
令和元年度　住家被害認定調査等研修会

研 修 内 容 南房総市派遣のための被害(風害)認定調査等研修会
講　師　神奈川県土地家屋調査士会 常任理事 研修部長 川島健彦 氏

開 催 日 時 令和元年１０月２日（水）１８：００～１９：３０ 
令和元年１０月３日（木）１８：００～１９：３０ 

開 催 場 所 神奈川県土地家屋調査士会館　３階　研修室
　（神奈川県横浜市西区楠町１８番地）

主　 催   者 神奈川県土地家屋調査士会
対 　象　 者 神奈川県土地家屋調査士会員、補助者

出席者一覧（総出席者数：４８名）

支部名 会員No. 会員氏名

横浜南 1937

湘南第一 2130 岩倉　弘和

湘南第二 2242 鈴木　貴志

横浜中 2246 成田　哲雄

横須賀 2377 長友　浩

湘南第一 2380 普川　宣弘

横浜南 2397 花島　和之

横浜南 2414 德田　廣明

川崎 2419 大竹　正晃

横須賀 2440 山本　義和

湘南第二 2453 深谷　美登里

川崎 2460 後迫　豪

横浜南 2463 下濵　浩治

湘南第二 2469 髙橋　眞人

横浜東 2480 河　光成

相模原 2540 中川　裕久

横浜南 2547 丸山　彰

横浜東 2606 富山　博友

湘南第一 2630 三浦　錦吾

横浜南 2632 小松崎　仁

湘南第一 2641 石井　幸世

横須賀 2648 佐々木　重信

県西 2667 市川　栄二

県西 2675 山口　宏幸

湘南第一 2705 深谷　和秀

横浜北 2711 旭　啓吾



横須賀 2743 三橋　馨

横浜南 2760 小林　雅裕

横浜東 2764 西田　徹

横浜中 2773 今枝　洋隆

横須賀 2795 平田　義昭

横浜中 2809 佐々木　謙一

湘南第一 2825 小澤　勇人

横浜北 2826 田村　佳章

横須賀 2855 榎本　一成

横浜中 2866 鯨井　友一郎

横浜中 2868 神谷　誠

横須賀 2875 松丸　渉

川崎 2937 浅川　泰雄

横浜中 2953 菅原　大悟

横浜中 2954 地野　透

湘南第一 2966 久保田　紘二

横浜中 2999 金子　力也

県央 3003 露木　文子

相模原 3010 河本　善行

横浜北 3054 田島　貴英

横浜南 3074 畠山　主

横須賀 3121 栗原　隼人



令和元年度　住家被害認定調査等研修会

研 修 内 容 川崎市派遣のための被害(水害)認定調査等研修会
講　師　神奈川県土地家屋調査士会 常任理事 研修部長 川島健彦 氏
講　師　川崎市財政局税務部 係長 井口一郎 氏(8，12日)
講　師　川崎市財政局税務部 伊藤康多 氏(13日)

開 催 日 時 令和元年１１月　８日（金）１７：００～１９：００ 
令和元年１１月１１日（月）１７：００～１９：００ 
令和元年１１月１３日（水）１７：００～１９：００ 

開 催 場 所 神奈川県土地家屋調査士会館　３階　研修室
　（神奈川県横浜市西区楠町１８番地）

主　 催   者 神奈川県土地家屋調査士会
対 　象　 者 神奈川県土地家屋調査士会員、補助者

出席者一覧（総出席者数：５３名）

支部名 会員No. 会員氏名

横浜南 1937

川崎 2066 渡部　清一

湘南第一 2130 岩倉　弘和

川崎 2145 濱田　博

横浜南 2222 藤野　寛

湘南第二 2242 鈴木　貴志

横浜中 2246 成田　哲雄

横浜中 2294 毛利　正二

川崎 2325 村田　茂昭

横浜北 2361 光川　敏裕

湘南第二 2368 小室　勇

湘南第一 2380 普川　宣弘

横浜南 2402 小笠原　裕

川崎 2406 阿部　光男

横浜北 2412 栗田　宜典

川崎 2422 服部　寿郎

大和 2432 中田　隆之

川崎 2460 後迫　豪

湘南第二 2469 髙橋　眞人

横浜東 2480 河　光成

横浜中 2484 鈴木　修

横浜北 2527 嶋田　幸子

横浜南 2547 丸山　彰

横浜東 2606 富山　博友



横浜中 2611 上田　尚彦

湘南第一 2641 石井　幸世

川崎 2708 桑原　泰

横浜北 2711 旭　啓吾

横浜南 2756 町田　昌吾

横浜東 2764 西田　徹

横浜中 2765 中森　芳宏

川崎 2816 中村　拓司

横浜中 2823 小川　城雄

横浜北 2826 田村　佳章

県西 2830 小田　靖

横須賀 2855 榎本　一成

横浜中 2868 神谷　誠

相模原 2926 河田　明成

川崎 2937 浅川　泰雄

横浜中 2950 文元　貴弘

横浜中 2953 菅原　大悟

横浜中 2999 金子　力也

県央 3003 露木　文子

相模原 3010 河本　善行

県西 3021 山口　亮

川崎 3022

川崎 3026 臼井　伶衣

横浜中 3028 池富　嗣勇

横浜中 3036 竹内　勝弥

相模原 3050 中山　和代

横浜北 3054 田島　貴英

相模原 3061 田山　薫

横浜北 3100 大塚　聡


