
北海道 北海道公益認定等審議会

◎吉見　宏  　（北海道大学大学院経済学研究院教授）
〇斉田　顕彰　（弁護士（斉田顕彰法律事務所））
　伊藤　実枝子（株式会社コンフィ代表取締役）
　倉知　直美　（（公認会計士・税理士）杉下公認会計士共同事務所）
　堤　　悦子　（北海商科大学商学部商学科教授）
　千葉　智  　（（公認会計士）千葉智公認会計士事務所）

青森県 青森県公益認定等審議会

◎遠藤　哲哉　（青森公立大学経営経済学部教授）
○岩谷　直子　（弁護士）
　青木　智美　（公認会計士・税理士）
　大坂　みどり（税理士・社会保険労務士・行政書士）
　椛沢　孝子　（八戸みなとまちづくり市民フォーラム代表）

岩手県 岩手県公益認定等審議会

◎吉田　瑞彦　（弁護士）
○遠藤　明哲　（公認会計士・税理士）
　高嶋　裕一　（岩手県立大学総合政策学部教授）
　宮本　ともみ（岩手大学人文社会科学部教授）
　西川　温子　（税理士）

宮城県 宮城県公益認定等委員会

◎稲葉　馨　　（立正大学法学部教授）
◯川原　眞也　（弁護士）
　古川　直磨　（公認会計士）
　石田　祐　　（宮城大学事業構想学群准教授）
　熊沢　由美　（東北学院大学経済学部教授）

秋田県 秋田県公益認定等委員会

◎渡部　毅　　（ノースアジア大学法学部教授）
○松渕　秀和　（元一般財団法人秋田経済研究所専務理事）
　沢田　祐治　（公認会計士・税理士）
　菅原　佳典　（弁護士）
  魚住　元　　（税理士）

山形県 山形県公益認定等審議会

◎伊藤　眞知子（東北公益文科大学教授）
○小笠原　奈菜（山形大学准教授）
　石井　範子　（行政書士）
　井上　哲寿　（公認会計士）
　渡部　洋江　（弁護士）

福島県 福島県公益認定等審議会

◎福島　雄一　　 （福島大学行政政策学類教授）
○阿久津　文作　 （元福島県商工会連合会専務理事）
  渡邊　大 （弁護士）
　渡邊　さやか（公認会計士）
　二階堂　良子（税理士）

茨城県 茨城県公益認定等審議会

◎横山　哲郎　（公認会計士）
○阿久津　正晴（弁護士）
　井上　拓也　（茨城大学教授）
　緑川　喜代子（元茨城県県北県民センター長）
　村上　正子　（名古屋大学教授）

栃木県 栃木県公益認定等審議会

◎平野　浩視　（弁護士）
○星　法子　　（白鷗大学教授）
　岡田　豊子　（株式会社岡田建築設計事務所専務取締役）
　深谷　卓男　（公認会計士）
  三田　妃路佳（宇都宮大学准教授）

群馬県 群馬県公益認定等審議会

◎丸山　和貴　（弁護士）
○小竹　裕人　（群馬大学社会情報学部准教授）
　井上　真由美（高崎経済大学経済学部准教授）
　佐藤　佳子　（税理士）
　猿谷　直樹　（弁護士）

埼玉県 埼玉県公益法人認定等審議会

◎中村　友理香（公認会計士）
○王子田　誠　（駿河台大学法学部教授）
　岸　生子　　（税理士）
  岸本　幸子　（公益財団法人パブリックリソース財団専務理事）
　高松　佳子　（弁護士）

千葉県 千葉県公益認定等審議会

◎石川　久　　（元淑徳大学コミュニティ政策学部教授）
○野﨑　薫子　（弁護士）
　眞田　範行　（弁護士）
　大谷　益世　（公認会計士）
　川口　明浩　（公認会計士）
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東京都 東京都公益認定等審議会

◎鎌野　邦樹　（早稲田大学法学学術院教授）
○山本　隆司　（東京大学大学院法学政治学研究科教授）
　尾嶋　由紀子（公益社団法人全国消費生活相談員協会常務理事）
　小野　晶子  （独立行政法人労働政策研究・研修機構主任研究員）
　袖山　裕行　（袖山公認会計士事務所所長）
　村田　隆一　（三菱ＵＦＪリース株式会社相談役）
　山上　圭子　（弁護士）

【専門委員】
　居関　剛一　（居関公認会計士事務所代表）

神奈川県 神奈川県公益認定等審議会

◎岡村　勝義　（元神奈川大学経済学部教授）
〇弥永　真生　（筑波大学ビジネスサイエンス系教授）
  戎野　淑子　 (立正大学経済学部教授)
  小村　陽子　（弁護士）
　古庄　修　  （日本大学経済学部教授）
　松原　由美  （早稲田大学人間科学学術院准教授）

【専門委員】
　井上　雅陽　（公認会計士）
　本郷　順子　（税理士）

新潟県 新潟県公益認定等審議会

◎寺尾　仁　　（新潟大学工学部准教授）
〇本間　敏    （公認会計士）
　野本　幸    （特定非営利活動法人女性みちみらい上越理事長）
　橋本　奈奈　（弁護士）
　市村　二三代（税理士）

富山県 富山県公益認定等審議会

◎桶屋　泰三　（税理士）
○米澤　茂美　（社会福祉法人おあしす新川理事長）
　大原　弘之　 (弁護士）
　近藤　裕世　（富山県商工会議所女性会会長）
　村上　満　　（富山国際大学子ども育成学部教授）

石川県 石川県公益認定等審議会

◎中島　史雄　（弁護士、金沢大学名誉教授）
○吉村　文雄　（金沢大学名誉教授）
　合田　篤子　 (金沢大学人間社会研究域法学系教授）
  高橋　涼子　（金沢大学人間社会研究域人間科学系教授）
　土屋　雅一　 (金沢学院大学経営情報学部教授)

福井県 福井県公益認定等委員会

◎安久　彰　　（公認会計士）
○山川　均　　（弁護士）
○山下　裕己　（福井新聞社参与・特別論説委員）
　坪川　貞子　（行政書士）
　加藤　まどか（福井県立大学大学学術教養センター准教授）

山梨県 山梨県公益認定等審議会

◎渡辺　和廣　　（弁護士）
○加賀美　春雄　（税理士）
　古屋　知子　　（一般社団法人ガールスカウト山梨県連盟）
　鈴木　優典　　（山梨学院大学法学部教授）
　今朝丸　亜矢子（公認会計士）

長野県 長野県公益認定等審議会

◎小川　直樹　（公認会計士）
○髙橋　潤　　（公益財団法人長野県みらい基金理事長）
  高橋　佐智子（公認会計士）
　中山　千晶　（弁護士）
　山田　千代子（ＮＰＯ法人長野県ＮＰＯセンター代表理事）

岐阜県 岐阜県公益認定等審議会

◎山田　貞夫　（弁護士）
○川嶋　俊雄　（公認会計士・税理士）
　大野　正博　（朝日大学法学部教授）
　永井　京子　（税理士）
　三井　栄　　（岐阜大学地域科学部教授）

静岡県 静岡県公益認定等審議会

◎洞江　秀　　（弁護士）
○柴　由花　　（常葉大学法学部教授）
　白鳥　三和子（公認会計士）
　杉本　彰子　（認定ＮＰＯ法人活き生きネットワーク理事長）
　松島　達也　（公認会計士）

愛知県 愛知県公益認定等審議会

◎加藤　雅信　（名古屋学院大学法学部教授）
○松岡　正明　（公認会計士）
　服部　千鶴　（弁護士）
　松宮　朝　　（愛知県立大学教育福祉学部准教授）
　吉田　正子　（税理士）
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三重県 三重県公益認定等審議会

◎澤田　博　　（公認会計士、税理士）
○奥島　要人　（行政書士）
　奥原　貴士　（四日市大学総合政策学部特任准教授）
　清水　香住　（公認会計士、税理士）
　中川　かおり（弁護士）

滋賀県 滋賀県公益認定等委員会

◎仁連　孝昭　（滋賀県立大学名誉教授）
○宮岸　雅英　（公認会計士）
　浮田　麻里　（弁護士）
　井上　超由　（行政書士）
　内田　香奈　（きょうとＮＰＯセンター法人経営本部副統括責任者）

京都府 京都府公益認定等審議会

◎藤井　正大　（弁護士）
○前野　芳子　（公認会計士）
　浦坂　純子　（同志社大学社会学部教授）
  荻野　奈緒　 (同志社大学法学部教授)
　宮本　幸平　（神戸学院大学経済学部教授）

大阪府 大阪府公益認定等委員会

◎小松　一雄　（弁護士）
　高橋　明男　（大阪大学法学研究科教授）
○出口　正之  （国立民族学博物館教授）
　永井　美佳  （社会福祉法人大阪ボランティア協会常務理事・事務局長）
　林　紀美代　（公認会計士）

兵庫県 兵庫県公益認定等委員会
◎室﨑　益輝　（兵庫県立大学総合教育機構防災教育研究センター長）
○松山　康二　（公認会計士）
　正木　靖子　（弁護士）

奈良県 奈良県公益認定等審議会

◎吉岡　祥充  （龍谷大学法学部教授）
〇田中　敬一　（近畿大学経済学部教授）
  藤次　芳枝　（弁護士）
　篠藤　敦子　（公認会計士・税理士）
　藤岡　里圭　（関西大学商学部教授）

和歌山県 和歌山県公益認定等審議会

◎波床　昌則　（弁護士）
○湯川　広一　（きのくに信用金庫　理事部長）
　池田　保孝　（公認会計士・税理士）
　岡田　亜紀　（菱岡工業株式会社　代表取締役）
　清弘　正子　（和歌山大学経済学部市場環境学科　准教授）

鳥取県 鳥取県公益認定等審議会

◎丹波  哲二郎（税理士）
○山崎　優　　（弁護士）
　山﨑　信吾　（特定非営利活動法人未来理事）
　山根　里美　（税理士）
  木村　祐子　（特定非営利活動法人こども未来ネットワーク理事）

島根県 島根県公益認定等審議会

◎玉樹　智文　（島根大学大学院法務研究科准教授）
○熱田　雅夫　（弁護士）
　井上　道子　（元島根県商工労働次長）
　野田　素三子（行政書士）
　山川　博司　（公認会計士）
　米井　順子　（元島根県県立美術館館長）

岡山県 岡山県公益認定等委員会

◎井上　信二　（公認会計士）
○山本　哲之進（元岡山県町村会事務局長）
　赤木　真美　（岡山大学大学院社会文化科学研究科教授)
　岩﨑　香子　（弁護士）
　近藤　理恵　（岡山県立大学保健福祉学部教授）

広島県 広島県公益認定等審議会

◎越智　貢　　（桃山学院教育大学教育学部教授）
○山田　知子　（比治山大学現代文化学部教授）
  稲本　信秀　（広島商工会議所副会頭）
  齋村　美由紀（弁護士）
　山田　紳太郎（公認会計士）

山口県 山口県公益認定等審議会

◎天羽　満則　（公認会計士）
○中山　修身　（弁護士）
　進藤　優子　（山口県立大学准教授）
　鈴木　朋絵　（弁護士）
　高橋　和幸　（下関市立大学教授）

徳島県 徳島県公益認定等審議会

◎豊永　寛二　（弁護士）
○喜多　三佳　（四国大学経営情報学部教授）
　島内　保彦　（弁護士）
　孝志　茜　　（公認会計士・税理士）
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香川県 香川県公益認定等審議会

◎小川　和彦　（元一般社団法人香川経済同友会代表幹事）
○辻上　佳輝　（香川大学法学部准教授）
　藤本　智子　（弁護士）
  宮脇  秀貴　（香川大学経済学部教授）
　安井　順子　（公認会計士）

愛媛県 愛媛県公益認定等審議会

　秋葉　見　　（公認会計士）
◎大熊　伸定　（弁護士）
　佐藤　亮子　（愛媛大学法文学部准教授）
　仙波　誉子　（株式会社岩本商会代表取締役社長）
○村上　宏之　（松山大学教授）

高知県 高知県公益認定等審議会

◎西森　やよい（弁護士）
○松岡　章雄　（弁護士）
　玉里　恵美子（高知大学教授）
  白山　晃嗣　（公認会計士）

福岡県 福岡県公益認定等審議会

◎村上  英明　（福岡大学法科大学院　教授）
　相澤　直子　（久留米大学法科大学院　准教授）
　伊佐　淳　　（久留米大学経済学部　教授）
　波多江　愛子（弁護士）
○藤田  直己　（公認会計士）

佐賀県 佐賀県公益認定等審議会

◎奥田　律雄　　（池田法律事務所　代表弁護士）
○田村　浩司　　（田村公認会計士事務所　公認会計士)
　伊佐　淳　　　（久留米大学経済学部　教授）
　多久島　加代子（行政書士）
　大島　千鶴　　（税理士）

長崎県 長崎県公益認定等審議会

◎西村　宣彦　（長崎大学経済学部教授）
○井石　八千代（㈱井石代表取締役・ＮＰＯ法人長崎さんさん２１理事長）
　砺山　祐実　（公認会計士・税理士）
　池内　愛　　（弁護士）
　石田　聖　　（長崎県立大学地域創造学部講師）

熊本県 熊本県公益認定等審議会

◎原村　憲司　（弁護士）
○橋本　眞　　（熊本大学大学院人文社会科学研究部法学系教授）
　辻本　英子　（ＮＰＯ法人消費者支援ネット熊本副理事長）
　中村　裕彦　（公認会計士（くまもと監査法人））
　米満　まり　（税理士（税理士法人東京会計グループ熊本支店））

大分県 大分県公益認定等審査会

◎岡村　邦彦　（弁護士）
○阿部　貴史　（弁護士）
  秋山  智恵子（大分大学経済学部准教授）
　瀬山　美恵　（税理士）
　村上　和子　（社会福祉法人シンフォニー理事長）

宮崎県 宮崎県公益認定等審議会

◎柏田　芳徳　（弁護士）
○土田　博　　（学校法人南九州学園常務理事）
　飯田　三和　（税理士）
　山田　文美　（弁護士）
　三桝　ひとみ（ＮＰＯ法人代表理事、キャリアコンサルタント）

鹿児島県 鹿児島県公益認定等審議会

◎采女　博文　（鹿児島大学名誉教授）
○福元　紳一　（弁護士）
　玉川　惠　　（公認会計士）
　鳥丸　聡　　（シンクタンク・バードウイング代表）
　宇都　由美子（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科准教授）

沖縄県 沖縄県公益認定等審議会

◎渡名喜　庸安（琉球大学　理事・副学長）
○西村　オリエ（弁護士）
　儀部　和歌子（弁護士）
　青山　喜佐子（社会保険労務士）
　金城　久美子（税理士）
  越野　泰成　（琉球大学経済学部教授）
　安里　和恭　（公認会計士）


