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平成３０年度土地鑑定委員会（第2回）議事要旨 

                      

１． 開催日時 

  平成30年6月15日（金） 12:58 ～ 14:03  

 

２． 場  所 

  国土交通省会議室（中央合同庁舎第３号館３階 土地・建設産業局 第１会議室） 

 

３． 出席者 

土地鑑定委員会（敬称略） 

 （委員長）森田修 

 （委 員）岩田祝子、小津稚加子、河合芳樹、河端瑞貴、清常智之、若﨑周 

土地鑑定委員会事務局 

   鳩山正仁土地・建設産業局次長、古川陽地価調査課長、村上威夫鑑定評価指導室長兼地価公示室長、 

池田公隆地価調査企画調整官、伊藤光一地価調査課長補佐 他 

   

４． 議題                         

【審議事項】 

(1) 平成30年不動産鑑定士試験短答式試験合格者の決定について 

(2) 平成30年不動産鑑定士試験論文式試験問題の決定について 

(3) 平成31年不動産鑑定士試験短答式試験試験委員の推薦について 

(4) 平成31年地価公示標準地設定方針について 

(5) 平成31年地価公示鑑定評価員等の委嘱等について 

(6) 分科会の名称並びに担当の用途の区分及び区域を定める件の一部改正について 

 

【報告事項】 

(1) 土地鑑定委員会現地調査について 

 

５． 議事等 

 【審議事項】 

(1) 平成30年不動産鑑定士試験短答式試験合格者の決定について 

平成30年不動産鑑定士試験短答式試験合格者について、議論の上、決定された。なお、平成30

年6月27日に合格者が発表された。 

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo04_hh_000151.html 
 

(2) 平成30年不動産鑑定士試験論文式試験問題の決定について 

平成30年不動産鑑定士試験論文式試験問題について、議論の上、決定された。なお、同試験は

平成30年8月4～8月6日に実施され、試験問題については、平成30年8月7日に公表された。 

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk4_000014.html 
 

(3) 平成31年不動産鑑定士試験短答式試験試験委員の推薦について 

平成31年不動産鑑定士試験短答式試験試験委員を国土交通大臣に推薦することが決定された。 

 

(4) 平成31年地価公示標準地設定方針について 

平成31年地価公示標準地設置方針について、議論の上、別紙１のとおり決定された。 

 

(5) 平成31年地価公示鑑定評価員等の委嘱等について 

平成31年地価公示鑑定評価員等の委嘱等について、議論の上、別紙２のとおり決定された。 
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(6) 分科会の名称並びに担当の用途の区分及び区域を定める件の一部改正について 

分科会の名称並びに担当の用途の区分及び区域を定める件の一部改正について、別紙３のとおり

決定された。 

 

【報告事項】 

(1) 土地鑑定委員会現地調査について 

土地鑑定委員会現地調査について、平成30年 10 月に福島県の東日本大震災被災地の現況調査を

実施する予定であることを事務局から報告した。 

 

 

                                          以上 



【別紙１】.pdf 
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平成３１年地価公示標準地設定方針 

 

１ 基本方針 

  平成３１年地価公示の標準地設定数は、２６，０００地点（平成３０年地

価公示２６，０００地点）とする。 

標準地は、継続の重要性を考慮し、平成３０年地価公示の標準地を基本と

し設定する。 

 

 

２ 標準地の設定の方針 

標準地は、標準地の選定要領に基づき点検を行い、地域の開発状況・熟成 

度、繁華性・利便性の変化、土地取引の動向、市区町村全体のバランス及び

市場で中心となる画地規模を勘案し、必要がある場合は、以下に定める区分

に従い、従前の地点の廃止・新設及び選定替を行う。 

 

(1) 市街化区域及び市街化調整区域 

① 標準地は、住宅地、宅地見込地（市街化区域のみ）、商業地、工業地

及び現況林地（市街化調整区域のみ）について設定する。 

その際、近年の市街地の状況変化を踏まえ、地価の個別化傾向がより

適切に把握できるよう、標準地選定要領の「代表性の原則」に則った配

置の検証及び必要な見直しを行うものとする。 

② 標準地は、原則として、土地の用途が同質であり、又は類似している

近接した地域を概ね５程度まとめた標準地設定区域ごとに設定する。た

だし、共同住宅敷地等の大規模な宅地及び再開発地・観光地等で特色的

な繁華性等の見られる宅地並びに宅地見込地、工業地及び現況林地につ

いては、地域の実情に応じて標準地を設定する。 

③ 現に、都市計画で定められた用途と異なる用途として一定のまとまり

のある地域においては、地域の実情等を詳細に分析し、その必要性が高

いと認められる場合に、用途地域の区分と異なる用途の標準地を設定で

きるものとする。 

特に、近年、都心回帰に伴い、商業系や工業系の用途地域においても

別紙１ 
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共同住宅（マンション）の立地が進んでいることに留意し、用途の見直

しも含めた必要な選定替等を行う。 

 

(2) その他の都市計画区域 

① 非線引区域（②に定める区域を除く。） 

標準地は、用途地域の指定状況、都市計画区域の面積、人口の動態、

土地取引の動向及び繁華性の向上等地域の実情に応じて、住宅地及び商

業地を設定する。 

なお、工業地については、特に必要性が認められる場合は、当該市区

町村の地価水準を代表し得る土地の用途が同質と認められる地域を選択

し、設定する。 

② 線引廃止区域で引き続き用途地域指定がなされている地域 

  上記(1)の取扱いに準じ、標準地を設定する。 

 

(3) 都市計画区域外の地域 

標準地は、準都市計画区域の指定状況、都市的土地利用の進展の程度、

人口の動態、土地取引の動向及び繁華性の向上等地域の実情に応じて、土

地取引が相当程度見込まれる特定の区域において、土地の用途が同質と認

められる地域を選択し、住宅地及び商業地を設定する。 

なお、工業地については、特に必要性が認められる場合は、設定できる

ものとする。 

 

 

３ 平成３１年地価公示標準地設定計画 

    平成３１年地価公示の標準地設定計画は、「別紙」のとおり、平成３０年

地価公示と同一とする。 

ただし、標準地の点検結果を踏まえ、地価調査基準地の配置状況も考慮し

た上で、今後、必要な計画の変更を行うものとする。 



都道府県

北海道 713 2 298 57 1,070 62 0 0 0 62 166 68 0 234 1 0 0 1 1,367

青森県 109 2 44 13 168 25 0 0 0 25 47 25 0 72 0 1 0 1 266

岩手県 47 1 20 2 70 7 0 0 0 7 72 33 2 107 2 0 0 2 186

宮城県 318 3 114 12 447 25 0 0 0 25 70 32 1 103 0 0 0 0 575

秋田県 54 1 25 5 85 12 0 0 0 12 65 30 0 95 1 0 0 1 193

山形県 59 2 31 6 98 13 2 1 0 16 56 28 0 84 0 0 0 0 198

福島県 187 4 69 13 273 35 0 0 0 35 101 37 1 139 0 0 0 0 447

茨城県 393 3 102 21 519 92 4 1 1 98 48 22 0 70 0 0 0 0 687

栃木県 234 0 73 20 327 68 0 0 0 68 48 23 0 71 0 0 0 0 466

群馬県 172 0 79 10 261 25 1 0 0 26 67 36 1 104 1 0 0 1 392

埼玉県 931 1 215 40 1,187 75 0 3 2 80 27 6 1 34 0 0 0 0 1,301

千葉県 843 5 171 67 1,086 51 0 0 7 58 79 35 1 115 0 0 0 0 1,259

東京都 1,681 0 844 39 2,564 11 0 0 9 20 12 6 0 18 0 0 0 0 2,602

神奈川県 1,290 4 353 72 1,719 37 0 0 8 45 15 7 0 22 1 0 0 1 1,787

新潟県 168 0 61 16 245 35 2 0 0 37 104 48 0 152 0 0 0 0 434

富山県 95 2 48 8 153 13 0 0 0 13 44 22 0 66 0 0 0 0 232

石川県 100 2 39 9 150 7 1 0 0 8 48 22 0 70 0 0 0 0 228

福井県 36 0 19 5 60 6 0 1 0 7 45 23 0 68 0 0 0 0 135

山梨県 41 0 20 3 64 4 3 0 0 7 61 31 1 93 3 0 0 3 167

長野県 81 0 45 4 130 19 1 0 0 20 112 66 4 182 0 0 0 0 332

岐阜県 164 2 67 15 248 16 0 0 0 16 76 37 5 118 0 0 0 0 382

静岡県 346 0 134 41 521 69 1 0 0 70 53 27 1 81 0 0 0 0 672

愛知県 1,204 4 486 93 1,787 103 2 1 10 116 0 0 0 0 0 0 0 0 1,903

三重県 198 3 79 24 304 36 0 0 2 38 59 31 0 90 0 0 0 0 432

滋賀県 153 0 75 17 245 45 0 0 0 45 42 13 1 56 0 0 0 0 346

京都府 395 1 135 27 558 31 0 0 3 34 29 9 2 40 0 0 0 0 632

大阪府 1,199 1 360 109 1,669 37 0 0 9 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1,715

兵庫県 779 1 188 67 1,035 66 0 0 6 72 58 29 0 87 0 0 0 0 1,194

奈良県 280 4 75 8 367 37 0 1 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 405

和歌山県 41 1 28 3 73 6 0 1 0 7 67 33 0 100 0 0 0 0 180

鳥取県 40 2 21 4 67 11 0 0 0 11 37 13 0 50 0 0 0 0 128

島根県 35 1 15 2 53 7 0 0 0 7 50 28 0 78 0 0 0 0 138

岡山県 177 2 82 10 271 40 0 0 0 40 61 27 2 90 0 0 0 0 401

広島県 368 0 128 35 531 30 1 0 0 31 51 25 0 76 1 0 0 1 639

山口県 118 4 62 20 204 18 0 0 0 18 52 32 1 85 1 1 0 2 309

徳島県 73 0 23 8 104 19 1 0 0 20 12 6 0 18 0 0 0 0 142

香川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 55 11 177 1 1 0 2 179

愛媛県 71 2 49 7 129 10 0 0 0 10 79 35 5 119 0 0 0 0 258

高知県 50 1 22 2 75 10 0 1 0 11 37 24 0 61 0 0 0 0 147

福岡県 509 1 204 40 754 34 1 0 0 35 96 47 0 143 1 0 0 1 933

佐賀県 37 1 19 3 60 8 0 0 0 8 46 23 0 69 0 0 0 0 137

長崎県 106 3 47 11 167 15 0 0 0 15 51 28 1 80 1 0 0 1 263

熊本県 103 2 45 6 156 12 0 0 0 12 50 30 3 83 0 0 0 0 251

大分県 95 3 52 10 160 8 0 0 0 8 47 31 1 79 0 0 0 0 247

宮崎県 89 1 41 8 139 15 1 0 0 16 49 24 0 73 1 1 0 2 230

鹿児島県 55 1 30 4 90 5 0 0 0 5 133 63 0 196 0 0 0 0 291

沖縄県 84 1 38 5 128 5 0 0 0 5 38 21 0 59 0 0 0 0 192

合  計 14,321 74 5,175 1,001 20,571 1,315 21 10 57 1,403 2,671 1,291 45 4,007 15 4 0 19 26,000

※休止地点

平成31年地価公示標準地設定計画

宅地見込地 小　計小計林地
合　計

都市計画区域外（準都市計画区域を含む）その他の都市計画区域

工業地 小　計 商業地 工業地住宅地 商業地住宅地 住宅地

【別紙１】.pdf

           市街化調整区域

商業地 工 業 地

市街化区域

住宅地 商業地 工 業 地 小    計
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平成 31 年地価公示鑑定評価員等名簿 

 

 

・平成 31 年地価公示鑑定評価員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

・平成 31 年地価公示分科会幹事名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

・平成 31 年地価公示代表幹事名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３ 

 

 

別紙２ 



平成31年地価公示鑑定評価員名簿 PAGE: 1

分科会名 氏名 摘要 分科会名 氏名 摘要 分科会名 氏名 摘要

北海道
北海道第１

齋藤　武也 代表幹事 （ 10名 ） 石川　雅啓 廣瀬　靖之

（ 10名 ） 遠藤　公正 海野　俊郎 堀川　裕巳

大植　隆 木下　俊明 松浦　晃久

佐藤　美香 後藤　敏之 水野　裕司

筒井　大輔 清水　寛泰
北海道
北海道第８

成田　一樹 幹事

早坂　元 宮﨑　信彦 （ 11名 ） 上杉　孝也

前川　忠男 村上　功英 小原　孝太郎

前田　芳秀 山田　浩市 河合　貢

目黒　健兒 山本　寛士 菊地　優広

横山　幹人
北海道
北海道第５

髙橋　総生 幹事 木野村　英六

北海道
北海道第２

須藤　秀行 幹事 （ 10名 ） 伊澤　珠樹 合田　修

（  9名 ） 川原　健一 石川　明 酒井　寛太

高橋　浩子 猪子　道夫 下重　勝博

濱野　勝 姥澤　克文 千田　裕也

藤田　絵理子 小林　永佳 星野　吉輝

宮達　隆行 塩野　未来 評価員数　 75名

村上　昭雄 竹内　準
青森県
青森第１

工藤　美佐緒 幹事

本井　真弓 三好　克治 （ 13名 ） 青田　淳一

渡邉　博司 吉田　仁 片桐　武志

北海道
北海道第３

江口　秀一 幹事
北海道
北海道第６

本間　芳樹 幹事 久保田　聡

（ 10名 ） 井上　勝法 （  6名 ） 景澤　周平 後藤　薫

今田　幹丈 川尻　雅裕 斎藤　優

坂井　愼一 橘　健藏 佐藤　俊彦

更科　慎一 森元　浩 鈴木　泰雄

流田　有啓 横田　尚彦 千葉　篤志

花井　尚彦
北海道
北海道第７

奥村　篤 幹事 星野　勇

林　誠 （  9名 ） 石川　陽三 最上　伸子

増村　哲史 蒲生　恵介 森　浩一郎

三原　正之 世木澤　満 山本　善長

北海道
北海道第４

山口　貴路 幹事 原口　康洋
青森県
青森第２

島根　幹夫 代表幹事

備考 備考 備考

【別紙２】.pdf
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分科会名 氏名 摘要 分科会名 氏名 摘要 分科会名 氏名 摘要備考 備考 備考

（  8名 ） 浅井　康光 緒形　潤一 宮本　一輝

久保田　新 齋　正晴
宮城県
宮城第４

角田　宗夫 幹事

駒木　功 菅谷　正志 （  9名 ） 赤城　純平

東海林　信行 菅原　史朗 遠藤　公元

成田　哲夫 田中　忠一 小関　富雄

南　彰 中村　剛 甲斐　裕朗

森　政浩 中山　修 齋藤　和雄

評価員数　 21名 右田　貴紳 佐々木　真理

岩手県
岩手

細川　卓 代表幹事
宮城県
宮城第２

高田　康弘 幹事 佐藤　紀彦

（ 19名 ） 有岡　智昭 （ 12名 ） 青田　令子 戸張　有

大下　智 秋元　康男 評価員数　 42名

小泉　寛 有川　卓也
秋田県
秋田

戸澤　一喜 代表幹事

近藤　光保 江澤　亜樹 （ 15名 ） 石塚　充

昆野　吉隆 大友　孝昭 大河　康隆

佐々木　繁光 沓澤　振作 工藤　則夫

佐々木　光政 佐藤　薫 佐藤　信博

佐藤　恒浩 髙森　幹雄 白沢　啓

佐藤　真 濱田　雄一 相馬　完

城石　雅彦 真木　芳美 武田　勉

中井　孝 渡邊　充啓 田仲　博樹

新沼　輝雄
宮城県
宮城第３

西山　敦 幹事 千田　幸紀

畠山　順 （ 11名 ） 五十嵐　亮治 平岡　為義

服部　幸司 石墨　正明 平野　太郎

東野　成紀 大友　洋 藤田　雅彦

横田　浩 大場　博 堀　範子

吉田　美弥 小野寺　和夫 山陰　逸郎

吉田　勇光 小竹　潤 評価員数　 15名

評価員数　 19名 須藤　信行
山形県
山形

月田　真吾 代表幹事

宮城県
宮城第１

千葉　和俊 代表幹事 高橋　幾夫 （ 17名 ） 赤藤　元玄

（ 10名 ） 伊藤　定幸 松尾　公平 安孫子　直樹 【別紙２】.pdf
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分科会名 氏名 摘要 分科会名 氏名 摘要 分科会名 氏名 摘要備考 備考 備考

阿部　和宏 鈴木　禎夫 高橋　研二

石川　聡 舘　輝政 豊嶋　郁夫

植松　知明 二瓶　直之 長尾　孝一

植松　広央 橋本　真一 宮本　正人

大貫　良一 原田　昌明 山口　克次

小笠原　寛明 松本　竜二
茨城県
茨城第３

外山　茂樹 代表幹事

金子　純也 武藤　文則 （ 12名 ） 石上　康夫

今田　修一 矢吹　博則 今泉　千恵

篠田　卓洋 渡邉　眞宏 梅田　良和

高嶋　俊幸
福島県
福島第３

小野　博 幹事 海老澤　聡

東海林　正昭 （  7名 ） 大久保　元弘 太田　聖史

橋本　一憲 金子　昌己 佐藤　ぱうろ

福山　善智 河谷　元 關本　淳一

森谷　昌幸 星　勝行 高田　文明

評価員数　 17名 安田　哲郎 土田　達雄

福島県
福島第１

大河内　敏文 幹事 吉村　英博 安留　貴之

（  9名 ） 安彦　 一 評価員数　 31名 和野　雅

石田　英之
茨城県
茨城第１

羽場　睦夫 幹事
茨城県
茨城第４

塚本　修一 幹事

岩城　恭子 （  9名 ） 河村　直行 （ 18名 ） 飯塚　啓治

岩渕　大毅 後藤　伸一 植野　裕高

大橋　卓也 齋藤　清人 大塚　恆寛

金子　克之 鈴木　信也 大月　一代

舩山　克彦 高橋　恒 小祝　良廣

吉田　健次 永井　匡 小林　康男

福島県
福島第２

佐藤　栄一 代表幹事 藤沼　宏明 佐藤　実

（ 15名 ） 安達　一夫 増田　潤志 佐野　俊夫

遠藤　盛英
茨城県
茨城第２

植木　康雄 幹事 澤田　慶一郎

小椋　満幸 （  9名 ） 植木　和貴 関山　成康

小橋　達夫 五木田　裕一 説田　賢哉

佐藤　忠信 関　哲也 立川　伸光 【別紙２】.pdf
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中島　朋美 （ 15名 ） 市村　明洋 岡田　忠彰

中島　寛和 伊矢野　忠寿 長壁　治

長島　理 宇塚　浩一 君島　准逸

番匠　正樹 大島　克士 菅谷　隆雄

安　智範 大竹　正巳 立木　圭

評価員数　 48名 大出　卓 原　孝幸

栃木県
栃木第１

永井　正義 幹事 大山　賢
群馬県
群馬第３

津久井　伸昭 代表幹事

（ 11名 ） 上野　初雄 小川　勉 （ 10名 ） 石川　直美

海賀　睦友 金田　敏夫 小河原　健幸

小岩　圭一 阪上　真佐彦 神林　宏明

柴﨑　秀生 櫻井　基雄 坂村　光昭

下山田　淳 柴崎　博之 西尾　直人

鈴木　健司 富田　晃司 星　憲洋

相馬　明利 澤　光彦 前原　徹児

高橋　順一 評価員数　 38名 山田　智久

中山　亮介
群馬県
群馬第１

福田　清隆 幹事 吉澤　雅己

茂垣　雅德 （ 12名 ） 荻原　松雄 評価員数　 31名

栃木県
栃木第２

舘内　宏宣 幹事 木村　泰章
埼玉県
埼玉第１

島田　喜久男 代表幹事

（ 12名 ） 池末　宏行 小池　龍太 （ 13名 ） 伊藤　聡

石坂　芳明 小林　裕幸 風岡　淳一

遠藤　圭一 近藤　仁 河野　量平

亀田　作 設楽　篤司 儀部　忠司

阪上　京子 武井　清 小林　隆敏

坂本　嘉男 武井　輝雄 杉田　博昭

中山　征人 田中　聡一 長谷　篤

仁保　謙二 保坂　充勇 馬場　努

深澤　昌治 吉澤　卓 松本　竜一

増山　裕司
群馬県
群馬第２

石田　寛 幹事 八杉　一樹

渡辺　健太郎 （  9名 ） 石川　健太郎 山岡　学

栃木県
栃木第３

森田　信也 代表幹事 海老沼　宏次 用水　千佳 【別紙２】.pdf
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埼玉県
埼玉第２

佐藤　隆 幹事 （ 15名 ） 江里口　真 （ 14名 ） 浅子　栄二

（ 15名 ） 上杉　徳子 黒住　明央 荒井　信宏

梅原　孝夫 佐藤　宏昭 大山　光男

大島　久也 篠　光昭 片岡　靖

大友　由貴子 柴田　泰邦 岸田　博

岡田　充司 杣谷　考志 北川　憲

清岡　明 髙橋　正一 小石　秀幸

切敷　幸志 竹本　朗 鈴木　正人

小泉　努 田中　美奈子 瀬尾　守

小暮　雅史 永瀬　美幸 羽田野　英二

高橋　晃 蜂須賀　郁未 三谷　清

高橋　隆一 平林　誠 村岡　淳二

立澤　恵理 福本　寿男 森田　裕之

中川　貞美 法師人　育央
埼玉県
埼玉第７

三田　和巳 幹事

松島　俊輔
埼玉県
埼玉第５

三好　徳昌 幹事 （ 15名 ） 石川　輝

埼玉県
埼玉第３

堀口　学郎 幹事 （ 15名 ） 青木　徹 奥出　研二

（ 14名 ） 阿久津　裕志 天田　淳一 佐久間　文彦

新井　和弥 石田　清巳 佐々木　信博

浦崎　国雄 伊藤　剛 鈴木　哲雄

勝見　一男 浦野　一郎 武田　昌之

門脇　誠 小川　正 内藤　秀一

巣合　勇次 奥川　大河 中島　信吾

鈴木　良彦 各務　実 西原　崇

中野　拓 柏原　英明 根岸　一雄

中山　健人 栗原　誠 堀口　雄一朗

﨡原　康善 具志堅　全泉 諸貫　道明

堀口　剛 小林　正矩 山口　邦男

森　公司 佐山　茂夫 山本　晃嗣

吉本　真理 山﨑　伸雄
埼玉県
埼玉第８

山田　寛之 幹事

埼玉県
埼玉第４

西脇　正樹 幹事
埼玉県
埼玉第６

安川　千春 幹事 （ 15名 ） 相川　晶彦 【別紙２】.pdf
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石井　依子 河野　宗博 後藤　元

岡本　香織 岸　和男 坂田　雄一

岡本　祐一 小出　修身 瀨﨑　敦子

齋藤　雅一 鈴木　恒一 高城　直樹

髙井　厚 中村　暁美 高松　芳壮

竹村　実 長谷川　千恵子 塚田　孝久

鳥羽　健二郎 姫野　孝 寺田　由希子

直井　裕 幸村　英樹 永井　宏治

平野　光芳
千葉県
千葉第２

鈴木　聡 幹事 長谷川　昇

福島　經基 （ 13名 ） 秋葉　節久 張間　雄次

牧元　航也 足立　順子 山崎　潤

森田　 孝 井野　好伸 山﨑　淳子

吉岡　邦展 小野坂　圭裕 渡邊　統子

埼玉県
埼玉第９

河野　栄一 幹事 小林　功武
千葉県
千葉第４

佐藤　元彦 代表幹事

（ 13名 ） 新井　寛久 鈴口　紀夫 （ 13名 ） 海野　弘昭

遠藤　真司 富井　康司 大村　進

小貫　洋一 中島　光之 木下　浩二

鈴木　秀敏 三原　良作 薩美　奈津美

髙野　広明 結城　敏勝 髙橋　貴俊

堤　史匡 渡邊　一夫 田村　正晴

中澤　喜一 綿引　信孝 藤田　宗晴

野口　圭介
千葉県
千葉第３

福﨑　隆一 幹事 古田　高士

野澤　伊沙夫 （ 22名 ） 大日南　元就 増間　真一

原嶋　康仁 勝見　秀男 松本　尊志

町田　晋平 加藤　修二 吉田　司

山口　和範 加納　成俊 四方田　修

評価員数　129名 神作　芳宏
千葉県
千葉第５

川口　浩司 幹事

千葉県
千葉第１

大西　達也 幹事 小出　聡子 （ 15名 ） 宇都宮　裕

（ 11名 ） 尾張　明 小畑　昌也 小川　哲也

上條　公太郎 小林　利美 小澤　勝広 【別紙２】.pdf
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家島　健輔 中島　毅 評価員数　123名

小助川　靖法 中本　敦士
東京都
区部第１

浜田　哲司 代表幹事

佐藤　健一 廣瀬　祥之 （ 16名 ） 小熊　忍

島田　憲二 宮﨑　治夫 京野　賀典

橘　英雄 柳堀　文彦 後藤　計

豊田　洋一
千葉県
千葉第８

小林　隆司 幹事 坂井　誠

福士　正直 （ 13名 ） 石井　恒德 佐藤　雅之

増田　優子 石尾　融 砂野　明俊

森口　利彦 菊地　敦雄 髙井　猛史

山口　真由美 北島　賢二 蜂須賀　千秋

盧　昌作 鈴木　京子 彦坂　正博

千葉県
千葉第６

松田　宗司 幹事 竹ヶ原　博邦 松岡　貴史

（ 13名 ） 安部　保 豊田　正一 山下　哲之

新井　善久 中田　敏之 山本　耕平

伊藤　重夫 松島　孝悟 吉村　真行

貝原　敦 源　正人 吉村　雄司

金田　光重 森　正利 米山　王伯

桑田　康彦 山本　喜一
東京都
区部第２

服部　毅 幹事

小塚　隆雄
千葉県
千葉第９

印東　伸泰 幹事 （ 19名 ） 阿比留　健次

笹野　善基 （ 12名 ） 青沼　貴仁 上原　弘訓

杉田　秀樹 安藤　泰斗 江口　晃太

鈴木　邦幸 伊藤　正行 大澤　裕一

玉谷　昌弘 井村　弘範 柏原　理奈

米元　豊 植草　文雄 黒田　学

千葉県
千葉第７

伊東　滋晴 幹事 勝　錬太郎 佐々木　元偉

（ 11名 ） 石上　史明 黒田　安仁 佐藤　重彦

岩下　杉彦 須藤　雅敏 立花　俊輔

大木　一広 髙橋　由 田村　直之

大木　孝仁 林　崇布 仲丸　智行

田中　正裕 森　正臣 野坂　啓介 【別紙２】.pdf
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藤野　裕三 田中　敏夫 石井　栄洋

二又川　喜保 田辺　和夫 市川　正美

三崎　英司 千葉　健一 井上　康

安本　光夫 長谷川　宏樹 太田　謁八

吉本　博貴 平松　美恵子 大坪　広治

渡邉　佳則 松村　清一 笠井　真由美

東京都
区部第３

伊藤　泰明 幹事 森永　愼一 加涌　康士

（ 19名 ） 飯田　修司 吉田　雅一 欅田　善一郎

石井　秀樹 吉村　克 紺谷　昌弘

岡　竜也 渡邉　大樹 島　潤一

神山　由紀夫
東京都
区部第５

降矢　等 幹事 髙木　一博

川井　祐二 （ 17名 ） 五十嵐　恵美 筒井　知子

紀伊　英作 伊藤　慶彦 戸谷　涼賀

九本　博文 岩田　卓也 西尾　栄二

酒井　純子 海老沼　利幸 福田　洋子

佐藤　勝己 小田桐　雅也 吉野　宜秀

佐藤　博 金丸　昭吾
東京都
区部第７

田中　雅之 幹事

澤井　俊樹 栗山　大介 （ 19名 ） 天田　雄一郎

杉浦　公庸 小林　尚子 石原　伸彦

鈴木　正則 鈴木　喜代子 岡田　久志

谷岡　勝治 田上　克彦 片岡　哲也

中原　幸夫 殿原　玲子 門井　明美

原田　忠行 藤田　桂太 菊地　宏

菱村　寛 松岡　利哉 島　修治

山﨑　佳代 宮本　隆 進藤　俊二

東京都
区部第４

森　久子 幹事 山木　岳 鈴木　真紀

（ 15名 ） 犬嶋　和彦 山田　光治 竹内　靖治

牛木　啓貴
東京都
区部第６

大地　克巳 幹事 武弘　由希子

佐々木　千佳子 （ 19名 ） 浅井　康徳 谷本　充弘

角田　綾子 井口　昭 野口　和紀 【別紙２】.pdf
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樋口　典子 倉持　善栄 （ 15名 ） 新井　帰

松浦　理映子 栗原　邦広 有沢　範芳

皆川　聡 齊藤　政治 上野　正和

森　宏師 佐藤　厳 植松　明

矢﨑　憲一 塩入　晋 榎本　純

東京都
区部第８

杉浦　綾子 幹事 神道　和弘 岡村　淑子

（ 19名 ） 伊藤　彩絵子 須藤　雅章 金塚　麻実

稲野邉　俊 高橋　宣之 小森　秀夫

小國　敏雄 内藤　九亀 堤　裕

樫野　匡彦 長岡　正明 供田　茂彰

神田　直樹 長沢　二郎 廣木　耕治

北村　五月 菱村　千枝 守永　豊彦

倉本　穣一 矢﨑　美和子 山口　敏和

栗原　友美 山下　寛樹 川　和弥

小林　達哉
東京都
区部第１０

木内　かをり 幹事
東京都
区部第１２

江藤　美香 幹事

齊藤　滋 （ 15名 ） 上遠野　公一 （ 21名 ） 荒川　真司

佐藤　俊夫 髙坂　哲男 井上　雅貴

曽我　一郎 塩田　研太郎 岩本　育子

高橋　基夫 須藤　裕之 岡田　生

田村　竜二 髙橋　謙 沖　健信

長山　征廣 竹永　理英 勝田　晴彦

南陽　政道 田中　眞由美 川崎　信和

橋本　恵美子 土井　小咲 工藤　貴好

渡邉　剛 成島　弘一 佐藤　智之

東京都
区部第９

佐藤　麗司朗 幹事 原　勝久 瀬﨑　幹久

（ 20名 ） 青山　弘平 平井　正治 仙田　修

置鮎　謙治 森本　有応 髙山　博好

神岡　禎高 横山　宗忠 多賀　忠司

神川　清 澤　真美 谷藤　恵美子

木下　剛
東京都
区部第１１

古家　一郎 幹事 遠山　雄大 【別紙２】.pdf
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保戸田　藤郎 小川　智達 岡田　章義

牧野　治世子 粕谷　明子 小田　康太

松本　裕 小山　博之 北川　晋大

森田　元 桜井　徹 倉部　豊彦

森脇　哲史 佐藤　孝二 小島　博之

東京都
多摩第１

井上　尚 幹事 下木原　仁 斉藤　直行

（ 18名 ） 浅川　崇 武林　秀則 佐藤　耕一

市川　洋介 谷　良介 富岡　次郎

岩井　喜一 長友　和彦 西埜　孝

江﨑　陽子 西田　直樹 半澤　恵美

大山　宏毅 半澤　賢二 比留間　康昌

川邊　節子
東京都
多摩第３

浅川　肇 幹事 藤川　安夫

木下　典子 （ 15名 ） 熊丸　博昭 松井　俊明

木村　修 黒瀬　賢一 松岡　利喜雄

小山　東子 佐藤　美佐子 三角　誠

堤　圭一 清水　豊
東京都
多摩第５

図子　久雄 幹事

冨田　建 鈴木　正夫 （ 19名 ） 新井　隆之

堂下　裕史 高橋　光一 内田　憲一

中井　和人 長谷川　儒人 大川　好昭

西村　髙志 樋口　裕 大和田　公一

入村　匡哉 本多　久良 木俣　美晴

松本　敦彦 湊　尚志 郡　彪

矢田部　貴洋 盛田　直浩 小菅　雅巳

東京都
多摩第２

下野　好弘 幹事 安田　明芳 塩田　まみ

（ 18名 ） 浅利　隆文 山陰　良徳 髙畠　康守

江沢　正彦 山口　美紀 田中　和弘

太田　保代
東京都
多摩第４

土屋　俊世 代表幹事 鉄谷　義宏

岡﨑　徹也 （ 19名 ） 秋山　実 中嶋　敏

岡本　健治 内野　美樹 中田　文央

小川　樹恵子 江蔵　龍 鳴島　隆明 【別紙２】.pdf
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分科会名 氏名 摘要 分科会名 氏名 摘要 分科会名 氏名 摘要備考 備考 備考

萩原　謙介 宮本　英通
神奈川県
神奈川第３

髙橋　芳明 幹事

服部　正利 山﨑　俊治 （ 16名 ） 大原　一郎

原　寛人 山崎　康夫 後藤　和明

藤川　健一 山本　慎太郎 鈴木　昭弘

東京都
多摩第６

山口　徹雄 幹事 渡辺　浩 関谷　道昭

（ 15名 ） 石井　一嘉 評価員数　334名 高橋　悟郎

板橋　愼一
神奈川県
神奈川第１

小林　一寿 代表幹事 多賀　裕史

岡本　和弘 （ 12名 ） 石井　健之 徳田　亮

押谷　誠治 伊藤　弘志 長尾　ゆき子

黒木　中 井上　賢一 長岡　俊宏

清水　達也 大泉　雅孝 野路　好孝

高橋　正治 酒部　英樹 長谷川　功

津田　清光 志村　純一 松岡　聡

中澤　信行 髙橋　一也 矢島　正喜

長谷川　裕幸 西野　秀樹 渡部　秀一

林　達郎 藤井　一嘉 渡部　基久

肥田木　哲志 山内　昇
神奈川県
神奈川第４

岩澤　誠 幹事

細田　正男 吉永　昌弘 （ 16名 ） 市川　修一

谷津　繁
神奈川県
神奈川第２

大橋　政善 幹事 岩田　正男

東京都
多摩第７

佐藤　幸秀 幹事 （ 12名 ） 石田　茂 岩渕　隆

（ 16名 ） 秋間　雅樹 江口　徳治郎 落合　繁雄

足立　和男 遠藤　一典 黒羽　聡

池田　進也 坂元　陽 佐藤　実

榎本　清志 清水　堅太 鈴木　修

大森　綱光 竹村　久 髙畠　祐二

尾嶋　隆博 西川　浩美 田中　恵利子

酒匂　悦郎 馬場　敦志 冨来　功

佐藤　淳 藤田　洋美 廣瀬　公三

中澤　信頼 松本　延子 峰崎　泰生

野﨑　和廣 山口　健司 森　好彦 【別紙２】.pdf
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分科会名 氏名 摘要 分科会名 氏名 摘要 分科会名 氏名 摘要備考 備考 備考

山崎　義雄 中島　雄二 福沢　雄太

横田　隆浩 長橋　克宜 邊見　和弘

神奈川県
神奈川第５

小林　隆志 幹事 新倉　敦子 増山　喜美雄

（ 10名 ） 飯田　俊雄 野入　健一 松崎　明

大野　克夫 馬場　佳子
神奈川県
神奈川第10

西田　利寛 幹事

北見　文彦 平松　秀行 （ 15名 ） 上田　弘樹

北村　雅夫 松原　壮太郎 岡　秀次

草柳　青磁
神奈川県
神奈川第８

福田　哲 幹事 岡田　輝彦

栗山　亮 （ 12名 ） 伊藤　孝義 川井　香苗

鈴木　幹森 榎本　一裕 木村　健一

蛭田　辰也 大久保　芳男 河野　廣

渡邊　順也 齋藤　伸 酒井　義直

神奈川県
神奈川第６

渡辺　康男 幹事 佐藤　利行 四家　俊英

（ 13名 ） 浅尾　嘉之 柴崎　久 田邊　和之

安藤　ひろみ 田中　昌代 西　清貴

石﨑　俊司 冨樫　絵美 橋本　公夫

岩崎　佐斗子 藤田　勝寛 溝呂木　良幸

荻原　久男 星野　與四峰 三平　治憲

奥村　悟 松本　東五 栁田　さをり

坂本　圭一
神奈川県
神奈川第９

羽田　直樹 幹事
神奈川県
神奈川第11

鈴木　元 幹事

佐藤　三千代 （ 15名 ） 磯部　伸夫 （ 15名 ） 秋山　義男

保坂　泰久 片岡　周治 石井　孝憲

松原　哲朗 加藤　鉄 内野　亜衣子

松本　景 狩野　信一 木村　悦人

湯浅　浩 菊川　哲史 末原　伸隆

神奈川県
神奈川第７

塚田　貴洋 幹事 柴田　和博 住井　吉郎

（ 12名 ） 石川　伸彦 鈴木　泰三 谷口　洋介

浦　賢一 髙橋　信也 津田　秀樹

小俣　要一 西嶋　靖 藤原　新一

田中　伸佳 萩原　国彦 前川　賢治 【別紙２】.pdf
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分科会名 氏名 摘要 分科会名 氏名 摘要 分科会名 氏名 摘要備考 備考 備考

諸田　浩之 中村　真規 小林　正伸

八木　達彦 廣島　利邦 竹田　達矢

山口　隆一 本間　正一郎 富川　喜之

吉村　満 松田　光市 堂林　純一

神奈川県
神奈川第12

齋藤　隆一 幹事 本山　純一 中山　聡

（ 12名 ） 今井　孝 山川　剛 服部　恵子

小泉　正義 吉沢　実 日俣　学

下村　太
新潟県
新潟第２

勝見　秀樹 代表幹事 広瀬　信之

杉本　隆司 （ 19名 ） 新井　俊一 藤川　泰史

妻木　達夫 有坂　修 藤澤　崇平

中津川　治 植木　幸雄 益井　美明

難波　秀夫 樫出　昭義 宮川　裕司

原　哲也 河田　将明 矢島　直人

宮城　博之 北沢　利枝 山本　茂雄

柳　彰彦 草間　格 評価員数　 17名

和田　智弘 佐藤　勤
石川県
石川

武田　昭男 代表幹事

評価員数　160名 柴野　正明 （ 21名 ） 油野　正文

新潟県
新潟第１

立川　健三 幹事 清水　紀夫 大場　修

（ 20名 ） 天春　敦 神保　和穗 河畑　靖宏

飯田　英範 田中　一春 神田　勝廉

伊藤　正弘 富所　健司 木﨑　良隆

岩橋　泰規 本間　禎子 小西　均

神田　伸一 水野　雅夫 西郷　悟

岸本　卓也 吉田　巧 澤矢　豊伸

小嶋　能憲 渡辺　茂郎 寺田　正成

小俣　徹 渡邉　光幸 中村　聡

近藤　伸二 評価員数　 39名 西田　雄一

佐藤　学
富山県
富山

朝倉　秀朗 代表幹事 西野　卓実

清水　裕 （ 17名 ） 伊東　良浩 西野　正治

滝澤　真史 江上　修 野本　幸二 【別紙２】.pdf
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分科会名 氏名 摘要 分科会名 氏名 摘要 分科会名 氏名 摘要備考 備考 備考

畠山　麻衣 野田　岳志 広部　紘行

広島　章生 薬袋　英津子 真子　浩

福田　修一 餅田　豊 宮坂　祐里

堀江　寿郎 本澤　英史 矢崎　敏臣

松山　友成 森本　武則 評価員数　 27名

諸江　美和 渡邉　武文
岐阜県
岐阜第１

山村　寛 代表幹事

評価員数　 21名 評価員数　 18名 （  9名 ） 伊藤　正雄

福井県
福井

寺口　満 代表幹事
長野県
長野第１

宮本　 豊 代表幹事 神田　浩二

（ 10名 ） 池谷　昌也 （ 14名 ） 赤羽根　資裕 北川　彰

梅田　真 畔上　豊 久保　輝

奥田　茂 岩瀬　朋久 水野　亨

奥野　裕之 大井　邦弘 水野　雅文

島田　嘉紀 奥村　淳 水野　隆吾

土谷　重美 金子　和寛 渡邉　貴紀

中嶋　泰子 久保田　修二
岐阜県
岐阜第２

小池　育生 幹事

宮岡　広英 齋藤　隆 （ 13名 ） 荒山　徳統

山岸　範之 塚田　賢治 安藤　一成

評価員数　 10名 内藤　武美 伊藤　晃宏

山梨県
山梨

鶴田　郁哉 代表幹事 西入　悦雄 清水　裕示

（ 18名 ） 大澤　昇 西入　将光 田内　淳

大芝　哲 西澤　俊次 田中　雅之

小川　和彦
長野県
長野第２

寺沢　秀文 幹事 寺村　建一郎

小野　淳一 （ 13名 ） 朝倉　宏典 豊田　真弘

河西　秀夫 今牧　一宏 中園　真一

久保嶋　仁 奥原　清 深貝　哲郎

窪田　修 奥村　節夫 丸山　正樹

小泉　吉廣 大日方　一成 向川原　毅彦

齋藤　渡 郷間　智吏
岐阜県
岐阜第３

前田　和彦 幹事

杉本　裕昭 下平　智行 （ 12名 ） 太田　洋一

西川　重孝 茅野　武弘 片山　恵津子 【別紙２】.pdf
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寺崎　博男 米山　和志 竹井　真也

西村　隆
静岡県
静岡第３

小泉　喜洋 幹事 徳田　夏雄

廣瀬　啓司 （ 17名 ） 木村　和雄 冨田　稲子

牧野　信人 小林　繁 長島　和芳

馬渕　晶江 芝口　直樹 村井　秀樹

向川原　奈美 白井　誠 山田　幹根

安田　聖子 杉田　篤彦 評価員数　 56名

横幕　輝俊 鈴木　雅博
愛知県
愛知第１

小森　洋志 代表幹事

村　寿也 鈴木　雅文 （ 16名 ） 足木　茂

評価員数　 34名 田島　克彦 池田　雄士

静岡県
静岡第１

竹石　敦 幹事 田中　学 伊藤　敏彦

（ 10名 ） 興津　康博 鍋田　俊彦 小上　慎介

菊池　晶 長谷川　鋭治 鎌塚　敦司

佐野　雅彦 洞口　義紀 近藤　裕二

杉﨑　充登 堀　正美 鈴木　智行

早川　和宏 丸山　哲生 中村　伸二

細川　豊昭 横山　保夫 長谷川　明子

柳田　毅 渡辺　力也 藤井　圓隆

矢野　敏夫
静岡県
静岡第４

松島　芳知 幹事 古谷　廣道

渡邉　正弘 （ 18名 ） 青島　進 堀田　直紀

静岡県
静岡第２

鈴木　隆史 代表幹事 渥美　正樹 松原　孝文

（ 11名 ） 和泉　清明 市川　高史 水野　聡史

後藤　雅文 海野　克明 三輪　勝年

鈴木　敦 岡野　五郎
愛知県
愛知第２

荒川　鶴章 幹事

田中　弘樹 河原﨑　誠 （ 15名 ） 青山　晃

中村　京 木村　満義 青山　幸憲

橋本　雅文 久保　知則 浅見　勝

深澤　竜介 庄古　延寛 可児　良樹

安本　耕治 高塚　智範 杉山　淳

山田　啓吾 高橋　秀明 寺本　啓二 【別紙２】.pdf
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分科会名 氏名 摘要 分科会名 氏名 摘要 分科会名 氏名 摘要備考 備考 備考

鍋田　悌 小椋　真一郎 佐藤　和徳

成田　晃浩 垣内　雅夫 新図　直幸

西村　邦広 角谷　英之 住井　雄一郎

服部　寿治 関野　学 辻　憲作

松原　一隆 津金　啓一 那須　明

水谷　明 前田　達男 藤嶋　洋一

山岡　通長 村井　克彦 本郷　太郎

山口　貴徳
愛知県
愛知第５

児玉　和久 幹事 森本　達也

愛知県
愛知第３

笠野　寿治 幹事 （ 16名 ） 安達　直樹 山本　高大

（ 15名 ） 粟谷　達也 岩田　肇 横井　誠

石脇　雄生 大野　興四郎
愛知県
愛知第７

杉山　信義 幹事

大羽　昌広 荻野　義行 （ 15名 ） 浅田　勝利

齋藤　善彦 坂井　哲郎 大竹　大輔

田井　能久 佐野　達也 岡村　真治

高木　靖人 下村　茂樹 小笠原　貴洋

土屋　浩之 名和　宏恭 加藤　典利

杤本　正樹 平井　真希 後藤　大吉

中村　智信 藤林　賢児 佐野　正佳

二村　成彦 古川　信夫 島田　雅明

松岡　徹郎 眞下　弘 白井　信之

松田　優一 松田　静雄 竹中　成仁

三宅　真吾 水野　昌弘 藤本　哲太郎

藪亀　邦恭 八木　久満 牧野　敦

愛知県
愛知第４

足立　哲実 幹事
愛知県
愛知第６

市川　隆治 幹事 山本　英次

（ 14名 ） 今枝　祥晃 （ 17名 ） 大矢知　哲也 吉田　治子

太田　佳宏 小川　雄彦
愛知県
愛知第８

安田　商基 幹事

岡﨑　智子 加藤　恭一 （ 16名 ） 有賀　辰彦

岡本　憲二 川地　秀和 一花　徹

小川　隆文 鬼頭　博 大橋　克也

小川　友秀 小林　純 岡本　正夫 【別紙２】.pdf
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小田　賢治 十倉　幸 後藤　雅和

國島　章民 中野　雅之 佐々木　勝己

纐纈　正剛 成瀬　智也 廣瀬　仁

後藤　龍 樋沢　武司 船橋　俊一

鈴木　哲 松尾　拓志 桝田　毅

塚本　彰 吉野　竹夫 三輪　時弘

西尾　綾香
愛知県
愛知第１１

星野　ゆかり 幹事 吉川　輝樹

西村　研二 （ 16名 ） 磯貝　誠
三重県
三重第２

片岡　浩司 代表幹事

福岡　洋介 岡部　耕一郎 （ 14名 ） 右京　安彦

二村　茂樹 熊谷　春樹 岡原　康志

山本　健二 坂井　悠人 佐藤　通雄

愛知県
愛知第９

田島　拓 幹事 佐々木　絹夫 佐藤　康範

（ 11名 ） 内田　克也 篠崎　正人 鈴木　茂基

梅村　正明 田中　博文 中西　光男

神戸　康弘 鳥居　信行 西村　昭彦

齋藤　登 林　健 藤川　勝彦

佐藤　博之 古田　豊人 布生　太造

竹本　弘司 穂坂　文雄 古川　 宏

田邊　季彦 松島　教 前田　直人

中谷　恵子 村田　信夫 松本　浩二

伴野　幸宏 山本　晃 吉田　望実

森田　尚樹 渡邉　一成
三重県
三重第３

磯部　雄一 幹事

愛知県
愛知第１０

中島　豊司 幹事 評価員数　165名 （  9名 ） 市川　裕規

（ 14名 ） 赤川　明彦
三重県
三重第１

瀬古　博之 幹事 兼松　弘樹

安立　昌子 （ 14名 ） 伊藤　達家 駒田　真人

五十嵐　康幸 梅村　啓之 酌井　美江

大脇　淳史 岡部　康信 鈴木　守

小倉　偉 斧田　正長 髙橋　孝生

亀山　雅弘 九鬼　精一郎 守谷　啓市

栗田　宗治 近藤　正樹 山本　正敏 【別紙２】.pdf
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評価員数　 37名 服部　直幸 西川　崇

滋賀県
滋賀第１

小西　靖則 代表幹事 初田　泰雄 西脇　則之

（ 17名 ） 芦川　直樹 堀　義彰 橋本　秀樹

大住元　肇 三宅　純也 前田　祥城

川﨑　光彦 村上　公 松本　薫

齊藤　美絵 評価員数　 34名 三嶋　達男

谷　正登
京都府
京都第１

村山　健一 代表幹事 三田村　公司

野﨑　平 （ 17名 ） 岩本　一 三宅　浩司

浜本　博志 宇野　由香子 宮田　真悟

細見　正博 加瀬澤　史人 吉村　將人

前田　基良 神本　文子
京都府
京都第３

粟田口　定大 幹事

眞下　貴之 木村　綾乃 （ 17名 ） 岩崎　陽

村木　康弘 小島　崇史 岡田　誠二郎

目片　匡 小西　ひとみ 木田　洋二

桃瀬　公成 佐藤　正彦 島本　英年

山内　敏彰 嶋嵜　敦 高田　泰光

山﨑　琢磨 倉　伸介 東辻　壮司

吉田　尚 中島　直紀 中島　惠子

滋賀県
滋賀第２

高橋　靖展 幹事 水野　正也 中島　昌行

（ 17名 ） 上田　理子 森口　匠 長谷川　茂

内田　宏 山下　善彦 福本　敬久

小川　聡 山田　昌弘 細見　幸司

河原崎　和夫 綿越　浩 森田　信彦

鈴木　道代
京都府
京都第２

三浦　正樹 幹事 山下　光弘

園田　淳史 （ 17名 ） 小村　直之 湯浅　薫

田中　勝 左近　宏崇 百合口　賢次

玉瀧　光 杉山　修一郎 川　啓介

堤　義定 津田　浩伸
京都府
京都第４

新見　憲一郎 幹事

西田　壮一 長崎　真也 （ 12名 ） 宇野　行将

橋長　文昭 西井　雅志 加藤　心 【別紙２】.pdf
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久木　圭史 （ 20名 ） 秋田　佳紀 長畑　正明

佐々　勝英 市野　重夫 新田　収治

本　尚子 太田　徳治 松谷　確

寺田　吉宏 大西　薫 松田　嘉代子

藤井　忠夫 翁長　正勝 持田　泰輔

藤原　陽 木村　惠子 八木　正美

山口　将史 小林　敬一 山内　正己

吉岡　和潔 清水　幸一 吉田　知樹

渡邊　崇彦 髙島　博
大阪府
大阪第４

奥田　千歳 幹事

評価員数　 63名 竹内　由香 （ 18名 ） 青木　令子

大阪府
大阪第１

真里谷　和美 代表幹事 辰己　雅信 飛鳥　由美子

（ 19名 ） 池木　俊博 豊田　健治 麻生嶋　信

石丸　都子 中西　賢一 大江　文夫

上原　直記 中村　麻貴子 加藤　陵

小林　猛 中村　雄一 北井　孝彦

櫻井　孝茂 藤田　康雅 北川　忠志

関根　俊雄 柳　貴之 熊ヶ谷　一幸

立山　壮平 横井　敬史 倉橋　秀斗

土居　博輝 吉村　一成 坂口　由記

中野　聡
大阪府
大阪第３

原口　友良 幹事 下農　博之

長尾　成信 （ 19名 ） 足立　良夫 谷本　明夫

永田　実 石黒　健二 土井　恭子

西田　稔 内田　佳宏 中井　敬和

野口　健治 小倉　康秀 藤井　徹

深澤　俊男 片山　克己 矢野　裕章

藤井　稔 金尾　正哉 山口　百合子

森田　真也 佐藤　要祐
大阪府
大阪第５

難波　里美 幹事

山下　賢一 塩崎　修 （ 17名 ） 今井　牧子

由里　正博 富田　浩二 小田根　弘忠

大阪府
大阪第２

山本　健爾 幹事 中村　記子 川東　大志 【別紙２】.pdf
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久保　豊
大阪府
大阪第７

中井　英司 幹事 南　俊二

小林　和則 （ 16名 ） 井上　啓一 三原　寛憲

杉谷　知江子 伊与　忠司 宮部　秀和

髙橋　智美 唐澤　幸造 安井　英二朗

谷　勝博 川崎　隆 山口　玄

西川　和孝 久保田　伸二 横崎　博一

橋本　一志 佐藤　さゆき
大阪府
大阪第９

善本　かほり 幹事

廣澤　淳一 柴山　雅彦 （ 18名 ） 大久保　隆行

藤岡　秀夫 鈴木　雅人 太田　善久

松葉　貴信 関野　肇 大津　幸也

光岡　正史 玉原　栄治 楠田　昌弘

森脇　信次 西本　喜臣 駒井　誠司

安田　祐一郎 正井　智子 五島　輝美

大阪府
大阪第６

河野　史郎 幹事 松本　孝司 坂根　達也

（ 17名 ） 石上　達郎 森澤　修二 瀨　弘和

緒方　正弘 山際　智裕 髙橋　誠

尾髙　正樹
大阪府
大阪第８

和田　浩 幹事 田邊　文昭

川崎　誠道 （ 20名 ） 阿部　知己 谷山　亘

川崎　竜輔 内富　淳二 中井　光夫

来島　裕 大西　圭 中村　隆宏

郷原　淳嗣 川久保　肇 原田　裕之

嶋田　謙吉 神戸　隆志 福嶋　千恵子

中塚　新一 小林　康之 前田　陽子

牧　士宣 後藤　幸基 松山　尚弘

松井　康治 酒井　利銀
大阪府
大阪第１０

渡邊　直 幹事

松島　敏郎 関　敦生 （ 17名 ） 梅田　拓也

道田　勇 俵　益生 大野　恒義

安松谷　博之 西浦　宣行 小笠　裕也

山口　知彦 野村　和雄 川上　修二

田　良信 福冨　順一 木島　百代 【別紙２】.pdf
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駒井　若実
兵庫県
兵庫第１

中村　要 幹事 野村　国世

島﨑　仁司 （ 16名 ） 上田　元嗣 長谷川　大輔

島田　正 海野　雅由 廣嶋　琢也

竹内　専 勝沼　和子 山本　耕一

橘　真里 齋藤　誠 山本　考一

谷澤　博孝 竹内　雅司郎
兵庫県
兵庫第３

多田　敏章 代表幹事

中村　光伸 玉井　嘉彦 （ 20名 ） 有馬　隆之

藤川　明久 長谷川　由紀 上田　節夫

藤原　学 林　秀樹 小笠原　高宏

三宅　樹一郎 福西　理祐 川渕　真平

山崎　修 堀田　勝己 小林　昌三

大阪府
大阪第１１

松永　明 幹事 松本　年弘 小林　照幸

（ 18名 ） 鎌田　泰志 森岡　高司 近藤　久男

岸田　克美 森本　光弘 清水　重善

木島　巧 横野　忠敏 田中　浩

北村　亮二 脇本　克己 堂瀬　さゆり

熊澤　一郎
兵庫県
兵庫第２

小杉　正樹 幹事 中村　増秀

杉若　浩孝 （ 19名 ） 伊藤　修一郎 濵本　佳子

鈴木　健二 上原　卓志 林　健太郎

立入　健一郎 岡田　忠純 廣瀬　博一

谷　友博 岡田　文 福永　美幸

飛松　智志 熊谷　有剛 松崎　庄二

土井　郁子 小塩　敦 三宅　裕江

東　徹 米虫　淳子 村本　健次

平岩　宗晴 澤田　良一 山本　幸生

藤原　博司 竹之内　浩
兵庫県
兵庫第４

尾﨑　潤 幹事

八家　和也 谷詰　岳史 （ 20名 ） 明井　英雄

矢木　大介 富山　有治 新玉　正男

安原　香代 長宗　巧 池田　富美夫

評価員数　199名 布谷　嘉浩 植木　剛 【別紙２】.pdf
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大家　通孝 岡本　朋美 平田　馨

梶川　智保 陰山　陽史 藤村　光世

桑名　玉樹 河内谷　順 御塩　泰男

重田　尚輝 神頭　慎太郎 山本　昇平

清水　信博 小畑　敬重
奈良県
奈良第２

梅本　剛 幹事

田中　瑞穂 佐伯　志朗 （ 10名 ） 井岡　みや子

津村　増男 塩住　直彦 小野　匡弘

中尾　明 田中　計機 谷口　清

入田　裕和 田中　君憲 中本　欽也

野島　準一 谷野　千晴 西岡　譲二

長谷川　一成 中田　信 藤井　敬裕

藤田　毅 柳川　浩一 松山　順一

水野　雅一
兵庫県
兵庫第７

一色　かつみ 幹事 村上　俊二

山下　裕 （  8名 ） 伊原　岳人 吉田　謙一

山本　昌生 金子　修二
奈良県
奈良第３

杉本　忠樹 幹事

兵庫県
兵庫第５

陰山　有里 幹事 川端　良明 （ 11名 ） 上山　英雄

（ 13名 ） 足立　英基 田中　千裕 奥田　幸助

井上　基 山本　勇治郎 木村　浩次郎

井本　季伸 横山　重紀 倉田　智史

大谷　良太 田　勉 栗山　恒

小南　貴子 評価員数　110名 阪本　伸太郎

境　めぐみ
奈良県
奈良第１

三和　浩 代表幹事 髙垣　直記

櫻井　美津夫 （ 13名 ） 秋山　宗一郎 谷　正直

名倉　友樹 井上　重人 藤田　秀紀

藤原　正秀 河南　直 森本　直也

三浦　靖和 竹村　牧 評価員数　 34名

三﨑　正義 田畑　惣臣
和歌山県
和歌山

名手　孝和 代表幹事

若杉　和宏 田和　聰 （ 16名 ） 藍畑　幾子

兵庫県
兵庫第６

三浦　一範 幹事 土井　元 有本　幸男

（ 14名 ） 秋山　周史 仲嶋　保 岡本　喜之 【別紙２】.pdf
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小川　雅之 清原　至 坂本　一也

川端　一郎 内藤　進 佐藤　俊輔

小林　一三 中村　裕一 德田　走

佐藤　健 原田　勤 中浜　壮一郎

新増　基樹 福田　満信 仁科　毅

茶谷　芳行 松浦　一夫 林　祐介

浪花　崇 評価員数　 12名 藤原　康正

浪花　光紀
岡山県
岡山第１

日笠　常信 代表幹事 宗友　隆明

西本　隆文 （ 16名 ） 伊藤　雅人 野納　芳昭

船木　博央 浮田　幹夫 山下　信一郎

美濃部　元秀 遠藤　明 山本　勝典

渡邉　勉 大塚　恒一 評価員数　 34名

評価員数　 16名 梶岡　初
広島県
広島第１

中村　真二 代表幹事

鳥取県
鳥取

村上　保雄 代表幹事 白神　学 （ 23名 ） 朝辺　博史

（ 10名 ） 馬野　好雅 髙見　康弘 内海　大和

栗岡　義則 田中　宏明 小川　和夫

谷口　敬雄 棚田　恭行 河井　猛

野口　淑文 塚村　善明 國光　範明

前田　六仁 坪田　隆治 駒松　康弘

松本　周造 林　陽一郎 定岡　浩司

向井　伸 藤原　秀幸 重谷　里志

本池　潤一 三宅　伴雄 高野　普吉

森本　尚夫 山城　多賀夫 津守　栄治

評価員数　 10名
岡山県
岡山第２

藤川　亮 幹事 中村　武士

島根県
島根

竹内　義和 代表幹事 （ 18名 ） 青井　純三 中森　一吉

（ 12名 ） 宇野　栄 有田　修一 長瀬　正光

大野　豪俊 石井　宏典 仁王頭　毅

大畑　裕治 石田　慎治 西野　誠

小村　光寛 大塚　太郎 細井　資伸

加藤　幹久 木浦　丈夫 三宅　功 【別紙２】.pdf
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八尾井　誠司 豊田　武夫 古屋　和利

彌永　勇吉 成　芳則 増井　聰彦

田　裕 平木　三千人 渡部　学也

吉村　明 福田　紀夫 評価員数　 23名

渡邉　佳和 古井　正則
徳島県
徳島

西岡　聖記 代表幹事

広島県
広島第２

片山　祐輔 幹事 村重　力也 （ 17名 ） 相澤　貴之

（ 17名 ） 浦　信一 守屋　昭志 阿部　宏士

上河内　正和 八幡　和真 阿部　祐一郎

上西　浩尚 田　力 石森　慎吾

佐々木　智晴 評価員数　 57名 上垣　小織

白築　洋二
山口県
山口第１

寺井　博教 代表幹事 岡田　健二

田中　敦雄 （ 14名 ） 後　英雄 小河　伸洋

塚本　浩章 大谷　俊彦 近藤　健

徳満　秀規 岡村　誠士 澤嶋　鉄哉

根本　哲哉 高尾　憲二 瀬嶋　宏典

畠中　政國 高崎　幸恵 田渕　茂俊

藤井　洋司 田中　悟 富永　守

丸本　創史 中野　亘 藤本　誠司

向井　弘二 中村　達郎 村上　幸二郎

村永　朋 原田　一雄 森脇　英正

山本　隆之 原田　邦夫 山岡　和美

米澤　淳 福島　久能 評価員数　 17名

広島県
広島第３

廣瀨　啓文 幹事 藤田　泰宜
香川県
香川

鈴木　祐司 代表幹事

（ 17名 ） 生瀬　肇 山崎　和昭 （ 19名 ） 朝日　正之

小田　貴之
山口県
山口第２

藤井　正隆 幹事 岩井　競平

金河　哲成 （  9名 ） 稲田　豊 熊井　幸秀

北澤　圭祐 植田　豊隆 清水　直樹

黒石　俊明 倉田　良成 新川　智洋

小林　紀雄 鈴尾　進 高橋　尚史

髙橋　紀子 高田　有章 高橋　護 【別紙２】.pdf
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髙橋　美絵子 石川　裕康 境　達司

冨永　和志 越智　耕二 佐藤　修

鳥飼　和彦 合田　英昭 杉　孝一

長尾　直樹 清水　秀一 土橋　幸夫

名渕　薫 豊島　龍也 土手　栄治

西　哲夫 平田　耕二 羽田　成利

松岡　良幸 山口　貴弘 藤村　吉次

真井　修 渡辺　正 松尾　春仁

宮西　弘道 評価員数　 26名 村上　知子

森　英起
高知県
高知

畠山　照章 代表幹事
福岡県
福岡第２

波多野　宏和 幹事

馴　征司 （ 13名 ） 猪野　裕之 （ 16名 ） 梅田　俊司

評価員数　 19名 植田　将司 沖永　裕章

愛媛県
愛媛第１

大西　泰祐 代表幹事 門田　勝利 景平　良邦

（ 16名 ） 阿部　一大 小坂　雄一郎 小池　孝典

新玉　明生 清水　卓 佐藤　史郎

井上　往美 中村　健 添野　敬一

大河　功一 橋本　隆行 徳永　大典

岡田　浩 濵田　英資 西澤　義男

亀田　武志 原田　春芽 橋本　英樹

清田　明弘 眞鍋　健二 林田　光博

久保　琢哉 森澤　博之 福山　節子

髙月　新介 吉田　龍平 二村　吉則

富久保　哲也 評価員数　 13名 古澤　秀夫

福溜　幸一
福岡県
福岡第１

花田　宏治 幹事 三好　丈久

藤井　徹哉 （ 16名 ） 江本　庸時 森　幸太朗

藤本　孝明 大川　弘太郎
福岡県
福岡第３

岩隈　良弘 幹事

八木　真人 大武　克己 （ 14名 ） 井上　慶一

米田　知弘 兼重　利彦 小島　智典

愛媛県
愛媛第２

髙橋　宏明 幹事 神谷　孝 田口　浩二

（ 10名 ） 阿部　弘治 木原　正人 竹下　憲治 【別紙２】.pdf
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分科会名 氏名 摘要 分科会名 氏名 摘要 分科会名 氏名 摘要備考 備考 備考

都合　哲男 40- 38 中村　光子 40- 68 寺島　弘次 40- 98

友野　和憲 40- 39 中村　世明 40- 69 堀　和義 40- 99

中園　二郎 40- 40 納富　久雄 40- 70 松本　俊朗 40-100

西川　浩二 40- 41 藤岡　廣子 40- 71 向野　高洋 40-101

古川　一哉 40- 42 槇　由紀 40- 72 評価員数　101名

山﨑　晃尚 40- 43 松﨑　能久 40- 73
佐賀県
佐賀

後藤　修 代表幹事 41-  1

山下　耕一 40- 44 横山　裕 40- 74 （ 14名 ） 有 　寛 41-  2

山下　洋生 40- 45 吉田　博之 40- 75 市丸　亮介 41-  3

吉崎　武雄 40- 46
福岡県
福岡第６

淺川　博範 幹事 40- 76 梅本　龍 41-  4

福岡県
福岡第４

井上　真輔 代表幹事 40- 47 （ 13名 ） 綾部　圭太 40- 77 大串　俊三 41-  5

（ 15名 ） 石田　美紀子 40- 48 井手　江美 40- 78 於保　繁樹 41-  6

扇　幸一郎 40- 49 岩崎　圭亮 40- 79 柿原　弘介 41-  7

大楠　由美子 40- 50 大塚　誠司 40- 80 清原　雅利 41-  8

大西　克則 40- 51 空井　良元 40- 81 寺山　三男 41-  9

小野　恭嗣 40- 52 竹山　泰史 新規 40- 82 樋口　隆弘 41- 10

税田　健司 40- 53 中嶋　裕二 40- 83 福田　勝法 41- 11

佐々木　哲 40- 54 中村　秀紀 40- 84 藤田　好男 41- 12

友松　昌司 40- 55 早坂　剛雄 40- 85 前田　辰王 41- 13

西村　哲治 40- 56 松田　徹 40- 86 松本　修二 41- 14

廣原　浩一 40- 57 宮﨑　浩 40- 87 評価員数　 14名

松本　忠人 40- 58 山﨑　健二 40- 88
長崎県
長崎第１

織田　雅雄 代表幹事 42-  1

的野　泰浩 40- 59
福岡県
福岡第７

福山　道和 幹事 40- 89 （ 11名 ） 荒川　千洋 42-  2

吉田　稔 40- 60 （ 13名 ） 出雲　重成 40- 90 井﨑　嘉幸 42-  3

渡辺　悟 40- 61 上田　英史 40- 91 児島　雅彦 42-  4

福岡県
福岡第５

高田　卓巳 幹事 40- 62 金山　哲也 40- 92 小西　研一 42-  5

（ 14名 ） 岩城　雅俊 40- 63 大塚　弘孝 40- 93 小宮　幸弘 42-  6

川村　勇人 40- 64 川崎　耕二 40- 94 田平　和史 42-  7

桑原　哲治 40- 65 桐野　祐記 40- 95 三浦　純一 42-  8

小林　健一郎 新規 40- 66 齊堂　忠道 40- 96 宮崎　英樹 42-  9

高木　俊二 40- 67 堤　弘 40- 97 山下　章二郎 42- 10

【別紙２】.pdf
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分科会名 氏名 摘要 分科会名 氏名 摘要 分科会名 氏名 摘要備考 備考 備考

渡辺　浩一 桐山　馨 前田　光男

長崎県
長崎第２

宮崎　英之 幹事 塩本　一丸 松田　尚美

（ 10名 ） 石橋　孝作 園田　修司 脇坂　敬規

板山　昌治 野中　潤一郎 評価員数　 25名

大野　敏行 萩野　和伸
宮崎県
宮崎

上村　芳朗 代表幹事

堺　賢作 堀　裕之 （ 21名 ） 池上　成満

竹房　政美 馬渕　信一郎 鬼束　宜朗

松尾　佐和子 評価員数　 25名 上村　哲生

森永　啓次
大分県
大分

坂本　圭 代表幹事 河野　純一

山内　邦彦 （ 25名 ） 安東　正二 黒木　勇人

山本　潤二 上治　昭人 古清水　賢一

評価員数　 21名 大東　慶久 古清水　史子

熊本県
熊本第１

藤井　貞人 代表幹事 折原　修己 齊藤　晃一

（ 14名 ） 青木　充信 河野　修司 菅野　道雅

石山　博 木内　純子 寺本　文俊

江口　泰史 木口　優子 傳田　和之

菊川　耕思 日下部　洋一 富永　伸二

椎葉　和馬 栗田　光雄 中武　誠

田上　英憲 此本　純也 長友　岳夫

津留　伴一 佐藤　裕子 長濱　宏昭

戸取　憲正 菅　重光 濱野　俊宏

中西　信久 龍原　有 林　和夫

西浦　良一 田中　利行 松元　義武

西川　毅彦 田淵　文晴 山口　英之

松嶋　忍 利根　健司 横山　泰三

村坂　亮 長野　研一 評価員数　 21名

熊本県
熊本第２

宮本　隆志 幹事 野崎　航也
鹿児島県
鹿児島第１

大吉　修郎 代表幹事

（ 11名 ） 阿部　忠勝 土師　一弘 （ 10名 ） 石田　修

礒田　篤 原　勝海 伊東　真理子

伊牟田　徹 船瀬　昇士 岩切　正廣 【別紙２】.pdf
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分科会名 氏名 摘要 分科会名 氏名 摘要 分科会名 氏名 摘要備考 備考 備考

岩元　透 伴　清敬

木下　登 松永　力也

平良　義文 村山　哲志

徳永　悦穂 山内　博人

西村　重行 評価員数　 17名

林川　信行

鹿児島県
鹿児島第２

泊　成人 幹事

（ 10名 ） 武田　信一

徳山　哲朗

西川　修一

福井　章夫

前田　豊

前原　秀昭

松浦　義典

山口　幸太郎

吉村　弘道

評価員数　 20名

沖縄県
沖縄

髙平　光一 代表幹事

（ 17名 ） 宇久　信正

及川　季行

大城　直哉

大嶺　克成

桶田　邦広

平良　修

竹内　優志

玉那覇　兼雄

仲程　通秀

仲本　兼徹

仲本　徹

濱元　毅 【別紙２】.pdf
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分科会名 氏名 備考 分科会名 氏名 備考

北海道　　北海道第１ 齋藤　武也 茨城県　　茨城第２ 植木　康雄

北海道　　北海道第２ 須藤　秀行 茨城県　　茨城第３ 外山　茂樹

北海道　　北海道第３ 江口　秀一 茨城県　　茨城第４ 塚本　修一

北海道　　北海道第４ 山口　貴路 栃木県　　栃木第１ 永井　正義

北海道　　北海道第５ 髙橋　総生 栃木県　　栃木第２ 舘内　宏宣

北海道　　北海道第６ 本間　芳樹 栃木県　　栃木第３ 森田　信也

北海道　　北海道第７ 奥村　篤 群馬県　　群馬第１ 福田　清隆

北海道　　北海道第８ 成田　一樹 群馬県　　群馬第２ 石田　寛

青森県　　青森第１ 工藤　美佐緒 群馬県　　群馬第３ 津久井　伸昭

青森県　　青森第２ 島根　幹夫 埼玉県　　埼玉第１ 島田　喜久男

岩手県　　岩手 細川　卓 埼玉県　　埼玉第２ 佐藤　隆

宮城県　　宮城第１ 千葉　和俊 埼玉県　　埼玉第３ 堀口　学郎

宮城県　　宮城第２ 高田　康弘 埼玉県　　埼玉第４ 西脇　正樹

宮城県　　宮城第３ 西山　敦 埼玉県　　埼玉第５ 三好　徳昌

宮城県　　宮城第４ 角田　宗夫 埼玉県　　埼玉第６ 安川　千春

秋田県　　秋田 戸澤　一喜 埼玉県　　埼玉第７ 三田　和巳

山形県　　山形 月田　真吾 埼玉県　　埼玉第８ 山田　寛之

福島県　　福島第１ 大河内　敏文 埼玉県　　埼玉第９ 河野　栄一

福島県　　福島第２ 佐藤　栄一 千葉県　　千葉第１ 大西　達也

福島県　　福島第３ 小野　博 千葉県　　千葉第２ 鈴木　聡

茨城県　　茨城第１ 羽場　睦夫 千葉県　　千葉第３ 福﨑　隆一
【別紙２】.pdf
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分科会名 氏名 備考 分科会名 氏名 備考

千葉県　　千葉第４ 佐藤　元彦 東京都　　多摩第４ 土屋　俊世

千葉県　　千葉第５ 川口　浩司 東京都　　多摩第５ 図子　久雄

千葉県　　千葉第６ 松田　宗司 東京都　　多摩第６ 山口　徹雄

千葉県　　千葉第７ 伊東　滋晴 東京都　　多摩第７ 佐藤　幸秀

千葉県　　千葉第８ 小林　隆司 神奈川県　神奈川第１ 小林　一寿

千葉県　　千葉第９ 印東　伸泰 神奈川県　神奈川第２ 大橋　政善

東京都　　区部第１ 浜田　哲司 神奈川県　神奈川第３ 髙橋　芳明

東京都　　区部第２ 服部　毅 神奈川県　神奈川第４ 岩澤　誠

東京都　　区部第３ 伊藤　泰明 神奈川県　神奈川第５ 小林　隆志

東京都　　区部第４ 森　久子 神奈川県　神奈川第６ 渡辺　康男

東京都　　区部第５ 降矢　等 神奈川県　神奈川第７ 塚田　貴洋

東京都　　区部第６ 大地　克巳 神奈川県　神奈川第８ 福田　哲

東京都　　区部第７ 田中　雅之 神奈川県　神奈川第９ 羽田　直樹

東京都　　区部第８ 杉浦　綾子 神奈川県　神奈川第10 西田　利寛

東京都　　区部第９ 佐藤　麗司朗 神奈川県　神奈川第11 鈴木　元

東京都　　区部第１０ 木内　かをり 神奈川県　神奈川第12 齋藤　隆一

東京都　　区部第１１ 古家　一郎 新潟県　　新潟第１ 立川　健三

東京都　　区部第１２ 江藤　美香 新潟県　　新潟第２ 勝見　秀樹

東京都　　多摩第１ 井上　尚 富山県　　富山 朝倉　秀朗

東京都　　多摩第２ 下野　好弘 石川県　　石川 武田　昭男

東京都　　多摩第３ 浅川　肇 福井県　　福井 寺口　満
【別紙２】.pdf
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分科会名 氏名 備考 分科会名 氏名 備考

山梨県　　山梨 鶴田　郁哉 三重県　　三重第１ 瀬古　博之

長野県　　長野第１ 宮本　 豊 三重県　　三重第２ 片岡　浩司

長野県　　長野第２ 寺沢　秀文 三重県　　三重第３ 磯部　雄一

岐阜県　　岐阜第１ 山村　寛 滋賀県　　滋賀第１ 小西　靖則

岐阜県　　岐阜第２ 小池　育生 滋賀県　　滋賀第２ 高橋　靖展

岐阜県　　岐阜第３ 前田　和彦 京都府　　京都第１ 村山　健一

静岡県　　静岡第１ 竹石　敦 京都府　　京都第２ 三浦　正樹

静岡県　　静岡第２ 鈴木　隆史 京都府　　京都第３ 粟田口　定大

静岡県　　静岡第３ 小泉　喜洋 京都府　　京都第４ 新見　憲一郎

静岡県　　静岡第４ 松島　芳知 大阪府　　大阪第１ 真里谷　和美

愛知県　　愛知第１ 小森　洋志 大阪府　　大阪第２ 山本　健爾

愛知県　　愛知第２ 荒川　鶴章 大阪府　　大阪第３ 原口　友良

愛知県　　愛知第３ 笠野　寿治 大阪府　　大阪第４ 奥田　千歳

愛知県　　愛知第４ 足立　哲実 大阪府　　大阪第５ 難波　里美

愛知県　　愛知第５ 児玉　和久 大阪府　　大阪第６ 河野　史郎

愛知県　　愛知第６ 市川　隆治 大阪府　　大阪第７ 中井　英司

愛知県　　愛知第７ 杉山　信義 大阪府　　大阪第８ 和田　浩

愛知県　　愛知第８ 安田　商基 大阪府　　大阪第９ 善本　かほり

愛知県　　愛知第９ 田島　拓 大阪府　　大阪第１０ 渡邊　直

愛知県　　愛知第１０ 中島　豊司 大阪府　　大阪第１１ 松永　明

愛知県　　愛知第１１ 星野　ゆかり 兵庫県　　兵庫第１ 中村　要
【別紙２】.pdf
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兵庫県　　兵庫第２ 小杉　正樹 愛媛県　　愛媛第１ 大西　泰祐

兵庫県　　兵庫第３ 多田　敏章 愛媛県　　愛媛第２ 髙橋　宏明

兵庫県　　兵庫第４ 尾﨑　潤 高知県　　高知 畠山　照章

兵庫県　　兵庫第５ 陰山　有里 福岡県　　福岡第１ 花田　宏治

兵庫県　　兵庫第６ 三浦　一範 福岡県　　福岡第２ 波多野　宏和

兵庫県　　兵庫第７ 一色　かつみ 福岡県　　福岡第３ 岩隈　良弘

奈良県　　奈良第１ 三和　浩 福岡県　　福岡第４ 井上　真輔

奈良県　　奈良第２ 梅本　剛 福岡県　　福岡第５ 高田　卓巳

奈良県　　奈良第３ 杉本　忠樹 福岡県　　福岡第６ 淺川　博範

和歌山県　和歌山 名手　孝和 福岡県　　福岡第７ 福山　道和

鳥取県　　鳥取 村上　保雄 佐賀県　　佐賀 後藤　修

島根県　　島根 竹内　義和 長崎県　　長崎第１ 織田　雅雄

岡山県　　岡山第１ 日笠　常信 長崎県　　長崎第２ 宮崎　英之

岡山県　　岡山第２ 藤川　亮 熊本県　　熊本第１ 藤井　貞人

広島県　　広島第１ 中村　真二 熊本県　　熊本第２ 宮本　隆志

広島県　　広島第２ 片山　祐輔 大分県　　大分 坂本　圭

広島県　　広島第３ 廣瀨　啓文 宮崎県　　宮崎 上村　芳朗

山口県　　山口第１ 寺井　博教 鹿児島県　鹿児島第１ 大吉　修郎

山口県　　山口第２ 藤井　正隆 鹿児島県　鹿児島第２ 泊　成人

徳島県　　徳島 西岡　聖記 沖縄県　　沖縄 髙平　光一

香川県　　香川 鈴木　祐司
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都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

北海道 齋藤　武也 三重県 片岡　浩司

青森県 島根　幹夫 滋賀県 小西　靖則

岩手県 細川　卓 京都府 村山　健一

宮城県 千葉　和俊 大阪府 真里谷　和美

秋田県 戸澤　一喜 兵庫県 多田　敏章

山形県 月田　真吾 奈良県 三和　浩

福島県 佐藤　栄一 和歌山県 名手　孝和

茨城県 外山　茂樹 鳥取県 村上　保雄

栃木県 森田　信也 島根県 竹内　義和

群馬県 津久井　伸昭 岡山県 日笠　常信

埼玉県 島田　喜久男 広島県 中村　真二

千葉県 佐藤　元彦 山口県 寺井　博教

東京（区部） 浜田　哲司 徳島県 西岡　聖記

東京（多摩） 土屋　俊世 香川県 鈴木　祐司

神奈川県 小林　一寿 愛媛県 大西　泰祐

新潟県 勝見　秀樹 高知県 畠山　照章

富山県 朝倉　秀朗 福岡県 井上　真輔

石川県 武田　昭男 佐賀県 後藤　修

福井県 寺口　満 長崎県 織田　雅雄

山梨県 鶴田　郁哉 熊本県 藤井　貞人

長野県 宮本　 豊 大分県 坂本　圭

岐阜県 山村　寛 宮崎県 上村　芳朗

静岡県 鈴木　隆史 鹿児島県 大吉　修郎

愛知県 小森　洋志 沖縄県 髙平　光一

備考 備考
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   分科会の名称並びに担当の用途の区分及び区域を定める件の一部改正について 

 
 分科会の名称並びに担当の用途区分及び区域を定める件（昭和 57 年 5 月 28 日土地鑑定委員会

決定）の一部を次のように改正する。 
 
分科会の名称・用途区分・区域の表中 

「 福岡第５ 

 

〃 

 

福岡市南区、春日市、大野城市、太宰府市、嘉麻市、那珂川町、宇美町、

篠栗町、志免町、須恵町及び桂川町 」

 

を「 福岡第５ 

 

〃 福岡市南区、春日市、大野城市、太宰府市、嘉麻市、那珂川市、宇美町、

篠栗町、志免町、須恵町及び桂川町 」

 
に改める。 
 
   附 則 
 
 この決定は、平成３０年１０月１日から適用する。 
 
 

 

新旧対照表 

 

都道 

府県 

変   更   後 現     行 

分科会名 用途区分 区  域 分科会名 用途区分 区  域 

福岡 

 

福岡第５ 

 

宅 地 

 

福岡市南区、春日市、

大野城市、太宰府市、

嘉麻市、那珂川市、宇

美町、篠栗町、志免町、

須恵町及び桂川町 

福岡第５ 

 

宅 地 

 

福岡市南区、春日市、

大野城市、太宰府市、

嘉麻市、那珂川町、宇

美町、篠栗町、志免町、

須恵及び桂川町 

 

 
 

平成30年10月1日 福岡県筑紫郡那珂川町が那珂川市となる。 

 

 
（平成 30 年 6 月 1 日 総務省告示第 195 号） 
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