
令和４・５年度市内測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 業種名

20804 株式会社アーバンパイオニア設計 森川　勝仁 大阪市北区末広町３番３号 福知山事務所 井上　伸吾 福知山市篠尾１３７－６　２Ｆ 測量一般

20804 株式会社アーバンパイオニア設計 森川　勝仁 大阪市北区末広町３番３号 福知山事務所 井上　伸吾 福知山市篠尾１３７－６　２Ｆ 建築士事務所登録

20804 株式会社アーバンパイオニア設計 森川　勝仁 大阪市北区末広町３番３号 福知山事務所 井上　伸吾 福知山市篠尾１３７－６　２Ｆ 河川・砂防・海岸

20804 株式会社アーバンパイオニア設計 森川　勝仁 大阪市北区末広町３番３号 福知山事務所 井上　伸吾 福知山市篠尾１３７－６　２Ｆ 道　　路

20804 株式会社アーバンパイオニア設計 森川　勝仁 大阪市北区末広町３番３号 福知山事務所 井上　伸吾 福知山市篠尾１３７－６　２Ｆ 造　　園

20804 株式会社アーバンパイオニア設計 森川　勝仁 大阪市北区末広町３番３号 福知山事務所 井上　伸吾 福知山市篠尾１３７－６　２Ｆ 都市計画・地方計画

20804 株式会社アーバンパイオニア設計 森川　勝仁 大阪市北区末広町３番３号 福知山事務所 井上　伸吾 福知山市篠尾１３７－６　２Ｆ 土質・基礎

20804 株式会社アーバンパイオニア設計 森川　勝仁 大阪市北区末広町３番３号 福知山事務所 井上　伸吾 福知山市篠尾１３７－６　２Ｆ 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20804 株式会社アーバンパイオニア設計 森川　勝仁 大阪市北区末広町３番３号 福知山事務所 井上　伸吾 福知山市篠尾１３７－６　２Ｆ 施工計画施工設備積算

22348 株式会社ｉ－ｓｓ 中島　啓太 福知山市字半田６９９番地１ 測量一般

22348 株式会社ｉ－ｓｓ 中島　啓太 福知山市字半田６９９番地１ 地図の調整

22348 株式会社ｉ－ｓｓ 中島　啓太 福知山市字半田６９９番地１ 航空測量

322 株式会社赤井土木 赤井  正人 福知山市字立原８ー４ 測量一般

322 株式会社赤井土木 赤井  正人 福知山市字立原８ー４ 建築士事務所登録

20688 芦田建築設計事務所 芦田　秀樹 福知山市字堀１２８４－２ 建築士事務所登録

5637 有限会社アシマ 下山　紀子 福知山市荒河東町１６８番地 測量一般

5637 有限会社アシマ 下山　紀子 福知山市荒河東町１６８番地 地図の調整

20768 株式会社アズクリエイト 塩﨑　幸生 舞鶴市字浜３１２ 福知山営業所 岸本　佳久 福知山市大池坂町１１９番地１ 測量一般

20768 株式会社アズクリエイト 塩﨑　幸生 舞鶴市字浜３１２ 福知山営業所 岸本　佳久 福知山市大池坂町１１９番地１ 地図の調整

20768 株式会社アズクリエイト 塩﨑　幸生 舞鶴市字浜３１２ 福知山営業所 岸本　佳久 福知山市大池坂町１１９番地１ 航空測量

20768 株式会社アズクリエイト 塩﨑　幸生 舞鶴市字浜３１２ 福知山営業所 岸本　佳久 福知山市大池坂町１１９番地１ 道　　路

20768 株式会社アズクリエイト 塩﨑　幸生 舞鶴市字浜３１２ 福知山営業所 岸本　佳久 福知山市大池坂町１１９番地１ 地質調査業務

20694 一級建築士事務所野崎設計 野崎　直明 福知山市夜久野町今西中１００６－１ 建築士事務所登録

1831 株式会社伊藤・梅原建築設計事務所 高橋　宏 福知山市字長田７６８の１ 建築士事務所登録

1831 株式会社伊藤・梅原建築設計事務所 高橋　宏 福知山市字長田７６８の１ 物　　件

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 測量一般

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 地図の調整

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 航空測量

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 建築士事務所登録

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 河川・砂防・海岸

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 港湾・空港

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 道　　路

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 鉄　　道

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 上水道・工業用水道

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 下水道

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 農業土木

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 森林土木

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 廃棄物

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 造　　園

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 都市計画・地方計画

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 地　　質

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 土質・基礎
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2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 トンネル

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 施工計画施工設備積算

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 建設環境

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 地質調査業務

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 土地調査

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 土地評価

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 物　　件

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 機械工作物

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 営業補償・特殊補償

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 事業損失

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 補償関連

2230 株式会社ウエスコ 北村　彰秀 岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 京滋支店 松島　友久 福知山市篠尾新町４丁目６８番地 総合補償

2574 株式会社梅田組 梅田　芳宏 福知山市字野花２４３番地１ 測量一般

2574 株式会社梅田組 梅田　芳宏 福知山市字野花２４３番地１ 地図の調整

20678 株式会社エース 松川　統久 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 福知山営業所 岡村　武治 福知山市桔梗が丘一丁目３２番地 測量一般

20678 株式会社エース 松川　統久 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 福知山営業所 岡村　武治 福知山市桔梗が丘一丁目３２番地 建築士事務所登録

20678 株式会社エース 松川　統久 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 福知山営業所 岡村　武治 福知山市桔梗が丘一丁目３２番地 河川・砂防・海岸

20678 株式会社エース 松川　統久 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 福知山営業所 岡村　武治 福知山市桔梗が丘一丁目３２番地 港湾・空港

20678 株式会社エース 松川　統久 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 福知山営業所 岡村　武治 福知山市桔梗が丘一丁目３２番地 道　　路

20678 株式会社エース 松川　統久 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 福知山営業所 岡村　武治 福知山市桔梗が丘一丁目３２番地 鉄　　道

20678 株式会社エース 松川　統久 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 福知山営業所 岡村　武治 福知山市桔梗が丘一丁目３２番地 上水道・工業用水道

20678 株式会社エース 松川　統久 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 福知山営業所 岡村　武治 福知山市桔梗が丘一丁目３２番地 下水道

20678 株式会社エース 松川　統久 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 福知山営業所 岡村　武治 福知山市桔梗が丘一丁目３２番地 農業土木

20678 株式会社エース 松川　統久 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 福知山営業所 岡村　武治 福知山市桔梗が丘一丁目３２番地 都市計画・地方計画

20678 株式会社エース 松川　統久 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 福知山営業所 岡村　武治 福知山市桔梗が丘一丁目３２番地 地　　質

20678 株式会社エース 松川　統久 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 福知山営業所 岡村　武治 福知山市桔梗が丘一丁目３２番地 土質・基礎

20678 株式会社エース 松川　統久 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 福知山営業所 岡村　武治 福知山市桔梗が丘一丁目３２番地 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20678 株式会社エース 松川　統久 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 福知山営業所 岡村　武治 福知山市桔梗が丘一丁目３２番地 トンネル

20678 株式会社エース 松川　統久 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 福知山営業所 岡村　武治 福知山市桔梗が丘一丁目３２番地 施工計画施工設備積算

20678 株式会社エース 松川　統久 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 福知山営業所 岡村　武治 福知山市桔梗が丘一丁目３２番地 建設環境

20678 株式会社エース 松川　統久 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 福知山営業所 岡村　武治 福知山市桔梗が丘一丁目３２番地 地質調査業務

20678 株式会社エース 松川　統久 京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 福知山営業所 岡村　武治 福知山市桔梗が丘一丁目３２番地 土地調査

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 測量一般

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 地図の調整

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 航空測量

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 建築士事務所登録

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 河川・砂防・海岸

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 港湾・空港

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 道　　路

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 鉄　　道

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 上水道・工業用水道



令和４・５年度市内測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 業種名

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 下水道

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 農業土木

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 森林土木

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 水産土木

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 廃棄物

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 造　　園

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 都市計画・地方計画

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 地　　質

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 土質・基礎

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ トンネル

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 施工計画施工設備積算

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 建設環境

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 電気・電子

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 地質調査業務

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 土地調査

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 土地評価

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 物　　件

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 機械工作物

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 営業補償・特殊補償

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 事業損失

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 補償関連

36 株式会社エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山市北区津島京町３－１－２１ 福知山営業所 西浦　正富 福知山市篠尾新町１丁目７７番地の２ 総合補償

20781 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 福知山営業所 平野　孝志 福知山市厚中町９４番地 測量一般

20781 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 福知山営業所 平野　孝志 福知山市厚中町９４番地 地図の調整

20781 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 福知山営業所 平野　孝志 福知山市厚中町９４番地 航空測量

20781 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 福知山営業所 平野　孝志 福知山市厚中町９４番地 建築士事務所登録

20781 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 福知山営業所 平野　孝志 福知山市厚中町９４番地 河川・砂防・海岸

20781 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 福知山営業所 平野　孝志 福知山市厚中町９４番地 港湾・空港

20781 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 福知山営業所 平野　孝志 福知山市厚中町９４番地 電力土木

20781 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 福知山営業所 平野　孝志 福知山市厚中町９４番地 道　　路

20781 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 福知山営業所 平野　孝志 福知山市厚中町９４番地 上水道・工業用水道

20781 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 福知山営業所 平野　孝志 福知山市厚中町９４番地 下水道

20781 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 福知山営業所 平野　孝志 福知山市厚中町９４番地 農業土木

20781 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 福知山営業所 平野　孝志 福知山市厚中町９４番地 造　　園

20781 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 福知山営業所 平野　孝志 福知山市厚中町９４番地 都市計画・地方計画

20781 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 福知山営業所 平野　孝志 福知山市厚中町９４番地 地　　質

20781 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 福知山営業所 平野　孝志 福知山市厚中町９４番地 土質・基礎

20781 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 福知山営業所 平野　孝志 福知山市厚中町９４番地 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20781 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 福知山営業所 平野　孝志 福知山市厚中町９４番地 トンネル

20781 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 福知山営業所 平野　孝志 福知山市厚中町９４番地 施工計画施工設備積算

20781 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 福知山営業所 平野　孝志 福知山市厚中町９４番地 建設環境



令和４・５年度市内測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 業種名

20781 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 福知山営業所 平野　孝志 福知山市厚中町９４番地 地質調査業務

20781 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 福知山営業所 平野　孝志 福知山市厚中町９４番地 土地調査

20696 大阪エンジニアリング株式会社 中村　雄一 大阪市西区九条南２－１８－１６ 京都支店 伊波　克己 福知山市篠尾新町３丁目１１３ 土地調査

20696 大阪エンジニアリング株式会社 中村　雄一 大阪市西区九条南２－１８－１６ 京都支店 伊波　克己 福知山市篠尾新町３丁目１１３ 土地評価

20696 大阪エンジニアリング株式会社 中村　雄一 大阪市西区九条南２－１８－１６ 京都支店 伊波　克己 福知山市篠尾新町３丁目１１３ 物　　件

20696 大阪エンジニアリング株式会社 中村　雄一 大阪市西区九条南２－１８－１６ 京都支店 伊波　克己 福知山市篠尾新町３丁目１１３ 機械工作物

20696 大阪エンジニアリング株式会社 中村　雄一 大阪市西区九条南２－１８－１６ 京都支店 伊波　克己 福知山市篠尾新町３丁目１１３ 営業補償・特殊補償

20696 大阪エンジニアリング株式会社 中村　雄一 大阪市西区九条南２－１８－１６ 京都支店 伊波　克己 福知山市篠尾新町３丁目１１３ 事業損失

20696 大阪エンジニアリング株式会社 中村　雄一 大阪市西区九条南２－１８－１６ 京都支店 伊波　克己 福知山市篠尾新町３丁目１１３ 補償関連

20696 大阪エンジニアリング株式会社 中村　雄一 大阪市西区九条南２－１８－１６ 京都支店 伊波　克己 福知山市篠尾新町３丁目１１３ 総合補償

21911 大西測量事務所 大西　春樹 福知山市かしの木台２丁目１６番地 測量一般

6287 小川建築設計 小川　延幸 福知山市かしの木台１丁目４９－７ 建築士事務所登録

1704 株式会社キクチコンサルタント 菊地　博之 京都市北区平野八丁柳町６６－８ 福知山支店 依田　茂明 福知山市字天田小字田津３－１０ 測量一般

1704 株式会社キクチコンサルタント 菊地　博之 京都市北区平野八丁柳町６６－８ 福知山支店 依田　茂明 福知山市字天田小字田津３－１０ 地図の調整

1704 株式会社キクチコンサルタント 菊地　博之 京都市北区平野八丁柳町６６－８ 福知山支店 依田　茂明 福知山市字天田小字田津３－１０ 航空測量

1704 株式会社キクチコンサルタント 菊地　博之 京都市北区平野八丁柳町６６－８ 福知山支店 依田　茂明 福知山市字天田小字田津３－１０ 河川・砂防・海岸

1704 株式会社キクチコンサルタント 菊地　博之 京都市北区平野八丁柳町６６－８ 福知山支店 依田　茂明 福知山市字天田小字田津３－１０ 道　　路

1704 株式会社キクチコンサルタント 菊地　博之 京都市北区平野八丁柳町６６－８ 福知山支店 依田　茂明 福知山市字天田小字田津３－１０ 上水道・工業用水道

1704 株式会社キクチコンサルタント 菊地　博之 京都市北区平野八丁柳町６６－８ 福知山支店 依田　茂明 福知山市字天田小字田津３－１０ 下水道

1704 株式会社キクチコンサルタント 菊地　博之 京都市北区平野八丁柳町６６－８ 福知山支店 依田　茂明 福知山市字天田小字田津３－１０ 造　　園

1704 株式会社キクチコンサルタント 菊地　博之 京都市北区平野八丁柳町６６－８ 福知山支店 依田　茂明 福知山市字天田小字田津３－１０ 地　　質

1704 株式会社キクチコンサルタント 菊地　博之 京都市北区平野八丁柳町６６－８ 福知山支店 依田　茂明 福知山市字天田小字田津３－１０ 土質・基礎

1704 株式会社キクチコンサルタント 菊地　博之 京都市北区平野八丁柳町６６－８ 福知山支店 依田　茂明 福知山市字天田小字田津３－１０ 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

1704 株式会社キクチコンサルタント 菊地　博之 京都市北区平野八丁柳町６６－８ 福知山支店 依田　茂明 福知山市字天田小字田津３－１０ 地質調査業務

1704 株式会社キクチコンサルタント 菊地　博之 京都市北区平野八丁柳町６６－８ 福知山支店 依田　茂明 福知山市字天田小字田津３－１０ 土地調査

1704 株式会社キクチコンサルタント 菊地　博之 京都市北区平野八丁柳町６６－８ 福知山支店 依田　茂明 福知山市字天田小字田津３－１０ 物　　件

894 キタイ設計株式会社 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 京都支社 横田　和幸 福知山市篠尾新町１丁目５６－１ 測量一般

894 キタイ設計株式会社 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 京都支社 横田　和幸 福知山市篠尾新町１丁目５６－１ 地図の調整

894 キタイ設計株式会社 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 京都支社 横田　和幸 福知山市篠尾新町１丁目５６－１ 航空測量

894 キタイ設計株式会社 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 京都支社 横田　和幸 福知山市篠尾新町１丁目５６－１ 建築士事務所登録

894 キタイ設計株式会社 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 京都支社 横田　和幸 福知山市篠尾新町１丁目５６－１ 河川・砂防・海岸

894 キタイ設計株式会社 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 京都支社 横田　和幸 福知山市篠尾新町１丁目５６－１ 道　　路

894 キタイ設計株式会社 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 京都支社 横田　和幸 福知山市篠尾新町１丁目５６－１ 上水道・工業用水道

894 キタイ設計株式会社 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 京都支社 横田　和幸 福知山市篠尾新町１丁目５６－１ 下水道

894 キタイ設計株式会社 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 京都支社 横田　和幸 福知山市篠尾新町１丁目５６－１ 農業土木

894 キタイ設計株式会社 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 京都支社 横田　和幸 福知山市篠尾新町１丁目５６－１ 廃棄物

894 キタイ設計株式会社 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 京都支社 横田　和幸 福知山市篠尾新町１丁目５６－１ 造　　園

894 キタイ設計株式会社 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 京都支社 横田　和幸 福知山市篠尾新町１丁目５６－１ 都市計画・地方計画

894 キタイ設計株式会社 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 京都支社 横田　和幸 福知山市篠尾新町１丁目５６－１ 地　　質

894 キタイ設計株式会社 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 京都支社 横田　和幸 福知山市篠尾新町１丁目５６－１ 土質・基礎

894 キタイ設計株式会社 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 京都支社 横田　和幸 福知山市篠尾新町１丁目５６－１ 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

894 キタイ設計株式会社 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 京都支社 横田　和幸 福知山市篠尾新町１丁目５６－１ 建設環境



令和４・５年度市内測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 業種名

894 キタイ設計株式会社 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 京都支社 横田　和幸 福知山市篠尾新町１丁目５６－１ 地質調査業務

894 キタイ設計株式会社 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 京都支社 横田　和幸 福知山市篠尾新町１丁目５６－１ 土地調査

894 キタイ設計株式会社 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 京都支社 横田　和幸 福知山市篠尾新町１丁目５６－１ 物　　件

21288 株式会社キミコン 木水　淳文 福井県鯖江市小泉町２６－６－４ 京都営業所 河村　智裕 福知山市萩原５７０－３ 測量一般

21288 株式会社キミコン 木水　淳文 福井県鯖江市小泉町２６－６－４ 京都営業所 河村　智裕 福知山市萩原５７０－３ 地図の調整

21288 株式会社キミコン 木水　淳文 福井県鯖江市小泉町２６－６－４ 京都営業所 河村　智裕 福知山市萩原５７０－３ 航空測量

21288 株式会社キミコン 木水　淳文 福井県鯖江市小泉町２６－６－４ 京都営業所 河村　智裕 福知山市萩原５７０－３ 河川・砂防・海岸

21288 株式会社キミコン 木水　淳文 福井県鯖江市小泉町２６－６－４ 京都営業所 河村　智裕 福知山市萩原５７０－３ 道　　路

21288 株式会社キミコン 木水　淳文 福井県鯖江市小泉町２６－６－４ 京都営業所 河村　智裕 福知山市萩原５７０－３ 上水道・工業用水道

21288 株式会社キミコン 木水　淳文 福井県鯖江市小泉町２６－６－４ 京都営業所 河村　智裕 福知山市萩原５７０－３ 下水道

21288 株式会社キミコン 木水　淳文 福井県鯖江市小泉町２６－６－４ 京都営業所 河村　智裕 福知山市萩原５７０－３ 農業土木

21288 株式会社キミコン 木水　淳文 福井県鯖江市小泉町２６－６－４ 京都営業所 河村　智裕 福知山市萩原５７０－３ 都市計画・地方計画

21288 株式会社キミコン 木水　淳文 福井県鯖江市小泉町２６－６－４ 京都営業所 河村　智裕 福知山市萩原５７０－３ 地　　質

21288 株式会社キミコン 木水　淳文 福井県鯖江市小泉町２６－６－４ 京都営業所 河村　智裕 福知山市萩原５７０－３ 土質・基礎

21288 株式会社キミコン 木水　淳文 福井県鯖江市小泉町２６－６－４ 京都営業所 河村　智裕 福知山市萩原５７０－３ 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

21288 株式会社キミコン 木水　淳文 福井県鯖江市小泉町２６－６－４ 京都営業所 河村　智裕 福知山市萩原５７０－３ トンネル

21288 株式会社キミコン 木水　淳文 福井県鯖江市小泉町２６－６－４ 京都営業所 河村　智裕 福知山市萩原５７０－３ 建設環境

21288 株式会社キミコン 木水　淳文 福井県鯖江市小泉町２６－６－４ 京都営業所 河村　智裕 福知山市萩原５７０－３ 地質調査業務

21288 株式会社キミコン 木水　淳文 福井県鯖江市小泉町２６－６－４ 京都営業所 河村　智裕 福知山市萩原５７０－３ 土地調査

21288 株式会社キミコン 木水　淳文 福井県鯖江市小泉町２６－６－４ 京都営業所 河村　智裕 福知山市萩原５７０－３ 物　　件

21288 株式会社キミコン 木水　淳文 福井県鯖江市小泉町２６－６－４ 京都営業所 河村　智裕 福知山市萩原５７０－３ 機械工作物

21288 株式会社キミコン 木水　淳文 福井県鯖江市小泉町２６－６－４ 京都営業所 河村　智裕 福知山市萩原５７０－３ 営業補償・特殊補償

21288 株式会社キミコン 木水　淳文 福井県鯖江市小泉町２６－６－４ 京都営業所 河村　智裕 福知山市萩原５７０－３ 事業損失

21288 株式会社キミコン 木水　淳文 福井県鯖江市小泉町２６－６－４ 京都営業所 河村　智裕 福知山市萩原５７０－３ 補償関連

5896 株式会社極東技工コンサルタント 村岡　基 大阪府吹田市南金田２丁目３番２６号 京都北事務所 田中　孝一 福知山市三和町大身４２４番地の１ 測量一般

5896 株式会社極東技工コンサルタント 村岡　基 大阪府吹田市南金田２丁目３番２６号 京都北事務所 田中　孝一 福知山市三和町大身４２４番地の１ 建築士事務所登録

5896 株式会社極東技工コンサルタント 村岡　基 大阪府吹田市南金田２丁目３番２６号 京都北事務所 田中　孝一 福知山市三和町大身４２４番地の１ 河川・砂防・海岸

5896 株式会社極東技工コンサルタント 村岡　基 大阪府吹田市南金田２丁目３番２６号 京都北事務所 田中　孝一 福知山市三和町大身４２４番地の１ 道　　路

5896 株式会社極東技工コンサルタント 村岡　基 大阪府吹田市南金田２丁目３番２６号 京都北事務所 田中　孝一 福知山市三和町大身４２４番地の１ 上水道・工業用水道

5896 株式会社極東技工コンサルタント 村岡　基 大阪府吹田市南金田２丁目３番２６号 京都北事務所 田中　孝一 福知山市三和町大身４２４番地の１ 下水道

5896 株式会社極東技工コンサルタント 村岡　基 大阪府吹田市南金田２丁目３番２６号 京都北事務所 田中　孝一 福知山市三和町大身４２４番地の１ 土質・基礎

5896 株式会社極東技工コンサルタント 村岡　基 大阪府吹田市南金田２丁目３番２６号 京都北事務所 田中　孝一 福知山市三和町大身４２４番地の１ 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

5896 株式会社極東技工コンサルタント 村岡　基 大阪府吹田市南金田２丁目３番２６号 京都北事務所 田中　孝一 福知山市三和町大身４２４番地の１ トンネル

5896 株式会社極東技工コンサルタント 村岡　基 大阪府吹田市南金田２丁目３番２６号 京都北事務所 田中　孝一 福知山市三和町大身４２４番地の１ 電気・電子

5896 株式会社極東技工コンサルタント 村岡　基 大阪府吹田市南金田２丁目３番２６号 京都北事務所 田中　孝一 福知山市三和町大身４２４番地の１ 地質調査業務

236 株式会社京都イングス 吉永　豊一 京都府京都市伏見区丹後町７１５ 福知山営業所 井口　順一 福知山市篠尾新町1丁目56番地-1　ＫＳＫビル406号 測量一般

236 株式会社京都イングス 吉永　豊一 京都府京都市伏見区丹後町７１５ 福知山営業所 井口　順一 福知山市篠尾新町1丁目56番地-1　ＫＳＫビル406号 地図の調整

236 株式会社京都イングス 吉永　豊一 京都府京都市伏見区丹後町７１５ 福知山営業所 井口　順一 福知山市篠尾新町1丁目56番地-1　ＫＳＫビル406号 航空測量

236 株式会社京都イングス 吉永　豊一 京都府京都市伏見区丹後町７１５ 福知山営業所 井口　順一 福知山市篠尾新町1丁目56番地-1　ＫＳＫビル406号 河川・砂防・海岸

236 株式会社京都イングス 吉永　豊一 京都府京都市伏見区丹後町７１５ 福知山営業所 井口　順一 福知山市篠尾新町1丁目56番地-1　ＫＳＫビル406号 道　　路

236 株式会社京都イングス 吉永　豊一 京都府京都市伏見区丹後町７１５ 福知山営業所 井口　順一 福知山市篠尾新町1丁目56番地-1　ＫＳＫビル406号 下水道

236 株式会社京都イングス 吉永　豊一 京都府京都市伏見区丹後町７１５ 福知山営業所 井口　順一 福知山市篠尾新町1丁目56番地-1　ＫＳＫビル406号 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ



令和４・５年度市内測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 業種名

236 株式会社京都イングス 吉永　豊一 京都府京都市伏見区丹後町７１５ 福知山営業所 井口　順一 福知山市篠尾新町1丁目56番地-1　ＫＳＫビル406号 地質調査業務

236 株式会社京都イングス 吉永　豊一 京都府京都市伏見区丹後町７１５ 福知山営業所 井口　順一 福知山市篠尾新町1丁目56番地-1　ＫＳＫビル406号 土地調査

236 株式会社京都イングス 吉永　豊一 京都府京都市伏見区丹後町７１５ 福知山営業所 井口　順一 福知山市篠尾新町1丁目56番地-1　ＫＳＫビル406号 物　　件

236 株式会社京都イングス 吉永　豊一 京都府京都市伏見区丹後町７１５ 福知山営業所 井口　順一 福知山市篠尾新町1丁目56番地-1　ＫＳＫビル406号 事業損失

3004 近畿測地設計株式会社 塩見　吉伸 福知山市字観音寺４２１番地 測量一般

3004 近畿測地設計株式会社 塩見　吉伸 福知山市字観音寺４２１番地 地図の調整

3004 近畿測地設計株式会社 塩見　吉伸 福知山市字観音寺４２１番地 航空測量

3004 近畿測地設計株式会社 塩見　吉伸 福知山市字観音寺４２１番地 河川・砂防・海岸

3004 近畿測地設計株式会社 塩見　吉伸 福知山市字観音寺４２１番地 道　　路

3004 近畿測地設計株式会社 塩見　吉伸 福知山市字観音寺４２１番地 土地調査

3004 近畿測地設計株式会社 塩見　吉伸 福知山市字観音寺４２１番地 物　　件

21929 株式会社近畿地域づくりセンター 山内　英治 大阪市中央区大手前１－７－３１ 福知山支店 柳瀬　勝久 福知山市駅南町２－２７０ 測量一般

21929 株式会社近畿地域づくりセンター 山内　英治 大阪市中央区大手前１－７－３１ 福知山支店 柳瀬　勝久 福知山市駅南町２－２７０ 地図の調整

21929 株式会社近畿地域づくりセンター 山内　英治 大阪市中央区大手前１－７－３１ 福知山支店 柳瀬　勝久 福知山市駅南町２－２７０ 航空測量

21929 株式会社近畿地域づくりセンター 山内　英治 大阪市中央区大手前１－７－３１ 福知山支店 柳瀬　勝久 福知山市駅南町２－２７０ 河川・砂防・海岸

21929 株式会社近畿地域づくりセンター 山内　英治 大阪市中央区大手前１－７－３１ 福知山支店 柳瀬　勝久 福知山市駅南町２－２７０ 道　　路

21929 株式会社近畿地域づくりセンター 山内　英治 大阪市中央区大手前１－７－３１ 福知山支店 柳瀬　勝久 福知山市駅南町２－２７０ 施工計画施工設備積算

21929 株式会社近畿地域づくりセンター 山内　英治 大阪市中央区大手前１－７－３１ 福知山支店 柳瀬　勝久 福知山市駅南町２－２７０ 建設環境

5849 株式会社キンキ地質センター 高松　博司 京都市伏見区横大路下三栖里ノ内３３－３ 福知山営業所 山口　裕弘 京都府福知山市かしの木台３丁目５９番地の５ 河川・砂防・海岸

5849 株式会社キンキ地質センター 高松　博司 京都市伏見区横大路下三栖里ノ内３３－３ 福知山営業所 山口　裕弘 京都府福知山市かしの木台３丁目５９番地の５ 道　　路

5849 株式会社キンキ地質センター 高松　博司 京都市伏見区横大路下三栖里ノ内３３－３ 福知山営業所 山口　裕弘 京都府福知山市かしの木台３丁目５９番地の５ 農業土木

5849 株式会社キンキ地質センター 高松　博司 京都市伏見区横大路下三栖里ノ内３３－３ 福知山営業所 山口　裕弘 京都府福知山市かしの木台３丁目５９番地の５ 地　　質

5849 株式会社キンキ地質センター 高松　博司 京都市伏見区横大路下三栖里ノ内３３－３ 福知山営業所 山口　裕弘 京都府福知山市かしの木台３丁目５９番地の５ 土質・基礎

5849 株式会社キンキ地質センター 高松　博司 京都市伏見区横大路下三栖里ノ内３３－３ 福知山営業所 山口　裕弘 京都府福知山市かしの木台３丁目５９番地の５ 地質調査業務

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 測量一般

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 地図の調整

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 航空測量

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 河川・砂防・海岸

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 港湾・空港

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 道　　路

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 上水道・工業用水道

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 下水道

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 農業土木

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 森林土木

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 造　　園

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 都市計画・地方計画

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 土質・基礎

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 トンネル

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 施工計画施工設備積算

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 建設環境

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 地質調査業務



令和４・５年度市内測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 業種名

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 土地調査

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 土地評価

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 物　　件

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 機械工作物

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 営業補償・特殊補償

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 事業損失

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 補償関連

20962 株式会社国土開発センター 新家　久司 金沢市寺町三丁目９番４１号 京都営業所 時枝　秀行 福知山市昭和町６４番地 総合補償

22157 株式会社国土技術コンサルタント 岩崎　健 大阪市中央区北浜２－１－２１ 福知山事務所 山根　正 福知山市末広町５－１２ 測量一般

22157 株式会社国土技術コンサルタント 岩崎　健 大阪市中央区北浜２－１－２１ 福知山事務所 山根　正 福知山市末広町５－１２ 地図の調整

22157 株式会社国土技術コンサルタント 岩崎　健 大阪市中央区北浜２－１－２１ 福知山事務所 山根　正 福知山市末広町５－１２ 航空測量

22157 株式会社国土技術コンサルタント 岩崎　健 大阪市中央区北浜２－１－２１ 福知山事務所 山根　正 福知山市末広町５－１２ 河川・砂防・海岸

22157 株式会社国土技術コンサルタント 岩崎　健 大阪市中央区北浜２－１－２１ 福知山事務所 山根　正 福知山市末広町５－１２ 道　　路

22157 株式会社国土技術コンサルタント 岩崎　健 大阪市中央区北浜２－１－２１ 福知山事務所 山根　正 福知山市末広町５－１２ 下水道

22157 株式会社国土技術コンサルタント 岩崎　健 大阪市中央区北浜２－１－２１ 福知山事務所 山根　正 福知山市末広町５－１２ 施工計画施工設備積算

20741 国土防災技術株式会社 相川　裕司 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 京都営業所 片本　学 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９番地２ 測量一般

20741 国土防災技術株式会社 相川　裕司 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 京都営業所 片本　学 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９番地２ 地図の調整

20741 国土防災技術株式会社 相川　裕司 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 京都営業所 片本　学 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９番地２ 航空測量

20741 国土防災技術株式会社 相川　裕司 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 京都営業所 片本　学 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９番地２ 河川・砂防・海岸

20741 国土防災技術株式会社 相川　裕司 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 京都営業所 片本　学 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９番地２ 道　　路

20741 国土防災技術株式会社 相川　裕司 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 京都営業所 片本　学 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９番地２ 農業土木

20741 国土防災技術株式会社 相川　裕司 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 京都営業所 片本　学 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９番地２ 森林土木

20741 国土防災技術株式会社 相川　裕司 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 京都営業所 片本　学 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９番地２ 都市計画・地方計画

20741 国土防災技術株式会社 相川　裕司 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 京都営業所 片本　学 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９番地２ 地　　質

20741 国土防災技術株式会社 相川　裕司 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 京都営業所 片本　学 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９番地２ 土質・基礎

20741 国土防災技術株式会社 相川　裕司 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 京都営業所 片本　学 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９番地２ 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20741 国土防災技術株式会社 相川　裕司 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 京都営業所 片本　学 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９番地２ 建設環境

20741 国土防災技術株式会社 相川　裕司 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 京都営業所 片本　学 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９番地２ 地質調査業務

20677 サンスイコンサルタント株式会社 大久保　拓也 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町２３番地 福知山事務所 池田　勝洋 福知山市字北山３１１－１ 測量一般

20677 サンスイコンサルタント株式会社 大久保　拓也 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町２３番地 福知山事務所 池田　勝洋 福知山市字北山３１１－１ 地図の調整

20677 サンスイコンサルタント株式会社 大久保　拓也 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町２３番地 福知山事務所 池田　勝洋 福知山市字北山３１１－１ 航空測量

20677 サンスイコンサルタント株式会社 大久保　拓也 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町２３番地 福知山事務所 池田　勝洋 福知山市字北山３１１－１ 建築士事務所登録

20677 サンスイコンサルタント株式会社 大久保　拓也 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町２３番地 福知山事務所 池田　勝洋 福知山市字北山３１１－１ 河川・砂防・海岸

20677 サンスイコンサルタント株式会社 大久保　拓也 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町２３番地 福知山事務所 池田　勝洋 福知山市字北山３１１－１ 道　　路

20677 サンスイコンサルタント株式会社 大久保　拓也 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町２３番地 福知山事務所 池田　勝洋 福知山市字北山３１１－１ 農業土木

20677 サンスイコンサルタント株式会社 大久保　拓也 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町２３番地 福知山事務所 池田　勝洋 福知山市字北山３１１－１ 土質・基礎

20677 サンスイコンサルタント株式会社 大久保　拓也 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町２３番地 福知山事務所 池田　勝洋 福知山市字北山３１１－１ 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20677 サンスイコンサルタント株式会社 大久保　拓也 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町２３番地 福知山事務所 池田　勝洋 福知山市字北山３１１－１ トンネル

20677 サンスイコンサルタント株式会社 大久保　拓也 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町２３番地 福知山事務所 池田　勝洋 福知山市字北山３１１－１ 施工計画施工設備積算

20677 サンスイコンサルタント株式会社 大久保　拓也 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町２３番地 福知山事務所 池田　勝洋 福知山市字北山３１１－１ 地質調査業務

20677 サンスイコンサルタント株式会社 大久保　拓也 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町２３番地 福知山事務所 池田　勝洋 福知山市字北山３１１－１ 土地調査

2299 株式会社サンワコン 奥居　淳 福井市花堂北一丁目７番２５号 京都支店 小田　豊和 福知山市字厚９番地 測量一般



令和４・５年度市内測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 業種名

2299 株式会社サンワコン 奥居　淳 福井市花堂北一丁目７番２５号 京都支店 小田　豊和 福知山市字厚９番地 地図の調整

2299 株式会社サンワコン 奥居　淳 福井市花堂北一丁目７番２５号 京都支店 小田　豊和 福知山市字厚９番地 航空測量

2299 株式会社サンワコン 奥居　淳 福井市花堂北一丁目７番２５号 京都支店 小田　豊和 福知山市字厚９番地 建築士事務所登録

2299 株式会社サンワコン 奥居　淳 福井市花堂北一丁目７番２５号 京都支店 小田　豊和 福知山市字厚９番地 河川・砂防・海岸

2299 株式会社サンワコン 奥居　淳 福井市花堂北一丁目７番２５号 京都支店 小田　豊和 福知山市字厚９番地 道　　路

2299 株式会社サンワコン 奥居　淳 福井市花堂北一丁目７番２５号 京都支店 小田　豊和 福知山市字厚９番地 鉄　　道

2299 株式会社サンワコン 奥居　淳 福井市花堂北一丁目７番２５号 京都支店 小田　豊和 福知山市字厚９番地 上水道・工業用水道

2299 株式会社サンワコン 奥居　淳 福井市花堂北一丁目７番２５号 京都支店 小田　豊和 福知山市字厚９番地 下水道

2299 株式会社サンワコン 奥居　淳 福井市花堂北一丁目７番２５号 京都支店 小田　豊和 福知山市字厚９番地 造　　園

2299 株式会社サンワコン 奥居　淳 福井市花堂北一丁目７番２５号 京都支店 小田　豊和 福知山市字厚９番地 都市計画・地方計画

2299 株式会社サンワコン 奥居　淳 福井市花堂北一丁目７番２５号 京都支店 小田　豊和 福知山市字厚９番地 地　　質

2299 株式会社サンワコン 奥居　淳 福井市花堂北一丁目７番２５号 京都支店 小田　豊和 福知山市字厚９番地 土質・基礎

2299 株式会社サンワコン 奥居　淳 福井市花堂北一丁目７番２５号 京都支店 小田　豊和 福知山市字厚９番地 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

2299 株式会社サンワコン 奥居　淳 福井市花堂北一丁目７番２５号 京都支店 小田　豊和 福知山市字厚９番地 施工計画施工設備積算

2299 株式会社サンワコン 奥居　淳 福井市花堂北一丁目７番２５号 京都支店 小田　豊和 福知山市字厚９番地 建設環境

2299 株式会社サンワコン 奥居　淳 福井市花堂北一丁目７番２５号 京都支店 小田　豊和 福知山市字厚９番地 地質調査業務

2299 株式会社サンワコン 奥居　淳 福井市花堂北一丁目７番２５号 京都支店 小田　豊和 福知山市字厚９番地 土地調査

2299 株式会社サンワコン 奥居　淳 福井市花堂北一丁目７番２５号 京都支店 小田　豊和 福知山市字厚９番地 物　　件

2299 株式会社サンワコン 奥居　淳 福井市花堂北一丁目７番２５号 京都支店 小田　豊和 福知山市字厚９番地 機械工作物

2299 株式会社サンワコン 奥居　淳 福井市花堂北一丁目７番２５号 京都支店 小田　豊和 福知山市字厚９番地 営業補償・特殊補償

2299 株式会社サンワコン 奥居　淳 福井市花堂北一丁目７番２５号 京都支店 小田　豊和 福知山市字厚９番地 事業損失

86 株式会社シードコンサルタント 峯　明広 奈良市芝辻町二丁目１０番６号 福知山支店 松本　和也 福知山市前田新町２０－１ 測量一般

86 株式会社シードコンサルタント 峯　明広 奈良市芝辻町二丁目１０番６号 福知山支店 松本　和也 福知山市前田新町２０－１ 地図の調整

86 株式会社シードコンサルタント 峯　明広 奈良市芝辻町二丁目１０番６号 福知山支店 松本　和也 福知山市前田新町２０－１ 建築士事務所登録

86 株式会社シードコンサルタント 峯　明広 奈良市芝辻町二丁目１０番６号 福知山支店 松本　和也 福知山市前田新町２０－１ 上水道・工業用水道

86 株式会社シードコンサルタント 峯　明広 奈良市芝辻町二丁目１０番６号 福知山支店 松本　和也 福知山市前田新町２０－１ 下水道

86 株式会社シードコンサルタント 峯　明広 奈良市芝辻町二丁目１０番６号 福知山支店 松本　和也 福知山市前田新町２０－１ 都市計画・地方計画

86 株式会社シードコンサルタント 峯　明広 奈良市芝辻町二丁目１０番６号 福知山支店 松本　和也 福知山市前田新町２０－１ 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

86 株式会社シードコンサルタント 峯　明広 奈良市芝辻町二丁目１０番６号 福知山支店 松本　和也 福知山市前田新町２０－１ 地質調査業務

86 株式会社シードコンサルタント 峯　明広 奈良市芝辻町二丁目１０番６号 福知山支店 松本　和也 福知山市前田新町２０－１ 土地調査

21101 株式会社シービル 福田　芳樹 福知山市字半田２０３７－３ 測量一般

21101 株式会社シービル 福田　芳樹 福知山市字半田２０３７－３ 地図の調整

21101 株式会社シービル 福田　芳樹 福知山市字半田２０３７－３ 航空測量

1536 塩見測量設計株式会社 塩見　幸雄 福知山市字内記６５－１５ 測量一般

1536 塩見測量設計株式会社 塩見　幸雄 福知山市字内記６５－１５ 地図の調整

1536 塩見測量設計株式会社 塩見　幸雄 福知山市字内記６５－１５ 航空測量

1536 塩見測量設計株式会社 塩見　幸雄 福知山市字内記６５－１５ 河川・砂防・海岸

1536 塩見測量設計株式会社 塩見　幸雄 福知山市字内記６５－１５ 道　　路

1536 塩見測量設計株式会社 塩見　幸雄 福知山市字内記６５－１５ 土質・基礎

1536 塩見測量設計株式会社 塩見　幸雄 福知山市字内記６５－１５ 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

1536 塩見測量設計株式会社 塩見　幸雄 福知山市字内記６５－１５ 地質調査業務

1536 塩見測量設計株式会社 塩見　幸雄 福知山市字内記６５－１５ 土地調査



令和４・５年度市内測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 業種名

1536 塩見測量設計株式会社 塩見　幸雄 福知山市字内記６５－１５ 物　　件

20692 株式会社新大阪エンジニアリング 永井　敦志 大阪市淀川区西中島４丁目２番２１号 福知山事務所 牧野　義史 京都府福知山市堀１４６２番地 測量一般

20692 株式会社新大阪エンジニアリング 永井　敦志 大阪市淀川区西中島４丁目２番２１号 福知山事務所 牧野　義史 京都府福知山市堀１４６２番地 建築士事務所登録

20692 株式会社新大阪エンジニアリング 永井　敦志 大阪市淀川区西中島４丁目２番２１号 福知山事務所 牧野　義史 京都府福知山市堀１４６２番地 上水道・工業用水道

20692 株式会社新大阪エンジニアリング 永井　敦志 大阪市淀川区西中島４丁目２番２１号 福知山事務所 牧野　義史 京都府福知山市堀１４６２番地 地質調査業務

105 株式会社スリーエスコンサルタンツ 北野　和孝 大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 福知山営業所 徳久　仁志 福知山市天田６３５番地の１ 測量一般

105 株式会社スリーエスコンサルタンツ 北野　和孝 大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 福知山営業所 徳久　仁志 福知山市天田６３５番地の１ 地図の調整

105 株式会社スリーエスコンサルタンツ 北野　和孝 大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 福知山営業所 徳久　仁志 福知山市天田６３５番地の１ 航空測量

105 株式会社スリーエスコンサルタンツ 北野　和孝 大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 福知山営業所 徳久　仁志 福知山市天田６３５番地の１ 河川・砂防・海岸

105 株式会社スリーエスコンサルタンツ 北野　和孝 大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 福知山営業所 徳久　仁志 福知山市天田６３５番地の１ 港湾・空港

105 株式会社スリーエスコンサルタンツ 北野　和孝 大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 福知山営業所 徳久　仁志 福知山市天田６３５番地の１ 道　　路

105 株式会社スリーエスコンサルタンツ 北野　和孝 大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 福知山営業所 徳久　仁志 福知山市天田６３５番地の１ 都市計画・地方計画

105 株式会社スリーエスコンサルタンツ 北野　和孝 大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 福知山営業所 徳久　仁志 福知山市天田６３５番地の１ 土質・基礎

105 株式会社スリーエスコンサルタンツ 北野　和孝 大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 福知山営業所 徳久　仁志 福知山市天田６３５番地の１ 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

105 株式会社スリーエスコンサルタンツ 北野　和孝 大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 福知山営業所 徳久　仁志 福知山市天田６３５番地の１ 施工計画施工設備積算

105 株式会社スリーエスコンサルタンツ 北野　和孝 大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 福知山営業所 徳久　仁志 福知山市天田６３５番地の１ 電気・電子

20690 株式会社西播設計 永井　晴夫 たつの市龍野町日山２２９－１ 京都支店 石田　利彦 福知山市昭和町７７番地１８号 測量一般

20690 株式会社西播設計 永井　晴夫 たつの市龍野町日山２２９－１ 京都支店 石田　利彦 福知山市昭和町７７番地１８号 地図の調整

20690 株式会社西播設計 永井　晴夫 たつの市龍野町日山２２９－１ 京都支店 石田　利彦 福知山市昭和町７７番地１８号 建築士事務所登録

20690 株式会社西播設計 永井　晴夫 たつの市龍野町日山２２９－１ 京都支店 石田　利彦 福知山市昭和町７７番地１８号 河川・砂防・海岸

20690 株式会社西播設計 永井　晴夫 たつの市龍野町日山２２９－１ 京都支店 石田　利彦 福知山市昭和町７７番地１８号 道　　路

20690 株式会社西播設計 永井　晴夫 たつの市龍野町日山２２９－１ 京都支店 石田　利彦 福知山市昭和町７７番地１８号 地　　質

20690 株式会社西播設計 永井　晴夫 たつの市龍野町日山２２９－１ 京都支店 石田　利彦 福知山市昭和町７７番地１８号 土質・基礎

20690 株式会社西播設計 永井　晴夫 たつの市龍野町日山２２９－１ 京都支店 石田　利彦 福知山市昭和町７７番地１８号 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20690 株式会社西播設計 永井　晴夫 たつの市龍野町日山２２９－１ 京都支店 石田　利彦 福知山市昭和町７７番地１８号 施工計画施工設備積算

20690 株式会社西播設計 永井　晴夫 たつの市龍野町日山２２９－１ 京都支店 石田　利彦 福知山市昭和町７７番地１８号 地質調査業務

20690 株式会社西播設計 永井　晴夫 たつの市龍野町日山２２９－１ 京都支店 石田　利彦 福知山市昭和町７７番地１８号 土地調査

20690 株式会社西播設計 永井　晴夫 たつの市龍野町日山２２９－１ 京都支店 石田　利彦 福知山市昭和町７７番地１８号 土地評価

20690 株式会社西播設計 永井　晴夫 たつの市龍野町日山２２９－１ 京都支店 石田　利彦 福知山市昭和町７７番地１８号 物　　件

20690 株式会社西播設計 永井　晴夫 たつの市龍野町日山２２９－１ 京都支店 石田　利彦 福知山市昭和町７７番地１８号 機械工作物

20690 株式会社西播設計 永井　晴夫 たつの市龍野町日山２２９－１ 京都支店 石田　利彦 福知山市昭和町７７番地１８号 営業補償・特殊補償

20690 株式会社西播設計 永井　晴夫 たつの市龍野町日山２２９－１ 京都支店 石田　利彦 福知山市昭和町７７番地１８号 事業損失

20690 株式会社西播設計 永井　晴夫 たつの市龍野町日山２２９－１ 京都支店 石田　利彦 福知山市昭和町７７番地１８号 補償関連

20690 株式会社西播設計 永井　晴夫 たつの市龍野町日山２２９－１ 京都支店 石田　利彦 福知山市昭和町７７番地１８号 総合補償

2072 株式会社滝下測量設計事務所 滝下　亮好 綾部市上野町藤山１２番地の３ 福知山支店 荒木　新一郎福知山市字立原２５０番地 都市計画・地方計画

5752 有限会社立石設計 立石　一之 福知山市字天田４１８番地 建築士事務所登録

2518 株式会社大建 百合田　寿一 福知山市字上佐々木８０－５ 測量一般

2518 株式会社大建 百合田　寿一 福知山市字上佐々木８０－５ 地図の調整

21467 株式会社中央クリエイト 根岸　政夫 東京都新宿区早稲田町８１番地 京都営業所 飛田　和伯 福知山市かしの木台２丁目４４番地 測量一般

21467 株式会社中央クリエイト 根岸　政夫 東京都新宿区早稲田町８１番地 京都営業所 飛田　和伯 福知山市かしの木台２丁目４４番地 都市計画・地方計画

21467 株式会社中央クリエイト 根岸　政夫 東京都新宿区早稲田町８１番地 京都営業所 飛田　和伯 福知山市かしの木台２丁目４４番地 建設環境

21467 株式会社中央クリエイト 根岸　政夫 東京都新宿区早稲田町８１番地 京都営業所 飛田　和伯 福知山市かしの木台２丁目４４番地 土地調査



令和４・５年度市内測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 業種名

21467 株式会社中央クリエイト 根岸　政夫 東京都新宿区早稲田町８１番地 京都営業所 飛田　和伯 福知山市かしの木台２丁目４４番地 土地評価

21467 株式会社中央クリエイト 根岸　政夫 東京都新宿区早稲田町８１番地 京都営業所 飛田　和伯 福知山市かしの木台２丁目４４番地 物　　件

21467 株式会社中央クリエイト 根岸　政夫 東京都新宿区早稲田町８１番地 京都営業所 飛田　和伯 福知山市かしの木台２丁目４４番地 機械工作物

21467 株式会社中央クリエイト 根岸　政夫 東京都新宿区早稲田町８１番地 京都営業所 飛田　和伯 福知山市かしの木台２丁目４４番地 営業補償・特殊補償

21467 株式会社中央クリエイト 根岸　政夫 東京都新宿区早稲田町８１番地 京都営業所 飛田　和伯 福知山市かしの木台２丁目４４番地 事業損失

21467 株式会社中央クリエイト 根岸　政夫 東京都新宿区早稲田町８１番地 京都営業所 飛田　和伯 福知山市かしの木台２丁目４４番地 補償関連

21467 株式会社中央クリエイト 根岸　政夫 東京都新宿区早稲田町８１番地 京都営業所 飛田　和伯 福知山市かしの木台２丁目４４番地 総合補償

6288 有限会社ティオス 夜久　竜矢 福知山市土師宮町２丁目６番２ 測量一般

6288 有限会社ティオス 夜久　竜矢 福知山市土師宮町２丁目６番２ 地図の調整

20934 株式会社東京建設コンサルタント 大村　善雄 東京都豊島区北大塚１丁目１５番６号 京都事務所 佐藤　英章 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９－２ 測量一般

20934 株式会社東京建設コンサルタント 大村　善雄 東京都豊島区北大塚１丁目１５番６号 京都事務所 佐藤　英章 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９－２ 地図の調整

20934 株式会社東京建設コンサルタント 大村　善雄 東京都豊島区北大塚１丁目１５番６号 京都事務所 佐藤　英章 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９－２ 航空測量

20934 株式会社東京建設コンサルタント 大村　善雄 東京都豊島区北大塚１丁目１５番６号 京都事務所 佐藤　英章 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９－２ 建築士事務所登録

20934 株式会社東京建設コンサルタント 大村　善雄 東京都豊島区北大塚１丁目１５番６号 京都事務所 佐藤　英章 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９－２ 河川・砂防・海岸

20934 株式会社東京建設コンサルタント 大村　善雄 東京都豊島区北大塚１丁目１５番６号 京都事務所 佐藤　英章 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９－２ 港湾・空港

20934 株式会社東京建設コンサルタント 大村　善雄 東京都豊島区北大塚１丁目１５番６号 京都事務所 佐藤　英章 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９－２ 道　　路

20934 株式会社東京建設コンサルタント 大村　善雄 東京都豊島区北大塚１丁目１５番６号 京都事務所 佐藤　英章 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９－２ 下水道

20934 株式会社東京建設コンサルタント 大村　善雄 東京都豊島区北大塚１丁目１５番６号 京都事務所 佐藤　英章 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９－２ 造　　園

20934 株式会社東京建設コンサルタント 大村　善雄 東京都豊島区北大塚１丁目１５番６号 京都事務所 佐藤　英章 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９－２ 都市計画・地方計画

20934 株式会社東京建設コンサルタント 大村　善雄 東京都豊島区北大塚１丁目１５番６号 京都事務所 佐藤　英章 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９－２ 地　　質

20934 株式会社東京建設コンサルタント 大村　善雄 東京都豊島区北大塚１丁目１５番６号 京都事務所 佐藤　英章 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９－２ 土質・基礎

20934 株式会社東京建設コンサルタント 大村　善雄 東京都豊島区北大塚１丁目１５番６号 京都事務所 佐藤　英章 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９－２ 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20934 株式会社東京建設コンサルタント 大村　善雄 東京都豊島区北大塚１丁目１５番６号 京都事務所 佐藤　英章 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９－２ トンネル

20934 株式会社東京建設コンサルタント 大村　善雄 東京都豊島区北大塚１丁目１５番６号 京都事務所 佐藤　英章 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９－２ 施工計画施工設備積算

20934 株式会社東京建設コンサルタント 大村　善雄 東京都豊島区北大塚１丁目１５番６号 京都事務所 佐藤　英章 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９－２ 建設環境

20934 株式会社東京建設コンサルタント 大村　善雄 東京都豊島区北大塚１丁目１５番６号 京都事務所 佐藤　英章 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９－２ 機械

20934 株式会社東京建設コンサルタント 大村　善雄 東京都豊島区北大塚１丁目１５番６号 京都事務所 佐藤　英章 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９－２ 電気・電子

20934 株式会社東京建設コンサルタント 大村　善雄 東京都豊島区北大塚１丁目１５番６号 京都事務所 佐藤　英章 京都府福知山市篠尾新町３丁目７９－２ 地質調査業務

20713 株式会社東光コンサルタンツ 堀　尚義 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 京都営業所 山本　憲一郎福知山市厚中町９４－２１２ 測量一般

20713 株式会社東光コンサルタンツ 堀　尚義 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 京都営業所 山本　憲一郎福知山市厚中町９４－２１２ 地図の調整

20713 株式会社東光コンサルタンツ 堀　尚義 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 京都営業所 山本　憲一郎福知山市厚中町９４－２１２ 航空測量

20713 株式会社東光コンサルタンツ 堀　尚義 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 京都営業所 山本　憲一郎福知山市厚中町９４－２１２ 河川・砂防・海岸

20713 株式会社東光コンサルタンツ 堀　尚義 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 京都営業所 山本　憲一郎福知山市厚中町９４－２１２ 港湾・空港

20713 株式会社東光コンサルタンツ 堀　尚義 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 京都営業所 山本　憲一郎福知山市厚中町９４－２１２ 道　　路

20713 株式会社東光コンサルタンツ 堀　尚義 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 京都営業所 山本　憲一郎福知山市厚中町９４－２１２ 下水道

20713 株式会社東光コンサルタンツ 堀　尚義 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 京都営業所 山本　憲一郎福知山市厚中町９４－２１２ 水産土木

20713 株式会社東光コンサルタンツ 堀　尚義 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 京都営業所 山本　憲一郎福知山市厚中町９４－２１２ 都市計画・地方計画

20713 株式会社東光コンサルタンツ 堀　尚義 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 京都営業所 山本　憲一郎福知山市厚中町９４－２１２ 土質・基礎

20713 株式会社東光コンサルタンツ 堀　尚義 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 京都営業所 山本　憲一郎福知山市厚中町９４－２１２ 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20713 株式会社東光コンサルタンツ 堀　尚義 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 京都営業所 山本　憲一郎福知山市厚中町９４－２１２ トンネル

20713 株式会社東光コンサルタンツ 堀　尚義 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 京都営業所 山本　憲一郎福知山市厚中町９４－２１２ 建設環境

20713 株式会社東光コンサルタンツ 堀　尚義 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 京都営業所 山本　憲一郎福知山市厚中町９４－２１２ 地質調査業務



令和４・５年度市内測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 業種名

4787 内外エンジニアリング株式会社 池田　正 京都市南区久世中久世町１－１４１ 京都北営業所 玉木　稔之 福知山市昭和町７７番地 測量一般

4787 内外エンジニアリング株式会社 池田　正 京都市南区久世中久世町１－１４１ 京都北営業所 玉木　稔之 福知山市昭和町７７番地 地図の調整

4787 内外エンジニアリング株式会社 池田　正 京都市南区久世中久世町１－１４１ 京都北営業所 玉木　稔之 福知山市昭和町７７番地 航空測量

4787 内外エンジニアリング株式会社 池田　正 京都市南区久世中久世町１－１４１ 京都北営業所 玉木　稔之 福知山市昭和町７７番地 建築士事務所登録

4787 内外エンジニアリング株式会社 池田　正 京都市南区久世中久世町１－１４１ 京都北営業所 玉木　稔之 福知山市昭和町７７番地 河川・砂防・海岸

4787 内外エンジニアリング株式会社 池田　正 京都市南区久世中久世町１－１４１ 京都北営業所 玉木　稔之 福知山市昭和町７７番地 道　　路

4787 内外エンジニアリング株式会社 池田　正 京都市南区久世中久世町１－１４１ 京都北営業所 玉木　稔之 福知山市昭和町７７番地 上水道・工業用水道

4787 内外エンジニアリング株式会社 池田　正 京都市南区久世中久世町１－１４１ 京都北営業所 玉木　稔之 福知山市昭和町７７番地 下水道

4787 内外エンジニアリング株式会社 池田　正 京都市南区久世中久世町１－１４１ 京都北営業所 玉木　稔之 福知山市昭和町７７番地 農業土木

4787 内外エンジニアリング株式会社 池田　正 京都市南区久世中久世町１－１４１ 京都北営業所 玉木　稔之 福知山市昭和町７７番地 都市計画・地方計画

4787 内外エンジニアリング株式会社 池田　正 京都市南区久世中久世町１－１４１ 京都北営業所 玉木　稔之 福知山市昭和町７７番地 土質・基礎

4787 内外エンジニアリング株式会社 池田　正 京都市南区久世中久世町１－１４１ 京都北営業所 玉木　稔之 福知山市昭和町７７番地 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

4787 内外エンジニアリング株式会社 池田　正 京都市南区久世中久世町１－１４１ 京都北営業所 玉木　稔之 福知山市昭和町７７番地 施工計画施工設備積算

4787 内外エンジニアリング株式会社 池田　正 京都市南区久世中久世町１－１４１ 京都北営業所 玉木　稔之 福知山市昭和町７７番地 建設環境

4787 内外エンジニアリング株式会社 池田　正 京都市南区久世中久世町１－１４１ 京都北営業所 玉木　稔之 福知山市昭和町７７番地 地質調査業務

4787 内外エンジニアリング株式会社 池田　正 京都市南区久世中久世町１－１４１ 京都北営業所 玉木　稔之 福知山市昭和町７７番地 土地調査

4787 内外エンジニアリング株式会社 池田　正 京都市南区久世中久世町１－１４１ 京都北営業所 玉木　稔之 福知山市昭和町７７番地 物　　件

4787 内外エンジニアリング株式会社 池田　正 京都市南区久世中久世町１－１４１ 京都北営業所 玉木　稔之 福知山市昭和町７７番地 営業補償・特殊補償

4787 内外エンジニアリング株式会社 池田　正 京都市南区久世中久世町１－１４１ 京都北営業所 玉木　稔之 福知山市昭和町７７番地 事業損失

21833 有限会社南天コンサルタント 秋本　賀子 福知山市字堀２６２０番地の７ 測量一般

2347 株式会社ニコス 柘　幸太朗 兵庫県豊岡市日高町国分寺２４８－１ 京都支店 柘　幸太朗 福知山市昭和町７７ 測量一般

2347 株式会社ニコス 柘　幸太朗 兵庫県豊岡市日高町国分寺２４８－１ 京都支店 柘　幸太朗 福知山市昭和町７７ 地図の調整

2347 株式会社ニコス 柘　幸太朗 兵庫県豊岡市日高町国分寺２４８－１ 京都支店 柘　幸太朗 福知山市昭和町７７ 航空測量

2347 株式会社ニコス 柘　幸太朗 兵庫県豊岡市日高町国分寺２４８－１ 京都支店 柘　幸太朗 福知山市昭和町７７ 河川・砂防・海岸

2347 株式会社ニコス 柘　幸太朗 兵庫県豊岡市日高町国分寺２４８－１ 京都支店 柘　幸太朗 福知山市昭和町７７ 道　　路

2347 株式会社ニコス 柘　幸太朗 兵庫県豊岡市日高町国分寺２４８－１ 京都支店 柘　幸太朗 福知山市昭和町７７ 下水道

2347 株式会社ニコス 柘　幸太朗 兵庫県豊岡市日高町国分寺２４８－１ 京都支店 柘　幸太朗 福知山市昭和町７７ 土質・基礎

2347 株式会社ニコス 柘　幸太朗 兵庫県豊岡市日高町国分寺２４８－１ 京都支店 柘　幸太朗 福知山市昭和町７７ 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20909 株式会社西日本設計 爲國　剛 大阪市天王寺区寺田町二丁目５番１４号 京都北部事務所 上田　晃 福知山市字観音寺３７７番地１ 測量一般

20909 株式会社西日本設計 爲國　剛 大阪市天王寺区寺田町二丁目５番１４号 京都北部事務所 上田　晃 福知山市字観音寺３７７番地１ 地図の調整

20909 株式会社西日本設計 爲國　剛 大阪市天王寺区寺田町二丁目５番１４号 京都北部事務所 上田　晃 福知山市字観音寺３７７番地１ 道　　路

20909 株式会社西日本設計 爲國　剛 大阪市天王寺区寺田町二丁目５番１４号 京都北部事務所 上田　晃 福知山市字観音寺３７７番地１ 上水道・工業用水道

20909 株式会社西日本設計 爲國　剛 大阪市天王寺区寺田町二丁目５番１４号 京都北部事務所 上田　晃 福知山市字観音寺３７７番地１ 下水道

20695 株式会社日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪市中央区谷町６－４－３ 京都北営業所 野田　泰弘 福知山市猪崎３６０番地 測量一般

20695 株式会社日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪市中央区谷町６－４－３ 京都北営業所 野田　泰弘 福知山市猪崎３６０番地 地図の調整

20695 株式会社日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪市中央区谷町６－４－３ 京都北営業所 野田　泰弘 福知山市猪崎３６０番地 航空測量

20695 株式会社日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪市中央区谷町６－４－３ 京都北営業所 野田　泰弘 福知山市猪崎３６０番地 建築士事務所登録

20695 株式会社日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪市中央区谷町６－４－３ 京都北営業所 野田　泰弘 福知山市猪崎３６０番地 河川・砂防・海岸

20695 株式会社日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪市中央区谷町６－４－３ 京都北営業所 野田　泰弘 福知山市猪崎３６０番地 道　　路

20695 株式会社日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪市中央区谷町６－４－３ 京都北営業所 野田　泰弘 福知山市猪崎３６０番地 上水道・工業用水道

20695 株式会社日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪市中央区谷町６－４－３ 京都北営業所 野田　泰弘 福知山市猪崎３６０番地 下水道

20695 株式会社日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪市中央区谷町６－４－３ 京都北営業所 野田　泰弘 福知山市猪崎３６０番地 農業土木



令和４・５年度市内測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 業種名

20695 株式会社日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪市中央区谷町６－４－３ 京都北営業所 野田　泰弘 福知山市猪崎３６０番地 廃棄物

20695 株式会社日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪市中央区谷町６－４－３ 京都北営業所 野田　泰弘 福知山市猪崎３６０番地 都市計画・地方計画

20695 株式会社日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪市中央区谷町６－４－３ 京都北営業所 野田　泰弘 福知山市猪崎３６０番地 地　　質

20695 株式会社日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪市中央区谷町６－４－３ 京都北営業所 野田　泰弘 福知山市猪崎３６０番地 土質・基礎

20695 株式会社日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪市中央区谷町６－４－３ 京都北営業所 野田　泰弘 福知山市猪崎３６０番地 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20695 株式会社日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪市中央区谷町６－４－３ 京都北営業所 野田　泰弘 福知山市猪崎３６０番地 トンネル

20695 株式会社日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪市中央区谷町６－４－３ 京都北営業所 野田　泰弘 福知山市猪崎３６０番地 施工計画施工設備積算

20695 株式会社日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪市中央区谷町６－４－３ 京都北営業所 野田　泰弘 福知山市猪崎３６０番地 建設環境

20695 株式会社日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪市中央区谷町６－４－３ 京都北営業所 野田　泰弘 福知山市猪崎３６０番地 電気・電子

20695 株式会社日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪市中央区谷町６－４－３ 京都北営業所 野田　泰弘 福知山市猪崎３６０番地 地質調査業務

20695 株式会社日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪市中央区谷町６－４－３ 京都北営業所 野田　泰弘 福知山市猪崎３６０番地 土地調査

20695 株式会社日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪市中央区谷町６－４－３ 京都北営業所 野田　泰弘 福知山市猪崎３６０番地 物　　件

20695 株式会社日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪市中央区谷町６－４－３ 京都北営業所 野田　泰弘 福知山市猪崎３６０番地 機械工作物

2125 株式会社日匠設計 森田　恭介 福知山市昭和新町１１１ 建築士事務所登録

20946 株式会社日新技術コンサルタント 柴田　功 東京都中央区日本橋堀留町１－５－７ 京都出張所 川名　俊一 福知山市土師宮町２丁目１８２－３０１ 測量一般

20946 株式会社日新技術コンサルタント 柴田　功 東京都中央区日本橋堀留町１－５－７ 京都出張所 川名　俊一 福知山市土師宮町２丁目１８２－３０１ 建築士事務所登録

20946 株式会社日新技術コンサルタント 柴田　功 東京都中央区日本橋堀留町１－５－７ 京都出張所 川名　俊一 福知山市土師宮町２丁目１８２－３０１ 上水道・工業用水道

20946 株式会社日新技術コンサルタント 柴田　功 東京都中央区日本橋堀留町１－５－７ 京都出張所 川名　俊一 福知山市土師宮町２丁目１８２－３０１ 下水道

20946 株式会社日新技術コンサルタント 柴田　功 東京都中央区日本橋堀留町１－５－７ 京都出張所 川名　俊一 福知山市土師宮町２丁目１８２－３０１ 地質調査業務

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 測量一般

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 地図の調整

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 航空測量

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 建築士事務所登録

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 河川・砂防・海岸

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 港湾・空港

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 電力土木

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 道　　路

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 鉄　　道

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 上水道・工業用水道

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 下水道

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 農業土木

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 森林土木

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 水産土木

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 廃棄物

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 造　　園

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 都市計画・地方計画

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 地　　質

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 土質・基礎

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ トンネル

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 施工計画施工設備積算

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 建設環境



令和４・５年度市内測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 業種名

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 電気・電子

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 地質調査業務

2218 株式会社日本インシーク 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 京都北営業所 保宗　卓 福知山市厚中町４８ 土地調査

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 測量一般

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 地図の調整

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 航空測量

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 建築士事務所登録

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 河川・砂防・海岸

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 道　　路

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 鉄　　道

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 上水道・工業用水道

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 下水道

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 農業土木

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 造　　園

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 都市計画・地方計画

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 土質・基礎

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 施工計画施工設備積算

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 建設環境

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 地質調査業務

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 土地調査

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 土地評価

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 物　　件

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 機械工作物

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 営業補償・特殊補償

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 事業損失

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 補償関連

22256 株式会社日本海コンサルタント 黒木　康生 石川県金沢市泉本町二丁目１２６ 京都営業所 花谷　茂生 福知山市末広町一丁目３１番地 総合補償

22524 日本環境設計株式会社 野瀬　盛弘 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦４７２３番地 福知山事務所 野瀬　盛弘 福知山市篠尾新町１丁目５６番地１ 道　　路

22524 日本環境設計株式会社 野瀬　盛弘 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦４７２３番地 福知山事務所 野瀬　盛弘 福知山市篠尾新町１丁目５６番地１ 農業土木

20885 株式会社ノア技術コンサルタント 笹畑  憲治 奈良県桜井市大字川合２７２番地の４ 福知山営業所 奥　平旨 京都府福知山市字荒河１４４０番地１３ 測量一般

20885 株式会社ノア技術コンサルタント 笹畑  憲治 奈良県桜井市大字川合２７２番地の４ 福知山営業所 奥　平旨 京都府福知山市字荒河１４４０番地１３ 地図の調整

20885 株式会社ノア技術コンサルタント 笹畑  憲治 奈良県桜井市大字川合２７２番地の４ 福知山営業所 奥　平旨 京都府福知山市字荒河１４４０番地１３ 航空測量

20885 株式会社ノア技術コンサルタント 笹畑  憲治 奈良県桜井市大字川合２７２番地の４ 福知山営業所 奥　平旨 京都府福知山市字荒河１４４０番地１３ 河川・砂防・海岸

20885 株式会社ノア技術コンサルタント 笹畑  憲治 奈良県桜井市大字川合２７２番地の４ 福知山営業所 奥　平旨 京都府福知山市字荒河１４４０番地１３ 道　　路

20885 株式会社ノア技術コンサルタント 笹畑  憲治 奈良県桜井市大字川合２７２番地の４ 福知山営業所 奥　平旨 京都府福知山市字荒河１４４０番地１３ 上水道・工業用水道

20885 株式会社ノア技術コンサルタント 笹畑  憲治 奈良県桜井市大字川合２７２番地の４ 福知山営業所 奥　平旨 京都府福知山市字荒河１４４０番地１３ 下水道

20885 株式会社ノア技術コンサルタント 笹畑  憲治 奈良県桜井市大字川合２７２番地の４ 福知山営業所 奥　平旨 京都府福知山市字荒河１４４０番地１３ 農業土木

20885 株式会社ノア技術コンサルタント 笹畑  憲治 奈良県桜井市大字川合２７２番地の４ 福知山営業所 奥　平旨 京都府福知山市字荒河１４４０番地１３ 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20885 株式会社ノア技術コンサルタント 笹畑  憲治 奈良県桜井市大字川合２７２番地の４ 福知山営業所 奥　平旨 京都府福知山市字荒河１４４０番地１３ 地質調査業務

20885 株式会社ノア技術コンサルタント 笹畑  憲治 奈良県桜井市大字川合２７２番地の４ 福知山営業所 奥　平旨 京都府福知山市字荒河１４４０番地１３ 土地調査

21103 株式会社播磨設計コンサルタント 藤本　睦之 加古川市野口町良野１５８０番地 福知山営業所 髙見　英之 福知山市土師宮町２丁目４７番地 測量一般



令和４・５年度市内測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 業種名

21103 株式会社播磨設計コンサルタント 藤本　睦之 加古川市野口町良野１５８０番地 福知山営業所 髙見　英之 福知山市土師宮町２丁目４７番地 地図の調整

21103 株式会社播磨設計コンサルタント 藤本　睦之 加古川市野口町良野１５８０番地 福知山営業所 髙見　英之 福知山市土師宮町２丁目４７番地 河川・砂防・海岸

21103 株式会社播磨設計コンサルタント 藤本　睦之 加古川市野口町良野１５８０番地 福知山営業所 髙見　英之 福知山市土師宮町２丁目４７番地 道　　路

21103 株式会社播磨設計コンサルタント 藤本　睦之 加古川市野口町良野１５８０番地 福知山営業所 髙見　英之 福知山市土師宮町２丁目４７番地 土地調査

21103 株式会社播磨設計コンサルタント 藤本　睦之 加古川市野口町良野１５８０番地 福知山営業所 髙見　英之 福知山市土師宮町２丁目４７番地 物　　件

21103 株式会社播磨設計コンサルタント 藤本　睦之 加古川市野口町良野１５８０番地 福知山営業所 髙見　英之 福知山市土師宮町２丁目４７番地 機械工作物

21103 株式会社播磨設計コンサルタント 藤本　睦之 加古川市野口町良野１５８０番地 福知山営業所 髙見　英之 福知山市土師宮町２丁目４７番地 営業補償・特殊補償

21103 株式会社播磨設計コンサルタント 藤本　睦之 加古川市野口町良野１５８０番地 福知山営業所 髙見　英之 福知山市土師宮町２丁目４７番地 事業損失

3309 阪神測建株式会社 四方　克明 神戸市中央区楠町６－３－１１ 福知山支店 山本　和弥 福知山市字観音寺７９５－２ 測量一般

3309 阪神測建株式会社 四方　克明 神戸市中央区楠町６－３－１１ 福知山支店 山本　和弥 福知山市字観音寺７９５－２ 地図の調整

3309 阪神測建株式会社 四方　克明 神戸市中央区楠町６－３－１１ 福知山支店 山本　和弥 福知山市字観音寺７９５－２ 航空測量

3309 阪神測建株式会社 四方　克明 神戸市中央区楠町６－３－１１ 福知山支店 山本　和弥 福知山市字観音寺７９５－２ 河川・砂防・海岸

3309 阪神測建株式会社 四方　克明 神戸市中央区楠町６－３－１１ 福知山支店 山本　和弥 福知山市字観音寺７９５－２ 道　　路

3309 阪神測建株式会社 四方　克明 神戸市中央区楠町６－３－１１ 福知山支店 山本　和弥 福知山市字観音寺７９５－２ 農業土木

3309 阪神測建株式会社 四方　克明 神戸市中央区楠町６－３－１１ 福知山支店 山本　和弥 福知山市字観音寺７９５－２ 都市計画・地方計画

3309 阪神測建株式会社 四方　克明 神戸市中央区楠町６－３－１１ 福知山支店 山本　和弥 福知山市字観音寺７９５－２ 土質・基礎

3309 阪神測建株式会社 四方　克明 神戸市中央区楠町６－３－１１ 福知山支店 山本　和弥 福知山市字観音寺７９５－２ 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

3309 阪神測建株式会社 四方　克明 神戸市中央区楠町６－３－１１ 福知山支店 山本　和弥 福知山市字観音寺７９５－２ 地質調査業務

3309 阪神測建株式会社 四方　克明 神戸市中央区楠町６－３－１１ 福知山支店 山本　和弥 福知山市字観音寺７９５－２ 土地調査

3309 阪神測建株式会社 四方　克明 神戸市中央区楠町６－３－１１ 福知山支店 山本　和弥 福知山市字観音寺７９５－２ 物　　件

3309 阪神測建株式会社 四方　克明 神戸市中央区楠町６－３－１１ 福知山支店 山本　和弥 福知山市字観音寺７９５－２ 営業補償・特殊補償

20689 株式会社吹上技研コンサルタント 吹上　範子 京都市西京区大原野西境谷町２－１４－２ 福知山支店 中家　望 福知山市多保市越山１６２番地３９ 測量一般

20689 株式会社吹上技研コンサルタント 吹上　範子 京都市西京区大原野西境谷町２－１４－２ 福知山支店 中家　望 福知山市多保市越山１６２番地３９ 地図の調整

20689 株式会社吹上技研コンサルタント 吹上　範子 京都市西京区大原野西境谷町２－１４－２ 福知山支店 中家　望 福知山市多保市越山１６２番地３９ 航空測量

20689 株式会社吹上技研コンサルタント 吹上　範子 京都市西京区大原野西境谷町２－１４－２ 福知山支店 中家　望 福知山市多保市越山１６２番地３９ 河川・砂防・海岸

20689 株式会社吹上技研コンサルタント 吹上　範子 京都市西京区大原野西境谷町２－１４－２ 福知山支店 中家　望 福知山市多保市越山１６２番地３９ 道　　路

20689 株式会社吹上技研コンサルタント 吹上　範子 京都市西京区大原野西境谷町２－１４－２ 福知山支店 中家　望 福知山市多保市越山１６２番地３９ 上水道・工業用水道

20689 株式会社吹上技研コンサルタント 吹上　範子 京都市西京区大原野西境谷町２－１４－２ 福知山支店 中家　望 福知山市多保市越山１６２番地３９ 下水道

20689 株式会社吹上技研コンサルタント 吹上　範子 京都市西京区大原野西境谷町２－１４－２ 福知山支店 中家　望 福知山市多保市越山１６２番地３９ 都市計画・地方計画

20689 株式会社吹上技研コンサルタント 吹上　範子 京都市西京区大原野西境谷町２－１４－２ 福知山支店 中家　望 福知山市多保市越山１６２番地３９ 土質・基礎

20689 株式会社吹上技研コンサルタント 吹上　範子 京都市西京区大原野西境谷町２－１４－２ 福知山支店 中家　望 福知山市多保市越山１６２番地３９ 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20689 株式会社吹上技研コンサルタント 吹上　範子 京都市西京区大原野西境谷町２－１４－２ 福知山支店 中家　望 福知山市多保市越山１６２番地３９ 地質調査業務

20689 株式会社吹上技研コンサルタント 吹上　範子 京都市西京区大原野西境谷町２－１４－２ 福知山支店 中家　望 福知山市多保市越山１６２番地３９ 土地調査

20684 北陽測地株式会社 大久保　憲一 京都市左京区下鴨上川原町２８番地 福知山営業所 谷　広彦 福知山市字内記１０番地の９６ 測量一般

20684 北陽測地株式会社 大久保　憲一 京都市左京区下鴨上川原町２８番地 福知山営業所 谷　広彦 福知山市字内記１０番地の９６ 地図の調整

20684 北陽測地株式会社 大久保　憲一 京都市左京区下鴨上川原町２８番地 福知山営業所 谷　広彦 福知山市字内記１０番地の９６ 河川・砂防・海岸

20684 北陽測地株式会社 大久保　憲一 京都市左京区下鴨上川原町２８番地 福知山営業所 谷　広彦 福知山市字内記１０番地の９６ 道　　路

20684 北陽測地株式会社 大久保　憲一 京都市左京区下鴨上川原町２８番地 福知山営業所 谷　広彦 福知山市字内記１０番地の９６ 土地調査

5352 牧草総合設計株式会社 牧草　次郎 京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町５７９番地 北近畿支店 四方　博之 福知山市字天田北本町一区８５番地１７ 測量一般

5352 牧草総合設計株式会社 牧草　次郎 京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町５７９番地 北近畿支店 四方　博之 福知山市字天田北本町一区８５番地１７ 地図の調整

5352 牧草総合設計株式会社 牧草　次郎 京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町５７９番地 北近畿支店 四方　博之 福知山市字天田北本町一区８５番地１７ 河川・砂防・海岸

5352 牧草総合設計株式会社 牧草　次郎 京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町５７９番地 北近畿支店 四方　博之 福知山市字天田北本町一区８５番地１７ 道　　路



令和４・５年度市内測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 業種名

5352 牧草総合設計株式会社 牧草　次郎 京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町５７９番地 北近畿支店 四方　博之 福知山市字天田北本町一区８５番地１７ 都市計画・地方計画

5352 牧草総合設計株式会社 牧草　次郎 京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町５７９番地 北近畿支店 四方　博之 福知山市字天田北本町一区８５番地１７ 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

5352 牧草総合設計株式会社 牧草　次郎 京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町５７９番地 北近畿支店 四方　博之 福知山市字天田北本町一区８５番地１７ 土地調査

5352 牧草総合設計株式会社 牧草　次郎 京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町５７９番地 北近畿支店 四方　博之 福知山市字天田北本町一区８５番地１７ 物　　件

5352 牧草総合設計株式会社 牧草　次郎 京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町５７９番地 北近畿支店 四方　博之 福知山市字天田北本町一区８５番地１７ 営業補償・特殊補償

2174 株式会社望月測量設計事務所 富井　健次 木津川市木津奈良道６４番地２ 北京都支店 小寺　公一 福知山市末広町１丁目２２番地の２ 測量一般

2174 株式会社望月測量設計事務所 富井　健次 木津川市木津奈良道６４番地２ 北京都支店 小寺　公一 福知山市末広町１丁目２２番地の２ 地図の調整

2174 株式会社望月測量設計事務所 富井　健次 木津川市木津奈良道６４番地２ 北京都支店 小寺　公一 福知山市末広町１丁目２２番地の２ 航空測量

2174 株式会社望月測量設計事務所 富井　健次 木津川市木津奈良道６４番地２ 北京都支店 小寺　公一 福知山市末広町１丁目２２番地の２ 河川・砂防・海岸

2174 株式会社望月測量設計事務所 富井　健次 木津川市木津奈良道６４番地２ 北京都支店 小寺　公一 福知山市末広町１丁目２２番地の２ 道　　路

2174 株式会社望月測量設計事務所 富井　健次 木津川市木津奈良道６４番地２ 北京都支店 小寺　公一 福知山市末広町１丁目２２番地の２ 土地調査

2388 株式会社ユーズ 井上　繁巳 京都市下京区中堂寺壬生川町８－６ 福知山支店 田家　和義 福知山市石原二丁目５２番地 測量一般

2388 株式会社ユーズ 井上　繁巳 京都市下京区中堂寺壬生川町８－６ 福知山支店 田家　和義 福知山市石原二丁目５２番地 地図の調整

2388 株式会社ユーズ 井上　繁巳 京都市下京区中堂寺壬生川町８－６ 福知山支店 田家　和義 福知山市石原二丁目５２番地 航空測量

2388 株式会社ユーズ 井上　繁巳 京都市下京区中堂寺壬生川町８－６ 福知山支店 田家　和義 福知山市石原二丁目５２番地 建築士事務所登録

2388 株式会社ユーズ 井上　繁巳 京都市下京区中堂寺壬生川町８－６ 福知山支店 田家　和義 福知山市石原二丁目５２番地 河川・砂防・海岸

2388 株式会社ユーズ 井上　繁巳 京都市下京区中堂寺壬生川町８－６ 福知山支店 田家　和義 福知山市石原二丁目５２番地 道　　路

2388 株式会社ユーズ 井上　繁巳 京都市下京区中堂寺壬生川町８－６ 福知山支店 田家　和義 福知山市石原二丁目５２番地 上水道・工業用水道

2388 株式会社ユーズ 井上　繁巳 京都市下京区中堂寺壬生川町８－６ 福知山支店 田家　和義 福知山市石原二丁目５２番地 下水道

2388 株式会社ユーズ 井上　繁巳 京都市下京区中堂寺壬生川町８－６ 福知山支店 田家　和義 福知山市石原二丁目５２番地 土質・基礎

2388 株式会社ユーズ 井上　繁巳 京都市下京区中堂寺壬生川町８－６ 福知山支店 田家　和義 福知山市石原二丁目５２番地 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

2388 株式会社ユーズ 井上　繁巳 京都市下京区中堂寺壬生川町８－６ 福知山支店 田家　和義 福知山市石原二丁目５２番地 土地調査


