
1

№ 支　部 〒 電話番号

1 水戸 尾曽 正人 東洋工業㈱ 310-0055 水戸市袴塚1-4-17 029(225)1231

2 〃 関根 愼一 ㈱関根工務店 310-0033 水戸市常磐町2-3-17 029(221)4789

3 〃 田口 誠壽 ㈱田口工務店 311-1301 東茨城郡大洗町磯浜町827-3 029(267)5241

4 〃 下田 德行 菅原建設㈱ 310-0804 水戸市白梅1-2-33 029(224)6561

5 〃 内藤 裕二 ㈱内藤工務店 311-3423 小美玉市小川383-11 0299(58)2050

6 〃 福山 瑞男 ㈱福山工務店 310-0852 水戸市笠原町293-2 029(241)8585

7 〃 株木 貴史 株木建設㈱ 310-0845 水戸市吉沢町311-1 029(248)0688

8 〃 荒川 芳和 水戸土建工業㈱ 310-0055 水戸市袴塚3-10-41 029(224)1006

9 〃 小高 直行 ㈲東海組 311-4302 東茨城郡城里町那須西2490 029(288)3091

10 〃 鈴木 勝彦 ㈱鈴木良工務店 310-0034 水戸市緑町1-1-4 029(224)0620

11 〃 秋山 進 ㈱秋山工務店 310-0903 水戸市堀町1108-8 029(350)7801

12 〃 大貫 茂男 ㈱大貫工務店 310-0842 水戸市けやき台3-62-1 029(239)3883

13 太田 瀬谷 實 瀬谷建設㈱ 313-0007 常陸太田市新宿町564 0294(72)6500

14 〃 平山 巖 ㈱水府工務店 313-0222 常陸太田市松平町49-15 0294(85)0041

15 〃 梅原 基弘 ㈱梅原工務店 313-0033 常陸太田市小目町517 0294(74)2166

16 常陸大宮 髙野 潔 ㈱髙野工務店 319-2102 那珂市瓜連610-1 029(296)0024

17 〃 大曽根 文彦 ㈱大曽根建設 312-0003 ひたちなか市足崎1474-46 029(275)1888

18 〃 河野 武 ㈱河野工務店 319-1117 那珂郡東海村東海2-1-19 029(282)1333

19 〃 瀧 文雄 ㈱瀧工務店 319-2204 常陸大宮市富岡191 0295(52)0161

20 〃 鶴田 哲男 ㈱鶴田組 311-0105 那珂市菅谷4458-73 029(298)1135

21 〃 中島 金作 ㈱中島工務店 312-0012 ひたちなか市馬渡向野2975-4 029(274)3311

22 〃 千葉 和男 東水建設㈱ 311-1203 ひたちなか市平磯町1576-1 029(262)2505

23 〃 澤畠 康男 東康建設工業㈱ 319-1106 那珂郡東海村白方538-2 029(282)2626

24 大子 大藤 博文 ㈱大藤組 319-3512 久慈郡大子町小生瀬4053-2 0295(76)0007

25 〃 椎名 義正 ㈱椎名工務店 319-3523 久慈郡大子町袋田2080-4 0295(72)3010

26 高萩 秋山 光伯 ㈱秋山工務店 316-0022 日立市大沼町1-7-1 0294(34)2233

27 〃 鈴木 一良 鈴縫工業㈱ 317-0077 日立市城南町1-11-31 0294(22)5311

28 〃 長谷川 宏 ㈱長谷川工務店 319-1542 北茨城市磯原町本町3-5-3 0293(42)0314

29 〃 佐藤 利雄 日興建設㈱ 318-0021 高萩市安良川915-4 0293(23)3711

30 〃 沢畑 正剛 日立土木㈱ 317-0073 日立市幸町2-18-5 0294(22)2121

31 〃 樫村 守 ㈱岡部工務店 316-0003 日立市多賀町2-10-7 0294(36)1681

32 〃 白土 仙一郎 ㈱白土工務店 316-0003 日立市多賀町5-8-13 0234(33)1014

33 鉾田 羽生 義隆 ㈱羽生工務店 311-1705 行方市内宿1033-1 0291(35)3148

34 〃 伊東 久夫 ㈱伊東建設 311-1523 鉾田市串挽465-1 0291(33)3061

35 〃 高橋 修一 高橋建設㈱ 311-1712 行方市繁昌353-1 0291(35)3311

36 〃 中野 久 ㈱中野建設 311-1405 鉾田市上太田441 0291(37)0515

37 〃 根崎 茂 ㈱根崎工務店 311-3512 行方市玉造甲850 0299(55)2235

38 潮来 石津 健光 常総開発工業㈱ 314-0134 神栖市賀2108-8 0299(92)3875

39 〃 松﨑 里志 松崎建設㈱ 311-2436 潮来市牛堀171-1 0299(64)2918

40 〃 飛田 喜代志 ㈱飛田工務店 314-0034 鹿嶋市鉢形1293 0299(82)5920
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41 〃 重田 弘明 ㈱鹿島建設 314-0408 神栖市波崎6990 0479(44)1059

42 〃 小山 竜男 小若建設㈱ 314-0144 神栖市大野原1-5-26 0299(92)2282

43 〃 松崎 陽樹 ㈱松崎土木 311-2446 潮来市須賀南117 0299(63)0377

44 〃 関 伊津夫 ㈱茂木工務店 311-2421 潮来市辻66-3 0299(62)2545

45 竜ヶ崎 細谷 武史 大昭建設㈱ 301-0822 龍ヶ崎市1686 0297(64)1511

46 〃 松浦 一久 松浦建設㈱ 300-0331 稲敷郡阿見町阿見608-3 029(887)1771

47 〃 熱田 勝義 平山建設㈱ 300-0638 稲敷市古渡851-1 029(894)3902

48 〃 佐々木 孝夫 常磐建設㈱ 301-0824 龍ヶ崎市2957 0297(62)2121

49 〃 増川 剛 増川建設㈱ 301-0005 龍ヶ崎市川原代町5847-7 0297(64)1522

50 〃 木村 保幸 ｷﾑﾗ工業㈱ 300-1234 牛久市中央3-22-1 029(870)2111

51 〃 根本 和明 日高見建設工業㈱ 300-0513 稲敷市桑山403 029(892)0707

52 土浦 佐々木 勇 佐々木建設㈱ 300-0051 土浦市真鍋1-16-24 029(824)1234

53 〃 山本 和男 ㈱山本工務店 300-0031 土浦市東崎町11-5 029(821)1105

54 〃 小林 伸行 ㈱新みらい 300-2436 つくばみらい市絹の台2-2-3 0297(34)1088

55 〃 斉藤 実 ㈱斉藤建設 300-0805 土浦市宍塚町1677-1 029(821)2891

56 〃 大和田 米吉 ㈱大和田建設 305-0831 つくば市西大橋13-3 029(836)1304

57 〃 吉田 雅幸 ﾔｼﾏ建設㈱ 300-0844 土浦市乙戸882-1 029(841)0061

58 〃 久保田 孝 ㈱進貢 315-0125 石岡市山崎3335-1 0299(46)2471

59 〃 洒井 幸一 ㈱霞工業 300-0813 土浦市富士崎1-15-1 029(821)2033

60 〃 池田 有孝 池田林業㈱ 300-0021 土浦市菅谷町乙1467 029(831)1441

61 〃 海老原 雅夫 成建工業㈱ 300-2307 つくばみらい市板橋3022-7 0297(58)8613

62 筑西 柴 勝 ㈱柴建設 308-0004 筑西市国府田1346-2 0296(22)3057

63 〃 滝田 富祐 瀧田建設㈱ 308-0031 筑西市丙190-1 0296(22)2425

64 〃 小藥 拓巳 ㈱小薬建設 308-0805 筑西市稲野辺45 0296(22)5266

65 〃 大内 康意 大内建設㈱ 308-0857 筑西市小川1453 0296(28)0611

66 常総 中川原 勇 石塚産業㈱ 304-0814 下妻市宗道86-3 0296(43)1377

67 〃 山本 宗一 ㈱下妻建設 304-0028 下妻市下木戸350 0296(44)3104

68 〃 岡野 雅男 正栄工業㈱ 303-0031 常総市水海道山田町4733 0297(22)0111

69 〃 染谷 正美 染谷建設㈱ 303-0043 常総市内守谷町3041 0297(27)1311

70 境 新井 孝 ㈱新井建設工業 306-0403 猿島郡境町蛇池399 0280(87)0500

71 〃 小沢 勲 小沢道路㈱ 306-0226 古河市女沼284-8 0280(84)0578

72 〃 野口 惠夫 ㈱野口組 306-0501 坂東市逆井1820-60 0280(88)0437

73 〃 高橋 正 ㈱高橋芝園土木 306-0232 古河市東牛谷318-1 0280(98)2056

74 〃 菊地 和幸 ㈱五霞建設 306-0305 猿島郡五霞町冬木730-1 0280(84)0577

75 専務理事 岩田 豊 (一社)茨城県建設業協会 310-0062 水戸市大町3-1-22建設センター2F 029(221)5126

76 常務理事 岩上 康雄 〃 〃 〃 〃


