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いばらきの味覚
龍ケ崎コロッケ

茨城県でグルメによる街おこしをはじめた草分け的存在と言われているのが龍ケ崎コロッケです。
市内の精肉店や飲食店などで構成するコロッケクラブ龍ケ崎（２１店舗加盟）では、

バラエティー豊富なコロッケを提供しています。平成２９年４月には茨城県内３番目（食品では初）となる
特許庁の地域団体商標に登録されました。

（一般社団法人）
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30 年度定時総会を開催

新会長に石津氏が就任

各種功労者を表彰
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冒頭、岡部会長は「将来の建設業を支える担い

手の確保・育成や働き方改革が喫緊の大きな課題。

協会としても時代の流れに的確に対応していかな

ければならない」などと述べるとともに、協会運

営への協力を求めました。

来賓祝辞では、協会顧問の白田信夫県議会議員

から「少子高齢化や異常気象など大変厳しい状況

の中にあり、建設業者の皆さまの果たす役割は非

常に大きい。これからも皆さまと一緒に茨城のた

め、業界のために尽力する」、星田弘司県議会議

員から「つくったものが残るというやりがいが建

設業の醍醐味。皆さま方の声をしっかりと集め、

建設業の良さをもっと発信していく」と、それぞ

れご挨拶をいただきました。

議事では、29 年度収支決算を承認したほか、

30 年度事業計画および収支予算などを報告。30

年度は公共事業予算の安定的な確保・拡大の要望、

生産性向上に関する取り組み、若年入職者の確保・

育成、建設キャリアアップシステムへの対応など

を積極的に進めていきます。

岡部名誉会長は就任にあたり「新会長のもと会

員一丸となり、協力体制を構築し、協会の新たな

発展を目指してほしい」と期待しました。

石津氏が新会長に就任石津氏が新会長に就任
平成30年度定時総会を開催

本会は平成 30 年度定時総会を５月23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。本年度は生産性向上と働き方改革を両輪とし、若者が夢を持って将来を託
せる建設産業となるよう、積極果敢に事業活動を展開していきます。任期満了に伴う役員改選
では、石津健光氏が新会長に就任し、岡部英男会長は名誉会長に就任しました。石津新会長
は「多大なご功績をあげられた岡部前会長の後を引き継ぎ、会員企業の経営の安定と発展のた
め、一致団結して協会運営を進めてまいる」と意気込みを述べました。副会長には尾曽正人氏、
佐々木勇氏、柴勝氏、細谷武史氏、秋山光伯氏、大藤博文氏の６人が就任しました。

岡部会長

白田県議会議員 星田県議会議員

石津新会長
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新しい役員が決定しました 敬称略

【会　長】
◆石津健光（常総開発工業㈱、潮来支部）

【副会長】
◆尾曽正人（東洋工業㈱、水戸支部）
◆佐々木勇（佐々木建設㈱、土浦支部）
◆柴勝（㈱柴建設、筑西支部）
◆細谷武史（大昭建設㈱、竜ヶ崎支部）
◆秋山光伯（㈱秋山工務店、高萩支部）
◆大藤博文（㈱大藤組、大子支部）

【理　事】
〔水戸支部〕
◆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）
◆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）
◆大貫茂雄（㈱大貫工務店）

〔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〕
◆椎名義正（㈱椎名工務店）

〔高萩支部〕
◆鈴木一良（鈴縫工業㈱）◆長谷川宏（㈱長谷川工務店）
◆佐藤利雄（日興建設㈱）◆沢畑正剛（日立土木㈱）
◆樫村守（㈱岡部工務店）◆白土仙一郎（㈱白土工務店）

〔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）
◆根崎茂（㈱根崎工務店）

〔潮来支部〕
◆飛田喜代志（㈱飛田工務店）◆松﨑里志（松崎建設㈱）
◆重田弘明（㈱鹿島建設）◆小山竜男（小若建設㈱）
◆松﨑陽樹（㈱松崎土木）◆関伊津夫（㈱茂木工務店）

〔竜ヶ崎支部〕
◆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㈱）◆増川剛（増川建設㈱）
◆木村保幸（キムラ工業㈱）◆根本和明（日高見建設工業㈱）

〔土浦支部〕
◆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㈱）◆久保田孝（㈱進貢）
◆酒井幸一（㈱霞工業）◆池田有孝（池田林業㈱）
◆海老原雅夫（成建工業㈱）

〔筑西支部〕
◆滝田富祐（瀧田建設㈱）◆小藥拓巳（㈱小薬建設）
◆大内康意（大内建設㈱）

〔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）◆専務理事＝岩田豊（同）
◆常務理事＝岩上康雄（同）

【監　事】
◆小口秀久（㈱共同建設、水戸支部）
◆小林満（㈱小林工務店、常陸大宮支部）
◆千葉順（㈱千葉工務店、高萩支部）
◆阪口樹利（三光建設㈱、潮来支部）
◆関和郎（㈱折本工業、土浦支部）
◆小貫勝重（小貫建設㈱、筑西支部）
◆梅木康雄（東日本建設業保証㈱）

【名誉会長】
◆岡部英男（㈱岡部工務店）

常任委員会の委員長が決定しました。各委員会の積極的な活動
に期待しましょう。
委員長は次の方々です（敬称略）。

【経営企画委員会】
〔委員長〕◆佐々木孝夫（常磐建設㈱、竜ヶ崎支部）
【土木委員会】
〔委員長〕◆梅原基弘（㈱梅原工務店、太田支部）
【建築委員会】
〔委員長〕◆小藥拓巳（㈱小薬建設、筑西支部）
【人材開発委員会】
〔委員長〕◆高橋修一（高橋建設㈱、鉾田支部）

各委員長を決定 積極的な活動を
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総会に先立ち、平成 30 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、建設業福祉共済団理事
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
た方々に、岡部会長から表彰状や記念品が授与されました。

受賞者を代表して山本宗一氏（㈱下妻建設代表取締役）が
「これを契機にいっそう決意を新たにし、粉骨砕身、業務に
精励し業界発展のため努力を尽くす」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す。ますま
すのご活躍をご祈念申し上げます。

受賞者（敬称略、順不同）

茨城県建設業協会会長表彰
【第３条（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
◆平山巖（㈱水府工務店代表取締役、太田支部）

◆浅川清司（㈱浅川建設代表取締役、常陸大宮支部）

◆大城辰也（㈱大興建設代表取締役、常陸大宮支部）

◆吉原則夫（吉原建設工業㈱代表取締役、大子支部）

◆白土仙一郎（㈱白土工務店代表取締役、高萩支部）

◆菊池久義（菊丸建設㈱代表取締役、高萩支部）

◆飯塚剛（㈱飯塚工務店代表取締役、鉾田支部）

◆保立明宏（㈱宏洋代表取締役、潮来支部）

◆星知代子（潮来支部職員）

◆中川喜久治（中川理水建設㈱代表取締役、土浦支部）

◆山本宗一（㈱下妻建設代表取締役、常総支部）

◆髙塚幹夫（髙塚建設工業㈱代表取締役、常総支部）

◆菊地和幸（㈱五霞建設代表取締役、境支部）

【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
◆相田久也（菅原建設㈱、水戸支部）

◆川村功（株木建設㈱茨城本店、水戸支部）

◆片岡正文（㈱龍﨑工務店、常陸大宮支部）

◆千葉則夫（日興建設㈱、高萩支部）

◆檜山幸宏（小林建設㈱、高萩支部）

◆小嶋吉也（㈱篠崎工務店、竜ヶ崎支部）

◆大塚均（佐々木建設㈱、土浦支部）

◆新井一以（㈱柴建設、筑西支部）

◆渡辺宏子（㈱柳沢工務店、筑西支部）

◆飯村一広（塚田建材㈱、常総支部）

◆名和徳明（正栄工業㈱、常総支部）

◆渋川敏明（㈱高橋芝園土木、境支部）

◆竹村昇（加藤建設工業㈱、境支部）

全国建設業協会会長表彰
【第２条第３号】

多年にわたり建設業団体の役員として建設業の健全な発展に尽
力された方々
◆山本宗一（㈱下妻建設代表取締役、常総支部）

◆髙塚幹夫（髙塚建設工業㈱代表取締役、常総支部）

【第２条第４号】

多年にわたり会員企業の役員として業界の発展に尽力された
方々
◆浅川清司（㈱浅川建設代表取締役、常陸大宮支部）

◆吉原則夫（吉原建設工業㈱代表取締役、大子支部）

◆白土仙一郎（㈱白土工務店代表取締役、高萩支部）

◆菊池久義（菊丸建設㈱代表取締役、高萩支部）

【第２条第７号】

多年にわたり本会の職員として尽力された方々
◆星知代子（潮来支部職員）

【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
◆㈱水府工務店（太田支部）

◆㈱大興建設（常陸大宮支部）

◆㈱飯塚工務店（鉾田支部）

◆㈱宏洋（潮来支部）

◆中川理水建設㈱（土浦支部）

◆㈱五霞建設（境支部）
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各支部が定時総会 支部長・副支部長が決定

支部長の抱負

土
浦
支
部 災害に強い県土づくりのため、良質

な社会資本を提供し、地域の安全・
安心を支えることに貢献していく。ダン
ピング対策の徹底、不良不適格業者
の排除、適正な利潤を確保し担い手
育成・確保に努めていただきたい

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㈱）
	 久保　田孝（㈱進貢）

支部長の抱負

潮
来
支
部

我々は地方経済活性化の担い手
でもあり、地域の住民の安全・安
心を確保する重大な責任を負って
いる。皆さんと一緒に手を携えて、
地域のために頑張っていきたい

支 部 長	 松﨑　里志（松崎建設㈱）
副支部長	 飛田喜代志（㈱飛田工務店）
	 小山　竜男（小若建設㈱）

支部長の抱負

常
陸
大
宮
支
部

技術力の向上、若手技術者の入職
と育成、職場環境の改善などの課題
に取り組みながら、地場産業として地
域の発展に貢献したい

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

太
田
支
部

都市部では好景気と言われている
が、地方の建設業はまだまだ景気の
回復が滞っている。われわれ執行部と
しては発注機関に対して予算の確保と
受注拡大の陳情を続けてまいりたい

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

本会各支部の平成 30年度定時総会が４月中旬から順次開催され、30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。

【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
◆相田久也（菅原建設㈱、水戸支部）

◆川村功（株木建設㈱茨城本店、水戸支部）

◆片岡正文（㈱龍﨑工務店、常陸大宮支部）

◆千葉則夫（日興建設㈱、高萩支部）

◆檜山幸宏（小林建設㈱、高萩支部）

◆小嶋吉也（㈱篠崎工務店、竜ヶ崎支部）

◆大塚均（佐々木建設㈱、土浦支部）

◆新井一以（㈱柴建設、筑西支部）

◆渡辺宏子（㈱柳沢工務店、筑西支部）

◆飯村一広（塚田建材㈱、常総支部）

◆名和徳明（正栄工業㈱、常総支部）

◆渋川敏明（㈱高橋芝園土木、境支部）

◆竹村昇（加藤建設工業㈱、境支部）

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
◆秋山光伯（県建設業協会常任理事）

◆鶴田哲男（県建設業協会理事）

◆増川剛（県建設業協会理事）

◆岡野雅男（県建設業協会理事）

◆松﨑里志（県建設業協会理事）
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本会の理事を務め

る山本和男氏（土浦

支部、㈱山本工務店

代表取締役）が、建

設業務精励として黄

綬褒章を受章されま

した。誠におめでと

うございます。ます

ますのご活躍をご祈

念いたします。

山本氏は昭和 18 年 10 月 14 日生まれ。土浦

市在住。芝浦工業大学建築・土木学部建築学科

を卒業後、昭和 42 年に㈱山本工務店入社。各

種工事に携わり現場経験を重ねるとともに、経

営面においても研鑽し、昭和 55 年に同社代表

取締役に就任。

本会では平成 16 年から土浦支部副支部長、平

成 18 年から常任理事を歴任。平成 28 年には、

建設功労賞として国土交通大臣表彰を受賞しま

した。

山本氏の話
「今回の受章は業界役員の皆さまをはじめ、多

くの関係者、社員のお力添えのおかげであります。
受章を契機にさらに業界の発展と地域貢献に誠意
をもって尽力してまいります」

山本和男氏（本会
理事）が黄綬褒章を受章

太田支部（瀬谷實支部長）は４月 27 日、道

路美化のボランティア活動として、常陸太田市

の山吹運動公園の外周道路にシバザクラの苗

４００株を植え付けました。

当日は支部会員約 30 人が参集し、午前９時

から支部会館前で出発式を

挙行。

瀬谷支部長は「大変ご苦

労をかけるが、事故のない

ように気をつけて作業にあ

たっていただきたい。道路

美化活動を通じて少しでも

地域の皆さまのお役に立て

れば」とあいさつしました。

その後、作業場所や注意

事項などを確認した上で、２班に分かれて作業

を開始。

同支部が平成 27 年度に設置した歩車道境界

ブロックの付近へシバザクラの苗を植え付ける

などして、道路の美化に汗を流しました。

太田支部
活動報告 シバザクラ植え道路美化太田支部
活動報告
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大子支部（大藤博文支部長）は５月 21 日、特

定外来生物「オオキンケイギク」の駆除活動を

実施しました。

冒頭、大藤支部長が「駆除作業はことしで４

回目だが、過去３年間の活動の成

果が明確に出ている。熱中症や車

の往来に気を付けて作業してほし

い」、県大子工務所の大賀浩之道

路管理課長が「事故に気をつけて

安全に作業していただきたい」と

あいさつ。

その後、頃藤・西金地区や上金

沢地区、生瀬地区、福島県との県境

付近で刈り取り作業を行いました。

オオキンケイギクは特定外来生物に指定され

ており、栽培や売買などが原則禁止になってい

ます。大子支部では２０１５年から毎年ボラン

ティアで駆除活動を実施しています。

常総支部（中川原勇支部長）は５月 22 日、下

妻市の国道２９４号に架かる「とよかみ歩道橋」

で花壇整備などを行いました。

このボランティア活動は地域貢献の一環とし

て、豊加美小学校の通学路に指定

されている同歩道橋を中心に美化

活動を行うもので、同支部が年２

回程度実施しています。

今回の花壇整備ではマリーゴー

ルド、ベゴニア、マツバボタンと

いった夏の花への植え替えを行い

ました。また、古くなっていた交

通安全の看板を新しいものに交換

しました。

建設未来協議会の串田一仁県西地区幹事は

「しっかりと管理を行うことで子どもたちの安全

を守っていきたい。地元の建設業者としてこれ

からも活動を続けていければ」と話しました。

大子支部
活動報告 外来種駆除し自然守る大子支部
活動報告

常総支部
活動報告 花の植替えや看板交換常総支部
活動報告
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ちょっと一言

昭和４９年当時、私は小学 6 年生でした。茨
城国体（水と緑のまごころ国体）に「旗・炬火リ
レー」のメンバーとして参加しました。「旗・炬火
リレー」は、鹿島神宮からは“伝統の火”、筑波
山頂からは“自然の火”、東海村原子力研究所か
らは“科学の火”がそれぞれ採火され、３つのコー
スに分かれ、県内全市町村をリレーするというも
のでした。私の小学校では、東海コースを担当し
先頭の炬火に続いて旗をもって走りました。その
時のユニホームが今でも箪笥の奥にあり、見るた
びに当時のことを思い出します。いよいよ来年は
本県での国体が開催されます。前回のように盛り
上がってほしいと思います。　　　　　　　 （O）

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 30 年度総会が水戸市の県建設技
術研修センターで５月 28 日に開かれ、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
は石津健光本会会長が新支部長に就任しました。

支部長、副支部長は次の方々です。（敬称略）

本会建設未来協議会（小林圭一会長）の第 26
回定時総会が５月 18 日に水戸市のホテル・ザ・
ウエストヒルズ水戸で開かれ、平成 30 年度の
事業計画などを可決しました。

小林会長は「本年度は喫緊の課題である働き
方改革と生産性向上を最重要課題として掲げ、
全会員で意識を高めてＩＣＴ技術の習得や雇
用改善に取り組んでいきたい」と抱負を述べま
した。

総会後にはエコノミストの崔真淑氏による記
念講演も行われました。

茨城県建設業協同組合（岡部英男理事長）は
平成 30 年度通常総代会を５月 29 日に水戸市の
県建設技術研修センターで開催し、第 48 期の
事業計画などを決定しました。

48 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。
役員改選では、新理事長に石津健光本会会長が
就任しました。

理事長、副理事長は次の方々です。（敬称略）

【理事長】
◆石津健光（県建設業協会会長）

【副理事長】
◆尾曽正人（県建設業協会副会長）
◆佐々木勇（県建設業協会副会長）
◆柴勝（県建設業協会副会長）
◆秋山光伯（県建設業協会副会長）
◆細谷武史（県建設業協会副会長）
◆大藤博文（県建設業協会副会長）

【支部長】
◆石津健光（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）
◆細谷武史（県建設業協会副会長）

労災防止活動を推進
建災防茨城県支部が総会

建設業の魅力発信
建設未来協議会が総会建設未来協議会が総会

第48期事業計画を決定第48期事業計画を決定第48期事業計画を決定
茨城県建設業協同組合が総会

事務局の新任者を紹介します

よろしくお願いいたします。

【常務理事】岩上康雄

【事務局長】大内光浩

【総務部長】長島米夫

【業務部長】北野善彦

【労務第二課（建災防）事務局長】塚本晋次
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