
不動産鑑定士制度推進議員連盟入会者名簿

【衆議院】
番号 氏　　　　名 選 挙 区

1 津島　　淳 東北比例

2 高木　宏壽 北海道3区

3 木村　次郎 青森3区 https://www.jiro-k.jp/

4 遠藤　利明 山形1区

5 西村　明宏 宮城3区

6 根本　　匠 福島2区

7 牧原　秀樹 北関東比例

8 葉梨　康弘 茨城3区

9 村井　英樹 埼玉1区

10 小林　鷹之 千葉2区

11 木原　誠二 東京20区

12 萩生田　光一 東京24区

13 中西　健治 神奈川３区 http://www.nakanishikenji.jp/

14 坂井　　学 神奈川5区

15 宮下　一郎 長野5区

16 鷲尾　英一郎 北陸信越比例 https://washio-e.jp/

17 金子　俊平 岐阜4区

18 神田　憲次 愛知５区 http://www.kanda-kenji.jp/

19 今枝　宗一郎 愛知14区

20 根本　幸典 愛知15区

21 盛山　正仁 近畿比例

22 大串　正樹 近畿比例 http://m-ogushi.com/

23 小林　茂樹 近畿比例

24 大岡　敏孝 滋賀1区

25 うえの賢一郎 滋賀2区

26 武村　展英 滋賀3区

27 西村　康稔 兵庫9区 http://www.yasutoshi.jp/

28 高市　早苗 奈良2区

29 石田　真敏 和歌山2区 https://www.ishida-masatoshi.net/

30 小島　敏文 中国比例

31 山下　貴司 岡山2区

32 加藤　勝信 岡山５区 https://katokatsunobu.net/

33 岸田　文雄 広島1区

34 平口　　洋 広島2区

35 新谷　正義 広島4区 http://shintani-m.jp/

36 赤澤　亮正 鳥取2区

37 平井　たくや 四国比例

38 保岡　宏武 九州比例 https://www.yasuoka.info/

39 井上　貴博 福岡1区

https://www.t-nemoto.com/

https://www.hirohisa-takagi.jp/
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ホームページアドレス

http://juntu.web.fc2.com/

http://e-toshiaki.jp/

http://www.a-nishimura.jp/

http://www.moriyama-hashiru.jp/

http://hmacky.net/

http://www.hanashiyasuhiro.com/

http://muraihideki.com/

http://www.kobayashi-takayuki.jp/

http://kiharaseiji.com/

http://www.ko-1.jp/

http://sakaimanabu.com/

http://www.m-ichiro.jp/

https://www.kanekosyunpei.com/

http://www.imaeda-sou.com/

http://www.nemotoyukinori.jp/

http://inouetakahiro.jp/

http://www.kobayashi-nara.com/

https://oooka.com/

http://uenokenichiro.jp/

http://nobuhide.com/

https://www.sanae.gr.jp/

http://www.kojima-toshifumi.jp/

http://yamashita-takashi.jp/

http://www.kishida.gr.jp/

http://hiraguchi.com/

http://www.ryosei-akazawa.com/

https://www.hirataku.com/
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40 鬼木　　誠 福岡2区

41 武田　良太 福岡11区

42 金子　恭之 熊本5区

43 宮路　拓馬 鹿児島1区 http://miyaji-takuma.com/

44 宮崎　政久 沖縄２区 https://www.miyazakirin.com/

【参議院】

番号 氏　　　　名 選 挙 区

1 片山　さつき 比例区

2 和田　政宗 比例区 https://www.wadamasamune.net/

3 自見　はなこ 比例区 https://www.jimihanako.jp/

4 船橋　利実 北海道 https://funahashi-toshimitsu.jp/

5 豊田　俊郎 千葉

6 野上　浩太郎 富山

7 岡田　直樹 石川

8 大野　泰正 岐阜 https://ohno-yasutada.com/

9 渡辺　猛之 岐阜

10 西田　昌司 京都

11 加田　裕之 兵庫 https://kadahiroyuki.com/

12 末松　信介 兵庫

13 堀井　　巌 奈良

14 佐藤　　啓 奈良

15 鶴保　庸介 和歌山

16 世耕　弘成 和歌山 https://sekohiroshige.jp/

17 石井　正弘 岡山

18 中西　祐介 徳島

19 三宅　伸吾 香川

20 大家　敏志 福岡

21 松山　政司 福岡

22 福岡　資麿 佐賀

http://iwao.nara.jp/

http://www.onikidon.com/

http://www.ryota.gr.jp/

http://www.kaneko-yasushi.com/

ホームページアドレス

http://www.satsuki-katayama.com/

https://toyodatoshiro.jp/

http://www.kotaro.net/

http://okada-naoki.net/

http://www.watanabetakeyuki.jp/

http://showyou.jp/

http://suematsu.org/

http://matsuyama-masaji.com/

https://www.takamaro.jp/

http://sato-kei.jp/

http://www.tsuruho.com/

http://ishii-masahiro.jp/

http://yusuke-nakanishi.jp/index.php

http://www.miyakeshingo.net/index.php

http://oie-satoshi.com/
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