
令和2年度（2020年度）木造住宅耐震診断士養成等講習会　受講者
開催日：令和2年度（2020年）10月5日

No 氏名 所属事務所 勤務先住所 勤務先TEL

1 小神野 玄徳 ㈲玄建築設計事務所 土浦市中村南 029-843-1177

2 市村　　隆 ㈱増山栄建築設計事務所 土浦市中荒川沖町 029-843-6011

3 小川　雅良 小川建築設計事務所 水戸市浜田 029-231-3232

4 稲野邊 幸生 ㈲ハウジング・サポート 鹿嶋市明石 0299-85-0185

5 栗原　博之 ㈱測地設計コンサルタント 水戸市石川 029-252-1277

6 清水　洋一 清水建築事務所 那珂市菅谷 029-298-0074

7 須藤　直美 NAO設計工房 下妻市下妻丁 0296-43-2637

8 鈴木　　勇 (一財)茨城県住宅管理センター 水戸市大町 029-226-3300

9 永田　昭文 ㈱大誠工務店 取手市宮和田 0297-83-0449

10 中村　　威 四季彩建設㈱ 石岡市東石岡 0299-26-7251

11 上久保 博隆 ㈱匠建築研究室 水戸市白梅 029-226-3833

12 米川　浩平 建築設計事務所R2 笠間市平町 0296-77-8680

13 宇留鷲 博一 ㈱AU建築設計事務所 ひたちなか市津田八軒 029-273-6832

14 沼田　郁勇 沼田建築設計事務所 石岡市南台 0299-26-3036

15 飯塚　親治 ㈲工家建築研究室 日立市鹿島町 0294-24-1928

16 岡田　秀夫 ㈱秀建ホーム一級建築士事務所 ひたちなか市外野 029-276-2135

17 猿田　美紀 住友不動産㈱住宅再生事業本部茨城一級建築士事務所 水戸市千波町 029-305-3310

18 伊藤　　勉 ㈱伊藤綜合設計 水戸市笠原町 029-305-8585

19 寺田　一郎 羽原工務店 一級建築士事務所 龍ヶ崎市川原代町 0297-62-3950

20 細貝　知宏 ㈱日立リアルエステートパートナーズ茨城支社 日立市幸町 0294-23-4657

21 上形　　肇 ワカバ建築事務所 筑西市関本下 0296-37-3042

22 矢島　真朋 ㈱里山建築研究所 つくば市北条 029-867-1086

23 若栁　綾子 ㈱若栁建築事務所 つくば市台町 029-886-8034

24 大橋　美幸 果実建築設計室 水戸市見川 029-305-3311

25 野口　博志 (一財)茨城県建設技術公社 水戸市笠原町 029-301-6600

26 関口　敏夫 (一財)茨城県建設技術公社 水戸市笠原町 029-301-6600

27 後藤　元樹 ㈱ジーワークス つくば市みどりの南 029-896-6858

28 池田　　洋 Ｉ建築士事務所 日立市本宮町 090-8745-2566

29 指首　　守 ＭＳ一級建築設計事務所 結城市江川大町 0296-35-0676

30 藤田　昭一 藤田建築設計事務所 桜川市真壁町羽鳥 0296-55-3975

31 山形 奈緒子 ㈱モリハウジング 日立市助川町 0294-22-3157

32 矢橋　幸弘 建築工房創匠 高萩市高萩 0293-44-3313

33 根本　康二 根本建築設計事務所 鹿嶋市奈良毛 0299-69-1389

34 幸島　雅彦 つむぐ一級建築士事務所 古河市上辺見 0280-23-1283

35 大坪　　均 大善地所設計事務所 神栖市知手字前野 0299-90-6216

36 大部　万里 木精舎 高萩市高浜町 0293-22-3737

37 和田　優作 和田建築設計事務所 鉾田市大竹 0291-33-5125

38 色川　　充 ㈱いろかわ つくば市大舟戸 029-876-1553

39 広瀬　哲也 ㈱広瀬設計 下妻市下宮 0296-44-5111

40 鈴木　　弘 ㈱and HAND建築設計事務所 つくば市東新井 029-855-3055

41 星野　　睦 ジーライフ つくば市谷田部 070-6970-7390

42 大和田 英男 大和田建築設計事務所 小美玉市大谷 0299-49-1236

43 龍﨑　淳一 ㈱日立リアルエステートパートナーズ茨城支社 ひたちなか市石川町 029-354-6533

44 木村　千明 木村工務店 久慈郡大子町小生瀬 0295-76-0840

45 中嶋　恭子 ㈱日立リアルエステートパートナーズ茨城支社 日立市城南町 0294-22-2450

46 鬼澤　正浩 ㈱ウイング設計 水戸市吉沢町 029-350-6445

47 野内　広一 ㈲木村建築補償コンサルタント 水戸市白梅 029-221-7555

48 木村　理恵 ㈲木村建築補償コンサルタント 水戸市白梅 029-221-7555

49 齋藤　敏弘 ㈱筑浦住建1級建築士事務所 土浦市真鍋 029-824-6711

50 雨澤　和彦 緑祥建築設計事務所 ひたちなか市堀口 029-354-5432

51 高橋　　功 アイズ設計一級建築士事務所 古河市北町 0280-33-2211

52 飯村　広之 飯村建設一級建築士事務所 下妻市下妻丁 0296-43-2575

53 加藤木 剛一 ㈱団建築設計事務所 水戸市大町 029-225-8178

54 畔柳　謙治 茨城東部プレカット協同組合 ひたちなか市山崎 029-265-5510

55 小林　英雄 小林建築デザイン事務所 常総市新石下 0297-42-5671

56 飯田　　正 大勝建設㈱一級建築士事務所 神栖市波崎 0479-44-0676

57 上山　和彦 上山建築設計事務所 行方市手賀 0299-55-0336

58 蔀　　裕二 建築設計室シドミ 水戸市五平町 029-259-9999

59 富田　清一 セイショウ建築事務所 水戸市見和 029-226-7915

60 笠原　一彦 ＴＡＴ建設設計事務所 水戸市鯉淵町 090-4723-8918

61 成川　昭雄 ㈱成建 神栖市大野原 0299-95-8640

62 石田　昌利 双葉建装㈱一級建築士事務所 石岡市旭台 0299-26-2822

63 石黒　幸喜 一級建築士事務所イディ 水戸市双葉台 029-255-5526

64 小田倉 由美子 ㈱小田倉建築設計事務所 那珂市横堀 029-219-5767

65 三田村 和紀 ｍ建 牛久市ひたち野西 029-886-8076

66 三田村 光美 ｍ建 牛久市ひたち野西 029-886-8076

67 岡野　征男 オカノ建築設計事務所 守谷市けやき台 029-748-3901

68 宮内　隆治 宮内隆治設計事務所 行方市内宿 0291-35-1598

69 松葉　弘樹 ㈱北澤工務店二級建築士事務所 龍ヶ崎市藤ヶ丘 0297-60-1333

70 比企　正信 飯島建築設計事務所 桜川市本木 0296-58-6237

71 古橋　　明 古橋建築設計事務所 桜川市真壁町白井 0296-55-4522

72 小林　亮介 coba設計 水戸市千波町 090-4837-8727

73 永瀬　栄亮 ハナワ建築設計事務所㈱ 東茨城郡大洗町大貫町 029-266-3536

74 桑名　　勤 ㈱団建築設計事務所 水戸市大町 029-225-8178

75 石黒　洋子 ㈲マツバラデザイン 水戸市双葉台 029-253-2206

76 古谷野 勝次 古谷野建築設計事務所 潮来市洲崎629 0299-66-2863

77 村松　勤也 村松建築設計事務所 阿見町若栗2468-2 029-888-1076

78 糸賀　宗雄 NEO設計室 笠間市旭町80-217 0296-70-5566

79 生田目　昇 なまため建築設計事務所 日立市下土木内町161 0294-53-1616

80 三代　善信 三代建築設計事務所 高萩市有明町3-69 0293-22-0067

81 枝川　良昌 ﾜｲ･ｲｰ･ｴｽ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 土浦市田中2-15-28 029-835-3620

82 茂垣　直樹 m・style一級建築士事務所 つくば市吉瀬1595番地1F 090-2722-8268

83 大島　則之 大島一級建築士事務所 結城市小森336 0296-33-4312

84 渡辺　 聡 フロムゼロ建築デザイン室 常陸太田市大里町1416-2 0294-70-3307


