既存ブロック塀の改修等に関する相談員名簿（H31.2.13時点）

相談員氏名
所属事業所
事業所所在地
電話
（和歌山市、海南市、紀美野町）
浅井 良夫
株式会社 浅井良工務店
和歌山市築港3-29-4
073-431-3429
足羽 輝修
株式会社 アシバ建設
和歌山市西庄378-7
073-454-9001
稲垣 敏明
稲垣建築
和歌山市中之島510-37
073-431-5919
伊藤 賢一
エアリ設計事務所
和歌山市西浜1660-331 （株）和歌山建材リサイクルセンター内 073-446-3196
生駒 義範
不二設計
073-460-7927
和歌山市塩屋6丁目3-13ニュー塩屋ハイツ1F-1
宇治田 拓也 二級建築士事務所 有限会社リフォーム三協
和歌山市本脇２３９―１５
073-454-2487
榎本 晋也
榎本工務店
和歌山市森小手穂792-1
073-474-0908
岡野 新
三友工業㈱一級建築士事務所
和歌山市湊二丁目12番27号
073-455-3118
上園 芳孝
アサカワリフォーム(株)
和歌山市小松原通3丁目69番地
073-426-2561
北川 晴敏
三友工業㈱一級建築士事務所
和歌山市湊二丁目12番27号
073-455-3118
木村 武志
三友工業㈱一級建築士事務所
和歌山市湊二丁目12番27号
073-455-3118
北川 義倫
Ｓａｉ一級建築設計事務所
和歌山市毛革屋丁25番地
073-424-2555
木田 吉宣
（株）田渕建築設計事務所
和歌山市築港4-2-1
073-431-0261
栗林 利幸
アスティ一級建築士事務所
和歌山市吉礼300-28
073-478-0100
日下 仁志
(有)日下建築設計事務所
和歌山市南牛町１６
073-428-1230
小林 博美
三友工業㈱一級建築士事務所
和歌山市湊二丁目12番27号
073-455-3118
坂上 治
株式会社 紀州工房
和歌山市今福1-3-16
073-426-1125
新家 睦
新家住宅 株式会社
和歌山市梶取59-4
073-480-5115
白木 博
株式会社 白木工務店
和歌山市梶取316-12
073-453-0066
白井 康裕
(株)ＲｅＲ建築事務所
和歌山市雑賀屋町東ノ丁63番地ｸﾞﾘｰﾝｳﾞｨﾗ新谷１階
073-423-3780
島 桐子
アトリエクウ一級建築士事務所
073-424-3998
和歌山市小松原通3丁目21タイヨ−セントポリア3Ａ
城本 章広
城本建築設計事務所
073-453-7278
和歌山市栄谷948-8
杉本 法昭
Ｓデザイン
和歌山市岩橋1646-80
073-474-5625
鈴木 善仁
株式会社 鈴建
和歌山市府中703-1
073-461-7734
鈴木 史郎
しろう建築設計室
和歌山市築港5-10-13
073-428-8878
関口 幸司
株式会社 関口建設
和歌山市園部951-2
073-462-6171
田中 孝夫
T1ホーム
和歌山市船所215-72
073-462-3397
田邊 邦規
Try設計工房
和歌山市秋月529-13
073-472-0766
瀧川 嘉彦
瀧川建築デザイン事務所
073-427-6310
和歌山市新中通1-16
竹本 尚史
㈱竹本建築工房
和歌山市西浜１６６０－３７
073-441-5118
谷岡 拓
（株）堀田設計
073-436-4141
和歌山市田中町2丁目15
辻 則明
三友工業㈱一級建築士事務所
和歌山市湊二丁目12番27号
073-455-3118
辻岡 直樹
辻岡直樹建築設計事務所（株）
073-422-1768
和歌山市広道20第3田中ビル205号
寺前 浩次
有限会社 テラマエ建設
和歌山市和歌川町5-48
073-444-4785
友渕 真孝
友渕工務店
和歌山市加納329-4
073-473-7026
中筋 正浩
有限会社 中筋工務店
和歌山市園部22
073-462-1888
中村 淳司
株式会社 DESIGN BASE
和歌山市紀三井寺267-20
073-499-8020
直川 貴志
三友工業㈱一級建築士事務所
和歌山市湊二丁目12番27号
073-455-3118
成松 英樹
有限会社 成松建設
和歌山市六十谷１２５１-６３
073-419-0033
中西 久雄
益田工業（有）
和歌山市鳴滝1084-4
073-476-1888
中西 重裕
（株）一級建築士事務所Ｋ＆Ｎアーキテクツ
073-452-2331
和歌山市梅原386
中野 肇
一級建築士事務所 楽工舎
073-499-8410
和歌山市鳴神248-36
長尾 正剛
長尾建築設計事務所
073-488-6030
和歌山市黒田120番地アソートクロダ603
西本 匡
有限会社 西庄西本建設
和歌山市西庄862-6
073-455-1311
西川 剛
有限会社 西川住建
和歌山市野崎60-1
073-454-7108
西出 和男
西出工務店
和歌山市中之島2347
073-422-9321
西﨑 友啓
(株)岡本設計
和歌山市土佐町２－６１－９
073-426-3151
根来 昌生
三幸建設株式会社
和歌山市狐島508
073-452-2500
橋本 雅史
（株）キューブ建築研究所
073-422-0451
和歌山市北ノ新地2-22ワンダーランド3F
橋本 保正
南海鑑定センター 株式会社
和歌山市三木町堀詰一番地
073-402-0701
東野 元秀
東野建築設計事務所
和歌山市狐島２８番地７
073-455-2325
藤本 修二
コトブキ建設
和歌山市大谷53-10
073-456-2360
藤田 貴司
(株)フジ設計
和歌山市北ノ新地東ノ丁1番地
073-499-6727
松本 有弘
大和産業 株式会社
和歌山市小雑賀48
073-433-7741
増田 裕彦
(株)小池組
和歌山市六番丁26番地
073-422-2165
宮本 一宏
栄建工業 株式会社
和歌山市園部1353-12
073-461-9700
森本 典男
三友工業㈱一級建築士事務所
和歌山市湊二丁目12番27号
073-455-3118
保田 武泰
保田建設株式会社
和歌山市田尻508-6073-444-0083
073-444-0083
山﨑 富美夫 三友工業㈱一級建築士事務所
和歌山市湊二丁目12番27号
073-455-3118
山内 哲夫
益田工業（有）
和歌山市鳴滝1084-4
073-476-1888
吉田 敏基
(株)淺川組
和歌山市小松原通3丁目69番地
073-425-1211
脇村 佳伸
(株)岡本設計
和歌山市土佐町２－６１－９
073-426-3151
橋爪 康至
株式会社橋爪建設
海南市下津町小南129番地の5
073-492-0373
東村 司
TSUCASA(ツカーサ）
海南市小野田676
073-487-5838
東 雅史
東設計一級建築士事務所
海南市野上中383
073-487-3957
古岡 茂樹
株式会社東峰建設（トーホー1級建築設計事務所）海南市重根東二丁目11番地6
073-487-1131
星田 貴次
株式会社星田建設
海南市多田408
073-482-8281
岡田 万史
エムズライフプロデュース株式会社
岩出市清水359-2
0736-79-6188
上野山 和男 建築設計事務所カオス
有田市千田東1032-1
0737-85-2340
坂上 信悟
(有)アール企画・設計
有田郡有田川町庄330
0737-52-4999
中野 眞吾
(有)アール企画・設計
有田郡有田川町庄330
0737-52-4999
（紀の川市、岩出市）
島 桐子
アトリエクウ一級建築士事務所
城本 章広
城本建築設計事務所
瀧川 嘉彦
瀧川建築デザイン事務所
中西 久雄
益田工業（有）
中西 重裕
（株）一級建築士事務所Ｋ＆Ｎアーキテクツ
長尾 正剛
長尾建築設計事務所
山内 哲夫
益田工業（有）
上田 英司
株式会社 ウエダ
小谷 眞司
小谷建築設計事務所
坂井 伸好
サカイハウス 株式会社
長田 敏照
株式会社 長田建設
仲谷 美幸
仲谷義和&設計工房
中谷 隆志
建築デザイン空創
橋本 浩行
橋本浩行建築設計室
前川 弘幸
株式会社 前川組
藤平 良光
株式会社 藤平組
福田 至孝
株式会社 フクダ技建
上野山 和男 建築設計事務所カオス
坂上 信悟
(有)アール企画・設計
中野 眞吾
(有)アール企画・設計
（橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町）

和歌山市小松原通3丁目21タイヨ−セントポリア3Ａ
和歌山市栄谷948-8
和歌山市新中通1-16
和歌山市鳴滝1084-4
和歌山市梅原386
和歌山市黒田120番地アソートクロダ603
和歌山市鳴滝1084-4
紀の川市西大井293
紀の川市上野39-3
紀の川市南中270-1
紀の川市風市240-1
紀の川市荒見734-1
紀の川市中井阪69-7ハイム中井阪201
紀の川市東国分480-2
紀の川市久留壁180
岩出市湯窪105
岩出市山633
有田市千田東1032-1
有田郡有田川町庄330
有田郡有田川町庄330

073-424-3998
073-453-7278
073-427-6310
073-476-1888
073-452-2331
073-488-6030
073-476-1888
0736-78-1000
0736-79-7477
0736-77-0100
0736-73-8888
0736-73-4981
0736-77-5963
0736-60-4664
0736-77-3112
0736-62-2041
0736-62-2714
0737-85-2340
0737-52-4999
0737-52-4999

FAX
073-431-8660
073-454-9402
073-431-5919
073-446-3250
073-460-7055
073-474-0908
073-451-9818
073-426-2530
073-451-9818
073-451-9818
073-424-8008
073-431-3898
073-478-0103
073-428-1243
073-451-9818
073-426-5289
073-480-5131
073-452-9230
073-423-3790
073-427-0261
073-494-7279
073-474-5625
073-461-7735
073-428-8877
073-462-6172
073-463-7713
073-472-0766
073-436-1512
073-441-5108
073-436-4140
073-451-9818
073-498-6850
073-414-0982
073-473-1430
073-462-4845
073-499-8021
073-451-9818
073-462-5929
073-476-1811
073-452-2332
073-499-8414
073-488-6031
073-455-1641
073-454-9570
073-423-7579
073-426-3155
073-452-2499
073-422-0461
073-402-0702
073-455-2325
073-452-0372
073-499-6728
073-431-3341
073-422-5670
073-461-9711
073-451-9818
073-445-3211
073-451-9818
073-476-1811
073-425-1228
073-426-3155
073-492-5199
073-460-1670
073-487-1602
073-487-1146
073-483-3157
0736-79-6190
0737-85-2341
0737-52-4984
0737-52-4984
073-427-0261
073-494-7279
073-436-1512
073-476-1811
073-452-2332
073-488-6031
073-476-1811
0736-78-1001
0736-79-7460
0736-77-6577
0736-73-2974
0736-73-4981
0736-67-8101
0736-60-4664
0736-77-6062
0736-62-8911
0736-63-3207
0737-85-2341
0737-52-4984
0737-52-4984

瀧川嘉彦
上野山 和男
井上 貴士
大川 嗣久
前迫 一雄
松村 康弘
向井 敬
妹背 吉昭
南 恵治
森 優司
辻本 貴教

瀧川建築デザイン事務所
建築設計事務所カオス
奈和建設(株)
大川一級建築士事務所
前迫一級建築設計事務所
奈和建設(株)
Ｋ設計・向井建築事務所
妹背組
南一級建築設計事務所
森工作建築設計
㈱大彦組

和歌山市新中通1-16
有田市千田東1032-1
橋本市賢堂1114-1
橋本市高野口町小田531-1
橋本市東家2-4-2
橋本市賢堂1114-1
橋本市清水697-14
伊都郡かつらぎ町大谷229-1
伊都郡かつらぎ町萩原583-5
伊都郡九度山町九度山1158-4
伊都郡高野町高野山445

073-427-6310
0737-85-2340
0736-32-3733
0736-42-2140
0736-32-0118
0736-32-3733
0736-33-5302
0736-22-1606
0736-22-6252
0736-54-3611
0736-56-2053

073-436-1512
0737-85-2341
0736-33-3217
0736-42-4136
0736-32-0311
0736-33-3217
0736-33-5332
0736-22-2620
0736-22-6252
0736-54-4851
0736-56-4547

（有田市、湯浅町、広川町、有田川町）
生駒 義範
不二設計
柏原 康孝
(株)岡本設計
瀧川 嘉彦
瀧川建築デザイン事務所
成川 努
(株)岡本設計
山口 真和
山口建築設計事務所
上野山 和男 建築設計事務所カオス
池端 聡
ナル建築研究所
嶋田 和人
ＫＡＺU建築設計事務所
下向 経喜
大経建設㈱
中瀬 克浩
中瀬建築
山田 義富
三協工務店
川 宗一
(株)川建築事務所
森 勲
森一級建築設計事務所
淺井 則光
淺井工務店
大前 泰秀
アイ設計研究室
坂上 信悟
(有)アール企画・設計
鳥居 享吏
鳥居建築
中家 康兆
ナカヤ一級建築設計事務所
中野 眞吾
(有)アール企画・設計

和歌山市塩屋6丁目3-13ニュー塩屋ハイツ1F-1
和歌山市土佐町２－６１－９
和歌山市新中通1-16
和歌山市土佐町２－６１－９
和歌山市材木丁32
有田市千田東1032-1
有田市初島町里2100-3
有田市宮原町滝川原５３２
有田郡湯浅町田370
有田郡湯浅町栖原376-1
有田郡湯浅町栖原55-5
有田郡広川町広493-8
有田郡広川町大字西広324
有田郡有田川町下津野１３４３―３
有田郡有田川町天満451-1
有田郡有田川町庄330
有田郡有田川町東丹生図117-1
有田郡有田川町西ケ峯３
有田郡有田川町庄330

073-460-7927
073-426-3151
073-427-6310
073-426-3151
073-433-3135
0737-85-2340
0737-83-3163
0737-88-5116
0737-63-5659
0737-63-6033
0737-65-1611
0737-64-1800
0737-63-1817
0737-52-2740
0737-20-1218
0737-52-4999
0737-52-7725
0737-34-2460
0737-52-4999

073-460-7055
073-426-3155
073-436-1512
073-426-3155
073-433-3135
0737-85-2341
0737-83-3163
0737-88-5319
0737-63-1454
0737-63-6044
0737-65-1613
0737-63-5960
0737-63-1817
0737-52-2740
0737-20-1219
0737-52-4984
0737-52-7725
0737-34-2460
0737-52-4984

（御坊市、美浜町、由良町、日高町、印南町、みなべ町、日高川町）
上野山 和男 建築設計事務所カオス
佐藤 和夫
(株)岡本設計 御坊事務所
柴本 米一
サイモン建築設計室
古久保 泰男 和新・設計事務所
細川 幸三
巧細川組(株)
道 靖薫
(株)道建設
宮本 保昭
宮本建築設計事務所
藪内 紀告
東伸建設
塩﨑 祐司
(有)塩﨑工務店
梶 正典
㈱梶工務店
坂田 光信
坂田建築工房
﨑山 貴弘
響建築設計事務所（二級）
切山 一美
株式会社 寺前則彦設計室
玉置 豊
株式会社 寺前則彦設計室
寺前 則彦
株式会社 寺前則彦設計室
久岡 政弘
株式会社 寺前則彦設計室
小田 貢
小田建築設計研究所
駒場 一仁
(株)駒場工務店
玉置 克広
(株)駒場工務店
三原 一寛
あすなろ建築設計事務所
笠井 広澄
(株)岡本設計 田辺事務所
丸山 優
(株)フジ設計
山本 浩司
(有)山本工務店

有田市千田東1032-1
御坊市薗337-3
御坊市湯川町財部1025-6
御坊市湯川町財部928-3
御坊市岩内198-1
御坊市名田町野島1692-2
御坊市島732-1
御坊市湯川町財部９８７
日高郡美浜町和田211-1
日高郡由良町網代２４８－２
日高郡由良町門前115
日高郡日高町大字比井683
日高郡印南町西ノ地1162-3
日高郡印南町西ノ地1162-3
日高郡印南町西ノ地1162-3
日高郡印南町西ノ地1162-3
日高郡みなべ町北道286
日高郡日高川町高津尾１４００
日高郡日高川町高津尾１４００
日高郡日高川町和佐1493-2
田辺市上の山1-16-3
田辺市中万呂869-43
日高郡美浜町和田318番地

0737-85-2340 0737-85-2341
090-3283-13180738-22-8766
0738-24-2330 0738-24-2365
0738-23-1753 0738-23-5598
0738-32-2285 0738-32-2286
090-1675-05570738-29-2391
0738-23-0491 0738-23-0492
0738-22-4366 0738-23-3312
0738-22-1777 0738-22-1779
0738-65-0208 0738-65-1035
0738-35-2011 0738-35-2011
0738-64-2782 0738-64-2782
0738-43-0477 0738-43-0575
0738-43-0477 0738-43-0575
0738-43-0477 0738-43-0575
0738-43-0477 0738-43-0575
0739-72-5878 0739-72-5879
0738-54-0314 0738-54-0185
0738-54-0314 0738-54-0185
0738-53-0122 0738-53-0133
0739-24-1823 0739-24-1479
0739-26-0333 1739-26-3747
0738-22-4318 0738-22-4318

（田辺市、白浜町、上富田町、すさみ町）
上野山 和男 建築設計事務所カオス
柴本 米一
サイモン建築設計室
裏地 覚
(株)フジ設計
熊代 高也
㈱山幸一級建築士事務所
古根川 了
古根川工務店
谷口 悟
㈱テンコーライフ
鳥羽 洋次郎 鳥羽一級建築士事務所
中田 崇司
中田設計スタジオ
原 大輔
㈱共栄建設工業
畠山 量文
(株)岡本設計 田辺事務所
福田 将之
(株)岡本設計 田辺事務所
藤田 淳子
(株)フジ設計
松本 学
一級建築士事務所 松本設計
林 寛
HAYASHI建築設計事務所
藍畑 春雄
NAO建築設計事務所
柳川 廣美
㈲ひろみCAD
稲葉 久
株式会社 阿部工務店

有田市千田東1032-1
御坊市湯川町財部1025-6
田辺市中万呂869-43
田辺市朝日ヶ丘17-14-101
田辺市中三栖543-8
田辺市上屋敷3-14-12
田辺市下万呂30-3
田辺市秋津町1496-3
田辺市龍神村甲斐ノ川1120
田辺市上の山1-16-3
田辺市上の山1-16-3
田辺市中万呂869-43
田辺市あけぼの30-23
西牟婁郡白浜町中172-2
西牟婁郡上富田町朝来326-129
西牟婁郡上富田町朝来2636-19
西牟婁郡すさみ町周参見3721

0737-85-2340
0738-24-2330
0739-26-0333
0739-24-3045
0739-33-0514
0739-22-5400
0739-22-1784
0739-26-7795
0739-77-0333
0739-24-1823
0739-24-1823
0739-26-0333
0739-22-8404
0739-45-1702
0739-47-3682
0739-47-6161
0739-55-2173

0737-85-2341
0738-24-2365
1739-26-3747
0739-24-3046
0739-33-0514
0739-24-4438
0739-22-1784
0739-26-6122
0739-77-0465
0739-24-1479
0739-24-1479
1739-26-3747
0739-24-4585
0739-45-1702
0739-47-3682
0739-47-6464
0739-55-4190

（新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町）
上野山 和男 建築設計事務所カオス
仮屋 亘
仮屋建築工房
久保 伸
久保二級建築事務所
島田 芳也
島田一級建築設計事務所
烏藤 昭博
烏藤一級建築設計事務所
東 俊孝
株式会社 大東設計
戸石 博之
戸石建築設計事務所
塩谷 欣也
塩谷設計事務所
清水 重延
株式会社 清水設計事務所
坂井 勝
株式会社 坂井組
濱田 宗彦
浜田宗彦建築設計事務所
吉田 精治
有限会社 吉田建設

有田市千田東1032-1
新宮市元鍛治町1丁目5-6
新宮市熊野地2-3-9
新宮市田鶴原町2-9-12
新宮市馬町1－1－4
新宮市別当屋敷町2-2
那智勝浦町宇久井1730-204
那智勝浦町築地4-904-1
那智勝浦町築地8丁目8-2
東牟婁郡串本町潮岬856
東牟婁郡串本町鬮野川1188-1
東牟婁郡串本町串本町潮岬1683

0737-85-2340
0735-29-4550
0735-21-5208
0735-21-5867
0735-21-1272
0735-23-1000
0735-54-1076
0735-52-4929
0735-52-2941
0735-62-3894
0735-62-5335
0735-62-3596

0737-85-2341
0735-22-5840
0735-21-2766
0735-21-6763
0735-21-7152
0735-23-0002
0735-54-1076
0735-52-6249
0735-52-2923
0735-62-1781
0735-62-6165
0735-62-5003

