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役　職 氏　名

会　　長 土門　高大 東北エンジニアリング(株)

副 会 長 佐藤　光信 日本精測(株)

小笠原　義見都 (株)開発技研

理　　事 櫻田　隆夫 東北建設コンサルタント(株)

三塚　牧夫 (株)渡工測量設計

富樫　仁 (株)庄内測量設計舎

宇佐見　昭一 （株）水建技術

監　　事 月館　瑞寛 ＮＴＣコンサルタンツ(株)東北支社

鈴木　誠弥 （株）東開技術

事務局長 根元　孝明 東北エンジニアリング(株)

事務局員 佐々木　賢一 東北エンジニアリング(株)

工藤　喜枝 東北エンジニアリング(株)

－ 1 －

役　員　名　簿

会　　社　　名



　技術委員会

役　職 氏　名

委 員 長 山田　育夫 東北建設コンサルタント(株)

委　　員 及川　和彦 東北エンジニアリング(株)

柳田　敏雄 (株)ふたば

高橋　啓治 (株)水建技術

大村　行 (株)サトー技建

　用地補償委員会

役　職 氏　名

委 員 長 柴田　敏 昭和(株)

委　　員 大友　喜男 日本精測（株）

齊藤　久 (株)藤森測量設計

斉藤　尚也 エイト技術(株)

後藤　英也 (株)東日本エンジニアリング

－ 2 －

委　員　名　簿

会　　社　　名

会　　社　　名



No. 代表者 代表会員

ＦＡＸ

1 馬渡　光章 同　左

0176-54-4005

2 佐藤　富一 同　左

0178-46-3939

3 太田　一雄 同　左

0176-23-4894

4 小川　乃里子 同　左

017-723-2649

5 小又　聡 同　左

0175-64-1988

6 葛西　公之 同　左

0172-33-2723

7 成田　信秀 同　左

0173-42-5766

8 櫻田　隆夫 同　左

0172-27-6623

9 有馬　宣道 同　左

017-718-3983

10 中野　慎一 同　左

0176-22-0493

会　員　名　簿

会　社　名

　郵便番号　　住　　所

電　話 Ｅmail

 (株)アイテック

 (株)オオタ測量設計

 〒034-0094　青森県十和田市西二十二番町28-6

0176-23-4814 info@kkoota.com

 (株)しんとう計測

 〒030-0844　青森県青森市桂木四丁目６－２３

 〒033-0022　青森県三沢市大字三沢字南山11-25

0176-54-4011 info@k-itec.co.jp

エイト技術(株)

 〒031-0072　青森県八戸市城下二丁目9-10

0178-47-2121 eigyo@eito-eng.co.jp

 (株)大成コンサル

 〒036-8171　青森県弘前市大字取上五丁目12番地７

0172-33-2781 eigyou@taisei-consul.co.jp

 東信技術(株)

 〒038-3145　青森県つがる市木造千代町100-1

017-774-4006 shinto@sepia.ocn.ne.jp

 (株)そうほく設計

 〒039-3121　青森県上北郡野辺地町字船橋9-169

0175-64-1174 ssc13424@topaz.ocn.ne.jp

 東北測量(株)

 〒038-0003　青森県青森市大字石江字三好167-3

017-718-3980 eigyou@tou-soku.co.jp

－ 3 －

 東陽測量設計(株)

0173-42-5738 ao@toushin-g.co.jp

 東北建設コンサルタント(株)

 〒036-8095　青森県弘前市大字城東五丁目7-5

0172-27-6621 soumu@tohoku-cc.co.jp

 〒034-0015　青森県十和田市東二十二番町22-41

0176-21-2151 info@toyo-sokuryou.co.jp



11 小笠原　都義 小笠原　義見都

017-742-5257

12 阿部　日出也 同　左

0197-25-2233

13 及川　秀一 同　左

0197-24-6047

14 鈴木　誠弥 同　左

0197-23-2817

15 土門　高大 同　左

019-656-0822

16 中井　昭樹 同　左

0192-45-2324

17 藤森　義浩 同　左

0194-52-1045

18 浅倉　かつえ 前角地　和宏

 0197-24-0554

19 千葉　厚 同　左

0228-45-5296

20 加藤　一也 同　左

022-266-7271

 (株)開発技研

 〒030-0962　青森県青森市佃二丁目22-21

017-742-5256 info@kaihatsugiken.co.jp

 (株)アクト技術開発

 〒023-0841　岩手県奥州市水沢真城字北舘36-3

 (株)東開技術

 〒023-0025　岩手県奥州市水沢字高網33

0197-24-1311 office@toukai1311.co.jp

 東北エンジニアリング(株)

 〒020-0121　岩手県盛岡市月が丘二丁目8番12号

0197-25-5131 info@k-act.com

 (株)中央測量設計

 〒023-0035　岩手県奥州市水沢字赤土田9-7

0197-24-6600 info.chuo-ss@spice.ocn.ne.jp

 (株)藤森測量設計

 〒028-0012　岩手県久慈市新井田4-13-1

0194-52-1120 fujimori@fujimori-cv.com

 岩倉測量設計(株)

 〒989-5351　宮城県栗原市栗駒中野上野原北３８

 (株)サトー技建

019-656-0821 tohoku-eng@te109.co.jp

 中井測量設計(株)

 〒022-0102　岩手県大船渡市三陸町吉浜字上野29-1

0192-45-2341 nsp-all@dream.ocn.ne.jp

0228-45-2285 iwak@iwakura-s.co.jp

 〒984-0816　宮城県仙台市若林区河原町一丁目6-1

022-262-3535 sato_giken@sgiken.co.jp

－ 4 －

 (株)東北プランニング

 〒023-0003　岩手県奥州市水沢佐倉河字杉本124番地

 0197-24-0455 soumubu@touhoku-plan.co.jp



21 菅原　公 三塚　　牧夫

0228-23-6094

22 鵜沼　順之 同　左

018-863-5022

23 中村　哲夫 同　左

018-828-9010

24 小松　千秋 同　左

0184-24-5995

25 宇佐見　昭一 同　左

018-829-2133

26 伊藤　隆喜 同　左

018-863-4658

27 熊谷　精孝 同　左

018-824-6637

28 佐藤　修身 同　左

018-865-2030

29 本田　温夫 同　左

0238-23-7747

30 富樫　仁 同　左

0234-43-3230

 (株)渡工測量設計

 〒987-2211　宮城県栗原市築館源光４番45-2号

0228-22-5253 wtk@watakou-c.co.jp

 (株)ウヌマ地域総研

 〒010-0965　秋田県秋田市八橋新川向13-19

 小松測量設計(株)

 〒015-0041　秋田県由利本荘市薬師堂字谷地124-2

0184-23-0370 info@komatsu-cs.jp

 (株)水建技術

 〒010-1421　秋田県秋田市仁井田本町六丁目4-11

018-863-5809 info@unuma.co.jp

興建エンジニアリング㈱

〒010-1636　　秋田県秋田市新屋比内町８番４５号

018-853-9520 soumu@kouken-eng.co.jp

 (株)矢留測量設計

 〒010-0953　秋田県秋田市山王中園町10-46

018-824-6636 somu@yadome.co.jp

 (株)さくら技研

〒010-0941　秋田県秋田市川尻町字大川反170番地26

018-829-2131 suiken@suiken-g.co.jp

 創和技術(株)

 〒010-0951　秋田県秋田市山王六丁目20-7

018-863-4545 info@sowa-g.co.jp

 (株)庄内測量設計舎

 〒999-7781　山形県東田川郡庄内町余目字三人谷地69-9

0234-43-2459 info@shonai.com

018-865-4109 osa@sakura-giken.co.jp

 大江設計(株)

 〒992-0042　山形県米沢市塩井町塩野674-2

0238-23-7735 ooe@con-ooe.co.jp

－ 5 －



31 渡辺　和明 同　左

024-952-7755

32 人見　達男 同　左

024-961-5145

33 佐藤　光信 同　左

0242-28-6428

34 小池　保弘 同　左

024-933-3872

35 阿部　忠宏 同　左

024-535-7823

36 遠藤　秀文 同　左

0240-22-0368

37 五十島　文栄 同　左

0242-32-2477

38 月館　瑞寛 同　左

022-771-8376

39 岩間　正昭 同　左

022-742-5302

40 大野　喜史 同　左

022-393-7482

 (株)大進精測

 〒963-0232　福島県郡山市静西二丁目51

024-961-5158 daisin.s@oregano.ocn.ne.jp

 日本精測(株)

 〒965-0876　福島県会津若松市山鹿町1番10号

 昭和技術設計(株)

 〒963-0207　福島県郡山市鳴神一丁目86

024-952-7200 info@step-fk.jp

 〒960-8073　福島県福島市南中央三丁目13-3

024-535-7822 soumu1@higashinihon-eng.co.jp

 (株)ふたば

 〒979-1113 福島県双葉郡富岡町曲田55番地

0242-26-3269 seisoku@cocoa.ocn.ne.jp

 (株)日本測地コンサルタント

 〒963-8025　福島県郡山市桑野二丁目17-12　Ｊ＆Ｃビル内

024-923-0003 eigyo-1@sokuchi.co.jp

－ 6 －

022-742-5301 th_eig@sho-wa.co.jp

 (株)ジステック　東北支店

 〒980-0014　宮城県仙台市青葉区本町二丁目10-33　第二日本オフィスビル7階

022-393-7481 y.oono@gistec.jp

 ＮＴＣコンサルタンツ(株)東北支社

 〒981-3133　宮城県仙台市泉区泉中央1丁目7番地1　スウィング3F

022-771-8375 eigyou.th@ntc-c.co.jp

 昭和(株)東北支社

 〒983-0852　宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目6番1号　東武仙台第一ビル5階

0240-22-0261 info@futasoku.co.jp

(株)北斗測量設計社

 〒965-0009　福島県会津若松市八角町11-6

0242-25-2266 hokutosv@ruby.ocn.ne.jp

 (株)東日本エンジニアリング


