
講演会・研修会履歴 社団法⼈ ⻑野県不動産鑑定⼠協会

開催⽇ 認定
単位 会   場 講演・研修内容 講師所属 講師名 参加者数

大日方　一成 5名

（市町村） 13名

今牧　一宏
矢崎　敏臣

9名

（市町村） 32名

内藤　武美 13名

（市町村） 19名

宮原　一繁
茅野　武弘

7名

（市町村） 13名

川上　俊宏 37名

（市町村） 86名

22.09.17 メルパルク長野 新会計基準と時価評価について 新日本有限責任監査法人　長野事務所 野本　博之 31名

22.08.09 2 ホテルブエナビスタ 独禁法関係について
社団法人愛知県不動産鑑定士協会
不動産鑑定士

樋沢　武司 38名

22.03.23 2 メルパルク長野 ｢価格調査ガイドライン｣の運用等について
関東甲信不動産鑑定士協会連合会
業務拡充委員会　委員長

勝木　雅治 32名

21.12.04 2 メルパルク長野 事業再生ＡＤＲ制度について
経済産業省　経済産業政策局
産業再生課　課長補佐

藤井　敏央 28名

21.10.16 2 国際21クリスタルホール 固定資産税標準宅地評価の鑑定業務について
総務省　自治税務局固定資産税課
固定資産鑑定官

熊谷　弘 125名

21.05.18 2 ホテルブエナビスタ 最近の金融経済情勢と今後の見通し 日本銀行　松本支店長 柳原　良太 106名

21.03.03 2 ホテル信濃路 ＣＲＥ・ＰＲＥ戦略の概要と今後の展開に　ついて
国土交通省　土地・水資源局
土地情報課長

麦島　健志 22名

222.08.09 川上法律事務所　弁護士
固定資産評価を巡る訴訟においてのこされた問題は
何か

ホテルブエナビスタ

固定資産税標準宅地評価に関する研修会

22.10.26

22.10.07

(社)長野県不動産鑑定士協会固定資産税標準宅地評価に関する研修会佐久勤労者福祉センター

(社)長野県不動産鑑定士協会22.10.08 伊那市生涯学習センター

(社)長野県不動産鑑定士協会

22.10.07 長野県松本文化会館 固定資産税標準宅地評価に関する研修会 (社)長野県不動産鑑定士協会

長野県自治化会館 固定資産税標準宅地評価に関する研修会

1 / 4



講演会・研修会履歴 社団法⼈ ⻑野県不動産鑑定⼠協会

開催⽇ 認定
単位 会   場 講演・研修内容 講師所属 講師名 参加者数

20.11.25 2 ホテル信濃路
不当な鑑定評価等及び違反行為に係る処分基準に
ついて

社団法人日本不動産鑑定協会
主任研究員

戸張　有 25名

20.11.19 2 ホテル信濃路 仮想評価法について
九州大学大学院農学研究員
農業資源経済学部門　准教授

矢部　光保 28名

19.12.05 4 メルパルク長野 具体的実例に基づく建物再調達価格の把握について 明海大学　不動産学部 中城　康彦 23名

羽田　富雄
高橋　達幸

10名

（市町村） 16名

内藤　武美 9名

（市町村） 17名

宮原　一繁
茅野　武弘

8名

（市町村） 20名

寺沢　秀文 10名

（市町村） 39名

19.08.24 3 ホテル信濃路
固定資産税評価替えに係る標準宅地評価の標準化
に関する研修会

(社)長野県不動産鑑定士協会
羽田　富雄
高橋　達幸

23名

羽田　富雄 38名

（会員事務所職員） 18名

不動産証券化・リートの現状と今後の課題 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 野田　誠

評価と計算　－　ＤＵＡＬの目 佐藤不動産鑑定事務所 佐藤　健二

建物の再調達原価について　 (有)幸建築設計 北村　幸一

アスベストについて (社)長野県不動産鑑定士協会 畔上　豊

19.10.10 上田商工会議所 固定資産税標準宅地評価に関する研修会 (社)長野県不動産鑑定士協会

固定資産税標準宅地評価に関する研修会 (社)長野県不動産鑑定士協会

19.09.20 いなっせビル 固定資産税標準宅地評価に関する研修会

新スキームについて (社)長野県不動産鑑定士協会

19.10.09 長野県自治化会館 固定資産税標準宅地評価に関する研修会

(社)長野県不動産鑑定士協会

19.09.25 松本勤労者福祉会館

メルパルク長野318.03.10 32名

19.02.02 4 メルパルク長野 28名

(社)長野県不動産鑑定士協会

19.06.28 3 ホテル信濃路
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開催⽇ 認定
単位 会   場 講演・研修内容 講師所属 講師名 参加者数

土橋　重麿 21名

（会員事務所職員） 30名

（協会事務所職員） 3名

16.10.29 3 長野県職員センター
市町村合併をみすえた固定資産評価の標準化に関
する研修会

(社)長野県不動産鑑定士協会 矢崎　敏臣 33名

宮原　一繁
茅野　武弘

11名

（市町村） 39名

矢崎　敏臣 10名

（市町村） 29名

内藤　武美 9名

（市町村） 24名

羽田　富雄 9名

（市町村） 19名

15.11.25 2 上田文化センター 不動産鑑定と著作権について 弁護士 横山　経通 18名

15.11.21 3 ホテルモンターニュ松本 固定資産税評価をめぐる判例動向 北央鑑定サービス㈱ 堀川　裕巳 22名

15.11.17 2 メルパルク長野 建物外観等に伴う評価 (有)幸建築設計 北村　幸一 34名

15.08.25 長野県米穀卸ビル 新人研修会 各委員会 委員長 11名

15.02.07 3 メルパルク長野 ＰＦIの現状と今後の展開 あさひ銀総合研究所　研究開発部 山本　宏一 32名

14.10.16 4 松本東急イン 固定資産税審査申出の現状とその対応 税制評論家 塚田　功 121名

13.12.11 2 メルパルク長野 ＤＣＦ方式による鑑定評価実務 三井不動産販売株式会社 金子　雅生 26名

13.10.09 2 松本東急イン 固定資産評価の実務と留意事項 北海道不動産鑑定士協会会員 堀川　裕巳 133名

(社)長野県不動産鑑定士協会

16.08.03 2 上田商工会議所 固定資産税標準宅地評価に関する研修会 (社)長野県不動産鑑定士協会

16.08.03 2 長野県自治化会館 固定資産税標準宅地評価に関する研修会

(社)長野県不動産鑑定士協会

16.08.11 2 松本勤労者福祉会館 固定資産税標準宅地評価に関する研修会 (社)長野県不動産鑑定士協会

16.08.05 2 いなっせビル 固定資産税標準宅地評価に関する研修会

(社)長野県不動産鑑定士協会個人情報保護法施行に伴う研修会松本市中央公民館17.07.25

3 / 4



講演会・研修会履歴 社団法⼈ ⻑野県不動産鑑定⼠協会

開催⽇ 認定
単位 会   場 講演・研修内容 講師所属 講師名 参加者数

13.08.08 2 松本東急イン 都市計画法・建築基準法全般 松本市都市開発部　建築指導課係長
川上　温
柳澤　昌弘

32名

長野県弁護士会 田中　善助

長野県不動産鑑定士協会 平澤　春樹

12.12.12 3 メルパルク長野 収益不動産の評価の精緻化にむけて 大和證券SBキャピタル・マーケッツ 横田　雅之 38名

これからの公共事業について 長野県土木部長 光家　康夫

不動産に係わる税法について 長野県不動産鑑定士協会会員 三原　三千雄

12.03.24 メルパルク長野 不動産市場の環境の変化と不動産投資分析 明海大学不動産学部教授 前川　俊一 82名

11.06.16 メルパルク長野 ＤＣＦ法を中心とした不良債権処理 株式会社日本合同鑑定所 石井　敬二 27名

10.11.06 メトロポリタン長野 市街地活性化と土地政策 高崎経済大学教授・NHK解説委員 横島　庄治 171名

09.10.07 メトロポリタン長野 国際化社会の中で今後の日本の進むべき道 メルシャン（株）取締役社長 鈴木　忠雄 180名

09.06.12 工業団地（上田・佐久リサーチパーク）見学 長野県土地開発公社　建設課係長 宮澤　憲　他 19名

08.10.23 ホテルブエナビスタ 新しい国土政策と長野県 信州大学教授 平山　祐次 198名

07.11.07 長野バスターミナル会館
長野県の活断層と盆地の生いたち
健康・長寿と幸福をよぶ

 信州大学助教授医学博士　　　　　　　　　　　　　　　
赤羽　貞幸
塩谷　信男

133名

07.05.25 オリンピック施設現地調査 長野県企画局土地対策課課長 渋川　芳二他 22名

06.10.24 松本東急イン 日本経済と都市・地方はどうなるか 筑波大学教授 宮尾　尊弘 128名

06.10.03 松本グリーンホテル 相続税評価に関する説明会 長野税務署　特別国税調査官 斎藤　忠雄 24名

05.12.01 松本勤労者福祉センター 固定資産評価実務研修会 日本土地評価システム株式会社 足立　陽三 17名

05.11.17 ホテル長野国際会館 土地対策と環境問題 横浜国立大学　名誉教授 宮脇　昭 220名

32名

13.06.07 3 メルパルク長野 30名民事再生法

メルパルク長野12.10.13

4 / 4


