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■下都賀支部／TEL.0282-24-5420

TEL.028-639-2611㈹　FAX.028-639-2985　URL  http://www.tochiken.or.jp/

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

とちぎを
楽しもう

フリーペーパー

ご自由に
お持ち
ください

FREE

■輝く女性たち  「尊敬する両親の元で働けることに誇りをもって」
■本当は教えたくない  「女性にも人気のグルメスポット」
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　私は大学を
卒業後、得意
な英語を活か
して羽田空港
に勤務してい
ました。建設
業とは全く異
なる業界にい
ましたが、少
しでも両親の
力になれれば
と思い転職し
ました。

　両親が営む会社ではありますが、実際にはどんなこと
をしているのか全く分からずに、最初は事務や営業をし
ながら少しずつ建設業のことを知ることから始めました。
現場に足を運ぶようになってからは、私たちが普段何気
なく走っている道路や橋はこんな風に人の手で造られて
いくのかと、誇りある仕事に感じるようになりました。
　また、両親と共に仕事をしていく中で仕事に対する考
え方や従業員さんに対する想いに感銘を受け、本気でこ
の業界で頑張りたいと思いました。
　近年、全国各地で地震や異常気象による自然災害が発
生し、平成27年９月の「関東・東北豪雨」では甚大な被
害を受け、当社の鹿沼地区は昼夜を問わず応急・復旧作
業に追われました。その最中で１級土木施工管理技士の
資格を取得したのですが、当時は学校が浸水したり、現
場の手伝いをしながらの勉強はとても辛いものがありま
した。
　しかしながら、誰よりも両親が合格を喜んでくれたこ
とに当時の苦労も一瞬で吹き飛んだのを覚えています。
　当社の朝は母の大きくて明るい「おはようございま
す!!」の挨拶から始まり、従業員さん一人一人に笑顔

いっぱい出迎え
声をかけていき
ます。従業員さ
んを家族のよう
に大切に想うそ
んな優しい母と、
この業界と会社
に誇りをもち誰
よりも尊敬でき
る父の元で働け
ることに今は幸
せを感じていま
す。父を追い越
すことは難しいですが、少しでも近づけるよう私なりに
学んでいく覚悟です。
　昨今、女性技術者の方々の活躍を新聞や雑誌などでも
見られるようになってきましたが、実際に現場に立つよ
うになってみてまだまだ女性が『働きにくい環境』であ
ると感じます。現場のことはまだ何も分からないに等し
いですが、女性ならではのきめ細やかな視点を念頭に置
き、施工に関してだけではなく職場環境の整備にも努め
ていきたいです。
　土木業として歴史ある当社は、まもなく100周年を迎
えます。私が大切にしている「温故知新」という言葉の
通り、両親たちが築き上げてきた良い歴史は残しつつ、
時代の流れに合ったより良いものにしていきたいと思っ
ています。

特集  故郷を守る建設業『地域の守り手』
くらし

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

竹沢建設株式会社

現場巡回中

現場にて細部の出来栄えをチェック中

趣味はバドミントンです♡

工事部　竹澤 尚美
（鹿沼支部）

尊敬する両親の元で働けることに誇りをもって

英語を活かした海外旅行
（ＮＺのフォックス氷河登山）
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21
「栃建協（とちけんきょう）」：一般社団法人栃木県建設業協会の略称。各地域に根付いている建設業者が情報をお届けしています。 栃木県建設業協会は、県民の安全・安心な暮らしを守るため、日々、活動しています。

【写真】国土交通省 九州地方整備局 ホームページ 国土交通省 関東地方整備局・防衛省 陸上自衛隊・栃木県・栃木県警察・栃木県建設業協会

『５機関による合同情報伝達訓練』

栃木県でもさまざまな災害があり、
栃木県建設業協会は迅速に現場に駆けつけ、復旧活動に着手!!

栃木県全般における関係機関との連携故郷を守る建設業『地域の守り手』
栃木県建設業協会では、県民の生活と経済活動の基盤であるインフラの整備、災害時における緊急対応・
復旧復興活動など、地域の安全・安心を守る為に様々な訓練を行っています。訓練は、国・県・市町、
関係機関との連携を密にした内容で災害時の迅速な活動を行っています。

平成10年８月「那須豪雨」
国道４号（那須町余笹橋付近）

平成27年９月「関東・東北豪雨」
赤堀川（日光市大沢付近）流木撤去

福岡県朝倉市山田地区 大分県日田市小野地区

福岡県朝倉市赤谷川

平成26年２月「大雪」
国道120号（日光市中宮祠付近）

平成27年９月「関東・東北豪雨」
国道121号（日光市日塩道路入口付近）

平成27年９月「関東・東北豪雨」
国道400号（日光市尾頭トンネル）

平成28年１月「大雪」
県道伊王野白河線（那須町追分付近）

平成29年7月 九州北部豪雨

『栃木県・大田原市防災訓練』

総監を務める
福田富一
栃木県知事

訓練本部長を
務める
津久井富雄
大田原市長

栃木県建設業協会では、国や栃木県等との災害協定に基づき組織力や機動力を活かし、異常気象時のパトロールや緊急
出動を始め『地域の守り手』として県等の補完機能を果たしています。

平成29年８月27日、大田原市中田原工業団地（那須赤十字病
院隣）で開催した、栃木県・大田原市防災訓練には、福田富一
栃木県知事、津久井富雄大田原市長など各機関トップの方々の
ご出席をはじめ、国・県・市等の行政機関や地元消防団、関係
団体、関係機関など、89団体・約1,400名が参加し、本番さな
がらの訓練が行われました。

『家畜伝染病の発生時等における防疫対策への協力』
当協会では、災害対応のほかにも、県内にお
いて鳥インフルエンザならびに口蹄疫が発生
した場合には、被害の拡散を防止し事態を収
拾するため、栃木県と「家畜伝染病の発生時
等における防疫対策への協力に関する協定
書」を締結し、官民連携して対応することに
しています。毎年、そのための実地講習会に
も参加し勉強しているところです。

東日本大震災の教訓を生かし、より効果的
な社会資本の早期復旧のための協力体制を
強化するべく、平成25年５月に県内防災関
係５機関による初の「合同情報伝達訓練」
を実施しました。
以降、栃木県庁にて毎年実施される「大規
模災害時における公共土木施設の復旧体制
に関する連携会議」では、災害発生時に備
えた官民一体の情報共有を行っています。

平成29年７月５日、昼頃から夜にかけて
九州北部で局地的に非常に激しい雨が降
り、福岡県・大分県に九州地方では初めて
の大雨特別警報が発令。
24時間の解析雨量は、福岡県朝倉市で約
1,000㎜、大分県日田市で約600㎜の記録
的豪雨となり、各地で甚大な被害が発生し
ました。

く ら し

栃木県建設業協会 那須支部等による
『瓦礫等除去訓練』救助・救援活動を妨げる倒壊家屋などの撤去作業

栃木県建設業協会 那須支部等による
『道路啓開訓練』陸上自衛隊の車両に瓦礫を載せる撤去作業

毎年、全国各地で地震や異常気象による自然災害が発生し、比較的災害の少ないとされてきた本県においても、平成27年
９月の「関東・東北豪雨」では甚大な被害を受けました。災害時における迅速な応急復旧活動における対応こそ、私たち
地方の建設業者が『地域の守り手』として、住民から頼られ必要とされる時です。
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９月の「関東・東北豪雨」では甚大な被害を受けました。災害時における迅速な応急復旧活動における対応こそ、私たち
地方の建設業者が『地域の守り手』として、住民から頼られ必要とされる時です。
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那須

塩谷
烏山

宇都宮

芳賀
鹿沼

日光

下都賀
足利

安蘇

大田原市
　芳村　浩史 様

　「栃木県建設業協会」という団体の存在
も、そういった建設業に携わる協会がこう
いった防災訓練に参加していることや、災
害を発生させないための対応、実際に発生
してしまった段階での復旧等を実施してい
ることは、正直全く知りませんでした。
　今回の防災訓練に栃木県建設業協会那須
支部の皆さんと合同で参加して、訓練に対
する真面目で真摯な姿勢や、組織的で統制
のとれた訓練体制に驚きましたし感心しま
した。
　今後は我々自衛隊や消防といった関連機
関と建設業をはじめとする民間団体が、こ
ういった訓練をとおして、さらなる緊密な
連絡体制を築き、強固な連携を取りながら、
県民・市民の防災に大きく寄与していける
ことを希望します。

陸上自衛隊 第307施設隊
　２等陸曹　大野華代子 様
　２等陸曹　月森　拓也 様

　「栃木県建設業協会」という名前は
知っていました。テレビでは自衛隊や消
防・警察などの方々が映っていますが、
建設業の皆さんが私たちのために訓練を
したり、災害時にいち早く現場に駆けつ
けていることは知りませんでした。とて
も感謝しています。
　今回の訓練を見て、栃木県建設業協会
の皆さんは重機を使いこなし『すごい!!』
と思いました。迅速な対応、また、大雪
の際の道路等除雪作業や安全パトロール
業などをしていると聞きました。
　私たちや次世代の子どもたちのために
これからもよろしくお願いいたします。

　父が工務店をやっていたことから、建設
業とはなじみがありましたので、栃木県建
設業協会が重機を用いて災害の対策や復旧
に尽力してくれていることは知っていまし
たが、そのために泊まり込みで待機してい
たり、またそれらの活動の多くがボラン
ティアでやっていることなど、今回一緒に
訓練に参加して初めて知りました。
　学校などでは定期的に避難訓練などを実
施しているように、訓練の大きさに関係な
く、平時における訓練の重要性を認識して
います。また災害を発生させないための訓
練と同じように、いざ発生してしまってか
らの訓練が大切だと常々思っています。
　栃木県建設業協会では防災訓練への参加
や小学校での総合学習支援活動など、社会
的に意義のある活動を実施されていますの
で、今後ともこれらの活動を通じて、より
多くの社会貢献をしていただきたいと考え
ています。

大田原市消防団
　女性消防団員　丸山美由紀 様
　女性消防団員　平山　陽香 様

栃木県建設業協会はあなたの地域でも訓練を実施中!!

宇都宮支部
『情報伝達訓練』

日光支部
『防災訓練』 塩谷支部

『水防訓練』

那須支部
『総合防災訓練』

芳賀支部
『防災訓練』

鹿沼支部
『水防訓練』

烏山支部
『道路河川等管理情報システム伝達訓練』

災害復旧に
尽力された方
のコメント

栃木県建設業協会の『大型土のう簡易製作機』

大型土のうは、普通の土のうが流されてしまう様な流れの強
い所に土のうを設置する場合などに威力を発揮します。
栃木県建設業協会から大型土のう簡易製作機を、九州北部豪
雨の被災地へ運搬し作成した大型土のうは、被災現場の早期
復旧に貢献しました。

「九州北部豪雨」被災現場での早期復旧に貢献

参加者からの声

大型土のう簡易製作機（クイックホッパー）

被災箇所へ
迅速に運搬し
設置

朝倉土木協同組合（福岡県朝倉市）
　　　 代表理事　　平田 立身 様

　機械が届く前は、一日120袋の作成が限界でしたが、大型土のう簡易製作機は、倍以
上の400袋も作成することができ災害復旧に大きく貢献いただきました。

朝倉土木協同組合（福岡県朝倉市）
　　　 理事　　　　柿原 良至 様

　約１トンある大型土のうは、従来の製作機とは大きく異なり、簡単な操作で効率か
つ安全性に優れた大型土のうが作成でき、非常に助かりました。

㈲岡部建設（福岡県朝倉郡筑前町）
　　　 専務取締役　岡部 義彦 様

　現場では、短時間に出来上がる大型土のうを迅速に被災地へ運搬することができ、
作業員一同、早期の応急・復旧活動ができ、とても感謝しています。

【写真】国土交通省 九州地方整備局 ホームページ

【防 災 訓 練】災害などに備えた訓練
【水 防 訓 練】河川の堤防決壊に備えた土のう作成や設置訓練
【情報伝達訓練】道路河川等管理情報システム※を活用した情報共有・被害状況伝達訓練

下都賀支部
『総合防災訓練』

足利支部
『総合防災訓練』

※『道路河川等管理情報システム』は、栃木県建設業協会が開発したもので、災害発生時には、道路、河川等の被災情報を広く迅速に収集し、施設の管理者である栃木県県土整備部等に
　写真や位置情報を報告するもので、平成27年9月の関東・東北豪雨ではシステムに報告された309件の写真・地図・コメントにより迅速な応急復旧活動を行いました。
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丸山建設工業㈱　山﨑次夫さん朝日建設㈱　蓼沼正人さん

洋風食房  sanga　サンガ

今年の７月で開店１周年を迎えました。目一杯お酒が楽しめる洋食店です。栃木県
内で唯一の国際ソムリエ協会認定ソムリエがチョイスする、世界各国のワインが自
慢です。気鋭の自然派生産者からヴィンテージボルドーまで、セラーにはワインが
ぎっしり。お料理はお馴染みのハンバーグやオムライスなど定番の洋食料理から、
ワインに合うおつまみや手の込んだ本格欧風料理まで幅広い品揃え。ご家族連れか
らお勤め帰りの方まで様々な客層にご支持をいただいています。

住 佐野市植上町1606
℡
休 毎週木曜日・第三日曜日
HP http://sanga1958.com

0283-86-8829
17：00～24：00
（L.O 23：00）

営

ちゃこや
住 佐野市伊賀町706
℡
休 日曜日
営 昼　11：30～15：00（L.O 14：00）
夜　17：30～24：00（L.O 22：30）

0283-24-1986

etos　エトス　
住 足利市田中町942-7　
℡
休 水曜日
0284-72-7200　

18：00～翌１：00
（L.O 24：00)

営

下町バル etos は家庭
的な明るい雰囲気の
お店で、食事をした
り呑んだり気軽に入
れるお店です。
新鮮な食材できっと
満足して帰れます。

住 足利市伊勢町1-1-13
エルビル１Ｆ　

営 10：00～23：00　　　　　　　　　　　　
ランチ
11：30～14：00℡

休 日曜日・祝日
0284-42-4927

Beer-Café ELLE　ビアーカフェ  エル

住 佐野市天神町797
℡ 休 日曜日0283-24-2083

18：00～翌１：00営

豊富なカクテル・アル
コールメニュー。そして、
多彩なお食事から一品ア
ラカルト。ダイニング
バーとしてお一人でも、
友人同士、そしてパー
ティ等でもご利用いただ

いております。店内にはBGMのジャズが流れ、時の経過
を感じる落ち着いた雰囲気をお楽しみください。

住 足利市巴町2543 営 11：00～14：00　　　　　　　　　　　　
17：00～21：30℡

休 月曜日
0284-21-3506

日本料理　喜千

住 足利市山川町657
℡
休 無休
0284-41-6194

どんさん亭　足利店

ステーキ・ハンバーグのどんさん亭とし
ての営業は30年になります。ランチに
は、スープ・ライス（白米・穀米・たき
込みご飯・パンから選べます）が付いて
値段も安く、味も良く、みんなに愛され
ているお店です！

ＪＲ足利駅北口前にある洒落たレストラ
ンで、店内にはママさんが作っているプ
リザーブドフラワーがたくさん飾ってあ
り、素敵な雰囲気！料理は家庭的でバラ
ンスの整ったフレッシュでやさしい味が
魅力です！

巴町に昔からある老舗の日本料理店で、活きの
よい魚介はもちろんのこと、季節の食材をふん
だんに使い、お値段以上の彩り鮮やかな料理が
素敵な器で並び、目を楽しませてくれます！ラ
ンチもリーズナブルで種類が充実しており本格
的です。夜は尚一層手の込んだ旬の料理と美酒
がおおいに満足させてくれます。

プレートランチ
1,200円～

カレーライス
950円

ペペロンチーノ
780円

ミックスピザ
800円

天ぷら定食
1,400円

お刺身定食
1,400円

カクテル
シーブリーズ  800円
ジントニック  700円
ソルティードッグ  850円

カタツムリ ラボ
住 佐野市伊賀町49 営  11：30～20：00（L.O）
℡
休 土・日曜日、祝日
090-4221-3149

身近なもので鮮度の良い食材を使い、安心できる
料理を手頃な価格で提供しています。 

営 11：00～22：00　　　　　　　　　　　　
ランチ
11：00～16：00

etosの手ごねハンバーグ
980円

（トッピング目玉焼き）
100円

若夫婦２人で
がんばって
います !!

（土・日・祝日もやってます）

チーズハンバーグランチ　680円
　＋ミニサラダ　　　　　100円
　＋ランチドリンク　　　100円

熟成
ストリップロイン
ステーキランチ
　　　1,480円

950円

チキンの
トマトソース煮

ジャムセッション　　　
Jam session

元々は寿司屋さんなので刺身、寿司には自信あり。
ほぼ毎日築地から新鮮な魚介を入荷しています。
群馬産の鶏肉を一度も冷凍しないで炭火で焼き上げる串焼きもおすすめです。

佐野には
ラーメン以外も
おいしいお店が
たくさんあり
   ます !!

会員行きつけの地元に根付く栃建協

65
「栃建協（とちけんきょう）」：一般社団法人栃木県建設業協会の略称。各地域に根付いている建設業者が情報をお届けしています。 栃木県建設業協会は、県民の安全・安心な暮らしを守るため、日々、活動しています。

丸山建設工業㈱　山﨑次夫さん朝日建設㈱　蓼沼正人さん

洋風食房  sanga　サンガ

今年の７月で開店１周年を迎えました。目一杯お酒が楽しめる洋食店です。栃木県
内で唯一の国際ソムリエ協会認定ソムリエがチョイスする、世界各国のワインが自
慢です。気鋭の自然派生産者からヴィンテージボルドーまで、セラーにはワインが
ぎっしり。お料理はお馴染みのハンバーグやオムライスなど定番の洋食料理から、
ワインに合うおつまみや手の込んだ本格欧風料理まで幅広い品揃え。ご家族連れか
らお勤め帰りの方まで様々な客層にご支持をいただいています。

住 佐野市植上町1606
℡
休 毎週木曜日・第三日曜日
HP http://sanga1958.com

0283-86-8829
17：00～24：00
（L.O 23：00）

営

ちゃこや
住 佐野市伊賀町706
℡
休 日曜日
営 昼　11：30～15：00（L.O 14：00）
夜　17：30～24：00（L.O 22：30）

0283-24-1986

etos　エトス　
住 足利市田中町942-7　
℡
休 水曜日
0284-72-7200　

18：00～翌１：00
（L.O 24：00)

営

下町バル etos は家庭
的な明るい雰囲気の
お店で、食事をした
り呑んだり気軽に入
れるお店です。
新鮮な食材できっと
満足して帰れます。

住 足利市伊勢町1-1-13
エルビル１Ｆ　

営 10：00～23：00　　　　　　　　　　　　
ランチ
11：30～14：00℡

休 日曜日・祝日
0284-42-4927

Beer-Café ELLE　ビアーカフェ  エル

住 佐野市天神町797
℡ 休 日曜日0283-24-2083

18：00～翌１：00営

豊富なカクテル・アル
コールメニュー。そして、
多彩なお食事から一品ア
ラカルト。ダイニング
バーとしてお一人でも、
友人同士、そしてパー
ティ等でもご利用いただ

いております。店内にはBGMのジャズが流れ、時の経過
を感じる落ち着いた雰囲気をお楽しみください。

住 足利市巴町2543 営 11：00～14：00　　　　　　　　　　　　
17：00～21：30℡

休 月曜日
0284-21-3506

日本料理　喜千

住 足利市山川町657
℡
休 無休
0284-41-6194

どんさん亭　足利店

ステーキ・ハンバーグのどんさん亭とし
ての営業は30年になります。ランチに
は、スープ・ライス（白米・穀米・たき
込みご飯・パンから選べます）が付いて
値段も安く、味も良く、みんなに愛され
ているお店です！

ＪＲ足利駅北口前にある洒落たレストラ
ンで、店内にはママさんが作っているプ
リザーブドフラワーがたくさん飾ってあ
り、素敵な雰囲気！料理は家庭的でバラ
ンスの整ったフレッシュでやさしい味が
魅力です！

巴町に昔からある老舗の日本料理店で、活きの
よい魚介はもちろんのこと、季節の食材をふん
だんに使い、お値段以上の彩り鮮やかな料理が
素敵な器で並び、目を楽しませてくれます！ラ
ンチもリーズナブルで種類が充実しており本格
的です。夜は尚一層手の込んだ旬の料理と美酒
がおおいに満足させてくれます。

プレートランチ
1,200円～

カレーライス
950円

ペペロンチーノ
780円

ミックスピザ
800円

天ぷら定食
1,400円

お刺身定食
1,400円

カクテル
シーブリーズ  800円
ジントニック  700円
ソルティードッグ  850円

カタツムリ ラボ
住 佐野市伊賀町49 営  11：30～20：00（L.O）
℡
休 土・日曜日、祝日
090-4221-3149

身近なもので鮮度の良い食材を使い、安心できる
料理を手頃な価格で提供しています。 

営 11：00～22：00　　　　　　　　　　　　
ランチ
11：00～16：00

etosの手ごねハンバーグ
980円

（トッピング目玉焼き）
100円

若夫婦２人で
がんばって
います !!

（土・日・祝日もやってます）

チーズハンバーグランチ　680円
　＋ミニサラダ　　　　　100円
　＋ランチドリンク　　　100円

熟成
ストリップロイン
ステーキランチ
　　　1,480円

950円

チキンの
トマトソース煮

ジャムセッション　　　
Jam session

元々は寿司屋さんなので刺身、寿司には自信あり。
ほぼ毎日築地から新鮮な魚介を入荷しています。
群馬産の鶏肉を一度も冷凍しないで炭火で焼き上げる串焼きもおすすめです。

佐野には
ラーメン以外も
おいしいお店が
たくさんあり
   ます !!

会員行きつけの地元に根付く栃建協


