
番号 氏　　名 勤　務　先 〒 所　在　地

部署 ＴＥＬ

1 吾郷祥治 （有）ｱｲ･ﾃﾞｨｰ･ｴｰ・ｼｽﾃﾑ 690-0047 松江市嫁島町12-2

0852-28-3939

2 足立孝之 (有)足立工業 692-0064 安来市古川町135

0854-28-6020

3 足 立 良 株式会社フクダ 699-0551 出雲市斐川町沖洲1080

　土木部 0853-72-3223

4 安倍健二 ㈱渡部特殊土木　　 699-1331 雲南市木次町上熊谷712-1

0854-42-3137

5 在 間 健 ㈱アドバンスネット成和 698-0004 島根県益田市東町8番33号

　設計部 0856-23-1159

6 池 森 徹 島根県　土木部 690-8501 松江市殿町1番地

　技術管理課 0852-22-5181

7 石倉敏幸 西日本旅客鉄道株式会社 683-0035 米子市目久美町１番地

　工事グループ 0859-32-0214

8 石橋弘行 カナツ技建工業（株） 690-8550 松江市春日町６３６

　土木部 0852-25-5564

9 井 田 豊 (株)太陽建設コンサルタント 690-0047 松江市嫁島町12-2

　本社　技術部 0852-22-4654

10 伊藤真吾 カナツ技建工業㈱ 690-8550 松江市春日町636

0852-25-7764

11 糸 原 浩 ㈱トーワエンジニアリング 693-0013 出雲市荻杼町420番地1

　技術部　調査設計課 0853-24-1102

12 井上数夫 松江土建㈱　 690-8513 松江市学園南二丁目3番5号

　土木部 0852-21-3060

13 井上英昭 今岡工業㈱ 693-0024 出雲市塩冶神前2-8-16

　土木部 0853-23-7778

14 上野典広 イズテック（株） 693-0054 出雲市浜町513番地2

　設計部 0853-22-5630

15 大島清司 今井産業株式会社 699-4298 江津市桜江町川戸472-1

　土木本部　土木部 0855-92-1157

16 大掛敏博 （株）アトラス 690-0026 松江市富士見町3-34

　技術二部 0852-37-0001
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17 小野大輔 森島建設（株） 690-3513 飯石郡飯南町下赤名473-1

　建設部 0854-76-3527

18 嘉 藤 剛 島建コンサルタント株式会社 699-0732 出雲市大社町入南1307-45

0853-53-3251

19 嘉藤太史 (株)コスモ建設コンサルタント699-0502 出雲市斐川町荘原2,226-1

　環境技術部 0853-72-1171

20 勝部貴弘  出雲県土整備事務所 693-8511 島根県出雲市大津町1139

　土木工務第一課 0853-30-5615

21 片山直樹 ㈱日本海技術コンサルタンツ 699-0403 松江市宍道町西来待2570-1

　調査部 0852-66-3680

22 金 村 誠 ㈱アキバ 699-0404 松江市宍道町東来待976-7

0852-66-2115

23 金子直樹 ㈱トガノ建設 693-0006 出雲市白枝町839-2

建築部 0853-23-1010

24 狩 野 誠 （有）ｱｲ･ﾃﾞｨｰ･ｴｰ・ｼｽﾃﾑ 690-0047 松江市嫁島町12-2

0852-28-3939

25 河上益生 （株）昭和測量設計事務所 698-0041 島根県益田市高津4-14-6

　技術部　設計課 0856-23-6728

26 川本浩二 690-0864 松江市東生馬町38-118

0852-36-5770

27 神庭和彦 島根県松江県土整備事務所 690-0011 島根県松江市東津田町1741-1

農林工務部 0852-32-5661

28 北野一臣 ㈱原工務所　本社 699-3162 江津市敬川町1306-3

　土木部工事課 0855-53-0311

29 北 村 清 ケーシーコンサルタント(株) 690-0044 松江市浜乃木2-5-3

　企画営業部 0852-31-2332

30 北脇信英 ㈱ワ－ルド測量設計 699-0631 出雲市斐川町直江4601-1

　技術本部 0853-72-0390

31 木原正典 カナツ技建工業株式会社 690-8550 松江市春日町636番地

土木部 0852-25-5555

32 木村英之 ㈱テクノシステム 693-0034 出雲市神門町735番地3

　設計課 0853-21-7917
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33 幸 前 徹 ㈱シマダ技術コンサルタント 692-0014 安来市飯島町228

　本社技術本部 0854-22-2271

34 木次幸二 ㈱三建技術 689-0042 益田市中吉田町364‐2

0856‐23‐4364

35 佐々木孝夫 697-0026 浜田市田町1510-2

 

36 佐藤一矢 ㈱三建技術 689-0042 益田市中吉田町364‐2

0856‐23‐4364

37 佐藤光春 日発工業(株) 690-0065 松江市灘町1番地43

 土木部 0852-21-2001

38 佐 野 裕 ㈱シマダ技術コンサルタント 692-0014 安来市飯島町228

　技術部 0854-22-2271

39 佐野木貴秀 斐神生コン株式会社 699-0613 出雲市斐川町神氷2435番地7

 工場長 0853-72-8827

40 白原康史 ㈱トーワエンジニアリング 693-0013 出雲市荻杼町420-1

技術部　調査設計課 0853-24-1102

41 杉 原 圭 イズテック（株） 693-0054 出雲市浜町513番地2

　設計部 0853-22-5630

42 陶 山 守 山陰開発コンサルタント㈱ 690-0046 松江市乃木福富町383番地1

　地質調査部 0852-21-0364

43 関 勇 二 ㈱エイト日本技術開発 700-8617

岡山市北区津島京町3丁目

1-21

　岡山本店　国土インフラ事業部 086-252-8946

44 高橋光夫 島根県港湾漁港建設協会 690-0876

松江市黒田町87- 4 KECﾋﾞﾙ

1F

0852-23-1055

45 髙 林 章 (株)トーワエンジニアリング 693-0013 出雲市荻杼町420-1

　技術部 0853-24-1102

46 竹下章司 三瓶生コン(株) 694-0021 大田市久利町行恒106-2

0854-82-0252

47 辰巳裕幸 株式会社　大屋ハイテック 696-0103 邑智郡邑南町矢上4575

　調査設計課 0855-95-0822

48 田中宏治 ㈱藤井基礎設計事務所 690-0011 松江市東津田町1349

　技術部 0852-23-6721
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49 田原光夫 694-0063 大田市大田町吉永1729

0854-82-2556

50 田村光敏 宮田建設工業(株) 697-0033 浜田市朝日町91-13

　土木課 0855-22-3388

51 槻宅健司 (一社)水産土木建設技術ｾﾝﾀｰ 690-0873 松江市内中原町20番地1

　松江支所　技術部 0852-28-1630

52 角森竜二 北陽技建㈱　 693-0013 出雲市荻杼町53-2

　設計課 0853-22-0223

53 寺田彰憲 株式会社　ジェクト 690-0855 松江市浜佐田町939-3

0852-36-7333

54 中尾 誉 ㈱大隆設計 693-0056 出雲市江田町40-5

　技術部 0853-23-8200

55 中 田 知 株式会社　大屋ハイテック 696-0103 邑智郡邑南町矢上4575

　調査設計課 0855-95-0822

56 永田丈二 （有）協和工業 690-0822 松江市下東川津町620

0852-23-5370

57 永田裕司 ㈱エイト日本技術開発 700-8617

岡山市北区津島京町3丁目

1-21

　中国支社 086-252-8917

58 中村英明 太平洋マテリアル㈱ 732-0828

広島県広島市南区京橋町1-23三井生命広島駅前

ビル5階

　中国支店 082-261-7191

59 中村裕大 島根県隠岐支庁県土整備局　 685-8601 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24

　土木工務第一係 08512-2-9724

60 成 相 知 島建コンサルタント㈱ 699-0732 出雲市大社町1307-45

　技術部　設計課 0853-53-3251

61 西田修三 NTEC（エヌテック） 699-0101 松江市東出雲町揖屋1495-6

　代表 0852-52-6164

62 西 谷 豊 ㈱原工務所　　本社 699-3162 江津市敬川町1306-3

　建築部 0855-53-0311

63 野口真一 ㈱ウエスコ　広島支社 731-0124 広島県広島市安佐南区大町東2丁目14-30

　技術部構造設計課 082(831)8513

64 橋尾宣弘 ㈱エイト日本技術開発 984-0074 仙台市若林区東七番丁161

　東北支社 022-712-3555
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65 橋本眞也 島根県雲南県土整備事務所 699-1396 雲南市木次町里方５３１－１

　土木工務部 0854-42-9607

66 秦 英 樹 ㈱太陽建設コンサルタント 690-0047 松江市嫁島町12-2

　技術部構造物調査課 0852-22-4654

67 原 正 株式会社フクダ 699-0551 出雲市斐川町沖洲1080

0853-72-3223

68 原 増 雄 株式会社　フクダ 699-0551 出雲市斐川町沖洲1080

　技術管理室 0853-72-3223

69 平 田 守 カナツ技建工業㈱ 690-8550 松江市春日町636

　土木部 0852-25-5564

70 福田真佐夫 ㈱荒谷建設コンサルタント 690-0044 松江市浜乃木7-1-37

山陰支社技術部 0852-21-0401

71 藤井定夫 〈有）石見開発調査設計 699-5131 益田市安富町2431-1

　調査設計グループ 0856-22-3635

72 藤谷恵一 （株）ノリコー 699-0111 松江市東出雲町意宇南2-5-2

0852-61-1777

73 藤元一志 大福工業㈱ 693-0017 出雲市枝大津町2-7

環境部 0853-21-4151

74 古田友和 ㈱加藤商事 692-0015 安来市今津町38

0854-22-3136

75 細木健史 島根県土地開発公社 690-0012 松江市古志原4丁目1-1

　土木課 0852-22-3265

76 前濵昭生 (株)太陽建設コンサルタント 690-0047 松江市嫁島町12-2

　技術部 0852-22-4654

77 松浦寛司 ㈱エイト日本技術開発 690-0001 松江市東朝日町151-34

　松江支店 0852-21-3375

78 松崎靖彦 松江工業高等専門学校 690-8518 松江市西生馬町14-4

　環境・建設工学科 0852-36-5212

79 三 原 敦 北陽技建㈱　 693-0013 出雲市荻杼町53-2

　設計課 0853-22-0223

80 宮本 修 北陽技建㈱　 693-0013 出雲市荻杼町53-2

　工務部 0853-22-0223
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81 村 上 統 ㈱大建コンサルタント 698-0012 益田市大谷町５５番地

　技術部設計課 0856-22-1341

82 安 田 仁 ㈱共立エンジニヤ 690-0017 松江市西津田2丁目13番7号

　技術部１部 0852－27－8720

83 山﨑富男 山陰開発コンサルタント(株) 690-0046 松江市乃木福富町735-33　

　設計部 0852-21-0364

84 湯 浅 明 株式会社　フクダ 699-0551 出雲市斐川町沖洲1080

　工務部 0853-72-3223

85 米山英一 株式会社フクダ 699-0551 出雲市斐川町沖洲1080

0853-72-3223

86 余 村 浩 株式会社ウエスコ 690-0047 松江市嫁島町16-1

　技術部 構造設計課 0852-25-1252

87 渡 辺 操 （株）昭和測量設計事務所 679-1326 浜田市治和町ハ32-11

　浜田事務所　技術部 0855-25-7300

88 渡部勇作 ㈱竹下技術コンサルタント 693-0064 出雲市里方町717

　設計部 設計2課 0853-22-2350

89 和 田 浩 ㈱ウエスコ 697-0024 浜田市黒川町328-1

　技術部 0855-23-3755


