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京町家相談員名簿（一覧表） 登録区分 宅地建物取引士 

 

 

登録番号 氏名 
資格名称 

登録年月日 
その他保有資格 

第 18宅 001号 青山 幸司 
宅地建物取引士 

平成 11年 1月 11日 

二級建築士 CFP 不動産コンサルティン

グマスター 

第 18宅 002号 井上 誠二 
宅地建物取引士 

昭和 54年 1月 8日 

不動産コンサルティングマスター 賃貸不

動産経営管理士    

第 18宅 003号 井上 信行 
宅地建物取引士 

昭和 61年 10月 31日 

不動産コンサルティングマスター 賃貸不

動産経営管理士 特定行政書士 家族信託

専門士  

第 18宅 004号 岩佐 英治 
宅地建物取引士 

平成 24年 1月 4日 

公認不動産コンサルティングマスター 相

続診断士 賃貸不動産経営管理士 2 級フ

ァイナンシャル・プランニング技能士 

AFP 古民家鑑定士 

第 18宅 005号 岩本 純一 
宅地建物取引士 

平成 4年 2月 7日 

京都市地域の空き家相談員 管理業務主任

者 賃貸不動産経営管理士 日本ホームイ

ンスペクター  

第 18宅 006号 大西 雅一 
宅地建物取引士 

平成 4年 9月 28日 

マンション管理士 不動産コンサルティン

グマスター 賃貸不動産経営管理士 京都

検定（2級） 消防設備士 

第 18宅 007号 大前 温彦 
宅地建物取引士 

平成 3年 12月 27日 

不動産コンサルティングマスター マンシ

ョン管理士 管理業務主任者 賃貸不動産

経営管理士  

第 18宅 008号 岡本 慎太郎 
宅地建物取引士 

平成 25年 3月 14日 

公認不動産コンサルティングマスター 賃

貸不動産経営管理士 京都市地域の空き家

相談員 空き家相談士  

第 18宅 009号 岡本 秀巳 
宅地建物取引士 

昭和 48年 4月 12日 

不動産コンサルティングマスター 賃貸不

動産経営管理士 京都市地域の空き家相談

員 空き家相談士 相続対策専門士 

第 18宅 010号 岡本 浩志 
宅地建物取引士 

昭和 61年 12月 16日 

賃貸不動産経営管理士 管理業務主任者 

ビル経営管理士 古民家鑑定士  

第 18宅 012号 柴田 剛 
宅地建物取引士 

平成 8年 7月 30日 

公認不動産コンサルティングマスター 賃

貸不動産経営管理士    

第 18宅 013号 高瀬 秀一郎 
宅地建物取引士 

平成 19年 3月 20日 
 

第 18宅 014号 中川 桂一 
宅地建物取引士 

平成 16年 12月 22日 
 

第 18宅 015号 中積 一 
宅地建物取引士 

平成 20年 1月 8日 
賃貸不動産経営管理士     

第 18宅 017号 西村 孝平 
宅地建物取引士 

昭和 48年 1月 10日 

二級建築士 インテリアプランナー 行政

書士 不動産コンサルティングマスター 

既存住宅状況調査技術者 賃貸不動産経営

管理士 

第 18宅 018号 西村 直己 
宅地建物取引士 

平成 28年 7月 21日 

二級建築士 AFP 不動産コンサルティン

グマスター 既存住宅状況調査技術者 賃

貸不動産経営管理士 

  



 

3 

 

登録番号 氏名 
資格名称 

登録年月日 
その他保有資格 

第 18宅 019号 林  茂 
宅地建物取引士 

昭和 55年 1月 23日 

不動産コンサルティングマスター 賃貸不

動産経営管理士 2 級ファイナンシャル・

プランニング技能士   

第 18宅 020号 保科 秀幸 
宅地建物取引士 

平成 14年 1月 9日 
 

第 18宅 021号 山下 善彦 
宅地建物取引士 

昭和 61年 1月 7日 

不動産鑑定士 （公認）不動産コンサルテ

ィングマスター    

第 18宅 022号 吉田 光一 
宅地建物取引士 

昭和 56年 2月 4日 

賃貸不動産経営管理士 不動産コンサルテ

ィングマスター    

第 18宅 023号 吉田 創一 
宅地建物取引士 

平成 18年 8月 31日 
 

第 21宅 001号 荒川 博 
宅地建物取引士 

平成 23年 8月 12日 
 

第 21宅 002号 大野 美花 
宅地建物取引士 

平成 3年 10月 2日 
 

第 21宅 003号 小西 啓吾 
宅地建物取引士 

平成 28年 7月 1日 
賃貸不動産経営管理士 

第 21宅 004号 田中 和彦 
宅地建物取引士 

平成 3年 9月 13日 
 

第 21宅 005号 藤井 博周 
宅地建物取引士 

平成 24年 4月 13日 
 

第 21宅 006号 藤田 和彦 
宅地建物取引士 

平成 23年 2月 1日 
二級建築士 既存住宅状況調査技術者 

第 21宅 007号 宮川 和秀 
宅地建物取引士 

平成 25年 12月 26日 
二級建築士 古民家鑑定士 

第 21宅 008号 若山 正治 
宅地建物取引士 

平成 27年 3月 30日 

不動産コンサルティングマスター 賃貸不

動産経営管理士 福祉住環境コーディネー

ター2 級 AFP ファイナンシャルプランナ

ー2級 
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京町家相談員名簿（一覧表） 登録区分   大工 

 

 

登録番号 氏名 
資格名称 

登録年月日 
その他保有資格 

第 18大 001号 荒木  智 
一級建築士 

平成元年 2月 20日 

管理建築士 監理技術者 京都市文化財マ

ネージャ（建造物） 京都市京町家耐震診

断士（構造診断士） 京都市木造住宅派遣

耐震診断士 京都府木造住宅派遣診断士 

第 18大 002号 大下 尚平 
一級建築大工技能士 

令和 4年 3月 17日 

2 級建築施工管理技士 登録建築大工基幹

技能者    

第 18大 003号 小野 敏明 
二級建築士 

平成 10年 1月 30日 

京町家耐震診断士（現地調査診断士）京都

府木造住宅耐震診断士     

第 18大 004号 狩野 文博 
二級建築士 

昭和 62年 1月 14日 
2級建築施工管理技士     

第 18大 005号 木村 紀晃 
一級建築士 

平成 18年 1月 25日 
京町家耐震診断士（現地調査診断士）     

第 18大 006号 田原 利晃 
二級建築士 

昭和 58年 12月 23日 
京町家耐震診断士（現地調査診断士）     

第 18大 007号 辻 勇治 
二級建築士 

平成 6年 1月 19日 
 

第 18大 008号 堀 栄二 
二級建築士 

昭和 52年 12月 10日 
 

第 18大 010号 宮田 裕一 
一級建築士 

昭和 63年 2月 7日 

インテリアプランナー インテリアコーデ

ィネーター 宅地建物取引士 

第 18大 011号 望月 幸夫 
木造建築士 

平成 12年 1月 21日 
2級建築施工管理技士     

第 18大 012号 米田 安志 
木造建築士 

昭和 59年 12月 19日 
京町家耐震診断士（現地調査診断士）     
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京町家相談員名簿（一覧表） 登録区分   建築士 

 

 

登録番号 氏名 
資格名称 

登録年月日 
その他保有資格 

第 18建 001号 池井 健 
一級建築士 

平成 18年 7月 20日 
 

第 18建 002号 今井 毎好 
一級建築士 

平成元年 1月 20日 
 

第 18建 003号 内田 康博 
一級建築士 

平成 10年 3月 9日 
京町家耐震診断士（構造診断士）     

第 18建 005号 亀田 佳明 
二級建築士 

昭和 49年 10月 31日 

京町家耐震診断士（現地調査診断士）１級

建築施工管理技士 宅地建物取引士 既存

住宅状況調査技術者 給水装置工事主任  

第 18建 006号 熊田 孝 
一級建築士 

平成 9年 2月 20日 

京町家耐震診断士（構造診断士）京都市文

化財マネージャー     

第 18建 007号 栗山 裕子 
一級建築士 

昭和 61年 7月 20日 
 

第 18建 008号 古賀 芳智 
一級建築士 

昭和 62年 2月 7日 
 

第 18建 009号 齋藤 義憲 
一級建築士 

平成 20年 2月 5日 

京町家耐震診断士（構造診断士）京都府・

京都市木造住宅耐震診断士 京都市文化財

マネージャー（建造物）    

第 18建 010号 志村 公夫 
一級建築士 

昭和 50年 1月 30日 

京町家耐震診断士（現地調査診断士、構造

診断士）     

第 18建 011号 末川 協 
一級建築士 

平成 4年 3月 7日 
 

第 18建 012号 杉本 考次 
一級建築士 

平成 16年 2月 16日 

京町家耐震診断士（現地調査診断士、構造

診断士）京都市木造住宅耐震診断士 既存

住宅状況調査技術者 京都市文化財マネー

ジャー 宅地建物取引士  

第 18建 013号 関 智之 
一級建築士 

平成 4年 3月 7日 
 

第 18建 014号 冨家 裕久 
一級建築士 

平成 20年 2月 28日 

京町家耐震診断士（現地調査診断士、構造

診断士）京都市木造住宅耐震診断士 京都

府地震被災地建築物応急危険度判定士 既

存住宅状況調査技術者 京都市文化財マネ

ージャー（建造物）  

第 18建 015号 中井 芙美 
二級建築士 

平成 26年 3月 18日 
 

第 18建 016号 長瀬 博一 
一級建築士 

昭和 49年 1月 30日 

京町家耐震診断士（現地調査診断士、構造

診断士）     

第 18建 017号 伏木 道雄 
一級建築士 

昭和 56年 2月 14日 
京町家耐震診断士（構造診断士）     

第 18建 018号 吉田 玲奈 
二級建築士 

平成 19年 1月 12日 

京都市文化財マネージャー（建造物） 住

宅医    

第 21建 001号 赤﨑 盛久 
一級建築士 

昭和 50年 3月 10日 

京町家耐震診断士（構造診断士） 木造住

宅派遣耐震診断士 既存住宅状況調査技術

者 
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登録番号 氏名 
資格名称 

登録年月日 
その他保有資格 

第 21建 002号 榎本 晋 
二級建築士 

平成 17年 2月 7日 
 

第 21建 003号 清原 正人 
二級建築士 

平成 13年 1月 24日 
京都市木造住宅耐震診断士 

第 21建 004号 南 麻衣子 
一級建築士 

平成 26年 2月 6日 
 

第 21建 005号 山本 豊 
一級建築士 

平成 4年 2月 7日 

京町家耐震診断士（現地調査診断士、構造

診断士） 木造住宅耐震診断士  

第 21建 006号 米沢 和也 
一級建築士 

平成 20年 2月 5日 

京町家耐震診断士（現地調査診断士、構造

診断士） 
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京町家相談員名簿（一覧表） 登録区分   税理士 

 

 

登録番号 氏名 
資格名称 

登録年月日 
その他保有資格 

第 18税 001号 安下 ひろみ 
税理士 

平成 18年 3月 23日 
 

第 18税 003号 清水 義子 
税理士 

平成 11年 9月 20日 
 

第 18税 004号 玉山 秀文 
税理士 

平成 9年 2月 20日 
 

第 18税 005号 前岡 照紀 
税理士 

平成 18年 2月 23日 
 

第 21税 001号 小倉 さやか 
税理士 

平成 25年 2月 21日 
 

第 21税 002号 坂口 由美枝 
税理士 

平成 26年 12月 16日 
 

第 21税 003号 谷口 薫 
税理士 

平成 8年 3月 25日 
 

 

 

京町家相談員名簿（一覧表） 登録区分   不動産鑑定士 

 

 

登録番号 氏名 
資格名称 

登録年月日 
その他保有資格 

第 18鑑 002号 木村 綾乃 
不動産鑑定士 

平成 16年 3月 29日 
宅地建物取引士     

第 18鑑 003号 辻本 尚子 
不動産鑑定士 

平成 9年 3月 4日 
税理士     

第 18鑑 004号 前田 祥城 
不動産鑑定士 

平成 24年 4月 9日 
 

第 18鑑 005号 宮田 真悟 
不動産鑑定士 

平成 22年 4月 13日 
公認不動産コンサルティングマスター     

第 18鑑 006号 山下 光弘 
不動産鑑定士 

昭和 60年 3月 8日 
ファイナンシャルプランナー（CFP)     

第 18鑑 008号 綿越 浩 
不動産鑑定士 

平成 17年 3月 30日 
ASA認定資産評価士（機械・設備）     

第 21鑑 001号 西川 崇 
不動産鑑定士 

平成 20年 2月 20日 
宅地建物取引士 

第 21鑑 002号 藤原 陽 
不動産鑑定士 

平成 12年 2月 28日 

AFP マンション管理士 ドローン一般操

縦士 宅地建物取引士 行政書士 
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京町家相談員名簿（一覧表） 登録区分   土地家屋調査士 

 

 

登録番号 氏名 
資格名称 

登録年月日 
その他保有資格 

第 18土 001号 上茶谷 拓平 
土地家屋調査士 

平成 19年 9月 3日 
 

第 18土 002号 谷口 明治 
土地家屋調査士 

平成 18年 1月 20日 
 

第 18土 005号 若林  智 
土地家屋調査士 

平成 7年 1月 10日 

認定土地家屋調査士（民間紛争解決手続代

理人）     

 

 

京町家相談員名簿（一覧表） 登録区分   弁護士 

 

 

登録番号 氏名 
資格名称 

登録年月日 
その他保有資格 

第 18弁 001号 大倉 英士 
弁護士 

平成 14年 10月 5日 
 

第 18弁 002号 小町 崇幸 
弁護士 

平成 21年 12月 17日 
 

第 18弁 003号 玉村 匡 
弁護士 

平成 11年 4月 1日 
 

第 18弁 004号 中出 威一郎 
弁護士 

平成 23年 8月 25日 
 

第 18弁 005号 東岡 由希子 
弁護士 

平成 24年 1月 1日 
 

第 21弁 001号 齋藤 亮介 
弁護士 

平成 27年 1月 1日 
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京町家相談員名簿（一覧表） 登録区分   司法書士 

 

 

登録番号 氏名 
資格名称 

登録年月日 
その他保有資格 

第 18司 001号 浅井 健 
司法書士 

平成 18年 4月 10日 
 

第 18司 004号 塚本 隼平 
司法書士 

平成 20年 4月 4日 
 

第 18司 005号 内藤 卓 
司法書士 

平成 11年 5月 12日 
 

第 21司 001号 廣瀬 友人 
司法書士 

平成 19年 9月 20日 
土地家屋調査士 行政書士 

 

 

京町家相談員名簿（一覧表） 登録区分   行政書士 

 

 

登録番号 氏名 
資格名称 

登録年月日 
その他保有資格 

第 18行 001号 上田 充夫 
行政書士 

平成 21年 6月 15日 
 

第 18行 002号 小西 康雄 
行政書士 

平成 20年 12月 15日 
 

第 18行 004号 西 博三 
行政書士 

平成 19年 7月 1日 
 

 


