
〒310-0062　茨城県水戸市大町三丁目1番22号

茨城県建設業協同組合

組 合 員 名 簿

令和　５年 　２月　１日現在

TEL・FAX　029-225-8284



№ 役職 氏　名 商　号
1 理事長 石津　健光 常総開発工業㈱
2 副理事長 細谷　武史 大昭建設㈱

3 〃 秋山　光伯 ㈱秋山工務店

4 〃 大藤　博文 ㈱大藤組
5 〃 下田　德行 菅原建設㈱
6 〃 小林　伸行 ㈱新みらい
7 〃 新井　　孝 ㈱新井建設工業

№ 地区 氏　名 商　号

1 水戸 下田　德行 菅原建設㈱

2 水戸 田口　誠壽 ㈱田口工務店

3 水戸 田口　恵一郎 田口建設工業㈱

4 水戸 根本　勝義 ㈱根本工務店
5 太田 瀬谷　　實 瀬谷建設㈱
6 太田 梅原　基弘 ㈱梅原工務店

7 常陸大宮 髙野　　潔 ㈱髙野工務店

8 常陸大宮 瀧　　文雄 ㈱瀧工務店

9 常陸大宮 大久保　良弘 ㈱若葉工務店

10 大子 大藤　博文 ㈱大藤組
11 高萩 秋山　光伯 ㈱秋山工務店
12 高萩 鈴木　一良 鈴縫工業㈱
13 高萩 中野　　章 ㈱根本組
14 鉾田 羽生　義隆 ㈱羽生工務店

15 鉾田 伊東　久夫 ㈱伊東建設

16 潮来 石津　健光 常総開発工業㈱

17 潮来 松﨑　里志 松崎建設㈱

18 潮来 小山　竜男 小若建設㈱
19 竜ケ崎 細谷　武史 大昭建設㈱
20 竜ケ崎 松浦　一久 松浦建設㈱

21 土浦 小林　伸行 ㈱新みらい
22 土浦 山本　和男 ㈱山本工務店

23 土浦 斉藤　　実 ㈱斉藤建設
24 土浦 石濱　美喜男 ㈱近藤工務店

25 筑西 小藥　拓巳 ㈱小薬建設

26 筑西 大内　康意 大内建設㈱
27 常総 中川原　勇 石塚産業㈱
28 常総 山本　宗一 ㈱下妻建設

29 境 新井　　孝 ㈱新井建設工業
30 境 小沢　　勲 小沢道路㈱

31 員外 岩上　康雄　 茨城県建設業協同組合

№ 地区 氏　名 商　号
1 水戸 尾曽　賢和 東洋工業㈱

2 常陸大宮 安　　雅人 ㈱やすくら工務店
3 土浦 高田　　稔 ㈱高田工務店

正副理事長

理事

監事



№ 地区 氏　名 商　号
1 水戸 下田　德行 菅原建設㈱
2 水戸 田口　誠壽 ㈱田口工務店

3 水戸 田口　恵一郎 田口建設工業㈱

4 水戸 根本　勝義 ㈱根本工務店
5 水戸 尾曽　賢和 東洋工業㈱
6 水戸 鈴木　勝彦 ㈱鈴木良工務店
7 水戸 大貫　茂男 ㈱大貫工務店
8 水戸 関口　　宏 ㈱関口工務店
9 太田 瀬谷　　實 瀬谷建設㈱
10 太田 梅原　基弘 ㈱梅原工務店

11 太田 井坂　陽介 ㈱井坂組

12 常陸大宮 髙野　　潔 ㈱髙野工務店

13 常陸大宮 瀧　　文雄 ㈱瀧工務店

14 常陸大宮 大久保　良弘 ㈱若葉工務店

15 常陸大宮 安　　雅人 ㈱やすくら工務店
16 常陸大宮 野木　　滋 ㈱有路工務店
17 常陸大宮 龍﨑　眞一 ㈱龍﨑工務店

18 大子 大藤　博文 ㈱大藤組

19 大子 藤田　　強 ㈱藤田工務店

20 高萩 秋山　光伯 ㈱秋山工務店

21 高萩 鈴木　一良 鈴縫工業㈱
22 高萩 中野　　章 ㈱根本組
23 高萩 樫村　　守 ㈱オカベ
24 高萩 沢畑　正剛 日立土木㈱
25 鉾田 羽生　義隆 ㈱羽生工務店

26 鉾田 伊東　久夫 ㈱伊東建設

27 潮来 石津　健光 常総開発工業㈱

28 潮来 松﨑　里志 松崎建設㈱

29 潮来 小山　竜男 小若建設㈱
30 潮来 阪口　樹利 三光建設㈱
31 竜ケ崎 細谷　武史 大昭建設㈱

32 竜ケ崎 松浦　一久 松浦建設㈱
33 竜ケ崎 佐々木　孝夫 常磐建設㈱

34 土浦 小林　伸行 ㈱新みらい
35 土浦 山本　和男 ㈱山本工務店

36 土浦 斉藤　　実 ㈱斉藤建設

37 土浦 石濱　美喜男 ㈱近藤工務店
38 土浦 高田　　稔 ㈱高田工務店
39 土浦 関　　和郎 ㈱折本工業

40 土浦 小林　圭一 谷原建設㈱
41 土浦 池田　有孝 池田林業㈱

42 筑西 小藥　拓巳 ㈱小薬建設
43 筑西 大内　康意 大内建設㈱

44 筑西 志賀野　明範 アキラ建設㈱
45 常総 中川原　勇 石塚産業㈱

46 常総 山本　宗一 ㈱下妻建設
47 常総 染谷　正美 染谷建設㈱

48 境 新井　　孝 ㈱新井建設工業
49 境 小沢　　勲 小沢道路㈱

50 境 高橋　　正 ㈱高橋芝園土木
51 境 野口　惠夫 ㈱野口組

総代



組合員

№ 地区名 商号又は名称 代表者名 〒 住　　　　　　　　所 電話番号

1 水戸 ㈱葵建設工業 栗原　真由子 310-0063 水戸市五軒町2-2-7 029-225-1144

2 水戸 ㈱秋山工務店 秋山　進 310-0903 水戸市堀町1108-8 029-350-7801

3 水戸 ㈲市毛工務店 市毛　美恵子 311-1114 水戸市塩崎町3 029-269-2235

4 水戸 宇野建設工業㈱ 宇野　健司 311-3135 東茨城郡茨城町海老沢6 029-293-6008

5 水戸 海老澤建設㈱ 海老澤　亨 310-0815 水戸市本町3-16-32 029-221-7407

6 水戸 ㈱大内工務店 大内　常男 310-0818 水戸市東台1-10-6 029-221-4921

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

8 水戸 加治設備工業㈱ 皆藤　ひで子 310-0844 水戸市住吉町73-10 029-248-4650

9 水戸 ㈲柏土建 柏　均 311-4152 水戸市河和田3-2338-4 029-253-5276

10 水戸 ㈱要建設 髙野　賢 310-0804 水戸市白梅1-2-36 029-226-1166

11 水戸 株木建設㈱ 株木　康吉 310-0845 水戸市吉沢町311-1 029-248-0222

12 水戸 ㈱菊地工務店 菊地　弘 311-1301 東茨城郡大洗町磯浜町1110 029-267-3007

13 水戸 ㈲北島工務店 北島　博 310-0844 水戸市住吉町141-2 029-248-3455

14 水戸 ㈱共同建設 小口　秀久 310-0036 水戸市新荘3-2-6 029-221-2638

15 水戸 ㈱桐原工務店 桐原　耕一 311-4321 東茨城郡城里町粟339-2 029-289-2395

16 水戸 ㈱K U N O 久野　寛光 311-4151 水戸市姫子2-162-1 029-251-2429

17 水戸 ㈱雲井工務店 雲井　万貴子 311-1111 水戸市小泉町267-1 029-269-4497

18 水戸 ㈲粉林土木 小林　智光 310-0914 水戸市小吹町1133-1 029-241-5300

19 水戸 昭和建設㈱ 小松原　仁 310-8525 水戸市千波町1905 029-241-2161

20 水戸 菅原建設㈱ 下田　德行 310-0804 水戸市白梅1-2-33 029-224-6561

21 水戸 ㈱鈴木良工務店 鈴木　勝彦 310-0034 水戸市緑町1-1-4 029-224-0620

22 水戸 関口工業㈱ 関根　一利 311-4344 東茨城郡城里町阿波山108-1 029-289-2003

23 水戸 ㈱関口工務店 関口　宏 310-0045 水戸市新原2-4-33 029-251-5825

24 水戸 ㈱関根工務店 関根　貴雄 310-0033 水戸市常磐町2-3-17 029-221-4789

25 水戸 ㈲関根硝子店 関根　光男 310-0021 水戸市南町1-2-29 029-225-7105

26 水戸 瀬谷工業㈱ 瀬谷　光一 310-0064 水戸市栄町1-5-22 029-221-5915

27 水戸 仙波建設㈱ 仙波　郁雄 309-1611 笠間市笠間136 0296-72-0321

28 水戸 大恵建設㈱ 荻津　大恵 311-3107 東茨城郡茨城町小鶴1496 029-292-3108

29 水戸 大昭工業㈱ 木村　晃 311-3116 東茨城郡茨城町長岡370 029-292-1504

30 水戸 ㈱高田工務店 竹江　茂樹 309-1636 笠間市大郷戸306 0296-74-2330

31 水戸 田口建設工業㈱ 田口　恵一郎 310-0803 水戸市城南3-12-6 029-221-9047

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

33 水戸 ㈱田村工務店 田村　貴也 310-0024 水戸市備前町6-43 029-226-4141

34 水戸 靏田運送㈱ 靏田　昌司 311-1123 水戸市下入野町1658 029-269-2400

35 水戸 ㈲東海組 小高　廣子 311-4302 東茨城郡城里町那珂西2490 029-288-3091

36 水戸 東洋工業㈱ 尾曽　賢和 310-0055 水戸市袴塚1-4-17 029-225-1231

37 水戸 ㈱豊島工務店 豊島　太一郎 310-0851 水戸市千波町2806 029-241-6101

38 水戸 ㈱内藤工務店 内藤　裕一郎 311-3423 小美玉市小川383-11 0299-58-2050

39 水戸 ㈱西山工務店 西山　孝 310-0035 水戸市東原3-5-18 029-224-5146

40 水戸 ㈱根本工務店 根本　勝義 310-0913 水戸市見川町2131-436 029-241-1227

41 水戸 ㈲野口工務店 野口　祐雄 311-1307 東茨城郡大洗町桜道325 029-267-2771

42 水戸 塙建設工業㈱ 塙　富美子 310-0043 水戸市松が丘1-3-5 029-228-6501

43 水戸 平和建設㈱ 長谷川　紀子 310-0825 水戸市谷田町660 029-225-3711

44 水戸 ㈱北條製作所 北條　誠司 310-0836 水戸市元吉田町342-2 029-247-3906

45 水戸 ㈱松浦工務店 松浦　義文 311-3131 東茨城郡茨城町小堤1743-1 029-292-0069

46 水戸 水戸土建工業㈱ 荒川　繁美 310-0055 水戸市袴塚3-10-41 029-224-1006

47 水戸 六美建設㈱ 清水　愼一 311-3116 東茨城郡茨城町長岡1798 029-292-0325

48 水戸 ㈱綿正工務店 小田木　一義 311-4141 水戸市赤塚2-2029-60 029-251-4903

49 水戸 和多屋建設工業㈱ 福田　公一 319-0206 笠間市安居1465-3 0299-57-1860

50 太田 会沢建設㈱ 宇野　泉 313-0045 常陸太田市粟原町858-1 0294-72-0181

51 太田 ㈱井坂組 井坂　陽介 313-0125 常陸太田市大里町3974 0294-76-2005

52 太田 ㈲石井建設 石井　あつ子 313-0223 常陸太田市和田町1029-2 0294-85-1001

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



組合員

№ 地区名 商号又は名称 代表者名 〒 住　　　　　　　　所 電話番号

54 太田 大木建設㈱ 和田　昭一 313-0031 常陸太田市岡田町15-3 0294-74-5057

55 太田 太田建設協会開発㈲ 瀬谷　實 313-0013 常陸太田市山下町1252-3 0294-72-2964

56 太田 ㈱大森組 大森　　　豊 313-0007 常陸太田市新宿町303-1 0294-72-2525

57 太田 ㈱岡田建設 岡田　寿浩 313-0046 常陸太田市上河合町1654　 0294-72-0696

58 太田 珂北開発㈱ 石崎　ちよ子 313-0131 常陸太田市花房町51-1 0294-76-2088

59 太田 ㈱後藤工務店 後藤　一憲 313-0214 常陸太田市和久町1478 0294-85-0339

60 太田 ㈱小林建設 小林　信昭 311-0504 常陸太田市小中町986 0294-82-2600

61 太田 斎藤建設㈱ 斎藤　英行 313-0013 常陸太田市山下町4173 0294-73-0015

62 太田 ㈲柴田工務店 柴田　隆男 313-0023 常陸太田市亀作町528-3 0294-74-4588

63 太田 ㈱水府工務店 平山　巌 313-0222 常陸太田市松平町49-15 0294-85-0041

64 太田 ㈱鈴木組 鈴木　一司 313-0022 常陸太田市真弓町2297-1 0294-74-2050

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

66 太田 ㈲飛田組 飛田　純一 313-0112 常陸太田市岩手町747 0294-76-2183

67 太田 ㈲生田目工務店 生田目　勝義 313-0033 常陸太田市小目町2979 0294-74-3086

68 太田 西野塗装工業㈱ 西野　昭 313-0056 常陸太田市西一町2334-6 0294-72-1211

69 太田 ㈱根本工務所 根本　敬久 311-0311 常陸太田市町屋町1487 0294-78-0036

70 太田 常陸建設㈱ 澤幡　俊弥 313-0004 常陸太田市馬場町1155 0294-72-2912

71 太田 日立商事㈱ 小林　啓繁 313-0016 常陸太田市金井町1786-2 0294-72-6262

72 常陸大宮 ㈱浅川建設 浅川　久志 311-0117 那珂市豊喰428 029-298-3722

73 常陸大宮 ㈱有路工務店 野木　滋 312-0043 ひたちなか市共栄町8-13 029-272-3434

74 常陸大宮 ㈱井上工務店 井上　美智子 311-1214 ひたちなか市和田町1-10-13 029-263-0211

75 常陸大宮 打越建設㈲ 打越　勝夫 312-0011 ひたちなか市大字中根1360 029-272-7846

76 常陸大宮 ㈱大曽根建設 大曽根　理一郎 312-0003 ひたちなか市足崎1474-46 029-275-1888

77 常陸大宮 ㈲太田建設工業 太田　宏 312-0032 ひたちなか市津田2582-2 029-273-2311

78 常陸大宮 大宮建設工業㈱ 阿久津　稔 319-2136 常陸大宮市上村田1092-2 0295-52-2528

79 常陸大宮 掛札建設㈱ 掛札　良子 319-3111 常陸大宮市山方1002-2のイ 0295-57-2602

80 常陸大宮 ㈱亀山工務店 飯塚　仁 311-1231 ひたちなか市柳沢659-1 029-263-6722

81 常陸大宮 ㈱河野工務店 河野　武 319-1117 那珂郡東海村東海2-1-19 029-282-1333

82 常陸大宮 ㈲桑名工業所 桑名　文雄 319-2412 常陸大宮市小瀬沢336 0295-56-2209

83 常陸大宮 小林建設工業㈲ 小林　由夫 312-0025 ひたちなか市武田390-6 029-272-7126

84 常陸大宮 ㈱小林工務店 小林　満 319-2144 常陸大宮市泉542-12 0295-52-3650

85 常陸大宮 ㈱澤畑工務店 澤畑　彦一 312-0003 ひたちなか市足崎1263-13 029-285-0632

86 常陸大宮 ㈱進栄 高野　裕 319-2256 常陸大宮市田子内町3200-1 0295-52-1242

87 常陸大宮 砂押工業㈱ 砂押　義郎 312-0002 ひたちなか市高野338-4 029-285-3626

88 常陸大宮 大栄建設㈱ 大曽根　篤 319-2254 常陸大宮市北町40 0295-52-0143

89 常陸大宮 ㈱大栄建設 大内　久美 312-0011 ひたちなか市中根六ツ野4817-13 029-274-4658

90 常陸大宮 高倉建設工業㈱ 髙倉　美佳 312-0012 ひたちなか市馬渡2898-2 029-274-1691

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

92 常陸大宮 ㈱瀧工務店 瀧　文雄 319-2204 常陸大宮市富岡191 0295-52-0161

93 常陸大宮 ㈱鶴田組 鶴田　哲男 311-0105 那珂市菅谷4458-73 029-298-1135

94 常陸大宮 東水建設㈱ 千葉　和男 311-1203 ひたちなか市平磯町1576-1 029-262-2505

95 常陸大宮 ㈱中島工務店 中島　金作 312-0012 ひたちなか市馬渡字向野2975-4 029-274-3311

96 常陸大宮 長山工業㈱ 長山　朋之 311-4501 常陸大宮市門井145-6 0295-55-2527

97 常陸大宮 那北建設㈱ 山崎　浩 319-2513 常陸大宮市氷之沢西ノ内3-1 0295-58-2510

98 常陸大宮 ㈲日本建商 磯前　伸江 319-1102 那珂郡東海村石神内宿2482-1 029-283-3163

99 常陸大宮 野上建設㈱ 野上　記子 319-3114 常陸大宮市野上257 0295-57-2521

100 常陸大宮 ㈲野上産業 野上　典之 319-2221 常陸大宮市八田47 0295-52-1866

101 常陸大宮 橋本建設㈱ 橋本　直行 311-1235 ひたちなか市田中後39-6 029-262-3924

102 常陸大宮 ㈱蓮田工務店 蓮田　征孝 312-0052 ひたちなか市東石川1-14-7 029-272-3656

103 常陸大宮 増子建設㈱ 増子　秀典 319-2263 常陸大宮市南町267 0295-52-0079

104 常陸大宮 ㈲森嶋建設 森嶋　和広 319-2224 常陸大宮市東野3100-1 0295-53-3451

105 常陸大宮 ㈱やすくら工務店 安　雅人 319-2144 常陸大宮市泉243 0295-52-0593

106 常陸大宮 ㈱ユニバーサル建設工業 小池　修一 312-0054 ひたちなか市はしかべ1-15-27 029-274-1681
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107 常陸大宮 ㈱弓野組 蓮田　弘美 319-2266 常陸大宮市抽ケ台町3372 0295-52-0392

108 常陸大宮 弓山建設工業㈱ 川﨑　悟 319-1117 那珂郡東海村東海1-1-23 029-282-1746

109 常陸大宮 横建工業㈱ 横須賀　光栄 312-0044 ひたちなか市元町2-8 029-272-2341

110 常陸大宮 ㈱龍﨑工務店 龍﨑　眞一 319-2601 常陸大宮市高部3978 0295-58-2311

111 常陸大宮 ㈱若葉工務店 大久保　良弘 319-2603 常陸大宮市鷲子1217 0295-58-2226

112 大子 ㈲石井工務店 石井　義明 319-3361 久慈郡大子町頃藤5766 0295-74-0718

113 大子 牛木建設㈱ 牛木　直之 319-3552 久慈郡大子町矢田162-3 0295-72-2330

114 大子 海老根建設㈱ 柳瀬　香織 319-3526 久慈郡大子町大子1835-2 0295-72-2608

115 大子 ㈲大沢工務店 益子　勇 319-3366 久慈郡大子町大沢2314-1 0295-74-0247

116 大子 大森建設㈱ 大森　利一郎 319-3703 久慈郡大子町上郷1226 0295-77-0011

117 大子 ㈱角石 石井　郁子 319-3361 久慈郡大子町頃藤5016 0295-74-1111

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

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

120 大子 ㈱藤田工務店 藤田　強 319-3551 久慈郡大子町池田2804 0295-72-0365

121 大子 ㈲益子 益子　正義 319-3361 久慈郡大子町頃藤3639-2 0295-74-0127

122 大子 益子建設㈱ 益子　玉枝 319-3704 久慈郡大子町上野宮814 0295-72-2275

123 高萩 ㈱秋山工務店 秋山　芳久 316-0022 日立市大沼町1-7-1 0294-34-2233

124 高萩 ㈱飯島土建 佐藤　利和 316-0002 日立市桜川町2-12-12 0294-33-1665

125 高萩 茨城日鉱建設㈱ 松田　直樹 317-0055 日立市宮田町1-1-33 0294-23-3148

126 高萩 ㈱魚田土建 魚田　孝 316-0001 日立市諏訪町1-15-42 0294-33-3175

127 高萩 ㈱オカベ 岡部　英明 316-0003 日立市多賀町2-10-7 0294-36-1681

128 高萩 金成重機建設㈱ 金成　和彦 319-1304 日立市十王町友部3554-1 0294-39-3239

129 高萩 菊丸建設㈱ 菊池　久義 319-1416 日立市田尻町3-27-31 0294-43-1311

130 高萩 ㈱キタスイ総合設備 飯島　惠 319-1535 北茨城市華川町臼場321-22 0293-42-0348

131 高萩 小林建設㈱ 小林　優 316-0003 日立市多賀町3-6-7 0294-36-2318

132 高萩 ㈱小林工務店 野口　茂雄 316-0006 日立市末広町2-8-24 0294-32-3050

133 高萩 ㈱西丸設備 西丸　勇夫 319-1541 北茨城市磯原町磯原1-188 0293-42-2200

134 高萩 常磐開発㈱茨城営業所 髙木　純一 319-1556 北茨城市中郷町日棚783-16 0246-72-1100

135 高萩 常北開発㈱ 弘中　良雄 318-0023 高萩市島名1642-4 0293-23-4672

136 高萩 ㈱白土工務店 白土　仙一郎 316-0003 日立市多賀町5-8-13 0294-33-1014

137 高萩 ㈱菅原工務店 菅原　秀夫 319-1532 北茨城市華川町上小津田1670-18 0293-42-1261

138 高萩 鈴縫工業㈱ 鈴木　一良 317-0077 日立市城南町1-11-31 0294-22-5311

139 高萩 大城建設㈱ 小山　繁 319-1543 北茨城市磯原町豊田1-154 0293-42-0203

140 高萩 大洋建設㈲ 大高　洋司 318-0021 高萩市安良川1232-4 0293-24-4288

141 高萩 田岡建設㈱ 田岡　慎輔 316-0003 日立市多賀町4-2-30 0294-34-5233

142 高萩 多賀土木㈱ 松山　昭彦 316-0004 日立市東多賀町2-2-3 0294-36-0111

143 高萩 ㈱丹工務店 丹　誠一郎 319-1713 北茨城市関南町仁井田109 0293-46-0307

144 高萩 東海建設㈱ 山本　淳一 319-1702 北茨城市大津町1367-2 0293-46-3235

145 高萩 ㈱中井工務店 中井　將史 318-0034 高萩市高萩349-1 0293-22-2604

146 高萩 日興建設㈱ 安　勝彦 318-0021 高萩市安良川915-4 0293-23-3711

147 高萩 日新建設㈱ 秋山　宗久 316-0013 日立市千石町3-19-21 0294-36-2422

148 高萩 ㈱根本組 中野　章 318-0032 高萩市大和町3-4 0293-22-2547

149 高萩 ㈱塙建設 塙　正雄 316-0012 日立市大久保町5-4-16 0294-36-0470

150 高萩 日立土木㈱ 須田　要介 317-0073 日立市幸町2-18-5 0294-22-2121

151 高萩 藤和建設㈱ 三澤　俊介 317-0071 日立市鹿島町3-5-2 0294-21-0067

152 高萩 ㈱古川工務店 古川　英希 319-1221 日立市大みか町2-21-12 0294-52-3254

153 高萩 益三建設㈱ 益子　朋 317-0051 日立市滑川本町4-25-16 0294-23-2200

154 高萩 ㈱ミナカワ 田部　充 317-0062 日立市平和町1-10-14 0294-21-4401

155 高萩 山川建設㈱ 鴨志田　智 318-0021 高萩市安良川字西の入1305-5 0293-22-3077

156 高萩 ㈱吉田組 吉田　長邦 319-1304 日立市十王町友部1866 0294-39-2331

157 高萩 ㈱利光工務店 影山　嘉一 318-0021 高萩市安良川757-1 0293-23-0743

158 鉾田 ㈱伊東建設 伊東　久夫 311-1523 鉾田市串挽465-1 0291-33-3061

159 鉾田 ㈱内田建設 山澤　明子 311-1517 鉾田市鉾田1983 0291-32-2063
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160 鉾田 斉藤建設㈱ 齋藤　洋子 311-1705 行方市内宿895-1 0291-35-2853

161 鉾田 常陽開発工業㈱ 小野口　整慶 311-3512 行方市玉造甲368-1 0299-55-0206

162 鉾田 ㈱水郷園建設 鈴木　琴美 311-3811 行方市四鹿207-1 0299-73-2006

163 鉾田 ㈲菅谷工務店 菅井　真紀 311-1523 鉾田市串挽107 0291-32-3712

164 鉾田 高橋建設㈱ 高橋　修一 311-1712 行方市繁昌353-1 0291-35-3311

165 鉾田 ㈱田口建設工業 飯名　智恵子 311-2102 鉾田市台濁沢398-2 0291-39-3375

166 鉾田 ㈱田中工務店 田中　忠 311-1517 鉾田市鉾田582-1 0291-32-2705

167 鉾田 ㈱中央建設 雨宮　達也 311-1516 鉾田市新鉾田1-1-9 0291-33-4375

168 鉾田 ㈱沼田工務店 沼田　一男 311-2116 鉾田市札146-1 0291-39-2448

169 鉾田 ㈱根崎工務店 根﨑　茂 311-3512 行方市玉造甲850 0299-55-2235

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

171 鉾田 藤﨑建設工業㈱ 藤﨑　政行 311-3815 行方市新宮745 0299-73-2123

172 鉾田 ㈱宮内土建 宮内　穂積 311-3822 行方市岡253 0299-73-3387

173 潮来 飯島建設㈱ 飯島　康司 311-2424 潮来市潮来682 0299-62-2007

174 潮来 石津産業㈱ 石津　稔 314-0018 鹿嶋市平井東2-5-1 0299-82-2335

175 潮来 ㈱江口工務店 江口　久美子 311-2447 潮来市曲松2673-5 0299-66-3174

176 潮来 小川建設㈱ 小川　壽 314-0115 神栖市知手5157-1 0299-96-1311

177 潮来 ㈱鹿島企業 安藤　祐章 314-0341 神栖市矢田部11528-1 0479-48-1115

178 潮来 ㈱鹿島建設 重田　弘明 314-0408 神栖市波崎6990 0479-44-1059

179 潮来 鹿島庭園㈱ 小松﨑　茂 314-0031 鹿嶋市宮中1992-1 0299-82-2045

180 潮来 鏑木建設㈱ 鏑木　保雄 314-0408 神栖市波崎6487 0479-44-4111

181 潮来 ㈱郡司建設 郡司　誠 314-0021 鹿嶋市粟生1711 0299-82-0381

182 潮来 幸武建設㈱ 野口　雅利 314-0143 神栖市神栖4-5-31 0299-92-5881

183 潮来 ㈱越川建設 越川　満夫 314-0121 神栖市溝口1655-1 0299-96-3698

184 潮来 小若建設㈱ 小山　竜男 314-0144 神栖市大野原1-5-26 0299-92-2282

185 潮来 ㈱西喜総業 西條　利喜男 314-0254 神栖市太田703-276 0479-46-4826

186 潮来 澤田建設㈱ 澤田　秀夫 311-2426 潮来市大塚野1-3-14 0299-62-2439

187 潮来 三光建設㈱ 阪口　樹利 314-0012 鹿嶋市平井1350 0299-82-8636

188 潮来 ㈱サンワ興業 大川　文子 314-0007 鹿嶋市 神向寺129 0299-82-7960

189 潮来 ㈱篠塚工業所 橋本　佳雄 311-2410 潮来市延方西1537 0299-66-3156

190 潮来 常総開発工業㈱ 石津　正美 314-0134 神栖市賀2108-8 0299-92-3875

191 潮来 大勝建設㈱ 宮内　　隆 314-0408 神栖市波崎8850 0479-44-0676

192 潮来 高木工業㈱ 高木　久 314-0002 鹿嶋市明石401 0299-82-1251

193 潮来 司建設㈱ 中村　昇 314-0408 神栖市波崎6507-1 0479-44-3822

194 潮来 ㈱知光 井出　知道 311-2424 潮来市潮来513-1 0299-62-4087

195 潮来 ㈱根本工務店 根本　正 314-0036 鹿嶋市大船津2054-1 0299-82-1438

196 潮来 ㈱波崎建設 下舘　雄樹 314-0408 神栖市波崎3726-2 0479-44-0272

197 潮来 ㈱飛田工務店 飛田　喜代志 314-0034 鹿嶋市鉢形1293 0299-82-5920

198 潮来 誠殖産工業㈱ 細田　誠一 314-0112 神栖市知手中央1-13-20 0299-96-1761

199 潮来 松崎建設㈱ 松﨑　里志 311-2436 潮来市牛堀171-1 0299-64-2918

200 潮来 ㈱茂木工務店 茂木　伊津夫 311-2421 潮来市辻66-3 0299-62-2545

201 潮来 森新建設㈱ 森　貴敬 314-0408 神栖市波崎8824-1 0479-44-0462

202 竜ケ崎 ㈱コウキ建設 根本　健樹 302-0001 取手市小文間4141-4 0297-74-7159

203 竜ケ崎 櫻井建設工業㈱ 櫻井　俊一 301-0011 龍ケ崎市横町4235-11 0297-62-0128

204 竜ケ崎 佐藤建設㈱ 佐藤　秀行 301-0005 龍ケ崎市川原代町3695 0297-62-7111

205 竜ケ崎 常陽建設㈱ 飯田　憲一 300-1512 取手市藤代357-8 0297-83-5115

206 竜ケ崎 正和産業㈱ 上沢　昌幸 302-0105 守谷市薬師台3-20-7 0297-45-0390

207 竜ケ崎 関建設工業㈱ 関　政弘 300-0504 稲敷市江戸崎甲3164 029-892-2110

208 竜ケ崎 大昭建設㈱ 細谷　武史 301-0822 龍ケ崎市1686 0297-64-1511

209 竜ケ崎 常磐建設㈱ 佐々木　孝夫 301-0824 龍ケ崎市下町2957 0297-62-2121

210 竜ケ崎 ㈲永井道路 永井　通雄 300-1614 北相馬郡利根町大字立崎1125 0297-68-3253

211 竜ケ崎 ㈱羽原工務店 寺田　一郎 301-0005 龍ケ崎市川原代町3975 0297-62-3950

212 竜ケ崎 日高見建設工業㈱ 根本　和明 300-0513 稲敷市桑山403 029-892-0707
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213 竜ケ崎 平山建設㈱ 平山　精作 300-0638 稲敷市古渡851-1 029-894-3902

214 竜ケ崎 細谷建設工業㈱ 細谷　よしの 300-1403 稲敷郡河内町金江津5107 0297-86-2111

215 竜ケ崎 増川建設㈱ 増川　剛 301-0005 龍ケ崎市川原代町5847-7 0297-64-1522

216 竜ケ崎 松浦建設㈱ 松浦　一久 300-0331 稲敷郡阿見町阿見608-3 029-887-1771

217 竜ケ崎 松尾建設㈱ 松尾　拓也 300-1153 稲敷郡阿見町実穀1333 029-841-1520

218 竜ケ崎 松原建設㈱ 佐川　克豊 300-0726 稲敷市西代2852 0299-78-2711

219 竜ケ崎 柳町トレンチャー㈱ 柳町　禮子 300-1412 稲敷市柴崎8838 0297-87-2039

220 竜ケ崎 吉田建設㈱ 吉田　いな子 300-0504 稲敷市江戸崎甲3085 029-892-2927

221 竜ケ崎 令和建設㈱ 由良　宣明 302-0110 守谷市百合ケ丘1-2402-1 0297-48-0431

222 土浦 ㈱赤塚土木興業 赤塚　剛 300-2345 つくばみらい市長渡呂252 0297-58-6213

223 土浦 飯岡建設㈱ 飯岡　美智代 305-0027 つくば市東岡536-1 029-857-3521

224 土浦 (有)飯島工業 飯島　一弘 305-0001 つくば市栗原5159-5 029-857-2561

225 土浦 池田林業㈱ 池田　有孝 300-0021 土浦市菅谷町乙1467 029-831-1441

226 土浦 池田技建工業㈱ 山口　謙太郎 300-4245 つくば市水守2141-1 029-867-1810

227 土浦 ㈱市村工務店 市村　進 300-0034 土浦市港町1-10-9 029-822-1666

228 土浦 市村土建㈱ 市村　　順 315-0116 石岡市柿岡2708-3 0299-43-1136

229 土浦 茨城県県南造園土木協業組合 外塚　真由美 300-0048 土浦市田中3-2-1 029-822-3771

230 土浦 ㈱大島工務店 大島　三郎 300-0038 土浦市大町6-8 029-821-2446

231 土浦 大塚工業㈱ 大塚　泰造 305-0053 つくば市小野川9-38 029-851-7237

232 土浦 ㈱大場工務店 大場　俊之 315-0117 石岡市佐久307 0299-43-0835

233 土浦 ㈱折本工業 関　和郎 300-0034 土浦市港町1-1-7 029-822-3166

234 土浦 ㈱霞工業 酒井　幸一 300-0813 土浦市富士崎1-15-1 029-821-2033

235 土浦 ㈱カタオカエンジニアリング 野口　智洋 300-0834 土浦市小岩田東1-9-23 029-875-8001

236 土浦 ㈱木村工務店 木村　政美 315-0018 石岡市若松1-4-8 0299-23-2323

237 土浦 栗原建設㈱ 栗原　敏弘 300-4114 土浦市上坂田1397 029-862-2731

238 土浦 郡司建設㈱ 岸　卓史 300-0837 土浦市右籾2775-3 029-841-0464

239 土浦 興民建設㈱ 大槻　正 315-0018 石岡市若松2-1-51 0299-22-5105

240 土浦 ㈱近藤工務店 石濱　 美喜男 305-0861 つくば市谷田部3229-3 029-836-0207

241 土浦 ㈱紺野工務店 紺野　仁平 315-0116 石岡市柿岡1925-1 0299-43-0128

242 土浦 ㈱斉藤建設 斉藤　実 300-0805 土浦市宍塚町1677-1 029-821-2891

243 土浦 斎藤商事㈱ 齊藤　津世紀 300-0048 土浦市田中3-1-17 029-822-3110

244 土浦 佐々木建設㈱ 佐々木　征史 300-0051 土浦市真鍋1-16-24 029-824-1234

245 土浦 篠﨑建設㈱ 篠﨑　久美子 315-0017 石岡市若宮4-5-11 0299-22-2583

246 土浦 島田建設㈱ 島田　哲 315-0014 石岡市国府2-4-34 0299-22-5145

247 土浦 ㈱新みらい 小林　伸行 300-2436 つくばみらい市絹の台2-2-3 0297-34-1088

248 土浦 鈴木林業㈱ 鈴木　昌平 315-0055 かすみがうら市稲吉南3-6-39 029-831-1800

249 土浦 ㈱西武開発工業 武藤　一雄 300-0844 土浦市乙戸字高山2-39 029-842-7542

250 土浦 関口工業㈱茨城支店 星野　博之 300-0873 土浦市荒川沖南区5-15 029-841-1415

251 土浦 ㈱高田工務店 高田　稔 300-2656 つくば市真瀬1089 029-836-0326

252 土浦 朝陽建設㈱ 矢口　直樹 315-0052 かすみがうら市下稲吉1852-6 0299-59-3621

253 土浦 千代田建設㈱ 須賀田　正江 315-0013 石岡市府中5-1-27 0299-22-3140

254 土浦 塚田陶管㈱ 塚田　哲生 300-4115 土浦市藤沢3578 029-862-2511

255 土浦 つくば都市緑化㈱ 柴崎　茂雄 300-2666 つくば市下別府489-81 029-847-6439

256 土浦 東亜興業㈱ 大和田　久進 315-0037 石岡市東石岡2-5-7 0299-26-2074

257 土浦 ㈱道路整備 稲葉　重明 300-2615 つくば市田倉5161-40 029-847-3940

258 土浦 中川ヒューム管工業㈱ 中川　喜久治 300-0051 土浦市真鍋1-16-11 029-821-3611

259 土浦 ㈱中野 中野　秀彦 300-3261 つくば市花畑2-6-32 029-864-4546

260 土浦 成島建設㈱ 成島　隆平 300-2307 つくばみらい市板橋3101 0297-58-1131

261 土浦 ㈱根本興業 根本　順一 305-0022 つくば市吉瀬1670 029-857-3219

262 土浦 ㈱長谷川工務店 長谷川　敏久 315-0007 石岡市染谷1189 0299-22-4543

263 土浦 原信田建設㈱ 原信田　栄 300-2307 つくばみらい市板橋1783 0297-58-0018

264 土浦 北条工業㈱ 島崎　崇 300-4351 つくば市上大島31-2 029-866-1251

265 土浦 星田建設工業㈱ 髙野　修也 305-0054 つくば市西大沼418 029-837-1245



組合員

№ 地区名 商号又は名称 代表者名 〒 住　　　　　　　　所 電話番号

266 土浦 ㈱松永工務店 松永　英信 315-0013 石岡市府中3-11-24 0299-22-3248

267 土浦 ㈱村上工務店 村上　嘉 300-2645 つくば市上郷7066-2 029-847-3331

268 土浦 ㈱谷口工務店 谷口　裕寿 300-4351 つくば市上大島966 029-866-0354

269 土浦 ヤシマ建設㈱ 吉田　雅幸 300-0844 土浦市乙戸882-1 029-841-0061

270 土浦 ㈱山田組 山田　宏 300-2314 つくばみらい市城中952 0297-58-2351

271 土浦 ㈱山本工務店 山本　和男 300-0031 土浦市東崎町11-5 029-821-1105

272 土浦 ㈱山六工務店 沼尻　和之 300-0873 土浦市荒川沖4-2 029-841-0004

273 土浦 谷原建設㈱ 小林　圭一 300-2454 つくばみらい市下長沼118-1 0297-52-2298

274 土浦 ㈱菱伸工営 関　英夫 315-0003 石岡市谷向町15-24 0299-23-5377

275 筑西 アキラ建設㈱ 志賀野　明範 308-0821 筑西市成田321 0296-24-2005

276 筑西 飯田建設興業㈲ 鮏川　和男 308-0104 筑西市木戸469-1 0296-37-6206

277 筑西 江田建設工業㈱ 江田　隆 308-0021 筑西市甲600 0296-25-0666

278 筑西 大内建設㈱ 大内　康意 308-0857 筑西市小川1453 0296-28-0611

279 筑西 ㈱小倉工務店 小倉　健太郎 307-0017 結城市若宮1-14 0296-32-2711

280 筑西 ㈱川田建材工業 川田　秀樹 308-0845 筑西市西方1705-4 0296-22-2080

281 筑西 ㈱小薬建設 小藥　拓巳 308-0805 筑西市稲野辺45 0296-22-5266

282 筑西 ㈱柴建設 柴　直樹 308-0004 筑西市国府田1346-2 0296-22-3057

283 筑西 瀧田建設㈱ 滝田　富祐 308-0031 筑西市丙190-1 0296-22-2425

284 筑西 ㈱田口工務店 田口　博康 308-0805 筑西市稲野辺266 0296-22-2346

285 筑西 ㈱中山工務店 中山　和朗 308-0822 筑西市塚原22 0296-25-0611

286 筑西 ㈱仁平工務店 仁平　一俊 309-1211 桜川市岩瀬1340 0296-75-2638

287 筑西 白田工建㈱ 白田　唯雄 300-4429 桜川市真壁町東矢貝683 0296-54-1121

288 筑西 ㈱常陸建設 飯島　賢一 309-1102 筑西市蓬田350-4 0296-57-5553

289 筑西 北條工業㈱ 北條　信行 307-0001 結城市結城3201-1 0296-32-8525

290 筑西 堀江産業㈱ 堀江　新一 308-0847 筑西市玉戸1080 0296-28-1033

291 筑西 ㈱マルイ興業 市村　次男 300-4507 筑西市内淀42 0296-52-1211

292 筑西 森建設㈱ 森　寛樹 308-0127 筑西市関本下46-1 0296-37-6227

293 筑西 ㈱ワイエスケイ 入田　好正 308-0041 筑西市乙836 0296-25-0005

294 筑西 渡辺工業㈱ 渡辺　真一 308-0031 筑西市丙145 0296-24-2171

295 常総 旭建設工業㈱ 柴　千代子 304-0819 下妻市鎌庭1335-1 0296-44-2572

296 常総 新井土木㈱ 新井　紀雄 300-2716 常総市大房27 0297-42-1230

297 常総 ㈱飯野工業 飯野　純幸 300-2726 常総市中沼757-1 0297-42-4720

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

299 常総 大坂建鋼㈱ 大坂　勇 300-2741 常総市国生1448 0297-42-4281

300 常総 ㈱大堀工務店 大堀　和久 303-0005 常総市水海道森下町4510 0297-22-1105

301 常総 ㈱クシタ建設 串田　一仁 304-0033 下妻市堀篭1399 0296-43-6522

302 常総 ㈱小林建設 小林　敏勝 300-2701 常総市若宮戸999 0297-42-3031

303 常総 ㈱下妻建設 山本　宗一 304-0028 下妻市下木戸350 0296-44-3104

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

305 常総 ㈱常和 岩崎　克彦 303-0031 常総市水海道山田町983-1 0297-22-2118

306 常総 鈴木鉄工建設㈱ 鈴木　敏男 304-0056 下妻市大字長塚290 0296-44-6000

307 常総 関建設㈱ 関　昌之 303-0022 常総市水海道淵頭町2963 0297-23-3325

308 常総 染谷建設㈱ 染谷　正美 303-0043 常総市内守谷町3041 0297-27-1311

309 常総 ㈱染谷工務店 中山　英俊 303-0022 常総市水海道淵頭町2982 0297-22-2871

310 常総 髙塚建設工業㈱ 髙塚　幹夫 300-3544 結城郡八千代町大字若1789 0296-48-2525

311 常総 ㈱端工務店 端　孝男 304-0031 下妻市高道祖1427 0296-43-7240

312 常総 初沢建設㈱ 初沢　真一 304-0067 下妻市下妻乙1221-1 0296-44-3538

313 常総 堀越建設㈱ 堀越　七三雄 303-0034 常総市水海道天満町2441 0297-22-0753

314 常総 横関建設㈱ 横関　順一 304-0822 下妻市皆葉637 0296-43-6011

315 境 ㈱青木建設 青木　由松 306-0301 猿島郡五霞町山王山278-1 0280-84-0022

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

317 境 ㈱内田組 杦田　實 306-0012 古河市旭町2-20-4 0280-32-7043

318 境 ㈱エイケン 永井　秋信 306-0204 古河市下大野2161-7 0280-91-2041
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319 境 ㈱岡本工務店 岡本　重男 306-0044 古河市新久田211-5 0280-48-5888

320 境 小川建設工業㈱ 小川　敦史 306-0216 古河市前林1998 0280-92-2811

321 境 小沢道路㈱ 小澤　勲 306-0226 古河市女沼284-8 0280-84-0578

322 境 加藤建設工業㈱ 加藤　裕司 306-0414 猿島郡境町大字内門681 0280-87-1503

323 境 ㈲栗田建設 栗田　浩司 306-0407 猿島郡境町稲尾726 0280-87-1690

324 境 ㈱五霞建設 菊地　和幸 306-0305 猿島郡五霞町冬木730-1 0280-84-0577

325 境 斉藤工事㈱ 斉藤　聖彦 306-0235 古河市下辺見2882 0280-32-4500

326 境 ㈱サンコー緑地建設 石川　髙夫 306-0053 古河市中田138 0280-48-1919

327 境 ㈱新栄開発 松本　浩治 306-0416 猿島郡境町伏木1373-1 0280-87-3122

328 境 ㈱関口建設 関口　清 306-0316 猿島郡五霞町釈迦2483-2 0280-84-0245

329 境 ㈱高橋芝園土木 高橋　正 306-0232 古河市東牛ヶ谷318-1 0280-98-2056

330 境 ㈱中村組 中村　裕之 306-0635 坂東市小泉989-1 0297-38-1555

331 境 生井工業㈱ 生井　康次郎 306-0211 古河市葛生1354 0280-92-0049

332 境 ㈱野口組 野口　惠夫 306-0501 坂東市逆井1820-60 0280-88-0437

333 境 坂東工業㈱ 狩野　貞男 306-0223 古河市上砂井128 0280-92-0305

334 境 ㈱福島工務店 福島　勝 306-0405 猿島郡境町塚崎676 0280-87-0198

335 境 森田建設工業㈱ 大橋　一博 306-0125 古河市仁連1347 0280-76-1331

336 境 ㈲山口建設 山口　元子 306-0615 坂東市大口2860 0297-39-2820

337 境 山下工業㈱ 山下　尚之 306-0433 猿島郡境町320 0280-87-0471

338 境 山中建設工業㈱ 山中　美登樹 306-0231 古河市小堤277-3 0280-98-3411

339 境 ㈱ヨコケン 横田　きみ江 306-0204 古河市下大野241-3 0280-92-2348

水戸 49

太田 22

常陸大宮 40

大子 11

高萩 35

鉾田 15

潮来 29

竜ケ崎 20

土浦 53

筑西 20

常総 20

境 25

合計 339

地区毎の組合員数


