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アオキ　イサオ 1 青木　　勲 建設 建設環境(自然環境の保全) イズテック(株) 0853-22-5630

アオヤマ　マサル 2 青山　　勝 建設 道路(道路設計) 総合技術監理 建設(道路) (株)ウエスコ　島根支社 0852-25-1252

アゴウ　ヒデオ 3 吾郷　秀雄 農業 農業土木 (株)カイハツ 0853-25-3878

アズキサワ　カオル 4 小豆澤　薫 応用理学 地質(土木地質) 総合技術監理 応用理学(地質) (株)共立エンジニヤ 0852-27-8720

アダチ　トシキ 5 安達　寿規 農業 農業土木(かんがい排水) 山陰開発コンサルタント(株) 0852-21-0364

アダチ　マサユキ 6 安立　正行 建設 道路(道路設計) (株)竹下技術コンサルタント 0853-22-2350

アベ　ウシオ 7 安部　　潮 建設 建設 施工計画 (株)中筋組 0853-23-8550

アベ　トオル 8 安部　　徹 建設
河川、砂防及び海岸・海洋(治
水・利水計画)

(株)ジェクト 0852-36-7333

アリマ　ツヨシ 9 在間　　健 建設 鋼構造及びコンクリート (株)アドバンスネット成和 0856-23-1159

アワイ　コウジ 10 粟井　康二 建設 道路(道路設計) (株)グランド調査開発 0855-26-0721

イケダ　マコト 11 池田　　誠 建設 鋼構造及びコンクリート (株)三建技術 0856-23-4364

イケモリ　トオル 12 池森　　徹 建設 道路(道路構造物) 島根県　益田県土整備事務所 0856-31-9642

イシカワ  ノリユキ 13 石川　智之 建設 道路(道路計画及び道路設計)
公益社団法人
島根県建設技術センター

0852-21-9918

イシクラ　アキカズ 14 石倉　昭和 建設 都市及び地方計画(市街地計画) 総合技術監理 建設(都市及び地方計画) 協和地建コンサルタント(株) 0852-21-0411

イシクラ　トシユキ 15 石倉　敏幸 建設 土質及び基礎(斜面安定)
西日本旅客鉄道(株)　米子支社
米子土木技術センター

0859-32-0214

イシクラ　ヒデアキ 16 石倉　英明 建設 道路(道路計画) 島根県　浜田県土整備事務所 0855-29-5683

イシクラ　ヒロノリ 17 石倉　裕憲 農業 農業土木(かんがい排水) 島根県　西部農林振興センター 0855-29-5590

イシクラ　ヤスヒロ 18 石倉　康弘 上下水道 上水道及び工業用水道(送排水) 松江市上下水道局 0852-55-4863

イシザキ　マサノブ 19 石崎　正信 建設
河川、砂防及び海岸・海洋(治
水・利水計画)

北陽技建(株) 0853-22-0223

イシダ　ヒロシ 20 石田　弘至 建設 道路(道路計画) 総合技術監理 建設(道路) 島根県　出雲県土整備事務所 0853-30-5609

イシバシ　ヒロユキ 21 石橋　弘行 建設 道路(道路管理) カナツ技建工業(株) 0852-25-5564

イシハラ　ヒトシ 22 石原　一志 農業 農業土木(農道整備) (株)ワールド測量設計 0853-72-0390

イシマル　マサル 23 石丸　　勝 建設
1.鋼構造及びコンクリート
2.施工計画、施工設備及び積算

(株)サンワ 0855-24-1135
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イジリ　オサム 24 井尻　  敦 電気電子 1.電気応用 2.電気機器
(独)高齢・障害・求職者雇用支援
機構岡山支部　岡山職業能力開発
促進センター

086-241-0067

イズミ　タカシ 25 和泉　孝嗣 建設 1.道路(道路構造物) 総合技術監理 建設(道路) 島根県　防災部 0852-22-6775

イダ　ユタカ 26 井田　　豊 建設
鋼構造及びコンクリート(コンク
リート)

総合技術監理 建設(鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ) (株)太陽建設コンサルタント 0852-22-4654

イトウ　キヨハル 27 伊藤　清治 建設
1.土質及び基礎(土質)
2.道路(道路構築及び防災)

(株)日本海技術コンサルタンツ 0852-66-3680

イトウ　マモル 28 伊藤　　衛 建設
河川、砂防及び海岸・海洋(河川
改修計画)

(株)大隆設計 0853-23-8200

イトウ　ミキロウ 29 伊藤　幹郎 建設 都市及び地方計画(地域計画) 総合技術監理 建設(都市及び地方計画) (株)西部測量設計 0854-82-6045

イトハラ　タモツ 30 糸原　　保 建設
河川，砂防及び海岸・海洋(治水
利水計画)

島根県　土木部 0852-22-6570

イトハラ　ヒロシ 31 糸原　  浩 建設
1.土質及び基礎(斜面安定及び土
構造物)2.道路(道路土工及び道
路構造物)

(株)トーワエンジニアリング 0853-24-1102

イナタ　マコト 32 稲田　　誠 建設 道路(道路設計) (株)アキバ 0852-66-2115

イノウエ　カズオ 33 井上　数夫 建設
1.鋼構造及びコンクリート(鉄筋
コンクリート構造) 2.施工計
画，施工整備及び積算

松江土建(株) 0852-21-3060

イノウエ　コウゾウ 34 井ノ上 幸造 応用理学 地質 建設 河川砂防及び海岸 総合技術監理
建設(河川，砂防及
び海岸・海洋)

(株)古川コンサルタント 0853-21-5131

イノウエ　ショウイチ 35 井上　正一 森林 森林土木(林道)

イノウエ ショウイチロウ 36 井上 祥一郎 森林 森林土木(森林環境保全) 環境
環境保全計画(水環境保全
計画)

衛生工学
廃棄物処理(有機廃
棄物処理)

水産
増養殖(底
質改善)

(株)名邦テクノ 052-823-7111

イノウエ　マコト 37 井上　　真 応用理学 地質(土木地質) (株)ウエスコ　岡山地盤調査課 086-254-2460

イワサキ　ヤスノリ 38 岩﨑　泰敬 建設
1.施工計画、施工設備及び積算
(建設マネジメント、施工計画)

(株)カイハツ 0853-25-3878

ウエノ　ノリヒロ 39 上野　典広 建設
鋼構造及びコンクリート(コンク
リート)

イズテック(株) 0853-22-5630

ウエノ　マサヒロ 40 上野　雅大 建設
施工計画,施工設備及び積算(施
工計画)

(株)大田技術コンサルタント 0854-82-3619

ウエヤマ　ヨシミチ 41 上山　善道 上下水道 下水道(下水道計画) 総合技術監理 上下水道(下水道) (株)ワールド測量設計 0853-72-0390

ウノ　シンイチ 42 宇野　真一 建設 建設環境 環境 自然環境保全 総合技術監理 建設(建設環境) (株)太陽建設コンサルタント 0852-22-4654

エスミ　アツシ 43 江角　　淳 電気電子 電気設備 総合技術監理 電気電子(電気設備)

エスミ　ジュン 44 江角　　淳 森林 森林土木(治山) 公益社団法人　島根県林業公社 0852-32-3180

エスミ　マコト 45 江角　　慎 森林 森林土木(治山) 建設
河川，砂防及び海岸・海
洋

島建コンサルタント(株) 0853-53-3251

エンドウ　コウサク 46 遠藤　公作 農業 農業土木(農道整備) 島根県　松江県土整備事務所 0852-32-5654

上下水道 (下水道－廃水処理)
建設 (建設環境－環境影響評価)
農業 (畜産・農村環境－糞尿処理・廃棄物の有効利用)
応用理学 (地球物理及び地球化学－陸水環境保全）
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エンドウ　トオル 47 遠藤　　徹 建設 トンネル 総合技術監理 建設
島根県　雲南県土整備事務所
仁多土木事業所

0854-54-1251

オオウチ　シゲル 48 大内　　茂 建設 道路(道路計画) 総合技術監理 建設(道路) (株)コスモブレイン　 0852-27-7830

オオガ　タカヒロ 49 大賀　隆宏 建設
1.河川，砂防及び海岸・海洋(地
すべり防止)2.道路(道路構造物)

総合技術監理
建設(河川,砂防及び海
岸・海洋)

島根県　浜田県土整備事務所 0855-29-5699

オオガケ　トシヒロ 50 大掛　敏博 建設 道路(道路計画) 総合技術監理 建設(道路) (株)アトラス 0852-37-0001

オオグニ　アキヨシ 51 大国　明義 建設
河川，砂防及び海岸・海洋(河川
改修)

(株)大隆設計 0853-23-8200

オオグマ　カツノリ 52 大熊　克紀 機械
(株)ジェイ・エム・エス　出雲工
場

0853-23-9684

オオサカ　イサク 53 大坂　伊作 応用理学 地質(土木地質) 建設 土質及び基礎(土質) イズテック(株) 0853-22-5630

オオサカ　オサム 54 大坂　　理 応用理学 地質(斜面災害地質) 建設
1.河川，砂防及び海岸(地
すべり防止)
2.土質及び基礎

総合技術監理
建設(河川，砂防及
び海岸・海洋)

(株)日本海技術コンサルタンツ 0852-66-3680

オオシマ　セイジ 55 大島　清司 建設
鋼構造及びコンクリート(コンク
リート)

今井産業(株) 0855-92-1157

オオシマ　タツヤ 56 大嶋　辰也 建設
建設環境(自然環境の保全及び創
出)

総合技術監理 建設(建設環境) (株)ウエスコ　島根支社 0852-25-1252

オオツカ　ヒロカズ 57 大塚  広和 建設
鋼構造及びコンクリート(プレ
キャストコンクリート)

和光産業(株) 0852-52-6112

オオノ　ミキオ 58 大野　幹雄 建設
施工計画，施工設備及び積算(施
工計画)

パルス建設コンサルタント(株) 0853-63-3795

オオノ　ミノル 59 大野　　実 建設 土質及び基礎 応用理学 地質 総合技術監理 地質 (株)竹下技術コンサルタント 0853-22-2350

オオハタ　テツオ 60 大畑　徹夫 建設 土質及び基礎 (株)三建技術 0856-23-4364

オオハタ　トミキ 61 大畑　富紀 建設 道路(道路設計) (株)ウエスコ　浜田支店 0855-23-3755

オオハタ　ハルノリ 62 大畑　温憲 農業 農業土木(かんがい排水)

オオヤ　マコト 63 大屋　　誠 建設 鋼構造及びコンクリート 松江工業高等専門学校 0852-36-5268

オカ　ユキヨシ 64 岡　　幸美 建設 道路(道路計画) 北陽技建(株) 0853-22-0223

オカダ　タケシ 65 岡田　　健 建設 道路(道路設計) (株)ワールド測量設計 0853-72-0390

オカムラ　シゲル 66 岡村　　茂 農業 農業土木(かんがい排水) 総合技術監理 農業(農業土木) 建設
施工計画，施工設備
及び積算(施工計画)

島根県　隠岐支庁農林局 08512-2-9659

オガワ　オサム 67 小川　　治 建設
河川，砂防及び海岸･海洋(治水
利水計画)

島根県　浜田県土整備事務所 0855-29-5576

オゾエ　アキラ 68 尾添　  明 上下水道 下水道(下水渠) 建設 道路 (株)エイエム建設コンサルタント 0852-24-8682

オダ　モトアキ 69 小田　基明 応用理学 地質(斜面災害地質) 島建コンサルタント(株) 0853-53-3251

オチアイ　トシヒコ 70 落合　稔彦 農業 農業土木(農道整備) 島根県　農林水産部 0852-22-6780
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オチアイ　ヒサエ 71 落合　久栄 建設
河川，砂防及び海岸・海洋(治水
利水計画)

オノ　ダイスケ 72 小野　大輔 建設
鋼構造及びコンクリート(コンク
リート)

森島建設株式会社 0854-76-3527

オムラ　コウイチ 73 小村　晃一 建設 道路(道路構造物) イズテック(株) 0853-22-5630

オムラ　タカカズ 74 小村　隆一 建設
河川，砂防及び海岸・海洋(河川
改修)

(株)大隆設計 0853-23-8200

オムラ　ツトム 75 小村　　勤 農業 農業土木(集落排水施設) 北陽技建(株) 0853-22-0223

オムラ　トオル 76 小村　　徹 建設 道路(道路防災) (株)コスモ建設コンサルタント 0853-72-1171

オムラ　ヨシヒロ 77 小村　淳浩 情報工学
情報システム・データ工学(情報
システムの企画及び計画)

(株)大隆設計 0853-23-8200

オリグチ　リョウジ 78 折口　良二 応用理学 地質 (株)三建技術 0856-23-4364

オリサカ　クニハル 79 折坂　邦治 建設 土質及び基礎(基礎、土構造物) (株)大隆設計 0853-23-8200

オンダ　セイジ 80 恩田　誠司 建設 道路(道路設計) (株)古川コンサルタント 0853-21-5131

カイ　フガク 81 甲斐　冨岳 建設
1.鋼構造及びコンクリート(鋼構
造)

(株)コスモ建設コンサルタント
西部営業所

0855-55-3560

カゲヤマ　タツオ 82 景山　辰夫 建設
施工計画，施工設備及び積算(施
工計画)

くにびき設計(株) 0852-67-6620

カタオカ　ダイスケ 83 片岡　大輔 建設
建設環境(自然環境の保全及び創
出)

(株)ウエスコ　島根支社 0852-25-1252

カタヤマ　ナオキ 84 片山　直樹 応用理学 地質(斜面災害地質) 建設

土質及び基礎(土質及び斜
面安定)
河川，砂防及び海岸・海
洋(砂防及び地すべり)

総合技術監理 建設(土質及び基礎) (株)日本海技術コンサルタンツ 0852-66-3680

カツベ　タカヒロ 85 勝部　貴弘 建設 道路(道路設計) 島根県　益田県土整備事務所 0856-31-9652

カツベ　ヒサオ 86 勝部　久男 農業 農業土木(農道整備) 建設 道路(道路設計) (株)日西テクノプラン 0852-22-1163

カツベ　ユウジ 87 勝部　祐治 建設
1.土質及び基礎(土質・土構造
物)2.都市及び地方計画(地域計
画)3.道路(道路計画)

総合技術監理 建設(都市及び地方計画) 環境 環境保全計画 (株)エブリプラン 0852-55-2100

カトウ　ツヨシ 88 嘉藤　　剛 建設
河川、砂防及び海岸・海洋(地す
べり防止に関する事項)

島建コンサルタント(株) 0853-53-3251

カトウ　フトシ 89 嘉藤　太史 上下水道 下水道(下水渠) 総合技術監理 上下水道(下水道) (株)コスモ建設コンサルタント 0853-72-1171

カトウ　ヨシロウ 90 加藤　芳郎 応用理学 地質(防災地質) (株)大建コンサルタント 0856-22-1341

カドタニ　アツユキ 91 角谷　篤志 農業 農業土木(かんがい排水)
島根県　県央県土整備事務所
大田事業所

0854-84-9768

カドハシ　タケシ 92 角橋　　健 上下水道 下水道(下水渠) (株)共立エンジニヤ 0852-27-8720

カネサカ　ヒロアキ 93 金坂　弘昭 上下水道 下水道(下水渠) (株)藤井基礎設計事務所 0852-23-6721
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カネサキ　マサノブ 94 金﨑　正照 建設 道路(道路設計) 益田市役所　建設部 0856-31-0364

カネツカ　ジュンイチ 95 金塚　淳一 建設 道路(道路設計) (株)ジェクト 0852-36-7333

カネツク　カズオ 96 鐘築　一雄 建設 土質及び基礎(基礎) (株)アテナ 0852-31-7605

カモト　クニオ 97 嘉本久仁男 農業 農業土木(農地保全)

カワカミ　セイノスケ 98 川神 清之介 建設 土質及び基礎 (株)サンワ 0855-24-1135

カワカミ　マスオ 99 河上　益生 建設 道路(道路設計) 森林 森林土木(林道設計) (株)昭和測量設計事務所 0856-23-6728

カワニシ　トシヒデ 100 川西　敏英 建設 河川,砂防及び海岸・海洋(ダム) 島根県　土木部 0852-22-5092

カワハラ　ヒロシ 101 河原　　宏 農業 農業土木(農道整備) 建設 道路(道路設計) 総合技術監理 農業(農業土木) (株)カイハツ 0853-25-3878

カワモト　コウジ 102 川本　浩二 建設 港湾及び空港(空港)
島根県　県央県土整備事務所
大田事業所

0854-84-9724

カントウ　ケンイチ 103 神藤　健一 応用理学 地質 (株)アドバンスネット成和 0856-23-1159

カンバ　カズヒコ 104 神庭　和彦 農業 農業土木(かんがい排水) 総合技術監理 農業(農業土木) 建設 建設環境 島根県　浜田県土整備事務所 0855-29-5584

カンバ　ハルシ 105 神庭　治司 建設
1.河川、砂防及び海岸・海洋(河
川環境の保全・整備)2.建設環境

国土交通省　中国地方整備局
日野川河川事務所

0859-27-5484

キサ　ユキヨシ 106 木佐　幸佳 建設 道路(道路構築) 総合技術監理 建設(道路)

キシネ　シンジ 107 岸根　真志 建設 道路(道路構造物　道路管理) 島根県　浜田県土整備事務所 0855-29-5682

キタムラ　キヨシ 108 北村　　清 水産 水産土木(漁村計画) 総合技術監理 水産(水産土木) ケーシーコンサルタント(株) 0852-31-2332

キタワキ　ノブヒデ 109 北脇　信英 建設 道路(道路防災) 総合技術監理 建設(道路) (株)ワールド測量設計 0853-72-0390

キムラ　カツミ 110 木村　克己 建設 河川、砂防及び海岸・海洋 総合技術監理
建設(河川、砂防及び海
岸・海洋)

(株)トガノ建設 0853-23-1010

キムラ　ケンイチ 111 木村　賢一 建設 道路(道路設計) (株)ウエスコ　山口支店 083-932-5923

キムラ　マサヨシ 112 木村　昌義 建設
施工計画，施工設備及び積算(施
工計画)

(株)シーエム・エンジニアリング
島根支社

0853-20-7145

クドウ　タケオ 113 工藤　健雄 応用理学 地質
(株)エイト日本技術開発
防災保全事業部　松江支店

0852-21-3375

クニキヨ　トモユキ 114 國清　智之 応用理学 地質(環境地質) (株)ワールド測量設計 0853-72-0390

クニミツ　ユキオ 115 國光　幸雄 建設 都市及び地方計画 (株)サンワ 0855-24-1135

クワノ　ヒロユキ 116 桑野　浩之 建設
1.鋼構造及びコンクリート
2.道路(道路構造物)

総合技術監理
建設(鋼構造及びコンク
リート)

(株)共立エンジニヤ 0852-27-8720

ケイキュウ　タカシ 117 慶久　孝司 建設 道路(道路設計) (株)アドバンスネット成和 0856-23-1159
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ケンモツ　ヤスヒロ 118 劒持　康弘 建設 建設環境 (株)ウエスコ　島根支社 0852-25-1252

コウゼン　トオル 119 幸前　　徹 建設 トンネル(シールド工法) 総合技術監理 建設(トンネル) 上下水道 下水道(下水渠) (株)シマダ技術コンサルタント 0854-22-2271

コウノ　ヤスヒコ 120 河野　靖彦 建設
施工計画、施工設備及び積算(施
工計画)

(有)江府技研コンサルタント 0859-75-3131

コジマ　ヒデユキ 121 児島　秀行 応用理学 地質(防災地質) (株)サイカイコンサルタント 086-241-4184

コバヤシ　シンジ 122 小林　慎治 建設
河川、砂防及び海岸・海洋(砂
防)

島根県　土木部 0852-22-6133

コヤマ　ハルカ 123 小山　治香 応用理学 地質(土木地質) 建設 土質及び基礎 (株)竹下技術コンサルタント 0853-22-2350

コンドウ　レンセイ 124 近藤　廉正 建設
施工計画、施工設備及び積算(施
工計画)

(株)鴻池組　広島支店 082-228-1160

サイトウ　リュウタ 125 齊藤　龍太 建設
河川砂防及び海岸海洋(斜面災
害)

(株)藤井基礎設計事務所 0852-23-6721

サカイ　エイジ 126 境　　英治 建設
建設環境(自然環境の保全・創
出)

総合技術監理 建設(建設環境) 島根県　土木部 0852-22-5943

サカイ　マサユキ 127 酒井　正之 上下水道
上水道及び工事用水(送配水施
設)

(株)ワールド測量設計 0853-72-0390

サカタ　セイジ 128 坂田　聖二 応用理学 地質(斜面災害地質) 島建コンサルタント(株) 0853-53-3251

サカモト　タクゾウ 129 坂本　拓三 建設
都市及び地方計画(市街地開発事
業)

(株)坂本建築設計事務所 0852-25-2222

サカモト　ミチヒコ 130 坂本　道彦 建設 道路(道路設計) (株)ウエスコ　鳥取支社 0857-31-3531

サクラ　タカユキ 131 櫻　　隆之 建設 河川、砂防及び海岸・海洋 (株)大隆設計 0853-23-8200

ササキ　ケイイチ 132 佐々木 慶一 建設
1.道路(道路構造物)2.トンネル
(トンネル設計)3.施工計画、施
工設備及び積算(施工計画)

島根県　県央県土整備事務所 0855-72-9626

ササキ　タカオ 133 佐々木 孝夫 建設 道路(道路計画) 総合技術監理 建設(道路) 島根県　土木部 0852-22-5181

ササキ　ユウジ 134 佐々木　勇司 応用理学 地質 (株)サンワ 0855-24-1135

ササキ　リツロウ 135 佐々木 律朗 上下水道 下水道(下水渠) (株)ウエスコ　浜田支店 0855-23-3755

サトウ　カズヤ 136 佐藤　一矢 建設
1.鋼構造及びコンクリート
2.道路(道路構造物)

(株)三建技術 0856-23-4364

サトウ　カツノリ 137 佐藤　勝則 森林 森林土木(治山) (株)日西テクノプラン 0852-22-1163

サトウ　テツヤ 138 佐藤　哲也 建設 港湾及び空港(港湾計画) 五洋建設(株)　中国支店 082-511-7910

サトウ　ヒトシ 139 佐藤　仁志 環境 自然環境保全(自然の保護) HS自然環境事務所

サノ　ナオフミ 140 佐野　尚文 応用理学 地質 総合技術監理 応用理学(地質) (株)古川コンサルタント 0853-21-5131

サノ　ユタカ 141 佐野　  裕 建設 道路 (株)シマダ技術コンサルタント 0854-22-2271
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サワダ　ヤスト 142 澤田　泰人 農業 農村地域計画(営農計画) 総合技術管理 農業 島根県　農業技術センター 0853-21-9110

シノダ　シュウイチ 143 篠田　秀一 上下水道
上水道及び工業用水道(上水道計
画)

(株)ウエスコ　島根支社 0852-25-1252

シバタ　カズオ 144 柴田　和夫 建設 道路 (株)三建技術 0856-23-4364

シミズ　カイゴ 145 清水　開悟 建設 土質及び基礎 総合技術監理 建設(土質及び基礎) 協同組合　島根県鐵工会 0852-24-2531

ショウズ　マサナオ 146 小豆　政直 農業 農業土木(農道整備) (株)日西テクノプラン 0852-22-1163

シラハラ　コウジ 147 白原　康史 上下水道 下水道(下水渠) (株)トーワエンジニアリング 0853-24-1102

スイズ　イサオ　 148 水津　　功 建設 道路(道路計画) (株)ハマソク 0855-23-0777

スギウチ　タカオ 149 杉内　栄夫 電気電子 発送配変電
中国電力(株)
エネルギア総合研究所

050-8202-5234

スギタニ　マサユキ 150 杉谷　万基 上下水道 上水道及び工業用水(送配水)

ストウ　ジュンイチロウ 151 周藤 淳一郎 建設 河川、砂防及び海岸・海洋 (株)大隆設計 0853-23-8200

スヤマ　ノリユキ 152 陶山　德幸 建設 道路(道路構築) (株)ウエスコ　島根支社 0852-25-1252

ソタ　ケイ 153 曽田　　啓 農業
1.農業土木(耐震設計)
2.農村環境(環境保全計画)

総合技術監理 農業(農業土木) 建設
土質及び基礎(土構
造物・フィルダム)

(株)大隆設計 0853-23-8200

ソタ　ナオキ 154 曽田　直樹 建設
施工計画，施工設備及び積算(斜
面対策工の施工計画・施工管理)

アサヒ工業(株) 0852-37-1077

ソノヤマ　マサユキ 155 園山　雅幸 環境 環境測定
公益財団法人
島根県環境保健公社

0852-24-0207

タカキ　シンイチ 156 高木　眞一 建設 土質及び基礎(地盤) 島根県　浜田県土整備事務所 0855-29-5678

タカジョウ カズヒコ 157 高乗　和彦 建設 土質及び基礎 (株)アドバンスネット成和 0856-23-1159

タカナシ　キヨシ 158 高梨　　潔 建設 河川・砂防及び海岸 総合技術管理
建設(河川・砂防及び海
洋)

(株)三建技術 0856-23-4364

タカハシ　ヒロミチ 159 高橋　浩道 農業 農業土木(かんがい排水)

タカハシ　ヒロユキ 160 高橋　広幸 建設 道路 カナツ技建工業(株) 0852-25-5555

タカハシ　ユウジ 161 高橋　裕司 農業 農業土木(農村整備) 島根県　雲南県土整備事務所 0854-42-9583

タクワ　ユタカ 162 多久和　豊 建設 土質及び基礎(土質) 島建コンサルタント(株) 0853-53-3251

タクワ　ヨシオ 163 宅和　由男 上下水道 上水道及び工業用水道(浄水) 松江市上下水道局 0852-55-4888

タケシタ　マサタカ 164 竹下　正孝 衛生工学 空気調和施設(空気調和設備) (株)島根エレテック 0852-59-5835

タケダ　イクオ 165 武田　育郎 農業 農村環境 島根大学　生物資源科学部 0852-32-6558



読み 番号 氏　名 部門１ 専門事項１ 部門２ 専門事項２ 部門３ 専門事項３ 部門４
専門事項

４
勤務先

勤務先
電話番号

タケダ　タカシ 166 武田　隆司 建設 都市及び地方計画(公園緑地) 総合技術監理 建設(都市及び地方計画)
(株)ＬＡＴ環境クリエイト
山陰支店

0852-27-6010

タナカ　ケンジ 167 田中　健司 建設 施工計画 島根県　土木部 0852-22-6783

タナカ　タツオ 168 田中　達雄 建設
土質及び基礎(基礎，地下水，抗
土圧構造，地下構造)

(株)アトラス 0852-37-0001

タナカ　ヒデノリ 169 田中　秀典 建設 建設環境(自然環境の保全)
公益財団法人
島根県環境保健公社

0852-24-0031

タナカ　リュウイチ 170 田中　隆一 建設 都市及び地方計画
特定非営利活動法人
プロジェクトゆうあい

0852-32-8645

タマキ　ケン 171 玉木　　健 建設 都市及び地方計画(都市計画) (株)ジェクト 0852-36-7333

タマグシ　カツノリ 172 玉串　勝則 建設 道路(道路設計) イズテック(株) 0853-22-5630

タワ　ミツグ 173 田和    貢 農業 農業土木 島根県　農林水産部 0852-22-5149

ツキタク　ケンジ 174 槻宅　健司 水産 水産土木(漁港及び漁場施設)
(一社)水産土木建設技術センター
松江支所

0852-28-1630

ツキモリ　カツヒロ 175 月森　勝博 応用理学 地質(防災地質) (株)大田技術コンサルタント 0854-82-3619

ツチエ　トシユキ 176 土江　敏幸 農業 農業土木(農道整備) イズテック(株) 0853-22-5630

ツムラ　タクミ 177 津村　拓美 建設 土質及び基礎(土質) (株)ウエスコ　米子支店 0859-32-0915

テラダ　アキノリ 178 寺田　彰憲 建設
1.道路(道路構築)
2.トンネル(トンネル計画)

(株)ジェクト 0852-36-7333

テラド　コウジ 179 寺戸　康次 建設
施工計画、施工設備及び積算(施
工計画)

大畑建設(株) 0856-23-3530

テラモト　カズオ 180 寺本　和雄 建設 都市及び地方計画 (株)寺本建築・都市研究所 0852-26-1196

トクオカ　ヒロアキ 181 徳岡　広昭 上下水道 下水道(下水処理) (株)ウエスコ　米子支店 0859-32-0915

トミタ　シゲキ 182 富田　茂喜 建設
1.施工計画、施工設備及び積算
2.河川、砂防及び海岸・海洋

総合技術監理 建設 島根県　隠岐支庁県土整備局 08512-2-9751

トヤ　サトシ 183 鳥谷　  聡 建設 都市及び地方計画(都市計画) 島根県　土木部 0852-22-6138

ナイトウ　マサアキ 184 内藤　政明 建設 道路
(株)エイト日本技術開発　浜田支
店

0855-27-0041

ナガオカ　ヒサシ 185 長岡　久嗣 建設
鋼構造及びコンクリート(コンク
リート構造)

(株)エイト日本技術開発　国土イ
ンフラ事業部　四国支社

089-971-6511

ナガオカ　リョウジ 186 長岡　良治 森林 森林土木(治山) (株)日西テクノプラン 0852-22-1136

ナガサキ　ヤスキ 187 長﨑　泰樹 農業 農業土木(農道整備) 島根県土地改良事業団体連合会 0852-32-4141

ナガサコ　ツトム 188 長廻　　務 建設
1.土質及び基礎
2.河川、砂防及び海岸・海洋

(株)竹下技術コンサルタント 0853-22-2350

ナガシマ　テツロウ 189 長島　哲郎 情報工学 情報システム・データ工学 (株)中筋組 0853-22-8111
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ナガセ　ヒロシ 190 永瀬　　博 森林 森林土木(治山) 島根県　農林水産部 0852-22-5159

ナガタ　カズユキ 191 永田　和之 建設 土質及び基礎(土構造物) (株)藤井基礎設計事務所 0852-23-6721

ナガタ　ツトム 192 永田　　努 情報工学
情報システム(情報システム開
発)

エヌ(株) 0853-31-5788

ナガタ　ユウジ 193 永田　裕司 建設 1.土質及び基礎(基礎)2.道路 総合技術監理 建設(土質及び基礎) (株)エイト日本技術開発　本店 086-252-8917

ナガタ　ヨシカズ 194 永田　良和 建設 河川・砂防及び海岸・海洋 松江市 産業経済部 0852-55-5637

ナカタニ　トモヒデ 195 中谷　知秀 建設 土質及び基礎(土質) 応用理学 地質(斜面災害地質) 総合技術監理 建設-土質及び基礎 島根県　益田県土整備事務所 0856-31-9625

ナガハラ　タミオ 196 永原　民雄 農業 農業土木(農道整備) (株)ワールド測量設計 0853-72-0390

ナガミネ　ゲンジ 197 長嶺　元二 応用理学 地質(土木地質) 建設 道路(道路計画) 総合技術監理 応用理学(地質) (株)大隆設計 0853-23-8200

ナカムラ　トシオ 198 中村　寿男 建設 道路(道路設計) 出雲グリーン(株) 0853-21-5151

ナカムラ　ナオキ 199 中村　直樹 建設
土質及び基礎(土質、地盤並びに
土構造物)

山陰開発コンサルタント(株) 0852-21-0364

ナカムラ　ヒロオ 200 中村　裕大 建設
鋼構造及びコンクリート(コンク
リート構造)

島根県　隠岐支庁県土整備局 08512-2-9745

ナカヤマ　シゲオ 201 中山　茂生 森林 林産(木材加工) 島根県　西部農林振興センター 0855-29-5606

ナリアイ　トモ 202 成相　　知 建設
鋼構造及びコンクリート(コンク
リート)

島建コンサルタント(株) 0853-53-3251

ニシ　ヒロユキ 203 西　  博之 建設 河川、砂防及び海岸・海洋
国土交通省
水管理・国土保全局

03-5253-8111

ニシオ　ヒロシ 204 西尾　　博 建設 施工計画，施工設備及び積算 総合技術監理
建設(施工計画，施工設備
及び積算)

島根県　浜田県土整備事務所 0855-29-5697

ニシコオリ　ヒトシ 205 錦織　仁志 電気電子 島根県　企業局　西部事務所 0855-57-0221

ニシダ　オサミ 206 西田　修三 建設 施工計画 ＮＴＥＣ（エヌテック） 0852-52-6164

ニシナ　トシハル 207 仁科　利晴 応用理学 地質(物理探査) 建設

1.トンネル(トンネル計
画)
2.建設環境(地下水環境)
3.土質及び基礎(土質)

総合技術監理 応用理学(地質) (株)ジェクト 0852-36-7333

ニシホ　マコト 208 西保　　誠 上下水道 下水道 ケーシーコンサルタント(株) 0852-31-2332

ニシムラ　ツヨシ 209 西村　　剛 農業 農業土木(圃場整備) 島根県　土木部 0852-22-5650

ノツ　コウジ 210 野津　幸二 建設 土質及び基礎
(株)荒谷建設コンサルタント山陰
支社

0852-21-0401

ハシオ　ノブヒロ 211 橋尾　宣弘 建設
1.土質及び基礎(土質)2.道路(道
路構造物)

応用理学 地質(土木地質) 総合技術監理 建設(土質及び基礎) 森林 森林土木
(株)エイト日本技術開発
防災保全事業部　東北支社

022-712-3555

ハシモト　シンヤ 212 橋本　眞也 建設
1.河川、砂防及び海岸・海洋(中
小河川計画)　2.道路(道路計画)

総合技術監理
建設(河川、砂防及び海
岸・海洋)

島根県　雲南県土整備事務所 0854-42-9607

ハシモト　ハヤト 213 橋本　速人 建設 道路(道路設計) (株)ウエスコ　米子支店 0859-32-0915
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ハセガワ　カズキ 214 長谷川 一喜 建設 道路(道路計画及び設計) (株)太陽建設コンサルタント 0852-22-4654

ハセガワ　ユウイチ 215 長谷川 祐一 建設

1.河川、砂防及び海岸・海洋(河
川環境計画)2.都市及び地方計画
(地域振興計画)3.建設環境(自然
環境及び生活環境の保全と創出)

環境
自然環境保全(水環境保
全)

(株)アトラス 0852-37-0001

ハタ　カズヒロ 216 畑　　和宏 建設 土質及び基礎 応用理学 地質 総合技術監理 建設(土質及び基礎) (株)大田技術コンサルタント 0854-82-3619

ハットリ　テルアキ 217 服部　輝明 上下水道 下水道(下水渠) (株)ウエスコ　浜田支店 0855-23-3755

ハットリ　ヒロコ 218 服部　博子 建設 都市及び地方計画

ハットリ　ヨシアキ 219 服部　義昭 建設 都市及び地方計画(地域計画) (株)藤井基礎設計事務所 0852-23-6721

ハナモト　コウイチロウ 220 花本 孝一郎 応用理学 地質 建設
1.建設環境2.河川、砂防
及び海岸・海洋

総合技術監理
1.建設(建設環境)
2.応用理学(地質)

環境
環境保全
計画

(株)ワールド測量設計 0853-72-0390

ハマサキ　アキラ 221 浜崎　　晃 建設
河川，砂防及び海岸・海洋(地す
べり防止)

(株)日本海技術コンサルタンツ
隠岐支社

08512-2-2040

ハマムラ　ヤスシ 222 浜村　　靖 建設
河川，砂防及び海岸・海洋(治水
利水計画)

総合技術監理
建設(河川、砂防及び海
岸・海洋)

(株)大隆設計 0853-23-8200

ハヤシ　ヒデキ 223 林　　秀樹 建設 都市及び地方計画(公園緑地) 環境
自然環境保全(自然の保
護，保全及び復元)

総合技術監理 都市及び地方計画 山陰地域資源研究所

ハラ　シゲモリ 224 原　　重守 応用理学 地質 (株)古川コンサルタント 0853-22-1152

ハラ　タダトシ 225 原　　忠利 建設 土質及び基礎(土質／斜面安定) 出雲グリーン(株) 0853-21-5151

ハラ　トモヒロ 226 原　　朋宏 建設
河川、砂防及び海岸・海洋(河川
改修)

島根県　土木部 0852-22-6014

ハラ　ユウジ 227 原　　裕二 応用理学 地質(斜面災害地質) 建設
河川，砂防及び海岸・海
洋

総合技術監理 応用理学(地質) (株)コスモ建設コンサルタント 0853-72-1171

ハラダ　トモヒロ　 228 原田　友弘 建設
土質及び基礎(土質、地盤並びに
土構造物及び基礎)

応用理学 地質 (株)太陽建設コンサルタント 0852-22-4654

ヒゴ　ジュンペイ 229 肥後　淳平 建設 都市及び地方計画(地域計画) (株)エブリプラン 0852-55-2100

ヒラタ　マモル 230 平田　　守 建設 建設環境(環境影響評価) 総合技術監理 建設(建設環境) カナツ技建工業(株) 0852-25-5716

ヒラノ　ヒロシ 231 平野　　浩 森林 森林土木(治山) 総合技術監理 森林(森林土木) (株)ワールド測量設計 0853-72-0390

ヒラノ　マサユキ 232 平野　昌之 建設
1.道路(道路設計)2.河川砂防及
び海岸・海洋(砂防施設設計)

(株)昭和測量設計事務所
浜田事務所

0855-25-7300

ヒラマツ　コウゾウ 233 平松　浩三 建設 土質及び基礎(土質) (株)ウエスコ　島根支社 0852-25-1264

フキンバラ　ヒサシゲ 234 冨金原 久繁 建設
土質及び基礎(土質及び土構造
物)

(株)荒谷建設コンサルタント山陰
支社

0852-21-0401

フクイ　アキオ 235 福井　章夫 農業 農業土木(かんがい排水) 総合技術監理 農業(農業土木) (株)カイハツ 0853-25-3878

フクイ　カズヒコ 236 福井　一彦 建設 土質及び基礎(土質) 総合技術監理 建設(土質及び基礎) (株)ウエスコ　島根支社 0852-25-1254

フクイ　ノリコ 237 福井 のり子 建設
都市及び地方計画
(都市計画及び交通計画)

(株)バイタルリード 0853-22-9690
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フクイ　ハルコ 238 福井　晴子 応用理学 物理及び化学 カナツ技建工業(株) 0852-25-5555

フクザクラ　シゲカズ 239 福桜　盛一 農業 農業土木

フクシマ　ショウイチ 240 福島　昭一 農業 農業土木(かんがい排水) (株)太陽建設コンサルタント 0852-22-4654

フクダ　イサオ 241 福田　　勲 建設 道路(道路設計)
(株)エイト日本技術開発
国土インフラ事業部 松江支店

0852-21-3375

フクダ　ヒロシ　 242 福田　　浩 建設
鋼構造及びコンクリート(PC及び
RC構造)

出雲グリーン(株) 0853-21-5151

フクダ　マサオ 243 福田 真佐夫 建設
1.土質及び基礎(基礎)2.鋼構造
及びコンクリート(RC構造)

(株)荒谷建設コンサルタント山陰
支社

0852-21-0401

フクモト カズタカ　 244 福元　和孝 建設
河川、砂防及び海岸・海洋(砂防
その他の河川に関する事項)

応用理学
地球物理及び地球化学(陸
水)

総合技術監理
建設(河川、砂防及
び海岸・海洋)

(株)アトラス 0852-37-0001

フジイ　シュンイツ 245 藤井　俊逸 建設 土質及び基礎(土質・土構造物) (株)藤井基礎設計事務所 0852-23-6721

フジイ　ジロウ 246 藤井　次郎 建設
河川砂防及び海岸・海洋(河川構
造物)

(株)藤井基礎設計事務所 0852-23-6721

フジイ　ミチオ 247 藤井三千勇 建設 土質及び基礎(基礎) (株)藤井基礎設計事務所 0852-23-6721

フジタニ　ケイイチ 248 藤谷　恵一 建設 施工計画 (株)ノリコー 0852-61-1777

フジハラ　タケシ 249 藤原　建史 上下水道
1.下水道(下水道計画)　2.上水
道及び工業用水道(送配水)

(株)カイハツ 0853-25-3878

フジハラ　ヒロシ 250 藤原　宏志 建設 道路(道路計画) 総合技術監理 建設(道路)
国土交通省　中国地方整備局
企画部

082-221-9231

フタミ　ケンジロウ 251 二見 鎌次郎 森林 森林(造林)

フルカワ　タカシ 252 古川　隆司 建設
河川，砂防及び海岸・海洋(河川
改修)

(株)建設技研インターナショナル 03-3638-2621

フルカワ　ツキシ 253 古川　月士 建設 道路(道路計画)
(株)エイト日本技術開発
国土インフラ事業部 松江支店

0852-21-3375

フルカワ　ヒデオ 254 古川　秀夫 農業 農業土木(かんがい排水)

フルセ　カツヒコ 255 古瀨　勝彦 建設 施工計画 (株)中筋組 0853-22-8111

フルヤマ　ヒロユキ 256 古山　宏行 建設 道路 (株)エイテック　中国支社 0852-25-2335

ホシノ　ヒロシ 257 星野　裕志 建設 道路 祥星技術(株) 0854-42-5245

ホシノ　ミツタカ 258 星野　充孝 建設 道路(道路計画) 島根県　土木部 0852-22-5195

ホソザワ　タケシ 259 細澤　豪志 建設 建設環境 (有)日本シジミ研究所 0852-62-8956

ホソダ　ナオキ 260 細田　直樹 経営工学 生産マネジメント 細田技術士事務所 0852-31-8065

ホリエ　ケンジ 261 堀江　健二 上下水道 下水道(廃水処理) 総合技術監理 上下水道(下水道) ケーシーコンサルタント(株) 0852-31-2332
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ホリオ　トシヒロ 262 堀尾　俊弘 農業 農業土木 島根県　農林水産部 0852-22-6536

ボンコバラ　テルアキ 263 盆子原 照晶 建設 都市及び地方計画
特定非営利活動法人
てごねっと石見

0855-52-7130

マキオカ　ケンイチ 264 牧岡　健一 応用理学 地質
(株)エイト日本技術開発
防災安全事業部　松江支店

0852-21-3375

マキハラ　ススム 265 槙原　　進 農業 農業土木(農道整備) 島根県　出雲県土整備事務所 0853-30-5561

マキハラ　トヨヒロ 266 槙原　豊博 建設 発電土木 総合技術監理 建設(電力土木) (株)三建技術 0856-23-4364

マスモト　ミツヒコ 267 増本　光彦 電気電子 (株)ソルコム　島根支店 0853-21-4992

マツウラ　サトシ 268 松浦　　聰 建設 道路(道路計画) (株)藤井基礎設計事務所 0852-23-6721

マツウラ　ヒロシ 269 松浦　寛司 建設
1.土質及び基礎(基礎)2.鋼構造
及びコンクリート(コンクリー
ト)3．道路(道路構造物)

(株)エイト日本技術開発
インフラ保全センター　中国支社

0852-21-3375

マツザキ　ヤスヒコ 270 松崎　靖彦 建設
鋼構造及びコンクリート(鋼構
造)

松江工業高等専門学校 0852-36-5212

マツバラ　サトシ 271 松原　　啓 建設 道路(道路設計) (株)コスモ建設コンサルタント 0853-72-1171

マツバラ　トシナオ 272 松原　利直 応用理学 地質(防災地質) 総合技術監理 応用理学(地質) (株)ウエスコ 086-254-2346

マツバラ　マサトシ 273 松原　昌利 建設 道路(道路設計)
(株)荒谷建設コンサルタント山陰
支社

0852-21-0401

ミウラ　ヨウイチ 274 三浦　洋一 建設
鋼構造及びコンクリート(コンク
リート構造)

総合技術監理
建設(鋼構造及びコンク
リート)

(株)シブタニ測量 0856-23-3950

ミシマ　ヒロシ 275 三島　博史 環境 (株)ネオナイト 0852-38-8025

ミズヒキ  トモユキ 276 水引  朋之 電気電子 電気設備

ミタニ　ミツグ 277 三谷　　貢 上下水道 下水道(下水渠) (株)古川コンサルタント 0853-21-5131

ミハラ　シュウイチ 278 三原　修一 水産 水産土木(漁港計画) (株)ジーエスエンジニアリング 0853-22-3891

ミヤウチ　アキラ 279 宮内　　彰 応用理学 地質(防災地質) (株)藤井基礎設計事務所 0852-23-6721

ミヤザキ　コウジ 280 宮崎　幸司 上下水道 下水道(下水道計画) 建設 都市及び地方計画 益田市役所　建設部 0856-31-0291

ミヤジ　タケシ 281 宮地　岳志 建設 道路(道路計画) (株)バイタルリード　広島支店 082-876-2809

ミヤシタ　カズヤ 282 宮下　和也 建設
都市計画及び地方計画(交通計画
及び地域計画)

(株)バイタルリード 0853-22-9690

ミヨシ　シゲミ 283 三好　恵美 建設 道路(道路設計) (株)共立エンジニヤ 0852-27-8720

ミワ　シゲオ 284 三輪　重夫 建設
1.道路(道路設計)
2.土質及び基礎

(株)竹下技術コンサルタント 0853-22-2350

ムラカミ　カズヒサ 285 村上　和久 上下水道 下水道(下水道計画) 隠岐の島役場 08512-2-8580
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ムラカミ　ヒデアキ 286 村上　英明 建設 道路(道路構築) (株)グランド調査開発 0855-26-0721

ムラカミ　マサト 287 村上　正人 建設 道路(道路設計) 島根県　益田県土整備事務所 0856-31-9664

ムラキ　シゲル 288 村木  　繁 建設 土質及び基礎(土構造物) (株)大建コンサルタント 0856-22-1341

ムラタ　モトム 289 村田　　求 環境 松江市役所　歴史まちづくり部 0855-55-5522

モリオカ　コウイチ 290 守岡　康一 応用理学 地質(地熱・温泉・地下水) 協和地建コンサルタント(株) 0852-21-0411

モリタ　シュンサク 291 森田　俊作 建設 都市及び地方計画(公園緑地) 環境 自然環境保全 総合技術監理
建設(都市及び地方
計画)

(株)エブリプラン 0852-55-2100

モリヤマ　マサユキ 292 森山　昌幸 建設
1.道路(道路計画)2.都市及び地
方計画(都市交通施設)

総合技術監理 建設(都市及び地方計画) (株)バイタルリード 0853-22-9690

モリワキ　アキコ 293 森脇　昭子 環境 自然環境保全 (株)大隆設計 0853-23-8200

ヤスイ　ヒロヒサ 294 安井　裕久 建設 道路(道路設計及び道路構造物) (有)神戸川測量設計 0853-85-2311

ヤスダ　ヒトシ 295 安田　　仁 建設
1.土質及び基礎(基礎)2.鋼構造
及びコンクリート(コンクリート
構造)

(株)共立エンジニヤ 0852-27-8720

ヤソ　ムネオ 296 八十　致雄 金属
鉄鋼材料の開発・製造・熱処
理、たたら、日本刀

ヤマサキ　トミオ 297 山崎　富男 建設 道路(道路計画) 総合技術監理 建設(道路) 出雲グリーン(株) 0853-21-5151

ヤマナカ　ケイスケ 298 山中　啓介 森林 森林(林業) 島根県　農林水産部 0852-66-3005

ヤマネ　タツオ 299 山根　辰雄 建設 道路(道路設計) 総合技術監理 建設(道路) 島根県　議会事務局 0852-22-5361

ヤマノウチ　ヒロカズ 300 山野内 寛和 建設 道路(道路設計) 復建調査設計(株)　松江支社 0852-21-7367

ヤマノベ　ダイスケ 301 山野邊 大輔 農業 農業土木(農地保全) 島根県　政策企画局 0852-22-5959

ヤマムラ　ケンジ 302 山村　賢治 建設
都市及び地方計画(市街地開発計
画)

(株)ジェクト 0852-36-7333

ヤマモト　イサオ 303 山本　　功 上下水道 下水道(下水道計画) (株)太陽建設コンサルタント 0852-22-4654

ヤマモト　ヨシオ 304 山本　義雄 建設 道路(道路計画) 総合技術監理 建設(道路) (一財)橋梁調査会 中国支部

ユウキ　サトル 305 遊木　　悟 建設 道路(道路設計) 出雲グリーン(株) 0853-21-5151

ユキタケ　ムネノリ 306 行武　宗軌 建設 道路(道路計画) 島根県　土木部 0852-22-6571

ヨコタ　ヒロノブ 307 横田　博信 建設
河川，砂防及び海岸･海洋(地す
べり防止)

応用理学 地質(水理地質)
協和地建コンサルタント(株)西部
営業所

0855-55-3615

ヨシダ　カオル 308 吉田　　薫 建設
1.河川，砂防及び海岸･海洋(治
水利水計画)2.建設環境(景観)

(株)共立エンジニヤ 0852-27-8720

ヨシダ　ススム 309 吉田　　進 上下水道 下水道(下水渠) ケーシーコンサルタント(株) 0852-31-2332
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ヨナシロ　シン 310 與那城　新 建設
鋼構造及びコンクリート(鋼構
造)

山陰開発コンサルタント(株) 0852-21-0364

ヨムラ　ジン 311 余村　　仁 建設
1.道路(道路構築)
2.鋼構造及びコンクリート(鉄筋
コンクリート)

西日本高速道路ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ中国
(株)松江道路事務所

0852-62-8850

ヨムラ　ヒデズミ 312 余村  英純 建設 土質及び基礎(地盤) 応用理学 地質
(株)荒谷建設コンサルタント山陰
支社

0852-21-0401

ヨムラ　ヒロシ 313 余村    浩 建設
鋼構造及びコンクリート(鉄筋コ
ンクリート構造)

(株)ウエスコ　島根支社 0852-25-1252

ヨモタ　アツシ 314 四方田　穆 農業 農業土木(かんがい排水) 岡山大学名誉教授 農学博士

ヨモタ　トモユキ 315 四方田 朋之 上下水道 下水道(下水渠) (株)カイハツ 0853-25-3878

ワダ　アキオ 316 和田　晶夫 農業 農業土木(農道整備) 総合技術監理 農業(農業土木) (株)ワールド測量設計 0853-72-0390

ワダ　ジュンイチ 317 和田　潤一 建設 土質及び基礎(土質・土構造物) (株)日本海技術コンサルタンツ 0852-66-3680

ワダ　タキオ 318 和田 多喜雄 農業 農業土木(圃場整備)

ワダ　ヒロシ 319 和田　　浩 建設 土質及び基礎(基礎) (株)ウエスコ　浜田支店 0855-23-3755

ワタナベ　アツシ 320 渡邊　　農 応用理学 地質(土木地質)

ワタナベ　シュウ 321 渡部　　修 上下水道 下水道(下水渠) (株)エイテック　中国支社 0852-25-2335

ワタナベ　ミサオ 322 渡辺　　操 建設
1.道路(道路構築)2.土質及び基
礎

総合技術監理 建設(道路)
(株)昭和測量設計事務所
浜田事務所

0855-25-7300

ワタナベ　ミチヨシ 323 渡部  光良 森林 森林土木(治山) 仁多郡森林組合 0854-54-0021

ワタナベ　ユウサク 324 渡部  勇作 建設
1.土質及び基礎
2.鋼構造及びコンクリート

(株)竹下技術コンサルタント 0853-22-2350

ワタヌキ　ジュンヤ 325 綿貫　純也 農業 農業土木 島根県　県央県土整備事務所 0855-72-9555

ワダモリ　ナオユキ 326 和田守 直行 応用理学 地質(斜面災害地質) 建設
河川，砂防及び海岸･海洋
(地すべり防止)

島建コンサルタント(株) 0853-53-3251


