
令和5年4月1日現在

都道府県 氏名 勤務先

鳥取県 2446 明石 幸男 (株)アイテック

(者22名) 2626 大嶋 宏幸 (株)アイテック

2627 竹内 稔 (株)アイテック

2649 生駒 健次 (株)アイテック

2957 奈良井 健治 (株)アイテック

2447 寺尾 健一 (株)ウエスコ

2448 桑本 浩史 (株)エース・プラン

2182 梅原 剛 (株)広洋コンサルタント

2183 木村 みどり (株)広洋コンサルタント

2184 山路 慎一 (株)広洋コンサルタント

2204 小谷 崇 (株)広洋コンサルタント

2301 増田 信幸 (株)広洋コンサルタント

2302 円岡 健一 (株)広洋コンサルタント

2326 田中 友明 (株)広洋コンサルタント

2562 岩田 浩樹 (株)広洋コンサルタント

633 岡本 秀樹 (株)ジーアイシー

383 赤川 誠 ダイニチ技研(株)

2571 濱田 武則 (株)ヒノコンサルタント

2572 原田 大輔 (株)ヒノコンサルタント

2696 白川 将夫 (株)ワーパス

2724 橋本 拓也 (株)ワーパス

846 前田 浩司

令和5年度　土地改良補償業務管理者等登録名簿（中国四国ブロック 者178名、補4名）

登録番号
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島根県 834 横木 哲也 イズテック(株)

(者33名) 1871 伊藤 由美 イズテック(株)

1872 岸 潤司 イズテック(株)

1873 塚原 和幸 イズテック(株)

2300 秋國 浩二 イズテック(株)

1711 三加茂 利明 出雲グリーン(株)

2010 黒崎 康弘 出雲グリーン(株)

2011 多々納 昌司 出雲グリーン(株)

666 花澤 和行 (株)カイハツ

822 古川 英和 (株)カイハツ

868 内田 仁史 (株)カイハツ

1874 大野 智義 (株)カイハツ

1875 馬庭 隆大 (株)カイハツ

2012 大野 和裕 (株)カイハツ

2344 石倉 務 (株)カイハツ

2574 渡部 新一朗 (株)カイハツ

3048 原田 康 (株)カイハツ

3194 周藤 孝一 (株)カイハツ

474 小林 茂 山陰開発コンサルタント(株)

2734 中島 敏満 (株)シブタニ測量

604 因幡 弘一 島建コンサルタント(株)

703 福代 尚男 島建コンサルタント(株)

84 渡邊 晃 (株)昭和コンサルタント

2013 松下 洋介 (株)昭和測量設計事務所

944 前川 卓也 島根県土地改良事業団体連合会

2738 中村 剛 (株)日本海技術コンサルタンツ

3026 渡部 雅史 (株)日本海技術コンサルタンツ

975 青木 誠 (株)古川コンサルタント

2500 横木 俊一 (株)古川コンサルタント

3114 佐藤 純一 (株)古川コンサルタント

3115 藤原 友紀 (株)古川コンサルタント

28 黒川 善富 (株)ワールド測量設計

1715 山田 光治 (株)ワールド測量設計
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岡山県 632 福田 孝史 (株)アサヒ測量設計事務所

(者15名) 1216 田村 辰正 (株)アサヒ測量設計事務所

2611 末石 憲史 (株)アサヒ測量設計事務所

1071 原田 圭一 (株)ウエスコ

1714 那須 幹弘 (株)ウエスコ

2464 岡口 敏之 (株)ウエスコ

3107 西尾 健士 (株)ウエスコ

1309 谷口 元一 (株)エイト日本技術開発

1314 村上 正彦 (株)エイト日本技術開発

2003 池田 博幸 (株)エイト日本技術開発

82 長尾 詩郎 大島技術コンサルタント(株)

2209 福田 幸輝 (株)カイハツ

2342 西田 好宏 (株)カイハツ

1862 寺尾 紀彦 新光技術開発(株)

745 妹尾 与志久 岡山県土地改良事業団体連合会
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広島県 1860 安養寺 義光 (株)ウエスコ

(者12名) 2163 奥村 優 宇部興産コンサルタント(株)

(補1名) 1643 轡田 高士 広建コンサルタンツ(株)

1644 湯浅 純典 広建コンサルタンツ(株)

2005 髙垣 安由 広建コンサルタンツ(株)

716 荒木 英夫 (株)タマルコンサルタント

2569 代島 俊光 中央建鉄(株)

844 柳田 哲也 広島県土地改良事業団体連合会

2685 郷路 雅和 (株)古川コンサルタント

95 峯岡 專 (株)ミネ技術

977 峯岡 静彦 (株)ミネ技術

2898 行廣 泰昌 (株)ミネ技術

補 223 大礒 美紗生 (株)ミネ技術
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山口県 2165 亀井 博史 (株)荒谷建設コンサルタント

(者3名) 3180 松尾 徹 山口県土地改良事業団体連合会

2299 浜部 浩之 (株)リクチコンサルタント
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登録番号

徳島県 1207 湯浅 浩司 (株)アース・コンサル

(者47名) 1858 松永 頼陽 (株)アース・コンサル

(補1名) 1859 横山 浩巳 (株)アース・コンサル

2983 松浦 愛子 (株)アース・コンサル

3206 久 圭司 (株)アース・コンサル

1005 工藤 功 (株)あおぞら綜合コンサルタント

3119 久米川 康則 阿波測建(株)

3120 遠藤 圭一 阿波測建(株)

1089 井上 和子 (株)エコー建設コンサルタント

2722 中川 孝之 (株)エコー建設コンサルタント

2992 桑原 充明 (株)エス・ビー・シー

2993 藤本 照治 (株)エス・ビー・シー

2088 木村 貴志 (株)環境防災

2540 阿部 克仁 (株)環境防災

2166 鴨井 崇 四国建設コンサルタント(株)

2164 笠井 照夫 (株)昭和コンサルタント

2173 杉本 邦浩 (株)昭和コンサルタント

2839 島 昭裕 津乃峰測量設計(株)

3230 島尾 政司 中国四国農政局

1056 山田 昇 (株)徳島総合コンサルタント

1863 山口 俊一 (株)徳島総合コンサルタント

2168 久保 栄子 (株)徳島総合コンサルタント

2172 杉野 正通 (株)徳島総合コンサルタント

2174 永井 雄大 (株)徳島総合コンサルタント

2179 丸宮 美紀 (株)徳島総合コンサルタント

2932 伊勢 将治 (株)徳島総合コンサルタント

2933 廣島 昌昭 (株)徳島総合コンサルタント

2934 久次米 敬太 (株)徳島総合コンサルタント

622 崎山 哲幹 (株)補償実務

1189 鹿草 信二 (株)補償実務

1259 豊崎 誠二 (株)補償実務

2170 近藤 雅昭 (株)補償実務

2450 中瀬 史朗 (株)補償実務

3033 片山 奈美 (株)補償実務

3266 竹村 直也 (株)補償実務

3269 山本 信秀 (株)補償実務

986 澤田 哲郎 (株)松本コンサルタント

1554 篠崎 昌綱 (株)松本コンサルタント



令和5年4月1日現在
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2008 川真田 良博 (株)松本コンサルタント

2175 長岡 稔祐 (株)松本コンサルタント

2232 藤本 知夫 (株)松本コンサルタント

2322 一宮 栄司 (株)松本コンサルタント

2346 神田 博延 (株)松本コンサルタント

2642 中野 和明 (株)松本コンサルタント

2920 松本 巡 (株)松本コンサルタント

3282 吉本 哲也 (株)松本コンサルタント

1870 山岡 和美 (株)山岡不動産研究所

補 228 堀江 彩 (株)松本コンサルタント
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香川県 3078 瀬尾 雄一朗 (株)アース・プランニング

(者29名) 3079 三枝 篤史 (株)アース・プランニング

(補2名) 3284 森本 啓吾 (株)アース・プランニング

2167 橘本 義孝 (株)アクアテルス四国支店

2060 多田羅 元治 (株)五星

2451 冨田 孝治 (株)五星

2766 辻 和憲 (株)五星

3132 小林 昌美 (株)五星

3017 長尾 和弘 (株)エース設計コンサルタント

3265 片山 信夫 (株)環境デザイン

3028 齋藤 靖英 共同設計(株)

3037 勝田 芳和 共同設計(株)

3220 秋山 恵子 共同設計(株)

2949 竹川 和弘 (株)光洋設計

3071 大平 圭三 (株)光洋設計

3201 増田 高宏 (株)光洋設計

3043 尾﨑 晃弘 (株)設計コンサルタント

3189 小亀 重喜 (株)総合技建コンサルタント

3267 田中 順二 (株)総合技建コンサルタント

2956 山田 省三 (株)総合コンサルタンツ

3035 原村 照男 (株)総合コンサルタンツ

3123 横井 俊弘 (株)総合コンサルタンツ

3172 横地 則之 (株)チェリーコンサルタント

3172 島田 千尋 香川県土地改良事業団体連合会

2169 栗林 秀樹 (株)プラムコンサルタント

2176 中村 力生 (株)プラムコンサルタント

2177 埴淵 裕章 (株)プラムコンサルタント

3136 早川 直裕 (株)マオカ設計

3055 山地 隆範 まんのう町

補 200 田中 順二 (株)総合技建コンサルタント

補 206 眞木 直人 (株)光洋設計
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愛媛県 2002 谷本 豊 (株)荒谷建設コンサルタント

(者16名) 3023 岸本 征治 (株)荒谷建設コンサルタント

3264 越智 隆 (株)荒谷建設コンサルタント

1249 長谷 淳司 共立工営(株)

2884 長岡 利昌 愛媛県土地改良事業団体連合会

2867 上井 貴雄 南海測量設計(株)

2868 増田 善幸 南海測量設計(株)

1866 赤瀬 亮平 (株)芙蓉コンサルタント

1867 河野 伸哉 (株)芙蓉コンサルタント

1868 西田 眞史 (株)芙蓉コンサルタント

1361 日山 浩二 (株)米北測量設計事務所

1573 丹下 伸宏 (株)米北測量設計事務所

2880 渡部 満弥 (株)米北測量設計事務所

2883 村上 忠 (株)米北測量設計事務所

2663 大石 智祥 (株)ライト設計コンサルタント

2343 日野 大成
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高知県 2819 江口 羊一 (株)タカチ測建

(者1名)


