
62頁
＜全国生コンクリート工業組合連合会＞
◆新役員
◇会長・吉野友康（東京都工組）　◇副会
長・成田眞一（北海道工組）、味岡和國（熊
本県工組）　◇理事・村岡兼幸（秋田県工
組）、田島毅（茨城県工組）、三友泰彦（新
潟県工組）、内田昌勝（愛知県工組）、丸山
克也（和歌山県工組）、小野健司（広島県
工組）、山中伯（高知県工組）　◇常務理事・
原田修輔（員外）　◇監事・濱屋宏隆（北
海道工組）、渡邉忠幸（大分県工組）、加
藤篤志（員外）

＜生コンクリート工業組合＞
◆理事長交代
63頁　栃木県生コンクリート工業組合
理事長・岩見髙士
64頁　埼玉県生コンクリート工業組合
理事長・堀川和夫
66頁　広島県生コンクリート工業組合
理事長・小野健司
66頁　徳島県生コンクリート工業組合
理事長・山内勝英
66頁　愛媛県生コンクリート工業組合
理事長・泉圭一

68頁
＜全国生コンクリート協同組合連合会＞
◆新役員
◇会長・吉野友康（東京地区協組）　◇副
会長・成田眞一（函館協組）、味岡和國（熊
本地区協組）　◇理事・村岡兼幸（本荘由
利協組）、田島毅（茨城県北協組）、三友泰
彦（魚沼地区協組）、内田昌勝（名古屋協
組）、丸山克也（日高地区協組）、小野健司
（広島地区協組）、山中伯（嶺北協組）　◇
常務理事・原田修輔（員外）　◇監事・濱
屋宏隆（釧路協組）、渡邉忠幸（大分中央
協組）、加藤篤志（員外）

＜生コンクリート協同組合＞
◆理事長交代

72頁　八戸地区生コンクリート協同組合
理事長・佐々木正幸
72頁　秋田県生コンクリート協同組合
理事長・薬師寺靖彦
72頁　秋田県南地区生コンクリート協同
組合
理事長・木村太一
75頁　宮城県南生コンクリート協同組合
理事長・森孝次
76頁　栃木県南部生コンクリート協同組
合
理事長・大木洋
80頁　千葉中央生コンクリート協同組合
理事長・長谷川茂
81頁　東関東生コン協同組合
理事長・諸角富美男
84頁　新潟生コンクリート協同組合
理事長・宇﨑修一
84頁　富山生コンクリート協同組合
理事長・一木宏行
96頁　香川県西部生コンクリート協同組
合
理事長・二神英利
96頁　香川県東部生コンクリート協同組
合
理事長・浅田耕祐
97頁　香川県三豊生コンクリート協同組
合
理事長・森本英樹
97頁　愛媛県生コンクリート協同組合連
合会
会長・泉圭一
97頁　中予生コンクリート協同組合
理事長・泉圭一
◆その他の変更
75頁　会津地区生コン協同組合
〒 969－ 6155　大沼郡会津美里町字北川
原 41　会津美里町役場本郷庁舎 3F
☎ 0242－ 93－ 6400・FAX0242－ 93－
6401

＜卸協同組合＞
120頁　全国生コンクリート卸協同組合連
合会
会長・山下豊
123頁　熊本県セメント卸商協同組合
〒 862－ 0953　熊本市中央区上京塚町 2
－ 20－ 204

＜セメント会社人事異動＞
148頁　麻生セメント㈱
〔役員〕代表取締役会長･麻生泰　代表取
締役社長・麻生巖　代表取締役副社長・

ジャン =ロック・リカリ　専務取締役･清
原定之　常務取締役・皆川義弘、林田亮
輔　取締役・栗尾城三郎、川内健司、麻
生千賀子、麻生将豊、杉山嘉則　常勤監
査役 ･田鍋謙二　監査役 ･手塚善和、山
邉滋、中村正治
［人事部］部長･皆川義弘
［技術部］部長・前田禎夫
［安全衛生責任者］吉原潤
〔中国支店〕課長･入江孝司
〔大阪支店〕課長･堀川桂補
〔東京事務所〕所長･皆川義弘
〔苅田工場〕総務課長･家永英俊
152頁　住友大阪セメント㈱
◎〔役員〕取締役会長・関根福一　代表
取締役社長・諸橋央典　代表取締役専務
執行役員・大西利彦、土井良治　取締役
専務執行役員・小西幹郎　取締役常務執
行役員・関本正毅　取締役・牧野光子、
稲川龍也、森戸義美　執行役員・小堺規行、
小野昭彦、元木徹、起塚岳哉、福嶋達雄、
柳町ともみ　常勤監査役・伊藤要、髙瀨芳
章　監査役・保坂庄司、鈴木和男、三井
拓
159頁　㈱デイ・シイ
〔役員〕代表取締役社長・上野山佳志　取
締役（常務執行役員）・大澤聖二、中野邦哉、
山岸信幸　取締役（執行役員）・佐藤裕樹、
山下政志、久保田賢、山下和道　取締役・
吉良尚之、中谷内茂樹　監査役・石井紀行・
柴田脩平　執行役員・山口博之、山口雅明
161頁　㈱トクヤマ
〔役員〕代表取締役・横田浩、杉村英男、
野村博　取締役・岩崎史哲、宮本陽司　
社外取締役・加藤愼、河盛裕三、松本直樹、
水本伸子　社長執行役員・横田浩　専務
執行役員・杉村英男、野村博　常務執行
役員・杉山良、岩崎史哲、谷口隆英　執
行役員・樽谷豊、藤本浩、田村直樹、西
原浩孝、井上智弘、佐藤卓志
〔セメント部門〕常務執行役員部門長・谷
口隆英
〔資源リサイクル営業グループ〕グループ
リーダー・佐藤厚秀
〔セメント製造部〕執行役員副部門長・部長・
井上智弘
〔徳山製造所（総務グループ）〕所長（代表
取締役専務執行役員）・野村博
164頁　三菱マテリアル㈱
〔役員〕取締役会長・竹内章　取締役・小
野直樹、髙柳喜弘、安井義一　社外取締役・
得能摩利子、渡辺博史、杉光、佐藤弘志、
若林辰雄、五十嵐弘司　執行役社長・小
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野直樹　執行役副社長・鈴木康信　執行
役常務・柴田周、中村伸一、酒井哲郎、山
口省吾、髙柳喜弘、長野潤、田中徹也、平
野和人　執行役員・村上靖典、石井利昇、
加藤秀樹、櫻井健、伊左治勝義、磯部毅、
渡辺宏行、岩田卓、門脇勲、新井義明、
奈良靖、近藤隆雄、寺澤眞悟、石田徳和、
小野恭一、板野則弘、手計昌之、米山恭右、
小原和生、古内哲哉、野川真木子
165頁　明星セメント㈱
〔役員〕代表取締役社長・高木功　常務取
締役・前川修一　取締役・渡邉秀彦、北
村晃成、池田厚　監査役・堂本昭彦、杉
本浩也
◆その他の変更
161頁　㈱トクヤマ
〔品質保証グループ〕→〔セメント品質保
証グループ〕
（追加）〔セメント大阪販売部　名古屋営業
所〕〒 460－ 0004　名古屋市中区新栄町
2－ 9　スカイオアシス栄
☎ 052－253－9411・FAX052－253－9412
所長・圷純一
〔福岡支店〕支店長・道下英樹

＜生コンクリート製造工場総覧＞
－北海道－
212頁　開進コンクリート工業㈱　工場
→㈱旭ダンケに生産委託
225頁　北海道太平洋生コン㈱　北檜山工
場
→操業停止。和工生コンクリート㈱工場と
共同操業

－岩手県－
242頁　㈱セイア　宮古復興生コンクリー
ト第 2工場
→事業廃止

－宮城県－
253頁　角田レミコン㈱　震災復興生コン
→事業廃止
254頁　㈱気仙沼共同生コン
→事業廃止

－千葉県－
311頁　㈲実川建材
→事業廃止
315頁　丸高建材興業㈲
→削除

－東京都－
323頁　大有建設㈱

→削除

－神奈川県－
333頁　㈱内山トクヤマ生コン
→削除
338頁　追加　㈱大陽コンクリート
（㈱内山アドバンス、川崎徳山生コンクリー
ト㈱、第一コンクリート㈱京浜工場より生
産受託）
本社＝〒 210－ 0863　川崎市川崎区夜光
1－ 1－ 1
☎ 044－ 288－ 0286・FAX044－ 288－
0170
代表取締役会長上村清　代表取締役社長
大久保健　代表取締役副社長黒田隆
京浜工場（旧第一コンクリート㈱京浜工場）
＝本社に同じ
浮島工場（旧㈱内山トクヤマ生コン工場）
＝〒 210－ 0862　川崎市川崎区浮島町 11
－ 3
☎ 044－ 288－ 0051・FAX044－ 322－
1156

－石川県－
361頁　新生生コンクリート㈱
→アップルコンクリート㈱工場に生産委託
361頁　中央生コン㈱
→削除

－静岡県－
372頁　㈱しょうじ建設
→廃業

－愛知県－
383頁　大有建設㈱
→削除

－京都府－
407頁　麻生丹和コンクリート㈱
→西川生コン㈱　本社および亀岡工場

－兵庫県－
433頁　㈱関西宇部　神戸工場
→㈱東神戸宇部生コン　本社および工場

－広島県－
456頁　追加　福山北部生コン㈱
本社＝〒 720－ 2123　福山市神辺町大字
川北 1825－ 1
☎ 084－ 962－ 2895・FAX084－ 962－
2812
代表取締役高田浩平
工場＝本社に同じ

普通 JIS取得（GBRC）

－鳥取県－
464頁　共立建設協同組合
→湖北生コン㈱に生産委託
464頁　追加　湖北生コン㈱
本社＝〒 680－ 0947　鳥取市湖山町西 4
－ 261
☎ 0857－ 54－ 1550・FAX0857－ 54－
1570
代表取締役岡田幸一郎
工場（旧やまこう生コン㈱工場）＝本社に
同じ
普通 JIS取得（IC）
※共立建設協同組合、白兎生コン㈱、やま
こう生コン㈱より生産受託
464頁　追加　スライヴ生コン㈱
本社＝〒 680－ 0921　鳥取市古海 536－
1
☎ 0857－ 32－ 8201・FAX0857－ 29－
1042
代表取締役社長田中恒夫
工場（旧鳥取生コンクリート㈱工場）＝本
社に同じ
普通 JIS取得（IC）
※鳥取生コンクリート㈱、八頭生コン協同
組合より生産受託
465頁　鳥取生コンクリート㈱
→スライヴ生コン㈱に生産委託
465頁　白兎生コン㈱
→湖北生コン㈱に生産委託
465頁　八頭生コン協同組合
→スライヴ生コン㈱に生産委託
466頁　やまこう生コン㈱
→湖北生コン㈱に生産委託

－熊本県－
520頁　㈱城北生コンクリート
→土佐屋生コン㈱　山鹿工場
522頁　土佐屋玉名生コン㈱
→土佐屋生コン㈱　玉名工場
522頁　追加　土佐屋生コン㈱
本社＝〒 860－ 0863　熊本市中央区坪井
6－ 38－ 15

－大分県－
528頁　㈱スオウ
→事業廃止

－鹿児島県－
542頁　㈱サンライト
→事業廃止


