
現在
松江地区 29 名                     

郵便番号 事　　務　　所　　住　　所

1 原 正義 690-0877 松江市春日町612番地9

2 佐和田 正 690-0151 松江市古曽志町567番地174

3 佐藤 正紀 690-0056 松江市雑賀町523番地

4 川手 弘之 690-0015 松江市上乃木三丁目15番48号

5 武永 隆児 690-2103 松江市八雲町西岩坂3990番地29

6 森脇 照美 690-1311 松江市美保関町七類980番地1

7 寺本 誠一 690-0861 松江市法吉町65番地91

8 小谷 浩和 690-0877 松江市春日町499番地5

9 中村 達朗 690-0802 松江市鹿島町南講武4番地2

10 福間 拓司 690-0046 松江市乃木福富町587番地

11 森山 博幸 690-0861 松江市法吉町501番地22

12 門脇 浩泰 690-0825 松江市学園二丁目16番20号

13 長野 武 690-0121 松江市古志町645番地1

14 稻田 奨 690-0044 松江市浜乃木一丁目22番43号

15 清山 由浩 690-0847 松江市片原町39番地

16 鐘築 健 690-0845 松江市西茶町1番地

17 丸山 成実 690-0875 松江市外中原町312番地　ポレスター外中原503号

18 武良 北斗 690-0012 松江市古志原七丁目19番28号

19 吉田 順道 690-0825 松江市学園一丁目9番23号　キャッスルマンション603号

20 加藤 聖悟 690-0877 松江市春日町407番地

21 小林 栄治 690-0875 松江市外中原町291番地

22 小笹 泰則 690-0142 松江市西谷町849番地

23 山田 一樹 690-0824 松江市菅田町134番地2

24 塩冶 曉 690-0869 松江市うぐいす台2番25号

25 竹下 敏次 690-0886 松江市母衣町180番地25　米井ビル2階西号室

26 常松 慶久 690-0845 松江市西茶町57番地

27 吉田 浩輝 690-0012 松江市古志原三丁目1番66号　IDEA HOUSE 305

28 山本 和良 690-0322 松江市鹿島町恵曇424番地

29 金本 広洙 690-0877 松江市春日町16番地

(0852)82-3995

社　　員　　名　　簿

令和3年12月16日

(0852)25-1093

(0852)72-2897

（公社）島根県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

電　話　番　号

(0852)36-6589

(0852)22-0888

(0852)54-0033

氏　　　名

(0852)61-4695

(0852)27-3957

(0852)60-1301

(0852)36-7119

(0852)27-1540

(0852)24-9456

(0852)32-0931

(0852)27-3470

(0852)60-2225

(0852)28-7028

(0852)20-0078

(0852)36-7685

(0852)20-0311

（0852）67-6788

(0852)69-9297

(0852)27-8556

（0852)23-0123

（0852)61-5578

（0852）25-0423

(0852)65-0204

（0852）61-5963

（0852）24-9680

（0852）82-0800



現在
安来地区 4 名                     

郵便番号 事　　務　　所　　住　　所

1 岸田 薫 692-0011 安来市安来町929番地2

2 木戸 芳己 692-0011 安来市安来町657番地3

3 坂田 修司 692-0404 安来市広瀬町広瀬800番地19

4 江﨑 直史 692-0028 安来市汐手が丘18番8号 (0854)22-0927

(0854)32-2870

(0854)22-6128

(0854)22-2331

（公社）島根県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

社　　員　　名　　簿

令和3年12月16日

電 話 番 号氏　　　名



現在
隠岐地区 1 名                     

郵便番号 事　　務　　所　　住　　所

1 渡邉 義正 685-0016 隠岐郡隠岐の島町城北町68番地

社　　員　　名　　簿

令和3年12月16日

電　話　番　号氏　　　名

(08512)2-1018

（公社）島根県公共嘱託登記土地家屋調査士協会



現在
出雲地区 16 名                     

郵便番号 事　　務　　所　　住　　所

1 小川　 和彦 699-0821 出雲市大島町1008番地3

2 加藤 俊彦 693-0004 出雲市渡橋町574番地1

3 石橋 平吉 693-0013 出雲市荻杼町340番地

4 土江 茂 693-0058 出雲市矢野町737番地3

5 常松 耕治 699-0631 出雲市斐川町直江5387番地

6 手錢 正之 699-0711 出雲市大社町杵築南1341番地

7 持田 透 699-0901 出雲市多伎町久村961番地3

8 佐藤 大樹 693-0006 出雲市浜町512番地6

9 吉田 興司 699--0502 出雲市斐川町荘原2895番地11

10 嘉本 光俊 693-0022 出雲市上塩冶町455番地13

11 加藤 敦久 693-0004 出雲市渡橋町574番地1

12 曽田 克之 699-0555 出雲市斐川町坂田429番地1

13 藤原 大助 693-0013 出雲市荻杼町614番地

14 石橋 淳二 693-0063 出雲市大塚町791番地1　大塚青山ﾋﾞﾙ310号

15 冨永 満 691-0001 出雲市平田町2337番地10

16 原 貴之 693-0211 出雲市馬木北町84番地

社　　員　　名　　簿

令和3年12月16日

氏　　　名 電　話　番　号

（公社）島根県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

（0853）77-6858

(0853)43-3172

(0853)25-7211

(0853)72-0218

（0853）23-4737

(0853)63-0819

(0853)25-3201

(0853)30-1153

（0853）63-2903

(0853)21-4649

(0853)23-5908

(0853)86-2449

(0853)21-7598

(0853)23-5495

(0853)72-4035

(0853)53-3263



現在
雲南地区 3 名                     

郵便番号 事　　務　　所　　住　　所

1 櫻井 伸一 699-1332 雲南市木次町木次75番地3

2 石田 茂樹 699-1621 仁多郡奥出雲町上阿井2147番地

3 細貝 秀誉 699-1224 雲南市大東町東阿用111番地1

社　　員　　名　　簿

令和3年12月16日

電　話　番　号氏　　　名

(0854)56-0036

(0854)43-4990

(0854)42-1001

（公社）島根県公共嘱託登記土地家屋調査士協会



現在
大田地区 1 名                     

郵便番号 事　　務　　所　　住　　所

1 和田 稔己 694-0064 大田市大田町大田イ85番地3 （0854）83-7487

（公社）島根県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

社　　員　　名　　簿

令和3年12月16日

電　話　番　号氏　　　名



現在
川本地区 3 名                     

郵便番号 事　　務　　所　　住　　所

1 山中 敬之 696-0103 邑智郡邑南町矢上5776番地16

2 寺本 辰造 696-0102 邑智郡邑南町中野95番地3

3 下橋 宣博 696-0103 邑智郡邑南町矢上3842番地

社　　員　　名　　簿

令和3年12月16日

電　話　番　号氏　　　名

(0855)95-2320

（公社）島根県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

(0855)95-0050

（0855)95-0702



現在
浜田地区 6 名                     

郵便番号 事　　務　　所　　住　　所

1 大屋 正勝 697-0023 浜田市長沢町290番地2

2 三好 正之 697-0426 浜田市旭町丸原887番地3

3 南口 誠 695-0021 江津市都野津町2324番地4

4 直江 稔 697-0034 浜田市相生町3883番地2

5 佐々木 尊樹 699-4221 江津市桜江町市山437番地6

6 遠藤 晃司 697-0026 浜田市田町1112番地2 (0855)22-1248

(0855)45-0027

(0855)53-0350

(0855)25-7339

（公社）島根県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

社　　員　　名　　簿

令和3年12月16日

電　話　番　号氏　　　名

(0855)92-0562

(0855)23-4571



現在
益田地区 5 名                     

郵便番号 事　　務　　所　　住　　所

1 原 敏雄 698-0026 益田市あけぼの本町11番地6

2 齋藤 俊 698-0007 益田市昭和町15番31号

3 中島 郁史 699-3671 益田市津田町1141番地1

4 猪俣 梢 699-5131 益田市安富町262番地1

5 尾﨑 浩幸 698-2144 益田市虫追町ロ131番地7

(0856)22-7701

(0856)23-7509

（0856）28-0664

社　　員　　名　　簿

令和3年12月16日

電　話　番　号氏　　　名

（公社）島根県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

(0856)27-0275

（0856）25-2523


