
令和２年度土地鑑定委員会（第２回）議事要旨 

 

 

 

１． 開催日時 

令和２年６月12日（金） 15:00 ～ 17:00  

 

２．場  所 

  国土交通省会議室（中央合同庁舎第３号館10階 土地・建設産業局 局第２会議室）を起点とし 

ＷＥＢ会議形式にて開催 

 

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 

   青木由行土地・建設産業局長、松原明紀土地・建設産業局次長、福永真一地価調査課長、 

遠山英子鑑定評価指導室長、西畑知明地価公示室長、新保光代地価調査課長補佐 他 

 

４． 議題 

【審議事項】 

(1) 令和２年不動産鑑定士試験論文式試験問題の決定について 

(2) 令和３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 

(3) 令和３年地価公示標準地設定方針について 

(4) 令和３年地価公示鑑定評価員等の委嘱等について 

 

５．議事等 

【審議事項】 

(1) 令和２年不動産鑑定士試験論文式試験問題の決定について 

令和２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。 

 

(2) 令和３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 

令和３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。 

 

(3) 令和３年地価公示標準地設定方針について 

令和３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。 

 

(4) 令和３年地価公示鑑定評価員等の委嘱等について 

令和３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。 

委員からの主な意見は、次のとおりであった。 

・過去に非委嘱となった者や委嘱審査において不適格であった者が繰り返し応募してきてい

る状況であるが、応募にあたって何らかの制限の検討が必要ではないか。 

・文書厳重注意対象者について、今後改善が見られない場合の委嘱のあり方について、ルール

を設けるべきではないか。 

 

                                         以  上 



令和２年６月１２日 

 

令和３年地価公示標準地設定方針（案） 

 

１．基本方針 

  令和３年地価公示の標準地設定数は、２６，０００地点（令和２年地価公示と

同数）とする。 

標準地は、継続の重要性を考慮し、令和２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（昭和５７年６月１６日土地鑑定委員会決定）に

基づき点検を行い、土地利用の状況、地域の開発状況・熟成度、利便性・繁華性

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

模等を勘案し、必要がある場合は、以下に定める区分に従い、選定替を行う。 

 

（１）市街化区域及び市街化調整区域 

○ 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。 

  ○ 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。 

○ 近年の市街地の状況変化を踏まえ、土地の利便性や収益性に応じた地価の

個別化傾向をより適切に把握できるよう、標準地の配置を検証し、必要に応

じて見直しを行うものとする。また、大規模な共同住宅の立地が進む住宅

地、再開発地・観光地等において訪問客の増加による特徴的な繁華性の向上

等が見られる商業地のほか、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、標準地を設定できるものとする。 

○ 都市計画で定められた用途地域の区分とは異なる用途での土地利用が行わ

れており、又は行われつつある一定のまとまりのある地域（例えば、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共同住宅の立地が進

んでいる地域等）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、用途地域の区分とは異なる用途の標準地を設定で

きるものとする。 

 

別紙１ 
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（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変化等地域の実情に応じて、土地の用途が同質と認めら

れる地域を選択し、住宅地及び商業地について設定する。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地域を

選択し、設定できるものする。 

 

② 線引廃止区域で引き続き用途地域の指定がなされている区域 

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今後の開発計画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、住宅地及び商業地について設定する。工業地については、当該区

域において、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．新しい調査方法の試行 

  令和３年地価公示より、別紙１のとおり、新しい調査方法を試行する。 

 

 

４．令和３年地価公示標準地設定計画 

    令和３年地価公示の標準地設定計画（別紙２）について、今後の標準地の点検

結果を踏まえ、選定替の必要が生じる場合には、所要の変更を行う。 
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別紙１ 

     地価公示における新しい調査方法の試行について（案） 

 

１．目的 

  地価の個別化・多極化傾向に対応して地価公示の機能の強化を図るため、地価

動向が安定している地域の一部の標準地について隔年で調査を行うとともに、地

価の個別化・多極化が見られる地域での標準地を確保する調査方法の見直しを試

行する。 

 

２．隔年調査の実施 

（１）地価動向が安定している地域 

隔年で調査を行う地点は、以下の地価動向が安定している地域内の標準地と

する。 

○ 近接する複数の標準地について、類似の地価動向を示している（地価の横

ばい状態が継続又は対前年変動率の地点間の差が小さい状況が継続してい

る）地域。 

○ 上記の地域であって、今後の地価動向に大きな影響を及ぼしうる要因（例

えば、交通インフラの整備や再開発等）が想定されていない地域。 

 

（２）隔年で調査を行う標準地に係る留意点 

○ 地価動向が安定している地域内の複数の標準地のうち、原則として１地点を

隔年調査の試行対象とする。 
○ 隔年調査の対象とする地点には、代表標準地、都道府県地価調査との共通地

点、市区町村の最高価格地又は最低価格地など、地価を把握する上で特に重要

な標準地を含まない。 
○ 隔年調査の対象とする地点には、地価に関する経年データを蓄積する観点か

ら、長期に継続調査している標準地を原則として含まない。 
○ 隔年調査の対象とする地点に関し、調査を行わない年における地価動向の推

定及び事後の検証に活用するため、隔年調査の対象とする地点と地域要因等が

類似する他の地点（ベンチマーク地点）を原則として複数選定する。 
 

３．新たに設定する標準地 

以下のような地域について、新たに標準地を設定することにより、地価動向の

把握範囲を広げ、地価公示の機能強化を図る。 

① インフラ整備により交通利便性の向上が見込まれる地域、再開発や観光客の

増加等により繁華性・収益性の向上が見込まれる地域、土地利用の転換が進ん
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でいる地域などであって、地価を的確に把握する必要性が高い地域。 
② 地価の変動が見られる地域であって、地価の変動要因が影響する範囲を的確

に把握する必要性が高い地域。 
 

４．試行の規模と試行対象地点の選定における留意点 

○ 隔年調査の試行は、令和３年及び令和４年の地価公示において、各年５０地

点ずつ、合計１００地点で実施する。 
○ ５０地点の都道府県ごとの内訳は、東京都、愛知県及び大阪府では各２地点

とし、それ以外の道府県では各１地点とする。 
○ 新たに設定する標準地は、５０地点（令和３年及び令和４年の地価公示とも

同一地点）とし、都道府県ごとの内訳は隔年調査と同様とする。 
○ 隔年調査の対象とする地点、新たに設定する地点ともに用途は住宅地又は商

業地とする。また、標準地全体の用途構成比が大きく変わることのないよう、

隔年調査の対象とする地点と新たに設定する地点の用途に配慮する。 
○ 標準地全体の地理的分布が大きく変わることのないよう、隔年調査の対象と

する地点と新たに設定する地点の地理関係に配慮する。 
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都　　市　　計　　画　　区　　域

区域 　　　　　　　市街化区域 市街化調整区域 その他の都市計画区域

都道 住宅地 宅　地 商業地 工業地 小  計 住宅地 商業地 工業地 林　地 小　計 住宅地 商業地 工業地 小　計 合　計 住宅地 商業地 工業地 合　計
府県名 見込地

北 海 道 718 2 299 55 1,074 58 0 0 0 58 166 68 0 234 1,366 1 0 0 1 1,367 1

青 森 109 2 44 13 168 25 0 0 0 25 47 25 0 72 265 0 1 0 1 266 1

岩 手 47 1 20 2 70 8 0 0 0 8 71 33 2 106 184 2 0 0 2 186 1

宮 城 317 3 115 12 447 25 0 0 0 25 70 32 1 103 575 0 0 0 0 575 1

秋 田 54 1 25 5 85 12 0 0 0 12 65 30 0 95 192 1 0 0 1 193 1

山 形 59 2 31 6 98 13 2 1 0 16 56 28 0 84 198 0 0 0 0 198 1

福 島 188 4 69 12 273 35 0 0 0 35 101 37 1 139 447 0 0 0 0 447 1

茨 城 393 3 102 21 519 92 4 1 1 98 48 22 0 70 687 0 0 0 0 687 1

栃 木 234 0 74 19 327 68 0 0 0 68 48 23 0 71 466 0 0 0 0 466 1

群 馬 172 0 79 10 261 25 1 0 0 26 67 36 1 104 391 1 0 0 1 392 1

埼 玉 930 1 216 40 1,187 75 0 3 2 80 27 6 1 34 1,301 0 0 0 0 1,301 1

千 葉 844 5 170 67 1,086 50 0 0 7 57 79 36 1 116 1,259 0 0 0 0 1,259 1

東 京 1,681 0 844 39 2,564 12 0 0 8 20 12 6 0 18 2,602 0 0 0 0 2,602 2

神 奈 川 1,291 4 353 72 1,720 36 0 0 8 44 15 7 0 22 1,786 1 0 0 1 1,787 1

新 潟 168 0 61 16 245 35 2 0 0 37 104 48 0 152 434 0 0 0 0 434 1

富 山 95 2 48 8 153 13 0 0 0 13 44 22 0 66 232 0 0 0 0 232 1

石 川 99 2 39 10 150 7 1 0 0 8 48 22 0 70 228 0 0 0 0 228 1

福 井 36 0 19 5 60 6 0 1 0 7 45 23 0 68 135 0 0 0 0 135 1

山 梨 41 0 20 3 64 4 3 0 0 7 61 31 1 93 164 3 0 0 3 167 1

長 野 81 0 45 4 130 19 1 0 0 20 112 66 4 182 332 0 0 0 0 332 1

岐 阜 164 1 68 15 248 16 0 0 0 16 76 37 5 118 382 0 0 0 0 382 1

静 岡 344 0 133 41 518 66 1 0 0 67 58 28 1 87 672 0 0 0 0 672 1

愛 知 1,206 3 485 93 1,787 103 2 1 10 116 0 0 0 0 1,903 0 0 0 0 1,903 2

三 重 188 3 72 21 284 33 0 0 2 35 72 38 3 113 432 0 0 0 0 432 1

滋 賀 156 0 73 17 246 44 0 0 0 44 42 13 1 56 346 0 0 0 0 346 1

京 都 395 1 136 27 559 30 0 0 3 33 29 9 2 40 632 0 0 0 0 632 1

大 阪 1,200 1 364 110 1,675 37 0 0 3 40 0 0 0 0 1,715 0 0 0 0 1,715 2

兵 庫 779 1 190 66 1,036 67 0 0 6 73 56 29 0 85 1,194 0 0 0 0 1,194 1

奈 良 280 4 75 8 367 37 0 1 0 38 0 0 0 0 405 0 0 0 0 405 1

和 歌 山 41 1 28 3 73 6 0 1 0 7 67 33 0 100 180 0 0 0 0 180 1

鳥 取 40 2 21 4 67 11 0 0 0 11 37 13 0 50 128 0 0 0 0 128 1

島 根 35 1 15 2 53 7 0 0 0 7 50 28 0 78 138 0 0 0 0 138 1

岡 山 176 2 82 11 271 40 0 0 0 40 61 27 2 90 401 0 0 0 0 401 1

広 島 369 0 130 35 534 29 0 0 0 29 51 24 0 75 638 1 0 0 1 639 1

山 口 118 4 63 20 205 18 0 0 0 18 52 31 1 84 307 1 1 0 2 309 1

徳 島 73 0 23 8 104 19 1 0 0 20 12 6 0 18 142 0 0 0 0 142 1

香 川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 55 11 177 177 1 1 0 2 179 1

愛 媛 71 2 49 7 129 10 0 0 0 10 80 34 5 119 258 0 0 0 0 258 1

高 知 50 1 22 2 75 10 0 1 0 11 37 24 0 61 147 0 0 0 0 147 1

福 岡 511 1 207 38 757 32 0 0 0 32 97 47 0 144 933 0 0 0 0 933 1

佐 賀 37 1 19 3 60 8 0 0 0 8 46 23 0 69 137 0 0 0 0 137 1

長 崎 106 3 47 11 167 15 0 0 0 15 50 29 1 80 262 1 0 0 1 263 1

熊 本 103 2 45 5 155 12 0 1 0 13 50 30 3 83 251 0 0 0 0 251 1

大 分 94 3 52 10 159 8 0 0 0 8 47 32 1 80 247 0 0 0 0 247 1

宮 崎 88 1 41 8 138 15 1 0 0 16 50 24 0 74 228 1 1 0 2 230 1

鹿 児 島 55 1 30 4 90 5 0 0 0 5 133 63 0 196 291 0 0 0 0 291 1

沖 縄 85 1 38 5 129 4 0 0 0 4 38 21 0 59 192 0 0 0 0 192 1

全 国 14,321 72 5,181 993 20,567 1,300 19 11 50 1,380 2,688 1,299 48 4,035 25,982 14 4 0 18 26,000 50

注： 福島県については、令和２年地価公示において調査を休止した「その他の都市計画区域」内の７地点（住宅地５地点、商業地２地点）が含まれている。

（地点数）

総　計

都市計画区域外
うち、
試行対象
地点

令和３年地価公示標準地設定計画（案）

別紙２
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令和３年地価公示鑑定評価員等名簿（案） 

 

 

・令和３年地価公示鑑定評価員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

・令和３年地価公示分科会幹事名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

・令和３年地価公示代表幹事名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ 

別紙２ 



令和3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 松浦　晃久

（ 10名 ） 石川　勝利 新規 海野　俊郎 水野　裕司

大植　隆 木下　俊明
北海道
北海道第８

成田　一樹 幹事

川尻　雅裕 後藤　敏之 （ 11名 ） 猪子　道夫

佐藤　美香 更科　慎一 小原　孝太郎

筒井　大輔 清水　寛泰 河合　貢

早坂　元 宮﨑　信彦 菊地　優広

前田　芳秀 村上　功英 木野村　英六

目黒　健兒 山本　寛士 合田　修

横山　幹人
北海道
北海道第５

髙橋　総生 幹事 酒井　寛太

北海道
北海道第２

須藤　秀行 幹事 （  9名 ） 伊澤　珠樹 下重　勝博

（  8名 ） 江口　秀一 石川　明 千田　裕也

川原　健一 姥澤　克文 星野　吉輝

高橋　浩子 奥村　篤 評価員数　 73名

廣瀬　靖之 小林　永佳
青森県
青森第１

久保田　聡 代表幹事

藤田　絵理子 三好　克治 （ 11名 ） 青田　淳一

宮達　隆行 山口　貴路 工藤　美佐緒

村上　昭雄 吉田　仁 後藤　薫

北海道
北海道第３

竹内　準 幹事
北海道
北海道第６

本間　芳樹 幹事 斎藤　優

（ 11名 ） 井上　勝法 （  6名 ） 景澤　周平 佐藤　俊彦

今田　幹丈 橘　健藏 鈴木　泰雄

上杉　孝也 中山　高志 千葉　篤志

坂井　愼一 前川　忠男 橋本　一憲

流田　有啓 森元　浩 最上　伸子

花井　尚彦
北海道
北海道第７

世木澤　満 幹事 森　浩一郎

林　誠 （  8名 ） 石川　陽三
青森県
青森第２

森　政浩 幹事

増村　哲史 蒲生　恵介 （  6名 ） 浅井　康光

三原　正之 塩野　未来 駒木　功

本井　真弓 新規 原口　康洋 佐藤　大

北海道
北海道第４

山田　浩市 幹事 堀川　裕巳 東海林　信行

備考 備考 備考



令和3年地価公示鑑定評価員名簿 PAGE: 2

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

南　彰 平尾　光拡 戸張　有

評価員数　 17名 真木　芳美 評価員数　 38名

岩手県
岩手

細川　卓 代表幹事 右田　貴紳
秋田県
秋田

戸澤　一喜 代表幹事

（ 20名 ） 有岡　智昭
宮城県
宮城第２

高田　康弘 幹事 （ 15名 ） 石塚　充

大下　智 （ 10名 ） 青田　令子 大河　康隆

貝原　敦 秋元　康男 工藤　則夫

小網　裕三 有川　卓也 佐藤　信博

小泉　寛 江澤　亜樹 白沢　啓

近藤　光保 遠藤　公正 相馬　完

佐々木　繁光 加藤　義和 武田　勉

佐々木　光政 髙森　幹雄 田仲　博樹

佐藤　真 稗貫　信浩 新規 千田　幸紀

城石　雅彦 渡邊　充啓 平岡　為義

中井　孝
宮城県
宮城第３

西山　敦 幹事 平野　太郎

新沼　輝雄 （  9名 ） 五十嵐　亮治 藤田　雅彦

畠山　順 今井　匡 新規 堀　範子

服部　幸司 大友　洋 山陰　逸郎

東野　成紀 大場　博 評価員数　 15名

古水　隼人 小野寺　和夫
山形県
山形

月田　真吾 代表幹事

横田　浩 小竹　潤 （ 17名 ） 赤藤　元玄

吉田　美弥 松尾　公平 安孫子　直樹

吉田　勇光 宮本　一輝 阿部　和宏

評価員数　 20名
宮城県
宮城第４

角田　宗夫 幹事 石川　聡

宮城県
宮城第１

千葉　和俊 代表幹事 （  9名 ） 遠藤　公元 植松　知明

（ 10名 ） 伊藤　定幸 小関　富雄 植松　広央

緒形　潤一 佐々木　真理 大貫　良一

齋　正晴 佐藤　紀彦 金子　純也

菅原　史朗 猿渡　俊 今田　修一

田中　忠一 須藤　智哉 新規 篠田　卓洋

中山　修 須藤　信行 高嶋　俊幸
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東海林　正昭 （  7名 ） 大久保　元弘 佐藤　ぱうろ

中村　剛 小野　博 關本　淳一

福山　善智 河谷　元 説田　賢哉

森谷　崇史 舩山　克彦 土田　達雄

森谷　昌幸 横山　進也 新規 宮本　正人

評価員数　 17名 吉村　英博 和野　雅

福島県
福島第１

大河内　敏文 幹事 評価員数　 30名
茨城県
茨城第４

中島　寛和 幹事

（  7名 ） 安彦　一
茨城県
茨城第１

羽場　睦夫 幹事 （ 17名 ） 植野　裕高

岩城　恭子 （ 10名 ） 植木　和貴 大塚　恆寛

岩渕　大毅 河村　直行 大月　一代

大橋　卓也 五木田　裕一 小祝　良廣

金子　克之 齋藤　清人 小林　康男

吉田　健次 佐野　俊夫 後藤　伸一

福島県
福島第２

佐藤　栄一 代表幹事 高橋　恒 佐藤　実

（ 16名 ） 淺川　和徳 永井　匡 澤田　慶一郎

安達　一夫 藤沼　宏明 関山　成康

石田　英之 増田　潤志 高田　文明

遠藤　盛英
茨城県
茨城第２

植木　康雄 幹事 立川　伸光

小椋　満幸 （  8名 ） 梅田　良和 塚本　修一

小橋　達夫 鈴木　信也 中島　朋美

佐藤　忠信 関　哲也 長島　理

澁川　義満 高橋　研二 番匠　正樹

鈴木　禎夫 豊嶋　郁夫 安　智範

舘　輝政 長尾　孝一 評価員数　 46名

二瓶　直之 山口　克次
栃木県
栃木第１

永井　正義 代表幹事

橋本　真一
茨城県
茨城第３

外山　茂樹 代表幹事 （ 14名 ） 上野　初雄

原田　昌明 （ 11名 ） 石上　康夫 亀田　作

矢吹　博則 今泉　千恵 小岩　圭一

渡邉　眞宏 海老澤　聡 柴﨑　秀生

福島県
福島第３

安田　哲郎 幹事 太田　聖史 下山田　淳
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鈴木　健司 澤　光彦 神林　宏明

相馬　明利 渡辺　健太郎 小林　裕幸

高橋　順一 評価員数　 38名 坂村　光昭

中山　亮介
群馬県
群馬第１

福田　清隆 代表幹事 田中　聡一

西田　直樹 （ 14名 ） 石川　直美 津久井　伸昭

仁保　謙二 荻原　松雄 西尾　直人

茂垣　雅德 片栁　華絵 新規 前原　徹児

森田　信也 木村　泰章 山田　智久

栃木県
栃木第２

舘内　宏宣 幹事 小池　龍太 評価員数　 35名

（ 11名 ） 池末　宏行 近藤　仁
埼玉県
埼玉第１

山岡　学 幹事

石坂　芳明 設楽　篤司 （ 11名 ） 伊藤　聡

遠藤　圭一 武井　清 風岡　淳一

大竹　正巳 武井　輝雄 北川　憲

大出　卓 原　孝幸 儀部　忠司

大山　賢 保坂　充勇 小林　隆敏

海賀　睦友 堀口　由紀子 新規 島田　喜久男

阪上　京子 吉澤　卓 長谷　篤

柴崎　博之
群馬県
群馬第２

石田　寛 幹事 馬場　努

中山　征人 （ 10名 ） 石川　健太郎 松本　竜一

栃木県
栃木第３

宇塚　浩一 幹事 海老沼　宏次 森田　孝

（ 13名 ） 市村　明洋 岡田　忠彰
埼玉県
埼玉第２

高橋　隆一 幹事

伊矢野　忠寿 君島　准逸 （ 13名 ） 上杉　徳子

大島　克士 菅谷　隆雄 大島　久也

小川　勉 立木　圭 大友　由貴子

金田　敏夫 長谷川　玄 新規 河村　茂明

阪上　真佐彦 星　憲洋 清岡　明

坂本　嘉男 茂原　太年 切敷　幸志

櫻井　基雄
群馬県
群馬第３

吉澤　雅己 幹事 小泉　努

富田　晃司 （ 11名 ） 小河原　健幸 小暮　雅史

増山　裕司 長壁　治 佐藤　隆
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立澤　恵理 （ 12名 ） 青木　徹 武田　昌之

永瀬　美幸 天田　淳一 内藤　秀一

松島　俊輔 石田　清巳 中島　信吾

埼玉県
埼玉第３

堀口　学郎 幹事 浦野　一郎 西原　崇

（ 13名 ） 阿久津　裕志 奥川　大河 根岸　一雄

浦崎　国雄 各務　実 堀口　雄一朗

門脇　誠 栗原　誠 諸貫　道明

巣合　勇次 具志堅　全泉 山口　邦男

鈴木　良彦 森田　努 山本　晃嗣

中野　拓 八杉　一樹
埼玉県
埼玉第８

山田　寛之 幹事

仲野　文孝 山﨑　伸雄 （ 14名 ） 相川　晶彦

中山　健人
埼玉県
埼玉第６

安川　千春 幹事 石井　依子

﨡原　康善 （ 14名 ） 浅子　栄二 岡本　香織

濱田　雄一 荒井　信宏 岡本　祐一

森　公司 大山　光男 齋藤　雅一

吉本　真理 片岡　靖 髙井　厚

埼玉県
埼玉第４

西脇　正樹 幹事 岸田　博 竹村　実

（ 13名 ） 新井　和弥 小石　秀幸 鳥羽　健二郎

江里口　真 鈴木　正人 直井　裕

河野　量平 瀬尾　守 平野　光芳

黒住　明央 高橋　晃 福島　經基

佐藤　宏昭 羽田野　英二 牧元　航也

柴田　泰邦 三谷　清 吉岡　邦展

竹本　朗 村岡　淳二
埼玉県
埼玉第９

河野　栄一 幹事

田中　美奈子 森田　裕之 （ 12名 ） 新井　寛久

谷村　康志
埼玉県
埼玉第７

三田　和巳 代表幹事 小貫　洋一

蜂須賀　郁未 （ 14名 ） 石川　輝 鈴木　秀敏

平林　誠 奥出　研二 髙野　広明

法師人　育央 佐々木　信博 堤　史匡

埼玉県
埼玉第５

三好　徳昌 幹事 鈴木　哲雄 中澤　喜一
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中田　一
千葉県
千葉第３

高松　芳壮 幹事 増間　真一

野口　圭介 （ 22名 ） 海野　弘昭 吉田　司

野澤　伊沙夫 勝見　秀男 四方田　修

原嶋　康仁 加藤　修二
千葉県
千葉第５

川口　浩司 幹事

山口　和範 加納　成俊 （ 13名 ） 宇都宮　裕

評価員数　116名 神作　芳宏 小川　哲也

千葉県
千葉第１

大西　達也 幹事 木下　浩二 家島　健輔

（ 11名 ） 上條　公太郎 小出　聡子 小助川　靖法

小出　修身 小畑　昌也 車　英玉

小林　功武 後藤　元 豊田　洋一

杉田　隆 坂田　雄一 福士　正直

橘　英雄 島田　憲二 藤田　宗晴

中村　暁美 瀨﨑　敦子 増田　優子

長谷川　千恵子 高城　直樹 松本　尊志

姫野　孝 塚田　孝久 母袋　秀樹 新規

幸村　英樹 永井　宏治 森口　利彦

渡邊　統子 長谷川　昇
千葉県
千葉第６

桑田　康彦 幹事

千葉県
千葉第２

鈴木　聡 幹事 張間　雄次 （ 13名 ） 新井　善久

（ 13名 ） 秋葉　節久 福﨑　隆一 金田　光重

足立　順子 山口　真由美 小塚　隆雄

井野　好伸 山崎　潤 杉田　秀樹

小野坂　圭裕 山﨑　淳子 鈴木　邦幸

菊地　敦雄
千葉県
千葉第４

佐藤　元彦 代表幹事 玉谷　昌弘

北島　賢二 （ 11名 ） 池田　孝 寺田　由希子

富井　康司 大日南　元就 中島　毅

中島　光之 大村　進 藤岡　学 新規

中田　敏之 薩美　奈津美 星野　勇

三原　良作 佐藤　健一 松田　宗司

結城　敏勝 髙橋　貴俊 米元　豊

渡邊　一夫 田村　正晴
千葉県
千葉第７

大木　一広 幹事
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（ 11名 ） 安部　保 髙橋　由 仲丸　智行

石上　史明 森　正利 野坂　啓介

伊藤　重夫 評価員数　116名 藤野　裕三

岩下　杉彦
東京都
区部第１

浜田　哲司 代表幹事 三崎　英司

大木　孝仁 （ 16名 ） 小熊　忍 安本　光夫

笹野　善基 京野　賀典 吉本　博貴

田中　正裕 後藤　計 渡邉　佳則

中本　敦士 佐藤　雅之
東京都
区部第３

中原　幸夫 幹事

広瀬　祥之 嶋田　幸弘 （ 19名 ） 飯田　修司

宮﨑　治夫 砂野　明俊 石井　秀樹

千葉県
千葉第８

小林　隆司 幹事 髙井　猛史 岩下　剛佳

（ 12名 ） 石井　恒德 苗代　昌志 遠藤　真司

勝　錬太郎 蜂須賀　千秋 岡　竜也

岸　和男 彦坂　正博 岡本　健治

鈴木　京子 松岡　貴史 小川　征誠 新規

竹ケ原　博邦 山下　哲之 神山　由紀夫

豊田　正一 山本　耕平 川井　祐二

松島　孝悟 吉村　真行 紀伊　英作

源　正人 米山　王伯 倉本　穣一

森　正臣
東京都
区部第２

服部　毅 幹事 酒井　純子

柳堀　文彦 （ 18名 ） 阿比留　健次 佐藤　勝己

山本　喜一 有賀　岳大 下木原　仁

千葉県
千葉第９

印東　伸泰 幹事 上原　弘訓 杉浦　公庸

（ 10名 ） 青沼　貴仁 江口　晃太 鈴木　正則

安藤　泰斗 大澤　裕一 菱村　寛

井村　弘範 柏原　理奈 山﨑　佳代

植草　文雄 佐々木　元偉
東京都
区部第４

森　久子 幹事

黒田　安仁 佐藤　重彦 （ 15名 ） 伊藤　剛

菅野　幸作 立花　俊輔 犬嶋　和彦

須藤　雅敏 田村　直之 牛木　啓貴
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佐々木　千佳子
東京都
区部第６

大地　克巳 幹事 谷岡　勝治

角田　綾子 （ 19名 ） 浅井　康徳 谷本　充弘

千葉　健一 井口　昭 柘植　大徳 新規

長谷川　宏樹 石井　栄洋 野口　和紀

平松　美恵子 市川　正美 松浦　理映子

森永　愼一 井上　康 森　宏師

安田　明芳 太田　謁八 山谷　弘幸 新規

澤　真美 大坪　広治
東京都
区部第８

樫野　匡彦 幹事

吉田　雅一 笠井　真由美 （ 19名 ） 伊藤　彩絵子

吉村　克 紺谷　昌弘 稲野邉　俊

渡邉　大樹 杣谷　考志 岡田　久志

東京都
区部第５

降矢　等 幹事 髙木　一博 小國　敏雄

（ 19名 ） 五十嵐　恵美 瀧　康次郎 尾藤　哲

伊藤　慶彦 筒井　知子 神田　直樹

岩田　卓也 戸谷　涼賀 北村　五月

海老沼　利幸 樋口　典子 栗原　友美

小田桐　雅也 福田　洋子 小林　達哉

金丸　昭吾 星野　與四峰 齊藤　滋

栗山　大介 吉野　宜秀 佐藤　俊夫

小林　尚子
東京都
区部第７

田中　雅之 幹事 杉浦　綾子

竹内　強 （ 18名 ） 天田　雄一郎 曽我　一郎

田中　昌代 石原　伸彦 田村　竜二

谷藤　恵美子 片岡　哲也 南陽　政道

田上　克彦 門井　明美 橋本　恵美子

殿原　玲子 在間　浩二 矢﨑　憲一

藤田　桂太 島　修治 渡邉　剛

松岡　利哉 進藤　俊二
東京都
区部第９

青山　弘平 幹事

山木　岳 鈴木　真紀 （ 21名 ） 置鮎　謙治

山田　光治 高橋　悟郎 神岡　禎高

渡邉　敦 新規 武弘　由希子 神川　清
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木下　剛 横山　宗忠 遠山　雄大

倉持　善栄 盧　昌作 中井　和人

小林　利美
東京都
区部第１１

古家　一郎 幹事 中川　太知 新規

齊藤　政治 （ 17名 ） 新井　帰 畠山　勇介 新規

佐藤　麗司朗 有沢　範芳 保戸田　藤郎

塩入　晋 上野　正和 牧野　治世子

神道　和弘 植松　明 松本　裕

末原　伸隆 榎本　純 森田　元

須藤　雅章 岡村　淑子 森脇　哲史

高橋　宣之 神山　大典 綿引　信孝

内藤　九亀 岸　裕一 新規
東京都
多摩第１

井上　尚 幹事

長岡　正明 金塚　麻実 （ 17名 ） 浅川　崇

長沢　二郎 栗原　邦広 岩井　喜一

菱村　千枝 小森　秀夫 江﨑　陽子

松原　慎一郎 新規 堤　裕 大山　宏毅

矢﨑　美和子 供田　茂彰 川邊　節子

山下　寛樹 廣木　耕治 木下　典子

東京都
区部第１０

木内　かをり 幹事 守永　豊彦 木村　修

（ 15名 ） 上遠野　公一 川　和弥 髙坂　哲男

塩田　研太郎
東京都
区部第１２

工藤　貴好 幹事 小山　東子

鈴木　仁 新規 （ 21名 ） 荒川　真司 堤　圭一

須藤　裕之 岩本　育子 冨田　建

竹永　理英 岡田　生 堂下　裕史

田中　眞由美 沖　健信 中田　文央

土井　小咲 勝田　晴彦 西村　髙志

成島　弘一 川崎　信和 入村　匡哉

原　勝久 佐藤　智之 松本　敦彦

平井　正治 瀬﨑　幹久
東京都
多摩第２

下野　好弘 幹事

向原　信克 仙田　修 （ 16名 ） 浅利　隆文

森本　有応 髙山　博好 江沢　正彦
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太田　保代 江蔵　龍
東京都
多摩第６

谷津　繁 幹事

岡﨑　徹也 岡田　章義 （ 13名 ） 石井　一嘉

小川　樹恵子 小田　康太 板橋　愼一

小川　智達 北川　晋大 岡本　和弘

粕谷　明子 倉部　豊彦 押谷　誠治

桜井　徹 斉藤　直行 黒木　中

佐藤　孝二 佐藤　耕一 中澤　信行

鈴木　昭弘 竹内　修 西埜　孝

洲浜　拓志 飛田　崇 新規 長谷川　裕幸

武林　秀則 富岡　次郎 林　達郎

中嶋　敏 半澤　恵美 肥田木　哲志

長友　和彦 比留間　康昌 松井　俊明

山本　宗寛 新規 松岡　利喜雄 山口　徹雄

東京都
多摩第３

浅川　肇 幹事 三角　誠
東京都
多摩第７

佐藤　幸秀 幹事

（ 14名 ） 小澤　勝実 新規
東京都
多摩第５

図子　久雄 幹事 （ 15名 ） 秋間　雅樹

熊丸　博昭 （ 16名 ） 新井　隆之 足立　和男

佐藤　美佐子 大川　好昭 尾嶋　隆博

清水　豊 大和田　公一 菊地　宏

鈴木　正夫 木俣　美晴 黒瀬　賢一

谷　和也 新規 郡　彪 佐藤　淳

長谷川　儒人 小山　博之 中澤　信頼

樋口　裕 塩田　まみ 野﨑　和廣

本多　久良 清水　達也 宮本　英通

湊　尚志 田中　和弘 山﨑　俊治

盛田　直浩 谷　良介 山本　慎太郎

山陰　良徳 鉄谷　義宏 除村　武夫

山口　美紀 萩原　謙介 渡辺　浩

東京都
多摩第４

土屋　俊世 代表幹事 服部　正利 渡辺　昌宏

（ 17名 ） 秋山　実 原　寛人 評価員数　325名

内野　美樹 藤川　健一
神奈川県
神奈川第１

小林　一寿 代表幹事
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（ 11名 ） 石井　健之 徳田　亮
神奈川県
神奈川第６

渡辺　康男 幹事

伊藤　弘志 長岡　俊宏 （ 13名 ） 浅尾　嘉之

井上　賢一 馬場　佳子 安藤　ひろみ

大泉　雅孝 森　好彦 石﨑　俊司

酒部　英樹 矢島　正喜 岩澤　誠

志村　純一 渡部　秀一 荻原　久男

髙橋　一也
神奈川県
神奈川第４

松原　壮太郎 幹事 奥村　悟

西野　秀樹 （ 14名 ） 岩田　正男 坂本　圭一

藤井　一嘉 上田　弘樹 佐藤　三千代

吉永　昌弘 落合　繁雄 野路　好孝

神奈川県
神奈川第２

大橋　政善 幹事 佐藤　実 松原　哲朗

（ 11名 ） 石田　茂 髙畠　祐二 松本　景

遠藤　一典 田中　恵利子 湯浅　浩

坂井　誠 冨来　功
神奈川県
神奈川第７

塚田　貴洋 幹事

坂元　陽 長尾　ゆき子 （ 12名 ） 石川　伸彦

西　清貴 廣瀬　公三 石原　晋志 新規

西川　浩美 保坂　泰久 浦　賢一

馬場　敦志 峰崎　泰生 榎本　一裕

藤田　洋美 横田　隆浩 小俣　要一

山口　健司 和田　伸也 新規 栗山　亮

渡部　基久
神奈川県
神奈川第５

小林　隆志 幹事 田中　伸佳

神奈川県
神奈川第３

髙橋　芳明 幹事 （ 10名 ） 飯田　俊雄 中島　雄二

（ 15名 ） 岩崎　佐斗子 大野　克夫 新倉　敦子

内野　亜衣子 菊川　哲史 野入　健一

大原　一郎 北見　文彦 平松　秀行

後藤　和明 草柳　青磁
神奈川県
神奈川第８

福田　哲 幹事

清水　堅太 黒羽　聡 （ 12名 ） 市川　修一

鈴木　修 鈴木　幹森 伊藤　孝義

関谷　道昭 蛭田　辰也 大久保　芳男

多賀　裕史 渡邊　順也 岡　秀次
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齋藤　伸 玉井　純 原　哲也

佐藤　利行 難波　秀夫 宮城　博之

柴崎　久 橋本　公夫 柳　彰彦

冨樫　絵美 羽田　直樹 山口　隆一

藤田　勝寛 溝呂木　良幸 評価員数　155名

松本　東五 栁田　さをり
新潟県
新潟第１

飯田　英範 代表幹事

和田　智弘
神奈川県
神奈川第11

谷口　洋介 幹事 （ 21名 ） 浅妻　信

神奈川県
神奈川第９

磯部　伸夫 幹事 （ 15名 ） 秋山　義男 天春　敦

（ 14名 ） 片岡　周治 石井　孝憲 新井　俊一

加藤　鉄 今井　勝 伊藤　正弘

狩野　信一 木村　悦人 岩橋　泰規

川井　香苗 鈴木　元 神田　伸一

柴田　和博 成富　正樹 新規 岸本　卓也

鈴木　泰三 西田　利寛 小嶋　能憲

髙橋　信也 藤原　新一 小俣　徹

長橋　克宜 前川　賢治 近藤　伸二

西嶋　靖 松崎　明 清水　裕

萩原　国彦 三平　治憲 滝澤　真史

福沢　雄太 諸田　浩之 立川　健三

邊見　和弘 八木　達彦 中村　真規

増山　喜美雄 吉村　満 廣島　利邦

神奈川県
神奈川第10

四家　俊英 幹事
神奈川県
神奈川第12

齋藤　隆一 幹事 本間　正一郎

（ 15名 ） 岩渕　隆 （ 13名 ） 伊東　良平 松田　光市

岡田　輝彦 今井　孝 本山　純一

河野　廣 川嶋　創 新規 山川　剛

酒井　義直 小泉　正義 吉沢　実

佐竹　良輔 下村　太
新潟県
新潟第２

渡辺　茂郎 幹事

住井　吉郎 杉本　隆司 （ 19名 ） 有坂　修

武田　信一 妻木　達夫 植木　幸雄

田邊　和之 中津川　治 樫出　昭義
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勝見　秀樹 宮川　裕司 奥田　茂

河田　将明 矢島　直人 島田　嘉紀

草間　格 山本　茂雄 土谷　重美

佐藤　勤 評価員数　 17名 寺口　満

佐藤　学
石川県
石川

西田　雄一 代表幹事 中嶋　泰子

柴野　正明 （ 23名 ） 秋山　眞一郎 宮岡　広英

島村　正人 新規 大場　修 山岸　範之

清水　紀夫 岡山　一 評価員数　  9名

神保　和穗 河畑　靖宏
山梨県
山梨

鶴田　郁哉 代表幹事

田中　一春 神田　勝廉 （ 17名 ） 大芝　哲

富所　健司 木﨑　良隆 小川　和彦

本間　禎子 小西　均 小野　淳一

水野　雅夫 西郷　悟 久保嶋　仁

吉田　巧 澤矢　豊伸 窪田　修

渡邉　光幸 武田　昭男 小泉　吉廣

評価員数　 40名 寺田　正成 齋藤　渡

富山県
富山

朝倉　秀朗 代表幹事 中村　聡 杉本　裕昭

（ 17名 ） 伊東　良浩 西野　卓実 土屋　真人

江上　修 西野　正治 野田　岳志

小林　正伸 野本　幸二 薬袋　英津子

竹田　達矢 畠山　麻衣 餅田　豊

富川　喜之 広島　章生 本澤　英史

堂林　純一 福田　修一 森本　武則

中山　聡 藤澤　努 新規 渡邉　慶

服部　恵子 堀江　寿郎 渡邉　武文

広瀬　信之 松山　友成 評価員数　 17名

藤岡　隆徳 諸江　美和
長野県
長野第１

塚田　賢治 代表幹事

藤川　泰史 評価員数　 23名 （ 15名 ） 赤羽根　資裕

藤澤　崇平
福井県
福井

池谷　昌也 代表幹事 畔上　豊

益井　美明 （  9名 ） 梅田　真 岩瀬　朋久
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大井　邦弘 北川　彰 村　寿也

奥村　淳 久保　輝 評価員数　 35名

久保田　修二 前田　和彦
静岡県
静岡第１

細川　豊昭 幹事

神頭　和志 新規 水野　雅文 （ 10名 ） 海野　克明

齋藤　隆 渡邉　貴紀 菊池　晶

塚田　栄二郎 新規
岐阜県
岐阜第２

小池　育生 代表幹事 佐野　雅彦

内藤　武美 （ 14名 ） 安藤　一成 杉﨑　充登

西入　悦雄 伊藤　晃宏 竹石　敦

西入　将光 片山　恵津子 深澤　竜介

西澤　俊次 清水　裕示 矢野　敏夫

宮本　豊 田内　淳 山田　啓吾

長野県
長野第２

矢崎　敏臣 幹事 寺村　建一郎 渡邉　正弘

（ 14名 ） 朝倉　宏典 中園　真一
静岡県
静岡第２

鈴木　隆史 代表幹事

今牧　一宏 端元　常真 （ 10名 ） 和泉　清明

奥原　清 深貝　哲郎 興津　康博

奥村　節夫 丸山　正樹 後藤　雅文

大日方　一成 水野　亨 田中　弘樹

久保　大典 新規 向川原　毅彦 中村　京

郷間　智吏 山村　寛 橋本　雅文

下平　智行
岐阜県
岐阜第３

廣瀬　啓司 幹事 安本　耕治

茅野　武弘 （ 12名 ） 太田　洋一 柳田　毅

寺沢　秀文 杉山　淳 米山　和志

広部　紘行 田中　雅之
静岡県
静岡第３

田中　学 幹事

真子　浩 寺崎　博男 （ 15名 ） 小泉　喜洋

宮坂　祐里 西村　隆 小林　繁

評価員数　 29名 牧野　信人 芝口　直樹

岐阜県
岐阜第１

水野　隆吾 幹事 馬渕　晶江 杉田　篤彦

（  9名 ） 荒山　徳統 向川原　奈美 鈴木　雅博

伊藤　正雄 安田　聖子 鈴木　雅文

神田　浩二 横幕　輝俊 竹井　真也
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田島　克彦 鎌塚　敦司 石脇　雄生

冨田　稲子 近藤　裕二 大羽　昌広

鍋田　俊彦 齋藤　善彦 田井　能久

西園　文人 新規 鈴木　智行 高木　靖人

洞口　義紀 中村　伸二 杤本　正樹

堀　正美 長谷川　明子 中村　祐輝 新規

横山　保夫 藤井　圓隆 西村　研二

静岡県
静岡第４

市川　高史 幹事 堀田　直紀 二村　成彦

（ 16名 ） 青島　進 水野　聡史 本田　知子

渥美　正樹 三宅　真吾 松岡　徹郎

岡野　五郎 三輪　勝年 松田　優一

河原﨑　誠
愛知県
愛知第２

松原　孝文 幹事 藪亀　邦恭

木村　満義 （ 16名 ） 青山　晃 山岡　通長

久保　知則 青山　幸憲
愛知県
愛知第４

足立　哲実 幹事

庄古　延寛 浅見　勝 （ 15名 ） 今枝　祥晃

高塚　智範 可児　良樹 太田　佳宏

高橋　秀明 北村　日出雄 新規 岡﨑　智子

徳田　夏雄 坂井　哲郎 岡本　憲二

成瀬　智也 寺本　啓二 小川　隆文

丸山　哲生 西村　邦広 小川　雄彦

村井　秀樹 服部　寿治 小川　友秀

山田　幹根 藤井　圓一 小椋　真一郎

渡辺　力也 藤林　賢児 角谷　英之

評価員数　 51名 松原　一隆 関野　学

愛知県
愛知第１

小森　洋志 代表幹事 水谷　明 津金　啓一

（ 17名 ） 浅田　勝利 山口　貴徳 前田　達男

池田　雄士 横井　誠 三和　正真 新規

伊藤　敏彦
愛知県
愛知第３

笠野　寿治 幹事 渡邉　一成

小上　慎介 （ 16名 ） 東谷　和輝
愛知県
愛知第５

児玉　和久 幹事

加藤　雅也 粟谷　達也 （ 17名 ） 安達　直樹
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岩田　肇 森本　達也 古田　尚也

荻野　義行 山本　高大 安田　商基

川地　秀和
愛知県
愛知第７

杉山　信義 幹事 山本　健二

國島　章民 （ 15名 ） 大竹　大輔
愛知県
愛知第９

森田　尚樹 幹事

倉橋　克弘 岡村　真治 （ 12名 ） 内田　克也

佐野　達也 小笠原　貴洋 梅村　正明

下村　茂樹 加藤　典利 熊谷　春樹

十倉　幸 後藤　大吉 神戸　康弘

中村　智信 齋藤　登 坂井　悠人

鍋田　悌 島田　雅明 佐藤　博之

濤岡　徹 新規 白井　信之 佐野　克彦

名和　宏恭 竹中　成仁 竹本　弘司

平井　真希 種村　大輔 田邊　季彦

古川　信夫 成田　晃浩 中野　雅之

八木　久満 牧野　敦 伴野　幸宏

愛知県
愛知第６

市川　隆治 幹事 山本　英次
愛知県
愛知第１０

中島　豊司 幹事

（ 17名 ） 井上　徹 吉田　治子 （ 15名 ） 赤川　明彦

大矢知　哲也
愛知県
愛知第８

荒川　鶴章 幹事 安立　昌子

加藤　恭一 （ 16名 ） 有賀　辰彦 五十嵐　康幸

佐藤　和徳 大野　興四郎 伊藤　修一郎

杉本　岳晴 大橋　克也 大脇　淳史

住井　雄一郎 小田　賢治 小倉　偉

竹内　一理 纐纈　正剛 加古　路博

辻　憲作 後藤　龍 亀山　雅弘

那須　明 佐野　正佳 栗田　宗治

原科　篤 新規 鈴木　哲 小林　純

藤嶋　洋一 西尾　綾香 樋沢　武司

本郷　太郎 林　健 松尾　拓志

眞下　弘 藤本　哲太郎 水野　昌弘

村井　克彦 二村　茂樹 吉野　竹夫
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愛知県
愛知第１１

星野　ゆかり 幹事
三重県
三重第２

片岡　浩司 代表幹事 谷　正登

（ 15名 ） 磯貝　誠 （ 13名 ） 梅村　啓之 野﨑　平

一花　徹 岡原　康志 浜本　博志

岡部　耕一郎 駒田　真人 林田　一三

佐々木　絹夫 佐藤　通雄 堀　義彰

篠崎　正人 佐藤　康範 前田　基良

田島　拓 鈴木　茂基 眞下　貴之

田中　博文 西村　昭彦 村木　康弘

鳥居　信行 藤川　勝彦 目片　匡

中谷　恵子 布生　太造 山﨑　琢磨

福岡　洋介 古川　宏 山下　太郎

古田　豊人 前田　直人 吉田　尚

穂坂　文雄 吉田　望実
滋賀県
滋賀第２

齊藤　美絵 幹事

松島　教
三重県
三重第３

磯部　雄一 幹事 （ 18名 ） 上田　理子

山本　晃 （ 10名 ） 赤塚　和則 内田　宏

評価員数　171名 市川　裕規 河原崎　和夫

三重県
三重第１

瀬古　博之 幹事 兼松　弘樹 小西　靖則

（ 14名 ） 伊藤　達家 鈴木　守 鈴木　道代

岡部　康信 髙橋　孝生 田中　勝

斧田　正長 松本　浩二 玉瀧　光

九鬼　精一郎 三輪　時弘 堤　義定

近藤　正樹 守谷　啓市 西田　壮一

後藤　雅和 山本　正敏 橋長　文昭

佐々木　勝己 評価員数　 37名 服部　直幸

酌井　美江
滋賀県
滋賀第１

高橋　靖展 代表幹事 初田　泰雄

田中　幸子 （ 18名 ） 芦川　直樹 浜崎　大祐

中西　光男 今井　康裕 福澤　成実

船橋　俊一 大住元　肇 三宅　純也

桝田　毅 小川　聡 村上　公

吉川　輝樹 川﨑　光彦 桃瀬　公成
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評価員数　 36名 三田村　公司 藤原　陽

京都府
京都第１

村山　健一 代表幹事 三宅　浩司 山本　優 新規

（ 17名 ） 糸井　周平 宮田　真悟 吉岡　和潔

加瀬澤　史人 山下　光弘 渡邊　崇彦

加藤　心 吉村　將人 評価員数　 63名

神本　文子
京都府
京都第３

粟田口　定大 幹事
大阪府
大阪第１

山内　正己 代表幹事

木村　綾乃 （ 17名 ） 岩崎　陽 （ 17名 ） 池木　俊博

小島　崇史 宇野　由香子 石丸　都子

佐藤　正彦 岡田　誠二郎 上原　直記

嶋嵜　敦 木田　洋二 久保　唯 新規

倉　伸介 島本　英年 小林　敬一

中島　直紀 高田　泰光 小林　猛

水野　正也 東辻　壮司 立山　壮平

森口　匠 中島　惠子 土居　博輝

森田　信彦 中島　昌行 中野　聡

山下　善彦 長谷川　茂 長尾　成信

山田　昌弘 福本　敬久 西田　稔

綿越　浩 細見　幸司 野口　健治

京都府
京都第２

津田　浩伸 幹事 堀川　晃 新規 古谷　廣道

（ 17名 ） 小村　直之 山口　将史 森　玲子

左近　宏崇 百合口　賢次 山本　祐一郎

杉山　修一郎 川　啓介 由里　正博

長崎　真也
京都府
京都第４

新見　憲一郎 幹事
大阪府
大阪第２

髙島　博 幹事

西井　雅志 （ 12名 ） 池田　祥司 （ 19名 ） 秋田　佳紀

西川　崇 宇野　行将 市野　重夫

西脇　則之 久木　圭史 太田　徳治

橋本　秀樹 佐々　勝英 大西　薫

前田　祥城 本　尚子 翁長　正勝

松本　薫 寺田　吉宏 木村　惠子

三浦　正樹 服部　神奈 新規 清水　幸一
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竹内　由香 （ 17名 ） 青木　令子 正井　智子

辰己　雅信 飛鳥　由美子 松葉　貴信

富田　浩二 麻生嶋　信
大阪府
大阪第６

河野　史郎 幹事

豊田　健治 井門　晃 （ 16名 ） 石上　達郎

中西　賢一 大江　文夫 緒方　正弘

中村　麻貴子 加藤　陵 尾髙　正樹

中村　雄一 坂口　由記 川崎　誠道

藤田　康雅 島﨑　仁司 川崎　竜輔

山本　健爾 下農　博之 来島　裕

横井　敬史 瀨　弘和 郷原　淳嗣

吉村　一成 谷本　明夫 嶋田　謙吉

大阪府
大阪第３

原口　友良 幹事 土井　恭子 中塚　新一

（ 18名 ） 石黒　健二 中井　敬和 牧　士宣

内田　佳宏 橋本　一志 松井　康治

小倉　康秀 藤井　徹 道田　勇

片山　克己 矢野　裕章 安松谷　博之

佐藤　要祐
大阪府
大阪第５

藤岡　秀夫 幹事 山口　知彦

中村　記子 （ 16名 ） 今井　牧子 田　良信

長畑　正明 小田根　弘忠
大阪府
大阪第７

中井　英司 幹事

松谷　確 川東　大志 （ 14名 ） 伊与　忠司

松田　嘉代子 久保　豊 唐澤　幸造

三宅　樹一郎 坂本　雄介 新規 川崎　隆

持田　泰輔 杉谷　知江子 熊ヶ谷　一幸

八木　正美 髙橋　智美 佐藤　さゆき

柳　貴之 田中　伸和 柴山　雅彦

山岡　博 新規 谷　勝博 鈴木　雅人

山口　百合子 東北　篤 関野　肇

山下　賢一 西川　和孝 玉原　栄治

吉田　知樹 初田　敬亮 肥後　雄介 新規

大阪府
大阪第４

奥田　千歳 幹事 廣澤　淳一 松本　孝司
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森澤　修二 中村　隆宏 熊澤　一郎

山際　智裕 原田　裕之 鈴木　健二

大阪府
大阪第８

山口　玄 幹事 福田　俊介 立入　健一郎

（ 18名 ） 上田　元嗣 前田　陽子 谷　友博

内富　淳二 松山　尚弘 飛松　智志

大西　圭 善本　かほり 土井　郁子

川久保　肇
大阪府
大阪第１０

藤原　学 幹事 平岩　宗晴

倉橋　秀斗 （ 17名 ） 梅田　拓也 松永　明

神戸　隆志 小笠　裕也 八家　和也

小林　康之 木島　百代 矢木　大介

後藤　幸基 駒井　若実 安原　香代

関　敦生 塩崎　修 評価員数　186名

西浦　宣行 島田　正
兵庫県
兵庫第１

中村　要 幹事

野村　和雄 橘　真里 （ 13名 ） 石川　太朗

松本　智子 新規 谷澤　博孝 今川　健 新規

南　俊二 中村　光伸 岡田　忠純

三原　寛憲 中村　佑 勝沼　和子

宮部　秀和 深澤　俊男 熊谷　有剛

横崎　博一 藤川　明久 齋藤　誠

和田　浩 藤原　博司 玉井　嘉彦

大阪府
大阪第９

田邊　文昭 幹事 森田　真也 長谷川　由紀

（ 16名 ） 大久保　隆行 山崎　修 福西　理祐

太田　善久 渡邊　直 堀田　勝己

大津　幸也
大阪府
大阪第１１

竹内　専 幹事 松本　年弘

楠田　昌弘 （ 18名 ） 金尾　正哉 森岡　高司

呉山　雅俊 鎌田　泰志
兵庫県
兵庫第２

小杉　正樹 幹事

杉若　浩孝 川上　修二 （ 18名 ） 石井　隆介 新規

高田　真史 新規 岸田　克美 上原　卓志

髙橋　誠 木島　巧 岡田　文

谷山　亘 北村　亮二 川端　良明
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米虫　淳子 三宅　裕江 境　めぐみ

澤田　良一 村本　健次 櫻井　美津夫

竹内　雅司郎 山本　幸生 名倉　友樹

竹之内　浩
兵庫県
兵庫第４

梶川　智保 幹事 藤原　正秀

谷詰　岳史 （ 20名 ） 新玉　正男 三﨑　正義

土田　正顕 新規 池田　富美夫 若杉　和宏

富山　有治 植木　剛
兵庫県
兵庫第６

谷野　千晴 幹事

布谷　嘉浩 大家　通孝 （ 13名 ） 秋山　周史

野村　国世 桑名　玉樹 岡本　朋美

長谷川　大輔 近藤　久男 陰山　陽史

廣嶋　琢也 近藤　亮太 河内谷　順

森本　光弘 重田　尚輝 神頭　慎太郎

山本　考一 清水　信博 小畑　敬重

兵庫県
兵庫第３

尾﨑　潤 代表幹事 田中　浩 佐伯　志朗

（ 20名 ） 明井　英雄 堂瀬　さゆり 塩住　直彦

有馬　隆之 入田　裕和 田中　計機

上田　節夫 野島　準一 田中　君憲

小笠原　高宏 長谷川　一成 中田　信

川渕　真平 濵本　佳子 三浦　一範

小林　昌三 松崎　庄二
兵庫県
兵庫第７

金子　修二 幹事

小林　照幸 水野　雅一 （  8名 ） 一色　かつみ

清水　重善 山下　裕 伊原　岳人

多田　敏章 山本　昌生 田中　千裕

田中　瑞穂
兵庫県
兵庫第５

三浦　靖和 幹事 柳川　浩一

中村　増秀 （ 13名 ） 足立　英基 山本　勇治郎 新規

濱之上　茂 井上　基 横山　重紀

林　健太郎 井本　季伸 田　勉

林　秀樹 大谷　良太 評価員数　105名

廣瀬　博一 陰山　有里
奈良県
奈良第１

三和　浩 代表幹事

福永　美幸 小南　貴子 （ 12名 ） 秋山　宗一郎



令和3年地価公示鑑定評価員名簿 PAGE: 22

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

井上　重人 藤田　秀紀 森本　尚夫

河南　直 森本　直也 評価員数　  9名

竹村　牧 評価員数　 34名
島根県
島根

松浦　一夫 代表幹事

田畑　惣臣
和歌山県
和歌山

佐藤　健 代表幹事 （ 12名 ） 宇野　栄

田和　聰 （ 18名 ） 藍畑　幾子 大野　豪俊

仲嶋　保 有本　幸男 大畑　裕治

平田　馨 岡本　喜之 小村　光寛

藤村　光世 小川　雅之 加藤　幹久

御塩　泰男 川端　一郎 清原　至

山本　昇平 小林　一三 竹内　義和

奈良県
奈良第２

梅本　剛 幹事 新増　基樹 出川　浩明 新規

（ 11名 ） 井岡　みや子 茶谷　芳行 内藤　進

小野　匡弘 中村　誠 中村　裕一

倉田　智史 名手　孝和 福田　満信

谷口　清 浪花　光紀 評価員数　 12名

中本　欽也 西本　隆文
岡山県
岡山第１

日笠　常信 代表幹事

西岡　譲二 船木　博央 （ 16名 ） 有田　修一

西本　喜臣 古田　高士 伊藤　雅人

藤井　敬裕 堀　潔 遠藤　明

松山　順一 美濃部　元秀 大塚　恒一

村上　俊二 渡邉　勉 木浦　丈夫

奈良県
奈良第３

土井　元 幹事 評価員数　 18名 白神　学

（ 11名 ） 上山　英雄
鳥取県
鳥取

村上　保雄 代表幹事 髙見　康弘

奥田　幸助 （  9名 ） 馬野　好雅 棚田　恭行

木村　浩次郎 栗岡　義則 塚村　善明

栗山　恒 谷口　敬雄 坪田　隆治

阪本　伸太郎 前田　六仁 林　陽一郎

杉本　忠樹 松本　周造 廣畑　寛治

髙垣　直記 向井　伸 藤原　秀幸

谷　正直 本池　潤一 山城　多賀夫



令和3年地価公示鑑定評価員名簿 PAGE: 23

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

山本　勝典 中村　真二 小田　貴之

岡山県
岡山第２

藤川　亮 幹事 中村　武士 北澤　圭祐

（ 18名 ） 青井　純三 中森　一吉 黒石　俊明

石井　衣美 新規 長瀬　正光 小林　紀雄

石井　宏典 西野　誠 髙橋　紀子

石田　慎治 三宅　功 塚本　浩章

浮田　幹夫 八尾井　誠司 成　芳則

大塚　太郎 彌永　勇吉 平木　三千人

梶岡　初 横林　武 新規 福田　紀夫

坂本　一也 田　裕 古井　正則

佐藤　俊輔 吉村　明 細井　資伸

田中　宏明 渡邉　佳和 村重　力也

德田　走
広島県
広島第２

片山　祐輔 幹事 守屋　昭志

仁科　毅 （ 16名 ） 金河　哲成 八幡　和真

林　祐介 上河内　正和 田　力

藤原　康正 上西　浩尚 評価員数　 55名

宗友　隆明 河井　猛
山口県
山口第１

田中　悟 幹事

野納　芳昭 佐々木　智晴 （ 15名 ） 麻生　篤 新規

山下　信一郎 田中　敦雄 後　英雄

評価員数　 34名 田原　俊一郎 大谷　俊彦

広島県
広島第１

仁王頭　毅 代表幹事 徳満　秀規 岡村　誠士

（ 22名 ） 朝辺　博史 根本　哲哉 高尾　憲二

内海　大和 藤井　洋司 高崎　幸恵

浦　信一 丸本　創史 寺井　博教

小川　和夫 向井　弘二 中野　亘

駒松　康弘 村永　朋 中村　達郎

定岡　浩司 山本　隆之 原田　一雄

重谷　里志 米澤　淳 原田　邦夫

高野　普吉
広島県
広島第３

廣瀨　啓文 幹事 藤田　泰宜

津守　栄治 （ 17名 ） 生瀬　肇 本間　紫乃



令和3年地価公示鑑定評価員名簿 PAGE: 24

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　和昭 評価員数　 18名 髙月　新介

山口県
山口第２

藤井　正隆 代表幹事
香川県
香川

鈴木　祐司 代表幹事 福溜　幸一

（ 10名 ） 稲田　豊 （ 17名 ） 岩井　競平 藤本　孝明

植田　豊隆 小松　真理 米田　知弘

亀石　均 清水　直樹
愛媛県
愛媛第２

髙橋　宏明 幹事

倉田　良成 新川　智洋 （ 10名 ） 阿部　弘治

鈴尾　進 高橋　尚史 石川　裕康

高田　有章 髙橋　美絵子 越智　耕二

古屋　和利 冨永　和志 合田　英昭

増井　聰彦 鳥飼　和彦 豊島　龍也

渡部　学也 長尾　直樹 眞鍋　健二

評価員数　 25名 名渕　薫 八木　真人

徳島県
徳島

西岡　聖記 代表幹事 西　哲夫 山口　貴弘

（ 18名 ） 相澤　貴之 松岡　良幸 渡辺　正

朝日　正之 真井　修 評価員数　 25名

阿部　宏士 宮西　弘道
高知県
高知

森澤　博之 代表幹事

阿部　祐一郎 森　英起 （ 12名 ） 猪野　裕之

石森　慎吾 馴　征司 門田　勝利

上垣　小織 評価員数　 17名 小坂　雄一郎

岡田　健二
愛媛県
愛媛第１

藤井　徹哉 代表幹事 清水　卓

小河　伸洋 （ 15名 ） 阿部　一大 中村　健

近藤　健 新玉　明生 橋本　隆行

澤嶋　鉄哉 井上　往美 畠山　照章

瀬嶋　宏典 井上　裕 濵田　英資

田渕　茂俊 大河　功一 原田　春芽

富永　守 大西　泰祐 横川　浩幸

藤本　誠司 岡田　浩 吉田　龍平

村上　幸二郎 亀田　武志 評価員数　 12名

森脇　英正 清田　明弘
福岡県
福岡第１

花田　宏治 幹事

山岡　和美 久保　琢哉 （ 15名 ） 江本　庸時
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大川　弘太郎 小池　孝典 片江　宏典

大武　克己 小島　智典 川村　勇人

兼重　利彦 徳永　隆文 桑原　哲治

神谷　孝 徳永　大典 小林　健一郎

境　達司 中園　二郎 田口　浩二

佐藤　修 西川　浩二 中村　光子

杉　孝一 古川　一哉 中村　世明

土橋　幸夫 堀　和義 槇　由紀

土手　栄治 松﨑　能久 峰　祐介 新規

羽田　成利 山﨑　晃尚 横山　裕

藤村　吉次 山下　耕一 吉田　博之

松尾　春仁 山下　洋生
福岡県
福岡第６

大塚　誠司 幹事

村上　知子
福岡県
福岡第４

高田　卓巳 代表幹事 （ 13名 ） 淺川　博範

福岡県
福岡第２

沖永　裕章 幹事 （ 15名 ） 石田　美紀子 綾部　圭太

（ 15名 ） 梅田　俊司 井上　慶一 岩城　雅俊

景平　良邦 扇　幸一郎 岩﨑　圭亮

木原　正人 小野　恭嗣 大楠　由美子

添野　敬一 久保田　茂 新規 空井　良元

都合　哲男 税田　健司 竹山　泰史

友松　昌司 佐々木　哲 中村　秀紀

西澤　義男 高木　俊二 長﨑　隆良 新規

橋本　英樹 友野　和憲 早坂　剛雄

波多野　宏和 中嶋　裕二 諸岡　賢一 新規

福山　節子 松本　忠人 山﨑　健二

二村　吉則 的野　泰浩
福岡県
福岡第７

福山　道和 幹事

古澤　秀夫 吉川　博貴 （ 14名 ） 出雲　重成

宮﨑　浩 渡辺　悟 大塚　弘孝

三好　丈久
福岡県
福岡第５

納富　久雄 幹事 金山　哲也

福岡県
福岡第３

岩隈　良弘 幹事 （ 14名 ） 井上　真輔 川崎　耕二

（ 14名 ） 井手　江美 大西　克則 桐野　祐記
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齊堂　忠道 児島　雅彦 中西　信久

柴田　翔平 新規 坂口　太一 西浦　良一

堤　弘 笹嶋　洋 西川　毅彦

寺島　弘次 田平　和史 村坂　亮

西村　哲治 中村　圭吾 新規 山口　和彦 新規

廣原　浩一 三浦　純一
熊本県
熊本第２

宮本　隆志 幹事

松本　俊朗 宮崎　英樹 （ 11名 ） 阿部　忠勝

向野　高洋 渡辺　浩一 礒田　篤

評価員数　100名
長崎県
長崎第２

松尾　和江 幹事 伊牟田　徹

佐賀県
佐賀

後藤　修 代表幹事 （ 12名 ） 石橋　孝作 桐山　馨

（ 15名 ） 有　寛 大野　敏行 塩本　一丸

市丸　亮介 工藤　健夫 園田　修司

梅本　龍 小西　研一 野中　潤一郎

大串　俊三 堺　賢作 萩野　和伸

於保　繁樹 竹房　政美 堀　裕之

柿原　弘介 松尾　佐和子 馬渕　信一郎

清原　雅利 宮崎　英之 評価員数　 25名

寺山　三男 森永　啓次
大分県
大分

坂本　圭 代表幹事

樋口　隆弘 山内　邦彦 （ 22名 ） 安東　正二

福田　勝法 山本　潤二 上治　昭人

藤田　好男 評価員数　 25名 大東　慶久

前田　辰王
熊本県
熊本第１

藤井　貞人 代表幹事 折原　修己

松本　修二 （ 14名 ） 青木　充信 河野　修司

山北　潔 石山　博 木内　純子

評価員数　 15名 江口　泰史 木口　優子

長崎県
長崎第１

小宮　幸弘 代表幹事 菊川　耕思 日下部　洋一

（ 13名 ） 荒川　千洋 椎葉　和馬 此本　純也

井﨑　嘉幸 田上　英憲 佐藤　裕子

板山　昌治 津留　伴一 龍原　有

織田　雅雄 戸取　憲正 田中　利行
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田淵　文晴 （ 10名 ） 伊東　真理子 竹内　優志

利根　健司 岩元　透 玉那覇　兼雄

長野　研一 平良　義文 仲程　通秀

野崎　航也 中村　真悟 仲本　兼徹

土師　一弘 西村　重行 仲本　徹

原　勝海 林川　信行 半場　吉朗

前田　光男 前田　豊 伴　清敬

松田　尚美 山口　幸太郎 松永　力也

脇坂　敬規 渡邉　隼人 新規 村山　哲志

評価員数　 22名
鹿児島県
鹿児島第２

泊　成人 幹事 山内　博人

宮崎県
宮崎

上村　芳朗 代表幹事 （ 11名 ） 石田　修 評価員数　 19名

（ 18名 ） 池上　成満 岩切　正廣

鬼束　宜朗 木下　登

上村　哲生 田中　辰美

河野　純一 徳山　哲朗

黒木　勇人 西川　修一

古清水　賢一 福井　章夫

古清水　史子 前原　秀昭

齊藤　晃一 松浦　義典

菅野　道雅 吉村　弘道

寺本　文俊 評価員数　 21名

傳田　和之
沖縄県
沖縄

濱元　毅 代表幹事

富永　伸二 （ 19名 ） 宇久　信正

中武　誠 及川　季行

長友　岳夫 大城　直哉

長濱　宏昭 大嶺　克成

林　和夫 喜久里　操

山口　英之 関根　俊雄

評価員数　 18名 平良　修

鹿児島県
鹿児島第１

大吉　修郎 代表幹事 髙平　光一
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北海道
北海道第１

齋藤　武也 アプレイザーズシステム株式会社
茨城県
茨城第２

植木　康雄 有限会社協同鑑定

北海道
北海道第２

須藤　秀行 有限会社すどう鑑定
茨城県
茨城第３

外山　茂樹 つくば不動産研究所

北海道
北海道第３

竹内　準
北央コンサルティングサービス株
式会社

茨城県
茨城第４

中島　寛和 常陸総合鑑定

北海道
北海道第４

山田　浩市 山田不動産鑑定
栃木県
栃木第１

永井　正義
一般財団法人日本不動産研究所宇
都宮支所

北海道
北海道第５

髙橋　総生 アーガス鑑定株式会社
栃木県
栃木第２

舘内　宏宣 有限会社舘内綜合事務所

北海道
北海道第６

本間　芳樹 不動産鑑定士本間事務所
栃木県
栃木第３

宇塚　浩一 株式会社海賀不動産鑑定事務所

北海道
北海道第７

世木澤　満 不動産総合研究所
群馬県
群馬第１

福田　清隆 群馬土地株式会社

北海道
北海道第８

成田　一樹 創成東鑑定合同会社
群馬県
群馬第２

石田　寛 有限会社石田不動産鑑定士事務所

青森県
青森第１

久保田　聡 株式会社Ｊカンテイ
群馬県
群馬第３

吉澤　雅己 おおた不動産鑑定所

青森県
青森第２

森　政浩 株式会社国土鑑定研究所
埼玉県
埼玉第１

山岡　学
株式会社サン・アセット・リサー
チ

岩手県
岩手

細川　卓
東日本不動産コンサルタント有限
会社

埼玉県
埼玉第２

高橋　隆一 タカコー不動産鑑定

宮城県
宮城第１

千葉　和俊 株式会社ケー・シー評価システム
埼玉県
埼玉第３

堀口　学郎 ひまわり不動産鑑定株式会社

宮城県
宮城第２

高田　康弘 ＭＹＧ綜合鑑定
埼玉県
埼玉第４

西脇　正樹 株式会社和光不動産鑑定

宮城県
宮城第３

西山　敦 西山総合鑑定所
埼玉県
埼玉第５

三好　徳昌 有限会社あづな鑑定

宮城県
宮城第４

角田　宗夫 広瀬不動産鑑定事務所
埼玉県
埼玉第６

安川　千春 安川不動産鑑定事務所

秋田県
秋田

戸澤　一喜 戸澤不動産鑑定事務所
埼玉県
埼玉第７

三田　和巳 株式会社みつば総合鑑定所

山形県
山形

月田　真吾 月田不動産鑑定事務所
埼玉県
埼玉第８

山田　寛之 むさし野不動産鑑定株式会社

福島県
福島第１

大河内　敏文 株式会社大河内不動産鑑定
埼玉県
埼玉第９

河野　栄一 株式会社よつば鑑定

福島県
福島第２

佐藤　栄一 有限会社栄鑑定評価
千葉県
千葉第１

大西　達也 大西不動産鑑定士事務所

福島県
福島第３

安田　哲郎 株式会社あさか不動産鑑定
千葉県
千葉第２

鈴木　聡 株式会社鈴木不動産鑑定士事務所

茨城県
茨城第１

羽場　睦夫 羽場不動産鑑定事務所
千葉県
千葉第３

高松　芳壮 株式会社都市開発不動産鑑定所

備考 備考
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千葉県
千葉第４

佐藤　元彦 総合財産鑑定
東京都
多摩第４

土屋　俊世 株式会社土屋不動産鑑定事務所

千葉県
千葉第５

川口　浩司 株式会社国土地理研究所
東京都
多摩第５

図子　久雄 図子不動産鑑定株式会社

千葉県
千葉第６

桑田　康彦 カンテイ・オフィス・クワタ
東京都
多摩第６

谷津　繁 谷津不動産鑑定所

千葉県
千葉第７

大木　一広 株式会社大木不動産鑑定
東京都
多摩第７

佐藤　幸秀 さとう不動産鑑定士事務所

千葉県
千葉第８

小林　隆司 株式会社小林不動産鑑定事務所
神奈川県
神奈川第１

小林　一寿 ケイ・ツー不動産鑑定

千葉県
千葉第９

印東　伸泰 株式会社印東不動産鑑定
神奈川県
神奈川第２

大橋　政善 株式会社不動産総合鑑定所

東京都
区部第１

浜田　哲司
一般財団法人日本不動産研究所本
社

神奈川県
神奈川第３

髙橋　芳明 有限会社髙橋アプレイザル

東京都
区部第２

服部　毅
青山リアルティー・アドバイザー
ズ株式会社

神奈川県
神奈川第４

松原　壮太郎 株式会社松原不動産鑑定事務所

東京都
区部第３

中原　幸夫 合同会社政経地所
神奈川県
神奈川第５

小林　隆志 小林隆志不動産鑑定事務所

東京都
区部第４

森　久子 株式会社森不動産鑑定事務所
神奈川県
神奈川第６

渡辺　康男
有限会社アイエー不動産鑑定事務
所

東京都
区部第５

降矢　等 株式会社ＦＲＡコンサルティング
神奈川県
神奈川第７

塚田　貴洋 株式会社みなと鑑定

東京都
区部第６

大地　克巳 株式会社大地不動産鑑定事務所
神奈川県
神奈川第８

福田　哲 福田不動産鑑定事務所

東京都
区部第７

田中　雅之 田中雅之不動産鑑定事務所
神奈川県
神奈川第９

磯部　伸夫 磯部不動産鑑定株式会社

東京都
区部第８

樫野　匡彦 株式会社オークリサーチ
神奈川県
神奈川第10

四家　俊英 有限会社湘南シティアプレイザル

東京都
区部第９

青山　弘平 株式会社青山不動産鑑定所
神奈川県
神奈川第11

谷口　洋介 谷口不動産鑑定事務所

東京都
区部第１０

木内　かをり 田中不動産鑑定事務所
神奈川県
神奈川第12

齋藤　隆一 さいとう不動産鑑定事務所

東京都
区部第１１

古家　一郎 株式会社ファースト不動産鑑定
新潟県
新潟第１

飯田　英範 飯田不動産鑑定事務所

東京都
区部第１２

工藤　貴好 株式会社鑑定舎
新潟県
新潟第２

渡辺　茂郎 渡辺不動産鑑定士事務所

東京都
多摩第１

井上　尚 有限会社井上不動産鑑定
富山県
富山

朝倉　秀朗 株式会社富山不動産鑑定事務所

東京都
多摩第２

下野　好弘 ビジョンリアルティ株式会社
石川県
石川

西田　雄一 西田不動産鑑定サービス

東京都
多摩第３

浅川　肇 浅川不動産鑑定コンサルティング
福井県
福井

池谷　昌也 池谷不動産鑑定事務所
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山梨県
山梨

鶴田　郁哉 株式会社鶴田不動産鑑定
三重県
三重第１

瀬古　博之 マルセ産業株式会社

長野県
長野第１

塚田　賢治
一般財団法人日本不動産研究所長
野支所

三重県
三重第２

片岡　浩司 株式会社片岡不動産鑑定

長野県
長野第２

矢崎　敏臣 株式会社都市不動産鑑定事務所
三重県
三重第３

磯部　雄一 株式会社三交不動産鑑定所本部

岐阜県
岐阜第１

水野　隆吾 みずほ不動産鑑定事務所
滋賀県
滋賀第１

高橋　靖展
合同会社アルファ－・ｗｉｎ・ア
プレイザーズ

岐阜県
岐阜第２

小池　育生 株式会社ＩＲ綜合鑑定
滋賀県
滋賀第２

齊藤　美絵 株式会社新日本鑑定法人

岐阜県
岐阜第３

廣瀬　啓司 東和コンサルタント株式会社
京都府
京都第１

村山　健一 大和不動産鑑定株式会社京都支社

静岡県
静岡第１

細川　豊昭 細川不動産鑑定所
京都府
京都第２

津田　浩伸 津田不動産鑑定所

静岡県
静岡第２

鈴木　隆史
一般財団法人日本不動産研究所静
岡支所

京都府
京都第３

粟田口　定大 室町不動産鑑定所

静岡県
静岡第３

田中　学 株式会社安倍川鑑定
京都府
京都第４

新見　憲一郎
不動産鑑定ネットワークサービス
株式会社

静岡県
静岡第４

市川　高史 有限会社市川不動産鑑定事務所
大阪府
大阪第１

山内　正己 大和不動産鑑定株式会社

愛知県
愛知第１

小森　洋志 株式会社総合鑑定調査
大阪府
大阪第２

髙島　博 株式会社谷澤総合鑑定所

愛知県
愛知第２

松原　孝文 日本ヴァリュアーズ株式会社
大阪府
大阪第３

原口　友良 原口不動産鑑定事務所

愛知県
愛知第３

笠野　寿治 株式会社新日
大阪府
大阪第４

奥田　千歳 大和不動産鑑定株式会社

愛知県
愛知第４

足立　哲実 足立総合鑑定事務所
大阪府
大阪第５

藤岡　秀夫 不動産鑑定士藤岡秀夫事務所

愛知県
愛知第５

児玉　和久 児玉不動産鑑定調査
大阪府
大阪第６

河野　史郎 ＪＬＬ森井鑑定株式会社大阪本社

愛知県
愛知第６

市川　隆治 株式会社テクナス
大阪府
大阪第７

中井　英司
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行大阪出
張所

愛知県
愛知第７

杉山　信義 杉山不動産鑑定事務所
大阪府
大阪第８

山口　玄 株式会社みずほアプレイザル

愛知県
愛知第８

荒川　鶴章 株式会社丸の内中央不動産鑑定
大阪府
大阪第９

田邊　文昭
株式会社中央不動産鑑定所大阪支
所

愛知県
愛知第９

森田　尚樹 森田不動産鑑定事務所
大阪府
大阪第１０

藤原　学 アイカ不動産鑑定

愛知県
愛知第１０

中島　豊司 辰紀不動産鑑定調査株式会社
大阪府
大阪第１１

竹内　専 株式会社たけうち鑑定事務所

愛知県
愛知第１１

星野　ゆかり ほしの不動産鑑定所
兵庫県
兵庫第１

中村　要 中村不動産鑑定士事務所
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兵庫県
兵庫第２

小杉　正樹 小杉不動産鑑定士事務所
愛媛県
愛媛第１

藤井　徹哉 ふじい不動産鑑定株式会社

兵庫県
兵庫第３

尾﨑　潤 尾崎不動産鑑定
愛媛県
愛媛第２

髙橋　宏明 株式会社髙橋不動産鑑定

兵庫県
兵庫第４

梶川　智保 梶川不動産鑑定士事務所
高知県
高知

森澤　博之 株式会社森澤総合鑑定

兵庫県
兵庫第５

三浦　靖和
不動産鑑定ネットワークサービス
神戸株式会社

福岡県
福岡第１

花田　宏治 合同会社花田不動産鑑定士事務所

兵庫県
兵庫第６

谷野　千晴 株式会社山陽総合鑑定
福岡県
福岡第２

沖永　裕章 沖永不動産鑑定所

兵庫県
兵庫第７

金子　修二 株式会社ミエコーカンテイ
福岡県
福岡第３

岩隈　良弘 プラス不動産鑑定有限会社

奈良県
奈良第１

三和　浩 大和不動産鑑定株式会社奈良支社
福岡県
福岡第４

高田　卓巳
一般財団法人日本不動産研究所九
州支社

奈良県
奈良第２

梅本　剛 有限会社若草不動産鑑定
福岡県
福岡第５

納富　久雄 株式会社旭鑑定補償

奈良県
奈良第３

土井　元 土井鑑定研究所
福岡県
福岡第６

大塚　誠司
有限会社アセット・インフィニ
ティ

和歌山県
和歌山

佐藤　健 有限会社わかさ不動産鑑定
福岡県
福岡第７

福山　道和
アーバンコンサルティングファー
ム株式会社

鳥取県
鳥取

村上　保雄 未来不動産鑑定有限会社
佐賀県
佐賀

後藤　修 イーピーエスａｍ株式会社

島根県
島根

松浦　一夫 松浦不動産鑑定事務所
長崎県
長崎第１

小宮　幸弘 株式会社東長崎アプレイザル

岡山県
岡山第１

日笠　常信 株式会社美作不動産鑑定
長崎県
長崎第２

松尾　和江 佐世保不動産鑑定事務所

岡山県
岡山第２

藤川　亮 有限会社フェア鑑定スクエア
熊本県
熊本第１

藤井　貞人 株式会社鑑定くまもと

広島県
広島第１

仁王頭　毅
一般財団法人日本不動産研究所中
四国支社

熊本県
熊本第２

宮本　隆志 宮本不動産鑑定

広島県
広島第２

片山　祐輔 株式会社谷澤総合鑑定所中国支社
大分県
大分

坂本　圭 坂本不動産鑑定士事務所

広島県
広島第３

廣瀨　啓文 有限会社ヒロセ不動産鑑定
宮崎県
宮崎

上村　芳朗 株式会社さくら綜合鑑定所

山口県
山口第１

田中　悟
不動産鑑定士・行政書士田中悟事
務所

鹿児島県
鹿児島第１

大吉　修郎 大吉不動産鑑定士事務所

山口県
山口第２

藤井　正隆 富士不動産鑑定株式会社
鹿児島県
鹿児島第２

泊　成人 株式会社泊法務鑑定事務所

徳島県
徳島

西岡　聖記 聖不動産鑑定
沖縄県
沖縄

濱元　毅 株式会社はまもと不動産鑑定

香川県
香川

鈴木　祐司 鈴木不動産鑑定事務所
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北海道 齋藤　武也 三重県 片岡　浩司

青森県 久保田　聡 滋賀県 高橋　靖展

岩手県 細川　卓 京都府 村山　健一

宮城県 千葉　和俊 大阪府 山内　正己

秋田県 戸澤　一喜 兵庫県 尾﨑　潤

山形県 月田　真吾 奈良県 三和　浩

福島県 佐藤　栄一 和歌山県 佐藤　健

茨城県 外山　茂樹 鳥取県 村上　保雄

栃木県 永井　正義 島根県 松浦　一夫

群馬県 福田　清隆 岡山県 日笠　常信

埼玉県 三田　和巳 広島県 仁王頭　毅

千葉県 佐藤　元彦 山口県 藤井　正隆

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 藤井　徹哉

新潟県 飯田　英範 高知県 森澤　博之

富山県 朝倉　秀朗 福岡県 高田　卓巳

石川県 西田　雄一 佐賀県 後藤　修

福井県 池谷　昌也 長崎県 小宮　幸弘

山梨県 鶴田　郁哉 熊本県 藤井　貞人

長野県 塚田　賢治 大分県 坂本　圭

岐阜県 小池　育生 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 濱元　毅


