
令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先

茨城県 1034 矢口 祥 (株)アオイ補償

(者41名) 1561 矢澤 清 (株)アオイ補償

(補1名) 3174 大貫 淳司 (株)大貫測量設計

1286 兼原 敦 兼原測量設計(株)

2675 菊地 俊明 関東測量設計(株)

2394 井川 利枝子 北美測量(株)

496 海老澤 貞雄 (株)コスモ計測

2710 吉田 悠 (株)三喜コンサルタント

1053 谷萩 和徳 三陽用地(株)

1502 漆野 智之 三陽用地(株)

1749 濱口 稔 三陽用地(株)

3184 大野 智晃 三陽用地(株)

301 渡辺 優 (株)ジステック

998 大野 喜史 (株)ジステック

1175 木村 栄一 (株)ジステック

2210 木野内 義明 (株)ジステック

2213 諸井 敏男 (株)ジステック

2267 大川 健一 (株)ジステック

2337 平出 幸利 (株)ジステック

2539 清峯 祐三 (株)ジステック

2655 森田 伸二 (株)ジステック

2970 羽根田 吉典 (株)ジステック

3057 渡辺 和代 (株)ジステック

3058 中林 千花子 (株)ジステック

3061 武笠 力也 (株)ジステック

3251 小林 亮一 総合技研(株)

1248 島田 裕一 (株)トーホー測研

2059 川部 憲文 (株)トーホー測研

650 外岡 昇 (株)八州コンサルタント

1359 平山 光規 (株)平山測地

2457 桂 正志 明治測量設計(株)

617 大槻 敏夫 (株)明和技術コンサルタンツ

1970 植木 博 (株)明和技術コンサルタンツ

1971 古関 文暁 (株)明和技術コンサルタンツ

2276 田口 史也 (株)明和技術コンサルタンツ

3046 亀下 智美 (株)明和技術コンサルタンツ

3062 石濱 和典 (株)明和技術コンサルタンツ

登録番号

令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（関東ブロック 者418名、補8名）



令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先登録番号

令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（関東ブロック 者418名、補8名）

3214 大谷 勝則 (株)明和技術コンサルタンツ

1709 山田 茂 山田茂事務所

1275 深谷 誠 大和測量設計(株)

1562 勝田 美津子 用地キャリア(株)

補 202 野口 拓也 (株)ジステック



令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先登録番号

令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（関東ブロック 者418名、補8名）

栃木県 1705 池田 文雄 宇都宮測量(株)

(者43名) 1706 矢田部 守 宇都宮測量(株)

2265 宇賀神 浩之 宇都宮測量(株)

2281 渡辺 智貴 宇都宮測量(株)

3186 寺島 真隆 宇都宮測量(株)

939 藤野 直男 (株)格和測量設計

2531 宇賀神 良幸 協和測量設計(株)

1417 鈴木 勝 国土測量設計(株)

1565 岡田 良一 国土測量設計(株)

1836 梁島 友寛 国土測量設計(株)

2687 鶴見 泰利 国土測量設計(株)

2872 坂本 優 三立調査設計(株)

202 田村 昭夫 第一測工(株)

1162 松川 豊人 第一測工(株)

1671 野田 剛太郎 第一測工(株)

1673 舘野 貴行 第一測工(株)

1674 田村 禎生 第一測工(株)

1838 石岡 金一郎 第一測工(株)

1911 寺島 克幸 第一測工(株)

1964 神原 洋次 第一測工(株)

2602 小堀 俊明 第一測工(株)

1418 岡村 武夫 東亜サーベイ(株)

2403 柿岡 貴弘 栃木県土地改良事業団体連合会

891 古波津 順一 那須測量(株)

1073 津久井 政克 那須測量(株)

1075 久留生 尚美 那須測量(株)

1451 荒井 正敏 那須測量(株)

1453 江面 彰久 那須測量(株)

1454 酒井 昭二 那須測量(株)

1455 田代 政宏 那須測量(株)

1456 田代 静一 那須測量(株)

1457 津田 卓 那須測量(株)

1458 室井 将行 那須測量(株)

2231 斉藤 秀夫 那須測量(株)

369 阿久津 久 日研測量(株)

673 臼井 仁 日研測量(株)

991 泉谷 優 日研測量(株)

1049 益子 貴典 日研測量(株)



令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先登録番号

令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（関東ブロック 者418名、補8名）

1191 松原 啓雄 日研測量(株)

2772 清水 理 日研測量(株)

2773 田口 篤嗣 日研測量(株)

3083 佐藤 淳 日研測量(株)

1672 黒田 忠信



令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先登録番号

令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（関東ブロック 者418名、補8名）

群馬県 2612 松井 康浩 (株)アイ・ディー・エー

(者28名) 111 黒岩 保弘 (株)黒岩測量設計事務所

(補1名) 3254 中島 克則 (株)黒岩測量設計事務所

639 金子 明雄 (株)地測設計

183 丸山 三男 藤和航測(株)

242 齋藤 正治 藤和航測(株)

408 石村 敏郎 藤和航測(株)

956 山野 耕三 藤和航測(株)

1374 米山 勝芳 藤和航測(株)

2200 飯田 宗衛 藤和航測(株)

2271 小山 誠一 藤和航測(株)

2272 小山 伸寿 藤和航測(株)

2278 安原 貴 藤和航測(株)

2282 綿貫 友義 藤和航測(株)

2392 村上 寛明 藤和航測(株)

2622 高山 芳紀 藤和航測(株)

2833 武藤 貞雄 藤和航測(株)

2848 久保田 和茂 藤和航測(株)

2976 山田 光司 藤和航測(株)

3049 中沢 俊紀 藤和航測(株)

3075 上原 俊行 藤和航測(株)

3188 髙木 貴子 藤和航測(株)

2482 杉山 充 プロファ設計(株)

2489 木村 順一 プロファ設計(株)

2826 町田 浩一 プロファ設計(株)

2930 星野 太郎 プロファ設計(株)

2935 森田 充信 プロファ設計(株)

2946 井田 善雄 プロファ設計(株)

補 205 篠原 佑太 藤和航測(株)



令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先登録番号

令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（関東ブロック 者418名、補8名）

埼玉県 1302 清水 洋一 (株)葵エンジニアリング

(者132名) 966 山田 和之 (株)アクアテルス

(補4名) 1635 大堀 郁夫 旭工榮(株)

1679 菅原 俊彦 旭工榮(株)

2275 鈴木 利政 旭工榮(株)

2400 鈴木 良男 旭工榮(株)

2895 小池 一正 旭工榮(株)

2896 友野 拓真 旭工榮(株)

2897 圓谷 晴男 旭工榮(株)

3065 内田 武志 旭工榮(株)

1363 中田 康祐 (株)アタル開発

1681 斉藤 淳 (株)アタル開発

3108 松本 光介 (株)アタル開発

2279 山下 貴久 (株)荒川瀧石

2395 小久保 幸浩 (株)荒川瀧石

2516 奈良 千夏 (株)荒川瀧石

1264 木村 賢治 浦和測量設計(株)

1337 荒井 秀明 浦和測量設計(株)

1339 河津 正明 浦和測量設計(株)

1340 金子 由起夫 浦和測量設計(株)

1341 小林 二朗 浦和測量設計(株)

1654 矢沢 仁 浦和測量設計(株)

1827 上條 弘子 浦和測量設計(株)

2233 渡部 健雄 浦和測量設計(株)

2269 神田 晋 浦和測量設計(株)

2280 米山 一之 浦和測量設計(株)

3134 中島 照寿 浦和測量設計(株)

3203 菊地 くみ子 浦和測量設計(株)

3253 土城 理絵 浦和測量設計(株)

1613 高橋 秀樹 (株)カクシン

1419 藤井 健一 カツミテクノ(株)

1420 吉﨑 寿 カツミテクノ(株)

1245 木村 晃 (株)技術開発コンサルタント

1382 神倉 宰 (株)北武蔵調査測量設計事務所

1383 磯 亮丞 (株)北武蔵調査測量設計事務所

1384 小林 英雄 (株)北武蔵調査測量設計事務所

1385 田口 高行 (株)北武蔵調査測量設計事務所

1386 久石 隆 (株)北武蔵調査測量設計事務所



令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先登録番号

令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（関東ブロック 者418名、補8名）

1387 持田 拓哉 (株)北武蔵調査測量設計事務所

1525 木村 茂 (株)北武蔵調査測量設計事務所

1641 関口 浩利 (株)北武蔵調査測量設計事務所

3280 堀口 一人 (株)北武蔵調査測量設計事務所

3217 小林 武 共進調査設計(株)

3218 佐藤 裕樹 共進調査設計(株)

1338 髙松 利夫 (株)髙佑測量設計

2321 徳田 元之 (株)髙佑測量設計

1431 荒川 義之 国内測量設計(株)

1432 加藤 淳 国内測量設計(株)

1611 髙橋 功一 (株)コントラスト

1177 伊藤 順男 埼玉コンサルタント(株)

1180 畑 一成 埼玉コンサルタント(株)

571 坂本 正幸 埼玉測量設計(株)

1263 藤田 一巳 埼玉測量設計(株)

1639 小山 俊介 埼玉測量設計(株)

2635 山﨑 一也 埼玉測量設計(株)

2708 根本 顕孝 埼玉測量設計(株)

2894 橋本 健志 埼玉測量設計(株)

3121 柴﨑 弘之 埼玉測量設計(株)

702 細沼 英一 三協測量設計(株)

2922 石塚 幸次 サンセイプラン(株)

1966 笠原 順嘉 塩川設計測量(株)

1967 松原 義猛 塩川設計測量(株)

2118 金井 紀雄 塩川設計測量(株)

2120 川畑 昭博 塩川設計測量(株)

2122 小寺 雅人 塩川設計測量(株)

2128 土井 英哉 塩川設計測量(株)

2130 根岸 利如 塩川設計測量(株)

2132 平井 道喜 塩川設計測量(株)

2134 分枝 直勝 塩川設計測量(株)

3192 田沼 清 塩川設計測量(株)

1208 馬森 広治 (株)塩崎テクノブレイン

1209 菱沼 勝夫 (株)塩崎テクノブレイン

1392 奥田 誠 (株)塩崎テクノブレイン

1393 坂井 理之 (株)塩崎テクノブレイン

1394 高野 恭二 (株)塩崎テクノブレイン

1395 武井 美香 (株)塩崎テクノブレイン



令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先登録番号

令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（関東ブロック 者418名、補8名）

1682 稲毛田 孝雄 (株)塩崎テクノブレイン

1683 寺尾 純二 (株)塩崎テクノブレイン

1695 金子 健二 (株)塩崎テクノブレイン

1837 松本 誠 (株)塩崎テクノブレイン

1910 木村 和也 (株)塩崎テクノブレイン

2264 市原 智 (株)塩崎テクノブレイン

2341 西田 忠志 (株)塩崎テクノブレイン

2393 知久 周平 (株)塩崎テクノブレイン

2401 関口 裕太 (株)塩崎テクノブレイン

2914 高橋 洋貴 (株)塩崎テクノブレイン

2917 藤田 貴久 (株)塩崎テクノブレイン

3013 石田 剛 (株)塩崎テクノブレイン

3054 恵 義孝 (株)塩崎テクノブレイン

3182 岩間 尋子 (株)塩崎テクノブレイン

2674 中村 圭成 芝測量建築設計(株)

573 宮部 実 昭和(株)

577 片桐 豊 昭和(株)

1174 高橋 辰秋 昭和(株)

1176 枝 克夫 昭和(株)

1178 飯島 秀年 昭和(株)

1271 千葉 誠一 昭和(株)

1296 加瀬 潤一 昭和(株)

1506 鈴木 昌也 昭和(株)

1507 大平 衛 昭和(株)

1513 山田 毅 昭和(株)

1538 山田 幸子 昭和(株)

1702 井村 龍一 昭和(株)

1703 横山 敏明 昭和(株)

1707 氏家 智 昭和(株)

1708 鈴木 幸一 昭和(株)

2519 柴田 敏洋 昭和(株)

2953 三條 優樹 昭和(株)

2991 中川 祐 昭和(株)

557 小寺 正治 (株)新日本エグザ

1514 石塚 克徳 (株)新日本エグザ

1516 垣矢 千草 (株)新日本エグザ

1571 野川 明宏 (株)新日本エグザ

1545 畦町 安 第一測量設計(株)
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2119 川崎 慶平 第一測量設計(株)

2124 関根 徹 第一測量設計(株)

2396 戸井田 高広 第一測量設計(株)

3195 富岡 良介 第一測量設計(株)

3213 五十嵐 淳一 (株)大洋

3133 植木 正男 (株)中央測地

3215 卜部 正広 東洋測地調査(株)

3216 小川 和幸 東洋測地調査(株)

3219 島田 雄大 東洋測地調査(株)

927 西澤 洋一 (株)日本精測コンサルタント

1396 浅見 浩正 (株)富士測量

2651 角田 昌巳 (株)富士測量

2760 浅見 祐二 (株)富士測量

2763 山田 文久 (株)富士測量

3210 笠原 暁 武州測量(株)

2398 由本 圭 (株)宮原設計測量

2783 白田 秀夫 (株)ランド・コンサルタント

3020 安喰 雄治 (株)ランド・コンサルタント

補 211 小坂 光教 埼玉コンサルタント(株)

補 203 老沼 亮 塩川測量設計(株)

補 214 寺内 崇泰 (株)塩崎テクノブレイン

補 213 吉田 真 東洋測地調査(株)
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千葉県 1169 須藤 英夫 アスカ測量設計(株)

(者19名) 1958 大迫 和久 光和測量(株)

1688 石塚 修 (株)コーケン

1462 木村 義男 国内調査測量(株)

1965 野老 信久 (有)サンワ測量設計

2129 都祭 正尚 (株)総合開発

487 市原 秀義 高木測量(株)

1100 木部 高志 高木測量(株)

1116 篠宮 正幸 高木測量(株)

1129 津嶋 忠男 高木測量(株)

1184 日暮 育夫 高木測量(株)

1509 石橋 卓 高木測量(株)

2711 花島 治夫 高木測量(株)

3147 黒田 恒一 高木測量(株)

1001 苅込 正夫 (株)つくも

1677 大島 聡 (株)八州

1122 武田 行雄 富士測量(株)

1148 村田 道雄 富士測量(株)

3156 折原 圭
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東京都 708 廣永  泰之 アジア航測(株)

(者34名) 1959 阿部 豊一郎 (株)エイト日本技術開発

2498 髙松 志郎 (株)エイト日本技術開発

1612 貝塚 範雄 (株)エープランニング

2127 田中 邦彦 ＮＴＣコンサルタンツ(株)

2402 小林 道雄 ＮＴＣコンサルタンツ(株)

1421 上野 浩二 (株)四門

1422 亀田 康弘 (株)四門

1423 藤田 渉 (株)四門

1425 米澤 康夫 (株)四門

1437 江崎 暢浩 (株)四門

345 古谷 和夫 昭和(株)

2966 平山 茂勝 新栄測量設計(株)

530 鈴木 浩己 (株)ソクシン

1529 笛田 健二 (株)ソクシン

1533 岩﨑 崇 (株)ソクシン

2262 井桁 正幹 (株)ソクシン

2669 清田 一俊 (株)ソクシン

3151 保井 秀介 (株)ソクシン

1783 那須 譲 十勝技術開発株式会社(株)

2335 井出 定男 (公社)土地改良測量設計技術協会

3231 大宮 良人 (公社)土地改良測量設計技術協会

2965 大井 守 (株)日測

1637 大須賀 一矢 日本工営(株)

1692 佐藤 正行 日本振興(株)

2478 門屋町 弘司 (一社)農業農村整備情報総合センター

925 長野 三郎 (株)八州

993 伊藤 基 (株)八州

1282 武部 泰三 (株)八州

1676 横倉 一 (株)八州

1559 遠山 良三 (株)補償業務センター

3118 佐藤 恵一 大和測量設計(株)

1173 伊藤 正典 (株)ランド・コンサルタント

3165 林 健一郎



令和5年4月1日現在
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令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（関東ブロック 者418名、補8名）

神奈川県 1311 千葉 敏彦 (株)ＡＳＣ

(者3名) 2216 髙橋 直行 (株)トップライズ

1229 井上 寿夫



令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先登録番号

令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（関東ブロック 者418名、補8名）

山梨県 990 池田 利男 (株)アミノ測量

(者45名) 1710 萩原 雅之 (株)アミノ測量

2348 若狭 吉輝 (株)アミノ測量

2854 梅澤 信一 (株)エスティ設計

2977 加賀美 新太郎 (株)エスティ設計

3034 小林 和剛 (株)オーツヤ測量

3038 山下 哲也 (株)オーツヤ測量

2397 小林 広記 (株)カワイ

2939 川口 友之 (株)川口測量設計

2943 古屋 裕 (株)川口測量設計

2961 町田 求 (株)川口測量設計

1046 古屋 文仁 (株)峡東測量設計

1225 蜂須賀 光彦 (株)峡東測量設計

3157 古屋 翔太 (株)峡東測量設計

2947 鮎川 敏 (株)狭東測量設計

1305 穂坂 高史 (株)ケイ・データエンジニア

3250 木付 洋平 (株)ケイ・データエンジニア

2971 梶原 広 疾測量(株)

1047 細入 和彦 (株)蒼和コンサルタント

1050 望月 千万 (株)蒼和コンサルタント

1555 眞壁 良徳 (株)蒼和コンサルタント

2859 梶原 かおり 第一測量(株)

2865 藤本 秀昭 第一測量(株)

3227 斉藤 善彦 第一測量(株)

721 横小路 篤子 (株)太陽設計

3164 野澤 孝太 東洋コンサルタント(株)

2064 清水 浩樹 山梨県土地改良事業団体連合会

2997 秋山 真吾 山梨県土地改良事業団体連合会

2995 窪田 秀人 (株)ハヤテ・コンサルタント

2998 高井 秀弘 (株)ハヤテ・コンサルタント

3090 梶原 誠 (株)ハヤテ・コンサルタント

2926 小田切 秀樹 (株)富士エンジニアリング

3059 小池 善久 (株)富士エンジニアリング

2495 田中 秀孝 (株)富士測量

2892 田邉 光 (株)富士測量

1268 水上 久己 (有)水上測量調査事務所

1070 三井 栄三 望月測量設計(株)

1292 森田 唯夫 森田測量(株)
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令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（関東ブロック 者418名、補8名）

2901 望月 健氏 森田測量(株)

2963 中込 和伸 森田測量(株)

758 市川 哲郎 (株)リナン

788 塩津 尚人 (株)リナン

2624 青柳 和紀 (株)リナン

2828 木内 啓人 (株)リナン

2945 山本 和彦



令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先登録番号

令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（関東ブロック 者418名、補8名）

長野県 1976 治郎丸 啓 (株)エース

(者30名) 656 松下 公二 (株)共栄測量設計社

(補2名) 1834 村田 義彦 (株)協同測量社

1835 目黒 裕樹 (株)協同測量社

1912 水上 博友 (株)協同測量社

1963 山下 春木 (株)協同測量社

2126 高橋 敏寛 (株)協同測量社

2133 平井 佳明 (株)協同測量社

1088 磯貝 一志 (株)タイヨーエンジニヤ

1690 勝俣 和典 (株)タイヨーエンジニヤ

1747 栁澤 直実 (株)タイヨーエンジニヤ

2345 滝澤 誠 (株)タイヨーエンジニヤ

2978 篠﨑 和浩 (株)タイヨーエンジニヤ

3069 菅 秀和 (株)タイヨーエンジニヤ

3252 鷹野 敬子 (株)タイヨーエンジニヤ

879 川上 英之 (株)日研コンサル

1401 斧山 圭一 (株)日研コンサル

552 井出 一彦 (株)フジ技研

1840 芹沢 輝夫 (株)フジ技研

1846 町田 匡志 (株)フジ技研

2388 有坂 登栄 (株)フジ技研

2389 丸山 祐司 (株)フジ技研

2391 西沢 正史 (株)フジ技研

2535 金井 俊雄 (株)フジ技研

1261 山口 孝治 (株)みすず綜合コンサルタント

1684 中村 秀利 (株)みすず綜合コンサルタント

1685 池田 宏和 (株)みすず綜合コンサルタント

2330 須澤 光貴 (株)みすず綜合コンサルタント

2331 嶋田 隆信 (株)みすず綜合コンサルタント

1647 戸堀 悟

補 221 白鳥 拓真 (株)タイヨーエンジニヤ

補 222 土屋 郁夫 (株)タイヨーエンジニヤ
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静岡県 1687 牧野 侯夫 大鐘測量設計(株)

(者43名) 1828 板倉 武志 大鐘測量設計(株)

1849 榊原 寿秋 大鐘測量設計(株)

1856 杉本 光宏 大鐘測量設計(株)

2073 八木 一仁 大鐘測量設計(株)

2270 喜瀬川 敦 大鐘測量設計(株)

2137 淺岡 諭志 (株)グリーン

2263 石川 良太 (株)グリーン

2287 齋藤 晴道 (株)グリーン

2769 池谷 司 (株)グリーン

2910 坂口 茂巳 (株)グリーン

76 鈴木 憲秀 (株)松和技研

987 渥美 貴志 (株)中部移動建設

1270 岡本 直美 (株)中部綜合コンサルタント

10 望月 信博 静岡県土地改良事業団体連合会

2115 石原 稔文 静岡県土地改良事業団体連合会

1505 杉村 和夫 不二総合コンサルタント(株)

1680 渡辺 聡之 不二総合コンサルタント(株)

1968 白石 裕一 不二総合コンサルタント(株)

1987 鈴木 高行 不二総合コンサルタント(株)

1988 瀧本 勝洋 不二総合コンサルタント(株)

1989 名倉 忍 不二総合コンサルタント(株)

2048 竹内 知治 不二総合コンサルタント(株)

2412 平井 寿和 不二総合コンサルタント(株)

2415 小池 弘人 不二総合コンサルタント(株)

2717 松﨑 徹 不二総合コンサルタント(株)

2757 天野 賢 不二総合コンサルタント(株)

816 袴田 徹 (株)フジヤマ

1008 齋藤 一郎 (株)フジヤマ

1150 山岸 正博 (株)フジヤマ

1322 神谷 幸一郎 (株)フジヤマ

1552 松井 宏隆 (株)フジヤマ

2117 内田 哲 (株)フジヤマ

2799 鴨川 英敏 (株)フジヤマ

3044 戸塚 茂規 (株)フジヤマ

3045 神尾 剛 (株)フジヤマ

3106 杉谷 翔三 (株)フジヤマ

3170 村松 勇 (株)フジヤマ
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3175 小杉 泰裕 (株)フジヤマ

3176 澤中 敬介 (株)フジヤマ

2409 石野 直之 吉田測量設計(株)

2474 吉田 雄三 吉田測量設計(株)

2598 金原 典弘 吉田測量設計(株)


