都道府県不動産鑑定士協会一覧

『鑑定のひろば』
200号発刊を祝して

地域

不動産鑑定士協会

会長

〒

連絡先

電話番号

FAX番号

北海道

公益社団法人北海道不動産鑑定士協会

木野村 英六

060-0001 札幌市中央区北１条西３−３ STV時計台通ビル１Ｆ 011-222-8145 011-222-8146

東北

公益社団法人青森県不動産鑑定士協会

千葉 篤志

030-0861 青森市長島１−３−２２ 長和ビルＡ ２Ｆ ２０３

017-752-0840 017-752-0841

一般社団法人岩手県不動産鑑定士協会

吉田 勇光

020-0022 盛岡市大通１−３−４ 宝来ビル６Ｆ

019-604-3070 019-622-8485

一般社団法人宮城県不動産鑑定士協会

佐藤 紀彦

980-0802 仙台市青葉区二日町６−２６ ＶＩＰ仙台二日町２０８

022-265-7641 022-265-7642

一般社団法人秋田県不動産鑑定士協会

千田 幸紀

010-0041 秋田市広面字土手下55-3

018-884-1509 018-884-1579

一般社団法人山形県不動産鑑定士協会

大貫 良一

990-0041 山形市緑町4-26-16 大貫不動産鑑定士事務所内

023-642-0201 023-641-3580

公益社団法人福島県不動産鑑定士協会

吉田 喜一

963-8025 郡山市桑野２−５−１ 桑野ビル２Ｆ

024-931-4360 024-995-5571

関東甲信 一般社団法人茨城県不動産鑑定士協会

説田 賢哉

310-0836 水戸市元吉田町１０４１−４ サンビル５Ｆ

029-246-1222 029-246-1221

公益社団法人栃木県不動産鑑定士協会

伊矢野 忠寿

321-0953 宇都宮市東宿郷４−２−２０

028-639-0556 028-639-9411

公益社団法人群馬県不動産鑑定士協会

長壁 治

371-0025 前橋市紅雲町１−７−１２ 群馬県住宅供給公社ビル３Ｆ

027-243-3077 027-243-3071

公益社団法人埼玉県不動産鑑定士協会

伊藤 聡

330-0061 さいたま市浦和区常盤４−１−１ 浦和システムビルヂング５Ｆ

048-789-6000 048-789-6160

公益社団法人千葉県不動産鑑定士協会

増間 真一

260-0015 千葉市中央区富士見２−２２−２ 千葉中央駅前ビル５Ｆ

043-222-7588 043-222-9528

一般社団法人神奈川県不動産鑑定士協会

坂本 圭一

231-0012 横浜市中区相生町１−３ モアグランド関内ビル６Ｆ

045-661-0280 045-661-0263

一般社団法人山梨県不動産鑑定士協会

小川 和彦

400-0032 甲府市中央２−１３−２０ 川上ビル２Ｆ

055-221-2380 055-221-2381

一般社団法人長野県不動産鑑定士協会

今牧 一宏

380-0936 長野市岡田町１２４−１ （株）長水建設会館２Ｆ

026-225-5228 026-225-5238

東京

公益社団法人東京都不動産鑑定士協会

吉村 真行

105-0001 港区虎ノ門３−１２−１

03-5472-1120 03-5472-1121

北陸

公益社団法人新潟県不動産鑑定士協会

水野 雅夫

951-8068 新潟市中央区上大川前通７番町１２３７−４ 北越ビル５Ｆ

025-225-2873 025-224-8188

一般社団法人富山県不動産鑑定士協会

山本 茂雄

930-0029 富山市本町３−２５

076-471-5712 076-471-5713

公益社団法人石川県不動産鑑定士協会

大場 修

920-0901 金沢市彦三町２−５−２７ 名鉄北陸開発ビル５０１

076-232-0304 076-232-0306

公益社団法人福井県不動産鑑定士協会

島田 嘉紀

910-0006 福井市中央１−３−１

0776-21-0501 0776-21-0525

公益社団法人岐阜県不動産鑑定士協会

西村 隆

500-8384 岐阜市薮田南１−７−１４

公益社団法人静岡県不動産鑑定士協会

小林 繁

420-0858 静岡市葵区伝馬町１８−１１

054-253-6715 054-253-6716

公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会

樋沢 武司

460-0008 名古屋市中区栄４−３−２６ 昭和ビル３Ｆ

052-241-6636 052-241-6680

一般社団法人三重県不動産鑑定士協会

中西 光男

514-0021 津市万町津２０３

059-229-3671

公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会

浜本 博志

520-0043 大津市中央３−１−８

公益社団法人京都府不動産鑑定士協会

森田 信彦

604-8136 京都市中京区三条通烏丸東入る梅忠町２２−２ 中井ビル３Ｆ 075-211-7662 075-211-7706

の確立、③地域社会への貢献に御尽力頂いているところであり、深く敬意を表する次第です。

公益社団法人大阪府不動産鑑定士協会

関野 肇

541-0042 大阪市中央区今橋１−６−１９ コルマー北浜ビル９Ｆ 06-6203-2100 06-6203-0505

また、平素から国土交通行政の推進に多大なる御理解と御協力を賜り、改めて厚く御礼申

公益社団法人兵庫県不動産鑑定士協会

小林 照幸

650-0011 神戸市中央区下山手通３−１２−１ トア山手プラザ８０７

078-325-1023 078-325-1022

し上げます。

公益社団法人奈良県不動産鑑定士協会

竹村 牧

630-8115 奈良市大宮町５−４−１２ 新奈良ビル

0742-35-6964 0742-35-4900

一般社団法人和歌山県不動産鑑定士協会

美濃部 元秀

640-8156 和歌山市七番丁１７

073-402-2435 073-402-2441

国土交通大臣

石井

啓一

公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会の機関誌『鑑定のひろば』が創刊200号を迎

中部

えられましたことを、心からお喜び申し上げます。
また、貴連合会におかれては、昭和40年の創設以来52年の長きにわたり、専門職業で
ある「不動産鑑定士」による唯一の全国団体として、①鑑定評価の品質向上、②職業倫理

さて、昭和39年に不動産鑑定評価制度が本格的にスタートして以来、不動産鑑定評価

近畿

千田不動産鑑定内

ＫＤビル５Ｆ

ニッセイ虎ノ門ビル６Ｆ

富山本町ビル７Ｆ

加藤ビル２Ｆ
マルビル４Ｆ

三重県不動産鑑定士会館
大津第一生命ビル１０Ｆ

和歌山朝日ビル５Ｆ

058-274-7181 058-273-1940

059-229-3648

077-526-1172 077-521-4406

公益社団法人鳥取県不動産鑑定士協会

谷口 敬雄

680-0011 鳥取市東町３−１７１

0857-29-3074 0857-29-3071

制度は、適正な地価等の形成に大きく貢献し、今や不動産市場における重要な情報インフ

公益社団法人島根県不動産鑑定士協会

小村 光寛

690-0886 松江市母衣町５５−４

0852-28-7115 0852-28-7112

ラとなっています。そして、昨今では、リート市場の拡大や空き家問題への対応等、不動

公益社団法人岡山県不動産鑑定士協会

白神 学

700-0815 岡山市北区野田屋町２−１１−１３−３０１

086-231-4711 086-221-1702

産鑑定士の役割は益々大きくなっているところです。

公益社団法人広島県不動産鑑定士協会

吉村 明

730-0013 広島市中区八丁堀６−１０

082-228-5100 082-227-0065

公益社団法人山口県不動産鑑定士協会

福島 久能

754-0021 山口市小郡黄金町１１−４

083-973-1051 083-973-1048
088-623-7244 088-623-7250

さらに、不動産鑑定評価制度をめぐっては、①農地や動産の評価といった鑑定評価のニー

中国

アセンド八丁堀５F

公益社団法人徳島県不動産鑑定士協会

村上 幸二郎

770-0847 徳島市幸町１−２１

ズの拡大、②所有者不明土地問題等の克服に向けた取組、③苦情相談等の利用しやすい仕

公益社団法人香川県不動産鑑定士協会

長尾 直樹

760-0022 高松市西内町３−７ 森ビル２Ｆ

087-822-8785 087-822-8158

組みづくり、④人材の確保・育成など、様々な期待と課題があります。

公益社団法人愛媛県不動産鑑定士協会

岡田 浩

790-0003 松山市三番町４−８−７

089-941-8827 089-945-1301

一般社団法人高知県不動産鑑定士協会

清水 卓

780-0926 高知市大膳町１−２４ （有）瑞穂不動産鑑定内

088-823-0354 088-823-0445

公益社団法人福岡県不動産鑑定士協会

山﨑 健二

812-0038 福岡市博多区祇園町１−４０ 三井生命福岡祇園ビル８Ｆ

092-283-6255 092-283-6256

公益社団法人佐賀県不動産鑑定士協会

前田 辰王

840-0041 佐賀市城内２−２−５１

0952-28-3777 0952-28-3779

結びに、貴連合会が、引き続き不動産鑑定評価制度の発展に御尽力頂くことを期待しま

公益社団法人長崎県不動産鑑定士協会

森永 啓次

850-0032 長崎市興善町４−６ 田都ビル３Ｆ

095-822-3471 095-822-7992

すとともに、貴連合会の今後の益々の御発展と、そして貴誌が不動産鑑定士相互のパイプ

公益社団法人熊本県不動産鑑定士協会

中西 信久

862-0950 熊本市中央区水前寺６−５−１９ 熊本県住宅供給公社ビル２０１ 096-385-5020 096-385-0165

公益社団法人大分県不動産鑑定士協会

安東 正二

870-0023 大分市長浜町１−１２−３ 今田ビル４Ｆ

097-534-9377 097-534-9399

公益社団法人宮崎県不動産鑑定士協会

上村 哲生

880-0803 宮崎市旭１−７−１２ エスポワール宮崎県庁通り２０３

0985-29-3389 0985-29-3392

公益社団法人鹿児島県不動産鑑定士協会

桐山 馨

890-0064 鹿児島市鴨池新町６−５ 前田ビル４Ｆ

099-206-4849 099-258-0389

公益社団法人沖縄県不動産鑑定士協会

大城 直哉

900-0033 那覇市久米２−１６−１９

098-867-6275 098-869-9181

国土交通省といたしましては、不動産鑑定士が時代のニーズに即して一層活躍できるよ
う、鑑定評価制度の見直しを進めて参ります。

役として、さらには不動産鑑定評価制度のPR役として益々発展されますことを心から祈
念いたしまして、お祝いの言葉といたします。
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