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令和２年度通常総会を開催

各支部の支部長・副支部長が決定

ウイルス対策を徹底
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役員改選では、総会後

の理事会で石津健光会長

（潮来支部）の続投が承認

されました。

副会長には細谷武史氏

（竜ヶ崎支部）、秋山光伯

氏（高萩支部）、大藤博文

氏（大子支部）が再任と

なり、新たに下田德行氏

（水戸支部）、小林伸行氏（土浦支部）、新井孝氏（境

支部）が就任しました。

総会あいさつで石津会長は、会員企業の協会活

動への協力・支援、特に昨年の台風 19 号災害で

の復旧支援活動にあらためて感謝を表しました。

そして「本年度も会員企業の経営の安定・発展

のため、各種事業に積極的に取り組んでまいりた

い。会員各位のご理解とご協力を引き続きお願い

したい」と述べました。

議事では、令和元年度の事業報告や収支決算が

承認され、令和２年度事業計画および収支予算な

どが報告されました。

令和２年度も公共事業予算の安定的な確保・拡

大の要望、新・担い手３法など法改正への対応、

経営改善に資する講習会などの開催、生産性向上

に関する取り組み、地域貢献活動などを積極的に

推進します。

そのほかにも若年入職者の確保・育成へ現場見

学会・実習、インターンシップ、建設業合同企業

説明会などを行います。

働き方改革では、20 年度から毎月第２・第４

土曜日を一斉休工とするなどの取り組みを進め

ます。

女性活躍の推進では、令和元年度に発足した女

性部会「建女ひばり会」が女性技術者・技能者の

入職促進と定着に取り組みます。建設キャリア

アップシステムへの対応、労働災害防止活動など

も積極的に展開します。

任期満了に伴う役員改選では、理事 77 人、監

事７人を選任。その後の理事会で正副会長などを

選出しました。

再任された石津会長は、２年前の会長就任から

各支部の意見をよく聞き、円滑な協会運営に努め

てきたことに触れ、「建設業界は担い手の確保や

働き方改革などの課題に加え、新型コロナウイル

スへの対応など新たな課題にも直面しています。

引き続き各支部の意見を踏まえながら協会運営

を進めてまいりたい」と抱負を述べました。

さらに退任となった佐々木勇副会長、尾曽正人

副会長、柴勝副会長には、長年の貢献に対する感

謝状が贈呈されました。

令和２年度
通常総会石津会長の続投決定

石津会長

本会は６月12日、令和２年度定時総会を水戸市の茨城県建設技術研修センターで開催し、
２年度の事業計画などが承認されました。２年度も会員の経営の安定と発展のため、さらに建
設工事の品質確保と県民の安全・安心を確保するため、生産性向上、働き方改革、人材の確保・
育成、女性活躍の推進などに取り組みます。
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【会長】
　◆石津　健光（常総開発工業㈱）

【副会長】
　◆細谷　武史（大昭建設㈱）
　◆秋山　光伯（㈱秋山工務店）
　◆大藤　博文（㈱大藤組）
　◆下田　德行（菅原建設㈱）
　◆小林　伸行（㈱新みらい）
　◆新井　　孝（㈱新井建設工業）

【理事】
〔水戸支部〕
　◆田口　誠壽（㈱田口工務店）
　◆内藤　裕二（㈱内藤工務店）
　◆荒川　芳和（水戸土建工業㈱）
　◆田口恵一郎（田口建設工業㈱）
　◆株木　貴史（株木建設㈱）
　◆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　茂男（㈱大貫工務店）
　◆尾曽　賢和（東洋工業㈱）
　◆関根　貴雄（㈱関根工務店）

〔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㈱）
　◆千葉　　順（㈱千葉工務店）
　◆中野　　章（㈱根本組）
　◆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㈱）
　◆根崎　　茂（㈱根崎工務店）
　◆田口　年彦（㈱田口建設工業）

〔潮来支部〕
　◆松﨑　里志（松崎建設㈱）
　◆小山　竜男（小若建設㈱）
　◆阪口　樹利（三光建設㈱）
　◆重田　弘明（㈱鹿島建設）
　◆松﨑　陽樹（㈱松崎土木）
　◆関　伊津夫（㈱茂木工務店）

〔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㈱）
　◆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）
　◆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㈱）
　◆山口謙太郎（池田技建工業㈱）

〔筑西支部〕
　◆小藥　拓巳（㈱小薬建設）
　◆滝田　富祐（瀧田建設㈱）
　◆白田　唯雄（白田工建㈱）
　◆小貫　勝重（小貫建設㈱）
　◆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〕
　◆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
　　岩田　　豊（県建設業協会）
　◆常務理事
　　岩上　康雄（県建設業協会）

【監事】
　◆宇野　健司（宇野建設工業㈱）
　◆小林　　満（㈱小林工務店）
　◆迫祥　三郎（サコー建設㈱）
　◆細田　誠一（誠殖産工業㈱）
　◆関　　和郎（㈱折本工業）
　◆森　　寛樹（森建設㈱）
　◆梅木　康雄（東日本建設業保証㈱）

令和 2年度新役員が決まりました（敬称略）
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　本会の 12 支部の通常総会がこのほど支部ごと
に開かれ、任期満了に伴う役員改選を行い、支部
長・副支部長が決まりました。新たな支部長には
水戸支部の下田德行氏、土浦支部の小林伸行氏、
筑西支部の小藥拓巳氏が選任されました。

　各支部とも、令和２年度の事業計画に基づき、
研修会や講習会などの人材育成事業、清掃活動な
どの地域貢献事業、関係団体などとの意見交換会
などを積極的に展開し、地域に必要とされる建設
業としての役割を果たしていきます。

【水戸支部】
◆支 部 長＝下田　德行（菅原建設㈱）（新任）
◆ 副支部長＝田口　誠壽（㈱田口工務店）
　　　　　　内藤　裕二（㈱内藤工務店）
　　　　　　荒川　芳和（水戸土建工業㈱）
　　　　　　田口恵一郎（田口建設工業㈱）（新任）
　　　　　　株木　貴史（株木建設㈱）（新任）

【太田支部】
◆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）

【常陸大宮支部】
◆支 部 長＝髙野　　潔（㈱高野工務店）
◆ 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）

【大子支部】
◆支 部 長＝大藤　博文（㈱大藤組）
◆ 副支部長＝椎名　義正（㈱椎名工務店）
　　　　　　益子　　勇（㈲大沢工務店）

【高萩支部】
◆支 部 長＝秋山　光伯（㈱秋山工務店）
◆ 副支部長＝鈴木　一良（鈴縫工業㈱）
　　　　　　千葉　　順（㈱千葉工務店）
　　　　　　中野　　章（㈱根本組）

【鉾田支部】
◆支 部 長＝羽生　義隆（㈱羽生工務店）
◆副支部長＝伊東　久夫（㈱伊東建設）
　　　　　　中野　　久（㈱中野建設）
　　　　　　高橋　修一（高橋建設㈱）

【潮来支部】
◆支 部 長＝松﨑　里志（松崎建設㈱）
◆副支部長＝小山　竜男（小若建設㈱）
　　　　　　阪口　樹利（三光建設㈱）（新任）

【竜ヶ崎支部】
◆支 部 長＝細谷　武史（大昭建設㈱）
◆副支部長＝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㈱）

【土浦支部】
◆支 部 長＝小林　伸行（㈱新みらい）（新任）
◆副支部長＝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㈱）
　　　　　　久保　田孝（㈱進貢）

【筑西支部】
◆支 部 長＝小藥　拓巳（㈱小薬建設）（新任）
◆副支部長＝滝田　富祐（瀧田建設㈱）
　　　　　　白田　唯雄（白田工建㈱）（新任）
　　　　　　小貫　勝重（小貫建設㈱）（新任）

【常総支部】
◆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㈱）

【境支部】
◆支 部 長＝新井　　孝（㈱新井建設工業）
◆副支部長＝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）

12支部が通常総会開催 3支部で新支部長
水戸：下田氏　土浦：小林氏　筑西：小藥氏

12支部の支部長・副支部長（敬称略）
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茨城県建設業協同組合（石津健光理事長）の令
和２年度の通常総代会が６月 12 日、水戸市の茨
城県建設技術研修センターで開催され、第 50 期

（令和２年４月１日～令和３年３月 31 日）の事業
計画などが決定しました。

第 50 期も共済保険事業、県建設業振興資金事
業、地域建設業経営強化融資事業を実施し、組合
員の資金需要に対応し、経営の安定と健全な発展
に貢献していきます。

任期満了に伴う役員改選では石津健光理事長
が再選されました。

石津理事長は「役員一同、力を合わせ、組合発
展のために尽力していく。組合活動へのご支援ご
協力をお願いしたい」と抱負を述べました。

理事長、副理事長は次の方々です（敬称略）。

【理事長】
◆石津　健光（常総開発工業㈱）

【副理事長】
◆細谷　武史（大昭建設㈱）
◆秋山　光伯（㈱秋山工務店）
◆大藤　博文（㈱大藤組）
◆下田　德行（菅原建設㈱）
◆小林　伸行（㈱新みらい）
◆新井　　孝（㈱新井建設工業）

建設業労働災害防止協会茨城県支部（石津健
光支部長）の令和２年度の定時総会が６月 12 日、
水戸市の茨城県建設技術研修センターで開催さ
れ、令和２年度の事業計画案や予算案などが承認
されました。

令和２年度も、安全衛生教育を積極的に推進す
るとともに、安全パトロールの実施や安全衛生大
会の開催などを通して、労災防止への意識を高め
ていきます。

任期満了に伴う役員改選では、石津支部長が再
任されました。

あいさつで石津支部長は、建設業の労働災害防
止について「我々の大きな課題であり、防止活動
を着実に進めていく必要がある」と、同支部の活
動に理解と協力を求めました。

支部長、副支部長は次の方々です（敬称略）。
【支部長】
◆石津　健光（茨城県建設業協会会長）

【副支部長】
◆根子　　清（茨城県左官工業連合会会長）
◆細谷　武史（茨城県建設業協会副会長・竜ヶ崎支部長）
◆秋山　光伯（茨城県建設業協会副会長・高萩支部長）

第50期事業計画を決定 茨城県建設業協同組合
総代会

労働災害防止活動を推進
建災防茨城県支部
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【工事全般】
◆ 一時中止措置等については、受注者の申し出に

応じて対応

【設計積算】
◆ 一時中止した場合、工期や費用等を適切に設計変更
◆感染防止対策に係る費用の適切な設計変更

【入札契約】
◆入札手続き全般の柔軟な対応
　・入札参加申請書等の提出期限の延長
　・ヒアリングの原則省略
　・継続教育（ＣＰＤ）の評価対象期間の延長
◆発注ロットの拡大
◆直轄事務所発注工事における指名競争の活用
　・ 競争参加者が少数と見込まれる比較的難易度

が低い工事について、入札参加意欲を確認し、
施工能力を評価する方式（指名競争・総合評
価落札方式、フレームワーク方式）などの活用

◆概算数量発注の活用
◆監理技術者等の規制緩和
　・３カ月未満の雇用関係でも可
◆登録基幹技能者の講習修了証の有効期限延長

【施工段階】
◆検査、打ち合わせで電話、インターネット活用
◆監理技術者の専任緩和（途中交代も可）
◆工事書類の簡素化、現場臨場の積極活用
◆ 中間前払金および既済部分払等の手続きの簡

素化・迅速化

【成績評定】
◆ 感染拡大防止のために柔軟な対応を行った場

合でも成績評定で適切に評価

全国建設業協会では、国土交通省の新型コロナ
ウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づき、
各都道府県建設業協会および会員企業による建設
現場における工夫・実施を踏まえた対策事例を『地
域建設業における建設現場の新型コロナウイルス
感染症対策の実践』としてまとめました。

国土交通省のガイドラインと合せて、建設現場
の感染予防対策の徹底にご活用ください。

建設現場の基本対策
◆身体的距離の確保
　（できるだけ 2 ｍ空ける）

◆外出時や会話の際にはマスク着用

◆手洗い・うがいの励行

◆出勤前の健康状態の確認

建設現場のウイルス対策実践例–全建が作成

国土交通省の新型コロナウイルス
感染拡大防止に向けた直轄工事の取り扱い

新型コロナウイルス感染症対策で、国土交通省は直轄事業で進めている円滑な発注と施工体
制の確保に向けた具体的対策を継続します。
受注者からの申し出により一時中止や工期・履行期間を延長する措置、基本的な感染防止策
の徹底も行っていきます。

直轄工事の新型コロナウイルス感染症対策

円滑な発注、施工体制確保を
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大子支部（大藤博文支部長）では６月３日、特
定外来生物の「オオキンケイギク」の駆除活動を
行いました。国道１１８号の久慈川橋～福島県境
と御城橋～旧マルホン石油店前交差点間で作業に
汗を流しました。大子支部では平成 27 年度から
毎年、駆除作業を行っており、大藤支部長は「活
動も６回目。継続して行うことで駆除の成果が出
てきています」と話しています。

本会は、三光建設㈱（潮来支部、阪口樹利代表
取締役）が５月 28 日に開催した大学生や女性技
術者を対象とした現場研修に協力しました。

場所は、関東地方整備局が発注した「鹿島港外
港地区中央防波堤付属施設被膜工事・その２」の
現場。ペルメックス製作の見学や重機の試乗体験
などを実施。学生からは「現場は初めて見学した
が、楽しかった」などの声が寄せられました。

常総支部（中川原勇支部長）は５月 20 日、茨
城県常総工事事務所（白戸元文所長）と安全衛生
講習についての会合を開きました。今年度の講習
は新型コロナウイルスの拡大防止のため資料配布
による書面講習になります。

また意見交換を行い、コロナウイルスを踏まえ
た工事や資材の状況、工事発注の平準化などにつ
いて話し合いました。

本会の建設未来協議会（大
曽根理一郎会長）の通常総
会がこのほど開かれ、令和
２年度の事業計画などを決
定しました。各委員会や地
区会の活動を活発に展開し、

「建設産業の必要性と魅力を
伝える活動」を推進します。

大曽根会長は「建設産業
に求められることは自然災害そしてインフラ老
朽化への対処である。それらに確実にコミット
するため、大きな課題の一つである『担い手不
足』に対応するため、本年度も『建設産業の必
要性と魅力を伝える活動』を行ってまいります」
としています。

大大大大大子子子子支支支支支部部部部部大大大大子子子支支支支支部部部部
活活活活活動動動報報報告告告告告活活活活動動動報報報告告告
大子支部
活動報告
大子支部
活動報告

オオキンケイギク
の駆除に汗

大学生の建設現場
研修を支援

大学生の建設現場
研修を支援

常常常常総総総総支支支支支部部部部部常常常常総総総支支支支支部部部部
活活活活活動動動報報報告告告告告活活活活動動動報報報告告告
常総支部
活動報告
常総支部
活動報告

安全衛生講習の
内容確認

業界の魅力を発信
建設未来協議会が総会

大曽根会長
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本会の理事会が５月 22 日、水戸市の茨城県建
設技術研修センターで開かれ、令和元年度の事業
報告などが承認されました。石津健光会長は「建
設業は『地域の守り手』であり、県民の期待に応
えるためには経営基盤の安定化と担い手確保に取
り組まなければならない」とあいさつしました。

茨城県建設業協同組合の理事会が５月 22 日、
水戸市の茨城県建設技術研修センターで開かれ、
第 49 期（令和元年度）の事業報告などを了承し
ました。第 49 期も共済保険事業、県建設業振興
資金事業（工事代金立替制度）、地域建設業経営
強化融資事業などに取り組み、組合員の経営の安
定と発展を図りました。

本会は、会員企業の求人情報やインターンシッ
プ受け入れ情報などを掲載するＷＥＢサイト「い
ばらき建設業就職応援サイト」を開設しました。

求職者や就職を予定している学生などに会員
企業の情報を発信することで、求職者と建設業を
つなぐ架け橋の役割を果たしていきます。

会員の皆様には、同サイトへの積極的な掲載を
お願いいたします。掲載費用は無料。掲載には掲
載入力フォーム専用ＵＲＬからの入力が必須と
なります。入力方法などのお問い合わせは本部業
務課（電話 029-221-5126）まで。

サイトでは、企業一覧をはじめ地域（44 市町
村）、職種（土木系施工管理、営業系、事務系な
ど）、新卒・中途採用、インターンシップ（土木系、
建築系、事務系）などの検索ツールを活用するこ
とで、希望の企業や職種情報などをパソコンやス
マートフォンなどで見ることができます。

サイトは協会ホームページに掲載しています。
https ://ibakenjob.com/

就職応援サイト開設就職応援サイト開設就職応援サイト開設
企業情報の掲載を

第49期事業報告を承認
建設業協同組合が理事会

会員の動向
〈新規入会〉

▽常陸大宮支部
　㈲小林土建　小林悟代表
　〒 319-2102　那珂市瓜連 1741-2
　　　　　　　 電話 029-296-1466
▽竜ヶ崎支部
　菊水サトー建設㈱　飯山真一郎代表
　〒 300-1233　牛久市栄町 6-9
　　　　　　　 電話 029-872-9141

〈代表者変更〉
▽土浦支部
　佐々木建設㈱　小池 文男 → 佐々木 征史

ちょっと一言

梅雨を迎え、熱中症にも気を付けなければ
ならない時期となりました。加えて今年は、
新型コロナウイルス感染症対策も求められて
います。例年にない厳しい夏を迎えますが、
皆で乗り切っていきましょう。 　　　  （Ｋ）
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働き方改革など推進
理事会を開催
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