
https://www.youtube.com/user/tochiken2/

栃木県建設業協会YouTubeチャンネルをご覧ください!!

■宇都宮支部／TEL.028-636-5221　　■鹿 沼 支 部／TEL.0289-65-2020　　■日 光 支 部／TEL.0288-54-0140
■芳 賀 支 部／TEL.0285-82-2051　　■下都賀支部／TEL.0282-24-5420　　■塩 谷 支 部／TEL.0287-43-0142
■那 須 支 部／TEL.0287-22-2124　　■烏 山 支 部／TEL.0287-82-3161　　■安 蘇 支 部／TEL.0283-24-3838
■足 利 支 部／TEL.0284-71-0044

May
2021

vol.
19

建設工事のご相談は、お近くの建設業協会各支部にお気軽にお問い合わせください。

〒321-0933  栃木県宇都宮市簗瀬町1958-1一般社団法人栃木県建設業協会

◆
発
行
／
一
般
社
団
法
人
栃
木
県
建
設
業
協
会

　会
長

　谷
黒 

克
守

　

http://w
w
w
.tochiken.or.jp/

　◆
発
行
人
／
広
報
委
員
長

　岩
原
正
樹

　◆
編
集
・
デ
ザ
イ
ン
／
藤
﨑
印
刷
㈱

とちぎを
楽しもう

ぶらっと

フリーペーパー

ご自由に
お持ち
ください

FREE

2021
vol.19 May

この情報紙は 　　一般社団法人 栃木県建設業協会 がお届けしています

■本当は教えたくない「女性にも人気のグルメスポット」　■輝く女性たち「みんなから頼られる技術者になりたい」

休日は FC東京の試合へ

文系出身でも現場に携わりたい

初めての現場配属に緊張

新井 芹菜工事部

（足利支部）　

TEL.028-639-2611㈹　FAX.028-639-2985　URL  http://www.tochiken.or.jp/
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特集❶　鳥インフルエンザで防疫活動に栃木県建設業協会が出動
特集❷　建設業進化論
特集❸　高校生の感想～「建設業進化論」新聞記事を読んで !!
特集❹　ＰＲ動画「建設業で一緒に作ろう伝説を」

私は大学卒業後に岩澤建設(株)へ入社し、今年の4月で
３年目になります。大学では経済学を学んでいたのです
が、ものづくりがしたく土木業界を志望しました。です
ので、土木の知識を全く持たずに入社したため覚えるこ
とも多く、わからないことは先輩や上司に教わりながら
勉強の毎日です。先輩方は優しく丁寧に教えてくれるの
で土木の知識がない私でもしっかり理解できています。
また、当社では初の女性技術者ということもあり、会社
が様々な配慮をしてくれています。そのおかげで充実し
た日々を過ごせています。
入社して間もなく測量の基礎をしっかり学び、夏には
耐震補強の現場に配属されました。初めて現場に出た時
は、「私はやっていけるのか？」と不安でいっぱいでし
た。ですが、先輩が一から丁寧に教えてくれたので、現
場のことも徐々に理解できるようになり、やりがいを感
じるようになりました。また、現場に出ることでコミュ
ニケーションの大切さなどを学びました。最初は自分か
ら話すことができませんでしたが、工事が進むにつれて
作業員さんと話すことも増え、コミュニケーションもと
れるようになりました。

入社２年目には、初めて現場代理人として現場管理を
経験しました。いざ自分が現場代理人をやってみると、
自分の知識のなさを改めて実感しました。わからないこ
とは先輩や上司に聞いたり、自分で調べたりしながら悪
戦苦闘の日々でした。また、一年目の経験から作業員さ
んとなるべく多く話すことを心掛け、たくさんコミュニ
ケーションをとるようにしました。無事に竣工できたと
きは今までにない達成感を感じました。
まだまだわからないことだらけですが、日々勉強しな
がら少しでも多くのことを経験し、技術者として成長し
ていきたいです。今は仕事を覚えることや言われたこと
をこなすのに必死です
が、言われたこと以上
のことができるよう
な、頼られる技術者に
なりたいです。また、
女性技術者として、女
性目線で現場環境の整
備にも努めていきたい
と思います。少しでも
女性技術者が増える
きっかけとなれるよ
う、日々努力していき
たいと思います。

みんなから頼られる技術者になりたい Bratto
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鳥インフルエンザで防疫活動に が出動栃木県建設業協会

芳賀町の養鶏場で発生した「高病原性鳥インフルエンザ」の防疫措置に際し
て、本会の芳賀支部が支部員総出による24時間体制での埋却作業を行いました。
また、建設業協会からの指示により近隣地区の宇都宮支部においても応援態勢
を整えるべく待機等をし、栃木県と芳賀支部による迅速かつ的確な防疫措置によ
り３月15日に埋却作業が完了。使用済みの防護服や卵、飼料の埋却および消毒作
業など全ての作業は19日に完了いたしました。

芳賀町で県内初の発生が確認された『高病原性鳥インフルエンザ』の感染について、
栃木県建設業協会芳賀支部では、令和３年３月13日から栃木県との「特定家畜伝染病
発生時の防疫業務に関する協定」に基づき、防疫活動に取り組みました。

芳賀支部員による養鶏場の現地調査

【写真提供】栃木県

3/14
PM 9:20

「埋却作業」

3/15
AM 10:14

「埋却作業」

3/15

3/13
PM 3:14

「現地調査」

栃木県建設業協会では、防疫
業務のために備蓄している防
護具100セットを、栃木県芳
賀農業振興事務所へ寄贈いた
しました。

3/15
AM 10:47

「消毒作業」

福田とみかず知事がツイート!!
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「より良くなろう」の合言葉として
前述の考え方をもとに、「建設業進化論」というスローガンを考えました。現状を変え
ずに人びとの意識を変えようとするのではなく、今を見つめ、未来に向かって、もっと
進化していこうとすること。そうした私たちの姿勢を象徴する合言葉にしたいと思いま
した。

建設業は次のステージに向かうのだ、それを私たちが自ら実践していくのだ…という想
い。人びとに向けたメッセージであると同時に、私たち自身への誓いの言葉でもありま
す。この言葉とともに、力強く前に進んでいきたいと思います。

活動スローガン TOCHIKEN'S THEORY OF EVOLUTION

建設業進化論

基本的な考え方

生理的欲求

安全欲求

社会的欲求

承認欲求

自己実現欲求

安定

成長

貢献?
「変える」ためには、「変わる」こと
高齢化が進行する中、建設業にとって人材の確保は重要な
課題です。その対策としては、見栄えが良い「広告」を行
うことも考えられます。しかし、そのような広告は巷にあ
ふれ、今時なかなか信頼されません。大手ゼネコンをはじめ、
これまで多数の広告が作られてきましたが、結果として課
題は残ったままだったのではないでしょうか。

おそらく、人びとが抱くイメージを変えるには、見栄えだ
けを変えても難しい。自分たちのイメージを変えるには、
自分たちが本当に変わること、より良くなろうとする姿勢
を示すことだと考えたのです。

層別の切り口

同じ星をみつめる
では、一人ひとり、考え方やイメージが異なる中で、私た
ちはどのように変わっていけばよいのでしょうか。

まずは、社会の中で自分たちはどういった存在か、これか
らどうなりたいかといった価値観や理想像を話し合い、未
来に向けて共通の目標を掲げること。そして目標達成に向
けた具体的な行動を計画し、段階的に実行していくことで
す。そうした取り組みを重ねる中で、仲間同士の連帯がいっ
そう深まり、毎日の働き方に意義が生まれ、生産性やサー
ビスの質も高まっていくと考えました。

3つの視点で考える
建設業で働くことを呼びかける場合、「地図に残る仕事」「人
びとのために役立つ」といった表現は、どこまで刺さるで
しょうか。大きな夢や社会貢献を志す人には共感を高める
一方、生活を第一に考える人や、キャリアステップを描く
人には、響きづらいかもしれません。

そこで、多様な人びとの興味に即して建設業をアピールで
きるよう、マズローの欲求段階説に紐づけて「安定」「成長」
「貢献」の３つの視点で考えたいと思いました。そしてそれ
は、求人目的だけではなく、私たち自身の働き方を見直す
意味からも大切な視点だと思います。

一人ひとりが、伝道者
私たちで話し合い、私たちの理想を掲げ、私たちで計画・
実行していく…そのような「私たちの姿」は、人びとに対
しリアリティをともなって、共感や興味を喚起するのでは
ないかと期待します。

そして、私たちが主体であるからこそ、誰よりも私たち自
身が自らの言葉で、私たちの価値や魅力を人びとに伝える
ことができるのです。新聞や雑誌、YouTube、SNS 等は、
あくまで何かを伝える「媒体」でしかありません。大切な
のは「何を伝えるか」。その答えを私たち一人ひとりが持て
るようになるのです。

栃木県建設業協会の両面見開き広告を令和３年１月22日付け下 野新聞に掲載いたしました。内容は「建設業進化論」をテーマ
に、「安定」「成長」「貢献」の３つの切り口で、私たちの技 術向上や環境整備を訴求し、栃木県の建設業のイメージアップ
や担い手確保を促進するものです。「建設業進化論」および３ つの切り口が、どのような考えから導き出されたのか、ここに
ご紹介します。
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生徒の感想新聞記事を読んだ栃木県内各工業高校等の 名の1,1751,175

建設業協会が目標にしてい
ることを知り、将来就職す
る時、してからも、栃木県
内の建設業だったら安心だ
と思いました。

「見て覚えろ」という言葉は、
私も前から疑問を抱いてい
たので、この体質を見直す
ことは私もうれしく思いま
した。

女性も働きやすくなるよう
な工夫がされていて、私も
将来働きやすくなると安心
できました。

建設業は技術の進歩だけで
はなく、働き方も進歩させ
て新しい技術の発見や絆が
できていると感じた。

仕事は、お客様や社会のた
めだけのものではなく、働
く人が成長するための機会
という考え方に感心した。

将来、子供ができたときや
更衣室やトイレの配慮をし
てくれると書いてあったの
で、とても安心できた。

災害時に復旧作業にあたっ
たり人々が生活していくう
えで大切なことを行い、社
会に貢献できる職業なので
とても魅力的だと思います。

少し前までは女性が少ない
イメージでしたが、建設業
で働く方々の話を聞いてい
く中で、女性も働きやすい
現場だなぁと思います。

建設業が陰で重要な役割を
担っていたことを知ること
ができました。私も卒業後
は資格を生かし、人々の生
活を支えていきたいです。

建設業は、体力や集中力な
どが大事なのでしっかりと
休みを取ることができると
いうのは仕事の効率化につ
ながると思いました。

古い考えを改め、若い人や
従業員の働きやすい環境作
りや社会貢献に力を入れ、
すごいと思います。

若い社員への教育やキャリ
アサポートに力を入れてい
て、とても充実していると
思った。

栃木県の建設業は、日々進
化し建設技術の素晴らしさ
を知ることができました。

建設技術の進化によって可
能性が広がり、建設業が私
たちのまちづくりに日々貢
献していることが分かりま
した。

建設業に従事する人達にも
働きやすい環境が整えられ
ていて、より建築が進化し
ていくんだと思いました。

技術の向上や人材の育成が
とても大切に感じた。自分
も建設業を支える一人にな
れるよう頑張りたい。

宇都宮工業高等学校 建築デザイン科

宇都宮工業高等学校 環境土木科

那須清峰高等学校 建設工学科

真岡工業高等学校 建設科

今市工業高等学校 建設工学科

小山北桜高等学校 建築システム科

宇都宮白楊高等学校 農業工学科

栃木農業高等学校 環境デザイン科
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https://www.youtube.com/user/tochiken2/

栃木県建設業協会YouTubeチャンネルをご覧ください!!

玉井 夢
YUME TAMAI
Page share QR

双子ビール http://p-o-p.jp/

p.o.p［ピーオーピー］

宇都宮出身の双子、上鈴木タカヒロ（MC・兄）＆上鈴木
伯周（MC・弟）らによるラップグループ。
上鈴木兄弟は映画＆ドラマ『ＳＲサイタマノラッパー』
シリーズ全編においてラップ監修・指導を担当し、弟伯
周はＴＫＤ先輩役としても出演。
また、ＮＨＫＥテレ「ムジカ・ピッコリーノ」「シャキーン！
（インキー＆ヨウキー、テレコラップなど）」、日本テレビ
系テレビドラマ「レンタル救世主」、おはスタ「Ｂラッパ
ーズストリート」、ポケモン公式「ポケモンＫｉｄｓＴＶ」
や企業・ＣＭなどへの楽曲提供・ラップ監修を務め、幅広
い年代にラップを届けている。
キーワードは「たのしいことばかりありますように」

〈オープニング〉

Yes　everybody　イエッセッショー
夢がある仕事　建設業
新たな担い手を切望
建設業で一緒に作ろう伝説を

Ａ 

①

あの橋、あのビル、あの道路
みんな　おれたち　わたしたちの仕事
土砂崩れ、大雪、地震
災害時　インフラの危機　守るぞ地域のピンチ
かっこいい　希望が持てる　給料がいい
これが新時代の３Ｋ  oh  yeah　やったぜ建設業  yeah

Ａ 

②

社会をささえる　建設業
地域の守り手　建設業

サ
ビ
①

〈エンディング〉

Yes　everybody　イエッセッショー
いいぞいいぞ　このコンクリート
ジャンカ　アバタ　なしで美しいぞ

Ｂ 

①

俺たちの命題　それはＫＹ
危険予知　これが正解
安心安全のため当然
駆けつけるぜ先頭で

Ｂ 

②

河川激甚災害対策特別緊急事業
災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業
地方創生道整備　推進交付金事業
目指せとちぎの都市ビジョン

Ｂ 

③

かっこいい　希望が持てる　給料がいい
これが新時代の３Ｋ  oh  yeah　やったぜ建設業  yeah

Ｂ 

④

社会をささえる　建設業
地域の守り手　建設業

サ
ビ
②

【楽　曲】

BUTCH
ｉPhone の発売日に行列に並び、「乗
るしかない、このビッグウェーブに」
を発言して以降、“ビッグウェーブさ
ん” として親しまれるようになる。個
性あふれる姿がメディアに取り上げら
れ有名となりＭＶやＣＭなどに出演。

ケビン
出演「ぐるナイおもしろ荘 2021」「ガ
キ使ハイテンション」など。奈良ドリー
ムランド ダンスコンテスト優勝、神
戸祭りダンス 2on2バトル優勝など

【出演者：ダンサー】

出演・「ザ！世界仰天ニュース」「行列
のできる法律相談所」ＣＭ「Nintendo 
Switch」、「マクドナルド」クルー募集
広告 メインマクドナルドクルー役など

玉井 夢

本会では、建設業のイメージアップ並びに担い手確保のため、ＰＲ動画を制作いたしました。
内容は建設業とダンスと音楽を融合させたミュージックビデオ風のＰＲ動画で、映像を通じて
建設業のイメージ転換を図ります。
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岩原産業㈱　岩原正樹さん

㈱増渕組　増渕勝明さん

末長建設㈱
末長修一さん

米弥工業㈱
亀和田辰紀さん

　季節で
旬のネタが
変わります！

本日の
特選も
おすすめ!!

住 宇都宮市中戸祭１-12-22

12：00～15：00・18：30～22：00
＊完全予約制（ランチ・ディナー）

営
℡

HP http://acqua-in-bocca.com

休 第2・4月曜日と
火曜日

028-624-9766
℡ 028-624-9766
Ｐ あり（９台）

住 宇都宮市二荒町４-８

11：30～13：00（ランチ限定20食／月曜～土曜）
17：00～23：00

営
℡

休 不定休

028-666-5206

関西風串カツ  かんちゃん
住 宇都宮市二荒町 1-6
℡ 080-8160-8666
火～土曜  18：00～26：00
　　　   （L.O.フード 25：00・ドリンク 25：30）
日曜           15：00～24：00
　　　   （L.O.フード 23：00、ドリンク 23：30）

営

月曜休

オランダから取り寄せた最高級のラードと厳選した植物
油をブレンドした揚げ油で新鮮食材を揚げていきます。
パン粉は微細でカリッとした軽い仕上がりに。パン粉に
包まれた食材は、予熱でゆっくり中まで熱が通ります。
揚げあがりの“オランダラード”と微細なパン粉は、予熱調
理の間も余分な油は吸わないので、油切れもよく何本で
も食べられる…「かんちゃん」のこだわりが詰まった串
カツです。

住 宇都宮市南一の沢町 1-28
℡ 028-632-5453
11：30～15：30
17：30～22：00

営

水曜休

洒落た雰囲気のある店内で、とても上品で本格的な中華
料理がいただけます。
ランチメニューもおすすめですが、坦々麺と麻婆豆腐は
特におすすめです。
坦々麺のスープはゴマや辛みそのしっかりしたコクを味
わえます。麻婆豆腐はピリ辛の中にとても深みを感じる
一品となっております。女性にとても人気のお店です。
ぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか。

2021年から関東甲信越地方も掲載地域に加わったミシュ
ランと双璧をなすフランス発の美食レストランガイド
ブック「ゴ・エ・ミヨGault&Millau GUIDE JAPAN 2021」
に掲載された宇都宮のイタリア料理店。イタリアにある
20の州のうち、ルネッサンスに花開いたフィレンツェの
あるトスカーナ州と、パルミジャーノや生ハム、バルサ
ミコなどの産地が集中している美食エリアのエミリア・
ロマーニャ州を中心に、イタリアの厳選した食材と日本
各地の新鮮な食材で季節に合わせた郷土料理を提供。ま
た、本場と変わらない料理とサービスを提供するお店と
してイタリア本国よりMOIとAQIの認定を受けています。

奴寿司  華月
住 宇都宮市戸祭町 3031-1
℡ 050-5486-2362
11：30～14：30（L.O.14：00）
17：30～21：30（L.O.21：00）

営

HP https://yaccozushikagetsu.gorp.jp/
木曜休

店内は落ち着きのある寛ぎの大人の和風空間で、和の伝
統と醍醐味を感じられる江戸前寿司にこだわりをもって
います。
店主自ら厳選した季節ごとの新鮮なネタを買い付け、自
慢の腕と接客力で最高の江戸前寿司が堪能できます。

花咲種一   

日野町通りの端で落ち着いた空間を備えて、こっそりと
店を構える「花咲種一」。
おでん種そして食材にこだわり、長年培ってきた自慢の
おでんをさらに磨きあげて、“おでん懐石” の店として誕
生しました。自慢のおでんは素材からこだわったおでん
種で、定番のものから「花咲種一」ならではのおでん種
まで多数用意されています。
店内は 6 席のカウンターと完全個室（２名～最大６名）
を完備し、さまざまなシーンでご利用いただけます。
四季折々の味覚とともに洗練された「おでん」をぜひと
もお楽しみください。

鰻割烹  中村
住 宇都宮市中央本町 1-12
℡ 028-634-3337

休 月曜日の夜・火曜日
11：00～14：00・17：00～21：00（L.O.20：00）営

「中村」の鰻は、静岡から送られてくる活鰻を毎朝当日
分さばき、創業明治38年、116年の歴史を刻む「中村」の
特性タレに付けて焼き上げます。鰻の鮮度が良いので、
「ふわふわ」の状態でお出しいたします。ぜひ、一度お
召し上がりください。
鰻のほかに刺身や天ぷら、寿司などのセットや単品もご
用意しております。
また、２名～30名様くらいまでの個室もご用意しており
ます。宴席や接待のお席としてご利用ください。
※宴席は現在感染症対策のため、４名様までとさせてい
ただきます。

はなさき たねいち

アクア・イン・ボッカ

HP https://www.utsunomiya-yataiyokocho.com/06_kanchan.html

ACQUA IN BOCCA china dining  孔華

会員行きつけの地元に根付く栃建協

女性から圧倒的な
支持を得ている
本格中華料理です

こだわりの
江戸前寿司を
是非ともご賞味
ください！

老舗の鰻に
舌鼓を打つこと
間違いなしです

宇都宮で本物の
イタリアンを
いただくなら
絶対にここです！

女子会や仲間と
楽しく飲むもよし！
日本酒で渋く
飲むもよし！
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℡ 080-8160-8666
火～土曜  18：00～26：00
　　　   （L.O.フード 25：00・ドリンク 25：30）
日曜           15：00～24：00
　　　   （L.O.フード 23：00、ドリンク 23：30）

営

月曜休

オランダから取り寄せた最高級のラードと厳選した植物
油をブレンドした揚げ油で新鮮食材を揚げていきます。
パン粉は微細でカリッとした軽い仕上がりに。パン粉に
包まれた食材は、予熱でゆっくり中まで熱が通ります。
揚げあがりの“オランダラード”と微細なパン粉は、予熱調
理の間も余分な油は吸わないので、油切れもよく何本で
も食べられる…「かんちゃん」のこだわりが詰まった串
カツです。

住 宇都宮市南一の沢町 1-28
℡ 028-632-5453
11：30～15：30
17：30～22：00

営

水曜休

洒落た雰囲気のある店内で、とても上品で本格的な中華
料理がいただけます。
ランチメニューもおすすめですが、坦々麺と麻婆豆腐は
特におすすめです。
坦々麺のスープはゴマや辛みそのしっかりしたコクを味
わえます。麻婆豆腐はピリ辛の中にとても深みを感じる
一品となっております。女性にとても人気のお店です。
ぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか。

2021年から関東甲信越地方も掲載地域に加わったミシュ
ランと双璧をなすフランス発の美食レストランガイド
ブック「ゴ・エ・ミヨGault&Millau GUIDE JAPAN 2021」
に掲載された宇都宮のイタリア料理店。イタリアにある
20の州のうち、ルネッサンスに花開いたフィレンツェの
あるトスカーナ州と、パルミジャーノや生ハム、バルサ
ミコなどの産地が集中している美食エリアのエミリア・
ロマーニャ州を中心に、イタリアの厳選した食材と日本
各地の新鮮な食材で季節に合わせた郷土料理を提供。ま
た、本場と変わらない料理とサービスを提供するお店と
してイタリア本国よりMOIとAQIの認定を受けています。

奴寿司  華月
住 宇都宮市戸祭町 3031-1
℡ 050-5486-2362
11：30～14：30（L.O.14：00）
17：30～21：30（L.O.21：00）

営

HP https://yaccozushikagetsu.gorp.jp/
木曜休

店内は落ち着きのある寛ぎの大人の和風空間で、和の伝
統と醍醐味を感じられる江戸前寿司にこだわりをもって
います。
店主自ら厳選した季節ごとの新鮮なネタを買い付け、自
慢の腕と接客力で最高の江戸前寿司が堪能できます。

花咲種一   

日野町通りの端で落ち着いた空間を備えて、こっそりと
店を構える「花咲種一」。
おでん種そして食材にこだわり、長年培ってきた自慢の
おでんをさらに磨きあげて、“おでん懐石” の店として誕
生しました。自慢のおでんは素材からこだわったおでん
種で、定番のものから「花咲種一」ならではのおでん種
まで多数用意されています。
店内は 6 席のカウンターと完全個室（２名～最大６名）
を完備し、さまざまなシーンでご利用いただけます。
四季折々の味覚とともに洗練された「おでん」をぜひと
もお楽しみください。

鰻割烹  中村
住 宇都宮市中央本町 1-12
℡ 028-634-3337

休 月曜日の夜・火曜日
11：00～14：00・17：00～21：00（L.O.20：00）営

「中村」の鰻は、静岡から送られてくる活鰻を毎朝当日
分さばき、創業明治38年、116年の歴史を刻む「中村」の
特性タレに付けて焼き上げます。鰻の鮮度が良いので、
「ふわふわ」の状態でお出しいたします。ぜひ、一度お
召し上がりください。
鰻のほかに刺身や天ぷら、寿司などのセットや単品もご
用意しております。
また、２名～30名様くらいまでの個室もご用意しており
ます。宴席や接待のお席としてご利用ください。
※宴席は現在感染症対策のため、４名様までとさせてい
ただきます。

はなさき たねいち

アクア・イン・ボッカ

HP https://www.utsunomiya-yataiyokocho.com/06_kanchan.html

ACQUA IN BOCCA china dining  孔華

会員行きつけの地元に根付く栃建協

女性から圧倒的な
支持を得ている
本格中華料理です

こだわりの
江戸前寿司を
是非ともご賞味
ください！

老舗の鰻に
舌鼓を打つこと
間違いなしです

宇都宮で本物の
イタリアンを
いただくなら
絶対にここです！

女子会や仲間と
楽しく飲むもよし！
日本酒で渋く
飲むもよし！


