支部長】
◆岡部英男（県建設業協会会長）
【副支部長】
◆根子清（県左官工業連合会会長）
◆尾曽正人（県建設業協会副会長・水戸支部長）
◆松山恒男（県建設業協会副会長・高萩支部長）
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〈住所変更〉
▽竜ケ崎支部
　常盤造園建設㈱
　〒 302－0027 取手市駒場町 4－5－22
　→ 〒302－0027 取手市駒場町 4－6－5

会員の動向

ちょっと一言

紫陽花が見頃を迎えている。雨の日には一層
鮮やかさを増し、気分を癒してくれる。
多忙な日々であるが、

あせるな
おこるな
いばるな
くさるな
まけるな
“あおいくま”と“紫陽花の花”を心に、日々
精進…     (O)

 茨城県土木部は、国の直轄工事における県内
建設業者の受注機会確保や県内資機材の活用な
どを、県内の国出先機関へ要請しました。

関東地整が実施方針説明会
二極化を継続二極化を継続総 合 評 価

国土交通省関東地方整備局が 6月 1日、本会会
員を対象に入札・契約、総合評価の実施方針に関
する説明会を県建設技術研修センターで開催し、
昨年度の入札実施状況や分析結果、平成 28 年度
の実施方針、i-Construction の取り組みなどを説
明しました。
落札結果の分析によると、一般土木の施工能力
評価型（地域密着工事型）では、企業と技術者の
技術力に点差は無く、技術者の「同種工事施工実
績」および「工事成績」において大きく点差が発
生していると報告しました。
本年度の実施方針では、一般競争入札（政府調
達協定対象）の金額が 6億円以上から 7.4 億円以
上へと変更になった事や総合評価の二極化（施工
能力評価型・技術提案評価型）継続の方針などを
示しました。

県内企業へ受注機会を県内企業へ受注機会を
県土木部が国出先機関へ要請

本会建設未来協議会（増子
秀典会長）の第 24 回定時総
会が 5 月 20 日に開かれ、平
成 28 年度の事業計画など全 5
議案を原案どおり可決しまし
た。このうち第 3号議案では、
特設委員会として「広報委員

会」の設置を決定し、委員長には鈴木達二氏（鈴
縫工業㈱）が就任しました。同委員会では、建設
業の魅力や必要性、ものづくりの楽しさなどを広
く周知し、業界のイメージアップを図る方針で
す。総会後には、スポーツライターの青島健太氏
による記念講演も行われました。

建設未来協議会が総会
広報委員会を新設
建設未来協議会が総会

広報委員会を新設

増子会長

▲

土
木
部
長
ら
が
地
域
密
着

型
総
合
評
価
の
積
極
的
な
活

用
な
ど
を
求
め
ま
し
た
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