
平成29年度 研修実施計画一覧（暫定版）
平成29年4月3日　現在

主催地域連合会等

（申込・問合せ先）

4月7日(金)
不動産鑑定士の社会的責任と信頼関係の構築に関するひとつの「解」
地方市場の不動産価格指数を作成する！

清水千弘氏 4 CⅢ12
近畿不動産鑑定士協会連合会

(06-6203-7588)

4月10日(月) 住家被害認定調査基礎研修会
中林一樹氏

小林千佳子氏
3 CⅢ23

公益社団法人福島県不動産鑑定士協会
（024-931-4360）

4月14日(金) 住家被害認定調査現場報告及び認定調査実務研修
佐藤麗司朗氏
末原伸隆氏

4 BⅠ56
公益社団法人静岡県不動産鑑定士協会

（054-253-6715）

4月14日(金) 名古屋における不動産投資環境の現状（予定）
松原孝文氏（予定）
大久保寛氏（予定）

2（予定） -
公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会

（052-241-6636）

4月19日(水)

①埼玉県の地価動向について報告
②東日本大震災及び平成28年熊本地震等の災害について
③固定資産税に関する住民からの訴えに基づく争点に関する
　判例等に関する研修

①山口和範氏
②森友宏氏

③佐藤りえ子氏
3

①CⅠ11
②CⅢ23
③BⅡ20

公益社団法人埼玉県不動産鑑定士協会
（048-838-0483）

4月20日(木)
不動産鑑定士にとって必要な地盤の知識
　－地盤の成り立ちとリスクについて－

諏訪靖二氏 2（予定） -
公益社団法人兵庫県不動産鑑定士協会

（078-325-1023）

4月20日(木) 「価格等調査ガイドライン」の遵守に関する研修会

伊藤定幸氏
宮達隆行氏
光岡正史氏
倉田智史氏

4 AⅡ
中部不動産鑑定士協会連合会

（052-241-6637）

4月27日(木)

①空き家対策に関する法的問題（仮）
②空き家の流通について（仮）
③空き家対策の現状（仮）
④パネルディスカッション

①岡筋泰之氏
②難波里美氏
③内田純夫氏

④大谷俊彦氏、
　　岡筋泰之氏、
　　難波里美氏、

米田淳氏

3 CⅡ22
公益社団法人大阪府不動産鑑定士協会

（06-6203-2100）

5月15日(月) 成年後見人更新研修（予定） 広瀬隆氏（予定） 2（予定） -
公益社団法人埼玉県不動産鑑定士協会

（048-838-0483）

5月17日(水) 未定 深井公氏（予定） 2（予定） -
公益社団法人兵庫県不動産鑑定士協会

（078-325-1023）

5月19日(金) JAREA-HAS及び住宅ファイル制度について（予定） 浅井康光氏（予定） 1（予定） -
公益社団法人青森県不動産鑑定士協会

（017-752-0840）

5月24日(水) 基調講演（予定） 未定 未定 -
公益社団法人熊本県不動産鑑定士協会

（096-385-5020）

5月25日(木)
①目的別・不動産の撮影（予定）
②財産評価と最新税制改正：空き家対策と3千万円控除（予定）

①阿部英明氏（予定）
②佐々木晴明氏（予定）

2（予定） -
公益社団法人埼玉県不動産鑑定士協会

（048-838-0483）

5月26日(金) 建築コストに関する研修会（予定） 未定 2（予定） -
一般社団法人神奈川県不動産鑑定士協会

（045-661-0280）

5月26日(金) 沖縄観光の現状と可能性（予定） 上地恵龍氏（予定） 1（予定） -
公益社団法人沖縄県不動産鑑定士協会

（098-867-6275）

5月26日(金) 建物の再調達原価について（予定） 未定 未定 -
北陸不動産鑑定士協会連合会

（025-224-5052）

5月29日(月) 未定 未定 未定 -
一般社団法人和歌山県不動産鑑定士協会

（073-402-2435）

5月30日(火) 農地の鑑定評価（予定） 野﨑平氏（予定） 2（予定） -
公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会

（077-526-1172）

5月31日(水) 空き家・中古住宅流通に関する研修・報告会（予定） 未定 未定 -
公益社団法人奈良県不動産鑑定士協会

（0742-35-6964）
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6月 未定 未定 未定 -
公益社団法人京都府不動産鑑定士協会

（075-211-7662）

6月2日(金) 兵庫県内の工業地（仮）
兵庫県不動産鑑定士協会
調査研究委員会（予定）

未定 -
公益社団法人兵庫県不動産鑑定士協会

（078-325-1023）

6月2日(金) 未定 未定 2（予定） -
四国不動産鑑定士協会連合会

（087-822-8770）

6月8日(木) 賃料増減請求事件の最新判決と継続賃料の評価（予定） 島田博文氏（予定） 2（予定） -
公益社団法人千葉県不動産鑑定士協会

（043-222-7588）

6月8日(木) 未定 佐藤善恵氏（予定） 2（予定） -
公益社団法人大阪府不動産鑑定士協会

（06-6203-2100）

6月16日(金) 固定資産評価関係研修（予定） 未定 3（予定） -
公益社団法人千葉県不動産鑑定士協会

（043-222-7588）

7月28日(金) 第33回不動産鑑定シンポジウム 未定 未定 -
公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会

（03-3434-2301）

7月下旬 鑑定評価における統計的手法の活用（予定） 畠山麻衣氏（予定） 2（予定） -
公益社団法人石川県不動産鑑定士協会

（076-232-0304）

7月～8月 未定 未定 未定 -
公益社団法人福井県不動産鑑定士協会

（0776-21-0501）

8月初旬
RESAS（地域経済分析システム）を使って、石川県内全19市町を徹底解剖！
～ビッグデータを鑑定評価に活かそう～　（予定）

諸江美和氏（予定） 2（予定） -
公益社団法人石川県不動産鑑定士協会

（076-232-0304）

8月4日(金) 未定 未定 未定 -
公益社団法人愛媛県不動産鑑定士協会

（089-941-8827）

8月28日(月) 未定 未定 6（予定） -
一般社団法人神奈川県不動産鑑定士協会

（045-661-0280）

9月 山陰地区交流会（予定） 未定 未定 -

公益社団法人島根県不動産鑑定士協会
（0852-28-7115）

公益社団法人鳥取県不動産鑑定士協会
（0857-29-3074）

9月 不動産鑑定士研修会（予定） 未定 未定 -
公益社団法人熊本県不動産鑑定士協会

（096-385-5020）

9月 動産の評価に関する研修（予定） 未定 未定 -
公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会

（03-3434-2301）

9月29日(金) 未定 未定 未定 -

公益社団法人埼玉県不動産鑑定士協会
（048-838-0483）

公益社団法人群馬県不動産鑑定士協会
（027-243-3077）

10月 未定 未定 未定 -
公益社団法人埼玉県不動産鑑定士協会

（048-838-0483）

10月 土地月間　不動産鑑定士講演会（予定） 未定 未定 -
公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会

（052-241-6636）

10月 未定 未定 未定 -
一般社団法人三重県不動産鑑定士協会

（059-229-3671）

10月 未定 未定 未定 -
公益社団法人京都府不動産鑑定士協会

（075-211-7662）

10月 未定 未定 未定 -
公益社団法人佐賀県不動産鑑定士協会

（0952-28-3777）

10月 土地月間記念講演会（予定） 未定 未定 -
公益社団法人熊本県不動産鑑定士協会

（096-385-5020）

10月 未定 未定 4（予定） -
中国不動産鑑定士協会連合会

（082-222-6707）

10月3日(火) 不動産競売実務研究会（予定） 未定 2（予定） -
公益社団法人石川県不動産鑑定士協会

（076-232-0304）

10月6日(金) 未定 未定 4（予定） -
四国不動産鑑定士協会連合会

（087-822-8770）

10月13日(金) 未定 未定 2（予定） -
公益社団法人沖縄県不動産鑑定士協会

（098-867-6275）

10月下旬 原価法を理論的に整理する（予定） 河畑靖宏氏（予定） 2（予定） -
公益社団法人石川県不動産鑑定士協会

（076-232-0304）
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秋 研究指導委員会　鑑定に関する研修　その1（予定） 未定 3（予定） -
公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会

（052-241-6636）

秋 人と環境と不動産　（なごや環境大学　共育講座）（予定） 未定 2（予定） -
公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会

（052-241-6636）

秋 未定 未定 未定 -
公益社団法人京都府不動産鑑定士協会

（075-211-7662）

11月 未定 未定 未定 -
公益社団法人埼玉県不動産鑑定士協会

（048-838-0483）

11月16日（木）
～17日（金）

九鑑連　研修会（予定） 未定 未定 -
一般社団法人九州・沖縄不動産鑑定士協会連合会

（092-283-6277）

12月8日(金) 最近の金融経済情勢について（予定） 播本慶子氏（予定） 3（予定） -
一般社団法人神奈川県不動産鑑定士協会

（045-661-0280）

冬 研究指導委員会　鑑定に関する研修　その2（予定） 未定 3（予定） -
公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会

（052-241-6636）

冬 証券化対象不動産の鑑定評価に関する応用研修（予定） 未定 未定 -
公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会

（03-3434-2301）

2月 未定 未定 未定 -
公益社団法人京都府不動産鑑定士協会

（075-211-7662）

3月 未定 未定 未定 -
公益社団法人埼玉県不動産鑑定士協会

（048-838-0483）

3月 「第10回名古屋不動産投資市場に関する調査」結果について（予定） 未定 未定 -
公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会

（052-241-6636）

未定 民法改正について（予定） 未定 未定 -
公益社団法人栃木県不動産鑑定士協会

（028-639-0556）

未定 市民公開講座（予定） 未定 未定 -
公益社団法人岐阜県不動産鑑定士協会

（058-274-7181）

未定 ガイドライン研修会（予定） 未定 未定 -
関東甲信不動産鑑定士協会連合会

（048-799-2821）

3 / 3 ページ


