
地域 No. 専門家氏名 主たる専門分野 地域 No. 専門家氏名 主たる専門分野
1 大沼 俊道 合意形成、換地計画 48 野口 秀行 中心市街地活性化、エリアマネージメント
2 紺野　寛 防災減災、中心市街地活性化 49 籏智 啓 協働のまちづくり、柔軟な区画整理
3 佐々木 公明 個人施行、換地計画 50 原 和義 換地設計、換地計画
4 佐藤 雅志 換地計画、事業運営（公共） 51 日比谷 大二郎 合意形成
5 高桑 茂人 柔軟な区画整理、業務代行 52 福原 広美 事業化指導、事業運営（組合）
6 中山 祐二 コンパクトシティ、建物一体型区画整理 53 藤枝 宏之 合意形成、事業運営（公共）
7 堀川 裕己 税務税制、企業誘致 54 藤塚　仁 コンパクトシティ、合意形成
8 吉村　廣 事業化指導、換地設計 55 細田 進 換地計画
9 赤川 俊哉 コンパクトシティ、中心市街地活性化 56 松永 和久 事業化指導、事業運営（組合）
10 山田 憲男 合意形成、換地計画 57 松村 忠雄 柔軟な区画整理、経営再建
11 阿部 仁志 補償、直接施行 58 丸山 昭彦 事業化指導
12 池田 久 事業化指導、合意形成 59 三須 正紀 協働のまちづくり、訴訟法務
13 稲葉 隆一 事業運営（組合） 60 宮川　進 換地設計、直接施行
14 岩本 光司 業務代行、企業誘致 61 宮武 宏之 合意形成、換地設計
15 宇野 久実子 防災減災、産業廃棄物対応 62 村橋 保春 企業誘致、エリアマネージメント
16 梅原 祐介 街並み形成、建物一体型区画整理 63 森田　茂 補償、直接施行
17 遠藤 二郎 協働のまちづくり、建物一体型区画整理 64 諸橋 良哉 業務代行、保留地処分
18 大島 恭司 事業運営（組合）、企業誘致 65 柳 修 柔軟な区画整理、建物一体型区画整理
19 大髙 克則 補償、直接施行 66 山本　忠 産業廃棄物対応、土地活用
20 川原 伸郎 街並み形成、建物一体型区画整理 67 吉野 順二 柔軟な区画整理、換地計画
21 川村 和則 生産緑地、換地計画 68 和田 治夫 企業誘致、土地活用
22 久保 建 沿区沿街、経営再建 69 加塚 政彦 個人施行、建物一体型区画整理
23 栗田 和夫 個人施行、経営再建 70 北本 治和 協働のまちづくり、沿区沿街
24 栗原 芳文 経営再建、事業運営（組合） 71 鬼頭修司 換地計画、事業運営（組合）
25 小出　修 企業誘致、土地活用 72 酒井 宏行 事業化指導、換地計画
26 小林 義範 業務代行、保留地処分 73 柴田 邦弘 事業化指導、事業運営（公共）
27 小又 啓攝 業務代行、事業運営（組合） 74 中村 真康 補償、訴訟法務
28 近藤　章 個人施行、換地計画 75 久野 由恵 建物一体型区画整理、合意形成
29 齋藤 秀樹 換地設計、換地計画 76 堀内　薫 協働のまちづくり、街並み形成
30 齋藤 征孝 企業誘致、土地活用 77 松本 亨 合意形成、換地設計
31 篠 克美 産業廃棄物対応、経営再建 78 今仲　清 税務税制、生産緑地
32 清水　博 事業化指導、経営再建 79 宇土 行次郎 補償、直接施行
33 十文字 良二 税務税制 80 榮永 正 建物一体型区画整理、企業誘致
34 末永 延幸 補償、直接施行 81 鎰谷(ｶｷﾞﾔ)聡 業務代行、エリアマネージメント
35 鈴木 俊治 中心市街地活性化、エリアマネージメント 82 北井 宏次 換地計画、保留地処分
36 鈴木 雅雄 業務代行、事業運営（組合） 83 諏訪 正信 換地設計、換地計画
37 須藤 良一 直接施行 84 遠竹(ﾄｵﾀｹ)利道コンパクトシティ
38 髙田 義夫 業務代行、企業誘致 85 中山 久憲 防災減災、合意形成
39 鷹野 保雄 税務税制 86 吉田 達也 沿区沿街、換地計画
40 高見 公雄 コンパクトシティ、街並み形成 87 産田 節雄 換地設計
41 滝川 幸信 企業誘致、土地活用 88 沖広 秀則 中心市街地活性化、事業運営（公共）
42 千葉 一智 建物一体型区画整理、換地計画 89 高尾 忠志 街並み形成、合意形成
43 土屋 信行 防災減災、合意形成 90 新田　進 合意形成、企業誘致
44 津守 洋志 沿区沿街、建物一体型区画整理 91 牧野 達次 換地設計、換地計画
45 戸井田 光晴 補償、直接施行 92 宗雪 正和 個人施行、保留地処分
46 中村 正幸 換地設計、換地計画 ※上記リストは専門家の居住地を示すもので、派遣エリアではありません。
47 中山 文利 事業化指導、保留地処分 　なお、派遣者は促進機構が決定します。
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