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徳島県

会　社　名 役　職　名 代表者名 郵便番号 所　在　地 電話番号 FAX番号

株式会社エス・ビー・シー 代表取締役 木村　充宏 779-3742 美馬市脇町字西赤谷1063番地の1 0883-52-1621 0883-52-1685

株式会社環境防災 代表取締役 藤好　一男 770-0046 徳島市鮎喰町一丁目57番地 088-632-0111 088-631-5438

株式会社

　　基礎建設コンサルタント
代表取締役 中木　一文 779-3120 徳島市国府町南岩延883番地9 088-642-5330 088-642-4216

株式会社サンブレーン・プラン 代表取締役 田岡　克浩 771-1156 徳島市応神町応神産業団地11番9 088-641-3901 088-641-3905

四国建設コンサルタント

　　　　　　　　株式会社
代表取締役 天羽　誠二 771-1156

徳島市応神町応神産業団地

　　　　　　　　　　　3番地1
088-683-3322 088-683-3323

ニタコンサルタント株式会社 代表取締役 安藝　浩資 771-0122 徳島市川内町鈴江西38-2 088-665-5550 088-665-0115

株式会社ビュー設計 代表取締役 田中　啓司 771-0136 徳島市川内町平石古田261番地 088-665-7360 088-665-7362

株式会社廣瀨工業所 代表取締役 廣瀨　隆譽 770-0811 徳島市東吉野町1-23 088-623-1533 088-623-1510

株式会社ファルコン 代表取締役 古川　清司 770-0053 徳島市南島田町二丁目84番地 088-678-7610 088-678-7611

株式会社松本コンサルタント 代表取締役 松本　祐一 770-0811 徳島市東吉野町2丁目24番地6 088-626-0788 088-622-1768

会　員　名　簿





香川県

会　社　名 役　職　名 代表者名 郵便番号 所　在　地 電話番号 FAX番号

青葉工業株式会社 代表取締役 噂　　耕司 761-0301 高松市林町475-1 087-802-9500 087-802-9510

国土防災技術株式会社

　　　　　　高松営業所
所長 金久　　拓 761-0104 高松市高松町1618-15 087-844-8934 087-844-8924

桜テクニカ株式会社 代表取締役 川田　　巧 761-0442 高松市川島本町24-10 087-802-8201 087-802-8400

田村ボーリング株式会社 代表取締役 田村　孝治 761-8074 高松市太田上町299番地7 087-813-7770 087-813-7771

株式会社東洋地質 代表取締役社長 木村　崇浩 761-8077 高松市出作町556番地8 087-888-3545 087-888-4134

株式会社ナイバ 代表取締役 山本　和彦 760-0062 高松市塩上町1丁目3-6 087-862-5121 087-862-5120

株式会社二宮ボーリング 代表取締役 二宮　　猛 760-0006 高松市亀岡町12番地12 087-833-7737 087-837-2869

復建調査設計株式会社

　　　　　　四国支社
常務執行役員 小西　　親 760-0020 高松市錦町1-3-9 050-9002-4652 087-826-1912

株式会社増田地質工業 代表取締役 増田　剛人 760-0005 高松市宮脇町1丁目18番23号 087-862-5255 087-862-5201

株式会社四電技術

　　　　　　コンサルタント
代表取締役社長 野村　喜久 761-0121 高松市牟礼町牟礼1007-3 087-845-8881 087-887-2215





愛媛県

会　社　名 役　職　名 代表者名 郵便番号 所　在　地 電話番号 FAX番号

株式会社アースコンサルタント 代表取締役 二神　久士 791-0243 松山市平井町甲2293番地3 089-990-8852 089-970-8850

株式会社荒谷建設コンサルタント

　　　　　　　四国支社

執行役員

四国支社長
佐伯　信哉 790-0045 松山市余戸中2丁目1番2号 089-973-2311 089-972-0026

株式会社エイト日本技術開発

　　　　　　　四国支社

執行役員

支社長
鈴木　清久 790-0054 松山市空港通二丁目9番29号 089-971-6511 089-973-3132

株式会社愛媛建設コンサルタント 代表取締役 神野　邦彦 790-0036 松山市小栗7丁目11番18号 089-947-1011 089-941-8606

愛媛地質調査株式会社 代表取締役 清水　　修 791-0054 松山市空港通3丁目5番16号 089-971-5767 089-971-5922

応用地質株式会社四国事務所 事務所長 三原　隆一 791-8013 松山市山越4-4-33 089-925-9516 089-925-9582

川崎地質株式会社四国支店 支店長 直本　啓祐 791-0054 松山市空港通3丁目12番12号 089-903-8307 089-903-8308

基礎地盤コンサルタンツ株式会社

　　　　　　　四国支店
支店長 樋󠄀口　昭雄 791-8015 松山市中央1-11-20 089-927-5808 089-927-5812

共立工営株式会社 代表取締役 吉原　　潔 790-0054 松山市空港通2丁目9番8号 089-973-3188 089-973-3988

株式会社キンキ地質センター

　　　　　　　松山支店
支店長 池田　和久 790-0952 松山市朝生田町7丁目15番地4 089-921-2530 089-921-2531





愛媛県

会　社　名 役　職　名 代表者名 郵便番号 所　在　地 電話番号 FAX番号

株式会社シアテック 代表取締役社長 倉田　房雄 792-0003 新居浜市新田町3丁目1番39号 0897-37-5921 0897-32-5979

株式会社ダイヤコンサルタント

　　　　　　　四国支店
支店長 松村　法行 790-0951 松山市天山1丁目12番10号 089-941-4855 089-932-1928

株式会社地圏総合コンサルタント

　　　　　　　四国支店
支店長 藤本　泰史 792-0001 新居浜市惣開町1番6号 0897-33-3123 0897-37-1603

中央開発株式会社四国支店 支店長 三嶋　信裕 791-8013 松山市山越6-1-16菅野ビル 089-917-7011 089-917-7022

株式会社東建ジオテック松山支店 支店長 細沼　紀康 790-0038 松山市和泉北2丁目12-21 089-945-3328 089-943-4688

株式会社富士建設コンサルタント 代表取締役 岡　　兵典 798-0015 宇和島市和霊元町2丁目4-15 0895-25-3344 0895-25-3663

株式会社芙蓉コンサルタント 代表取締役 大野　二郎 790-0063 松山市辻󠄀町2番38号 089-924-1313 089-923-5717

松山地下開発株式会社 代表取締役 須賀　幸一 791-8043 松山市東垣生町184番地7 089-989-7458 089-989-7468

株式会社雄新地質コンサルタント 代表取締役 大石　　徹 791-1126 松山市大橋町261番地1 089-963-3861 089-963-3839





高知県

会　社　名 役　職　名 代表者名 郵便番号 所　在　地 電話番号 FAX番号

木本工業株式会社 代表取締役 木本　善章 780-0862 高知市鷹匠町1丁目2-51 088-822-1666 088-822-1668

有限会社草苅地工 代表取締役 梶屋　慶男 781-1913
高知県吾川郡仁淀川町長者丙

　　　　　　　　　1932-1
0889-32-2758 0889-32-2756

興和技建株式会社 代表取締役 久保田一水 780-0915 高知市小津町7-1 088-823-6556 088-824-2162

株式会社四国トライ 代表取締役 松尾　俊明 781-0082 高知市南川添17番21号 088-883-5908 088-883-5909

株式会社相愛 代表取締役 永野　敬典 780-0002 高知市重倉266-2 088-846-6700 088-846-6711

株式会社地研 代表取締役 中根　久幸 780-0974 高知市円行寺25番地 088-822-1535 088-822-1548

長崎テクノ株式会社 代表取締役 長崎　正和 781-0812 高知市若松町1705番地 088-882-5205 088-882-5207

有限会社ムクタ工業 代表取締役 椋田　新也 789-0301 高知県長岡郡大豊町津家24-12 0887-72-1550 0887-72-1043





役　職　名 氏　名 会　社　名 所属県

理 事 長 奈加　博之 　ニタコンサルタント㈱ 徳　島

副理事長 香川　年市 　青葉工業㈱ 香　川

〃 松尾　俊明 　㈱四国トライ 高　知

〃 大石　　徹 　㈱雄新地質コンサルタント 愛　媛

理　　事 木村　充宏 　㈱エス・ビー・シー 徳　島

〃 田中　啓司 　㈱ビュー設計 徳　島

〃 田村　孝治 　田村ボーリング㈱ 香　川

〃 山本　和彦 　㈱ナイバ 香　川

〃 二神　久士 　㈱アースコンサルタント 愛　媛

〃 直本　啓祐 　川崎地質㈱四国支店 愛　媛

〃 久保田一水 　興和技建㈱ 高　知

〃 永野　敬典 　㈱相愛 高　知

監　　事 二宮　　猛 　㈱二宮ボーリング 香　川

役　員　名　簿





役　職　名 氏　名 会　社　名 所属県

名誉会長 噂　　耕司 　青葉工業㈱ 香　川

顧　　問 上野　勝利 　徳島大学　准教授 徳　島

〃 長谷川修一 　香川大学　学部長・教授 香　川

〃 木下　尚樹 　愛媛大学　准教授 愛　媛

〃 原　　　忠 　高知大学　教授 高　知





委員会名 役　職　名 氏　名 会　社　名 所属県

大石　　徹 　雄新地質コンサルタント㈱ 愛　媛

奈加　博之 　ニタコンサルタント㈱ 徳　島

香川　年市 　青葉工業㈱ 香　川

松尾　俊明 　㈱四国トライ 高　知

委員長 橋本　昌夫 　ニタコンサルタント㈱ 徳　島

委　員 渡部　弘明 　㈱基礎建設コンサルタント 徳　島

〃 小笠原　洋 　復建調査設計㈱四国支社 香　川

〃 淳山　寿久 　青葉工業㈱ 香　川

〃 吉岡　　崇 　㈱愛媛建設コンサルタント 愛　媛

〃 曽我部　潤 　㈱アースコンサルタント 愛　媛

〃 山本　亮輔 　㈱地研 高　知

〃 長崎　正和 　長崎テクノ㈱ 高　知
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委員会名 役　職　名 氏　名 会　社　名 所属県

二宮　　猛 　㈱二宮ボーリング 香　川

工藤　高弘 　㈱ビュー設計 徳　島

直本　啓祐 　川崎地質㈱四国支店 愛　媛

中根　久幸 　㈱地研 高　知

大岡　和俊 　四国建設コンサルタント㈱ 徳　島

木村　崇浩 　㈱東洋地質 香　川

二神　久士 　㈱アースコンサルタント 愛　媛

木本美智子 　木本工業㈱ 高　知

清水　　修 　愛媛地質調査㈱ 愛　媛

田中　啓司 　ビュー設計㈱ 徳　島

藤岡　正温 　㈱増田地質工業 香　川

椋田　新也 　㈲ムクタ工業 高　知
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　　　　　　　　事務局所在地

　　　　　　　　〒761-8056　高松市上天神町231番地1マリッチF1 101

　　　　　　　　TEL 087-899-5410　FAX 087-899-5411

　　　　　　　　e-mail　nyamasaki@eco.ocn.ne.jp

　　　　　　　　URL　　 https://www.shikoku-geo.jp/

　　　　　　　　事務局長　山﨑奈央子

　　　　　　　　　　　　　柏原亜由美


