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６．技術指導 
 

 

１）技術指導 

業務名称 申請者 派遣者名 

ガソリン引火模擬実験に関する技術指導業務 (株)フジテレビジョン 防火研究 G：吉田正志 

住宅用全般換気システムの信頼性向上に関する研究 

（その５）に関する技術指導業務 

東プレ(株) 環境研究 G：瀬戸裕直 

フェノールフォームのＳＢＩ試験に関する技術指導業務 旭化成建材(株)建材研究

所 

防火研究 G：吉田正志 

輸送容器の耐火試験に関する技術指導業務 木村化工機(株) 防火研究 G：増田秀昭 

個室型火災の模擬実験に関する技術指導業務 (株)フジテレビジョン 防火研究 G：吉田正志 

火災出火の模擬実験に関する技術指導業務 (株)東通企画 防火研究 G：吉田正志 

ルームコーナーでの燃焼実験に関する技術指導業務 朝日放送(株)東京支社 防火研究 G：吉田正志 

湿度の人体影響に関する技術指導業務 日本放送協会制作局 

  第２制作センター 

環境研究 G：瀬戸裕直 

(客員研究員：坊垣和明)

ビル火災の模擬実験に関する技術指導業務 (株)エスト 防火研究 G：吉田正志 

建材・家具等の燃焼実験に関する技術指導業務 (株)フジテレビジョン 防火研究 G：吉田正志 

硬質ウレタンフォームのコーンカロリーメーターによる試験に関す

る技術指導業務 

川崎化成工業(株)技術研

究所 

防火研究 G：吉田正志 

硬質ウレタンフォームのコーンカロリー試験（その２）に関する技

術指導業務 

川崎化成工業(株)技術研

究所 

防火研究 G：吉田正志 

家庭用小型空気清浄機の燃焼試験に関する技術指導業務 ミドリ安全(株) 防火研究 G：吉田正志 

含水率の違いによる木材の燃焼実験に関する 

   技術指導業務 

日本テレビ放送網(株) 防火研究 G：吉田正志 

 

 

 

２）書籍等の編集・監修 

書籍等の名称 編集・監修 依頼者名 担当者 

【監修】 

鉄鋼造物建築物へのエネルギー活用マニュアル 

（社）日本鉄鋼連盟 理事：村岸 明 

構造 G 長：飯場正紀 

構造 G：向井智久 

構造 G：岩田善裕 

【監修】 

住宅性能表示制度 

日本住宅性能表示基準・評価方法基準 技術解説 2008

（既存住宅・個別性能） 

工業図書（株） 理事長：村上周三 

研究総括監：水流潤太郎 

構造 G 長：飯場正紀 

住宅・都市 G 長：鈴木昌治 
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書籍等の名称 編集・監修 依頼者名 担当者 

【監修】 

住宅性能表示制度 

日本住宅性能表示基準・評価方法基準 技術解説 2008

（正誤表、告示変更による記述の修正） 

工業図書（株） 理事長：村上周三 

研究総括監：水流潤太郎 

構造 G 長：飯場正紀 

住宅・都市 G 長：鈴木昌治 

【監修】 

住宅性能表示制度建設住宅性能評価解説 2008 

(既存住宅・現況検査） 

サンパートナーズ（株） 理事長：村上周三 

研究総括監：水流潤太郎 

構造 G 長：飯場正紀 

住宅・都市 G 長：鈴木昌治 

【監修】 

2008 年版 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル 

全国官報販売協同組合 理事：伊藤 弘 

研究総括監：水流潤太郎 

構造 G 長：飯場正紀 

構造 G：長谷川隆 

 

 

３）対価を徴収する委員会・講習会 

委員会・講演会名 依頼者 派遣者名 

「日本アルミ手摺工業会技術委員会」会議 日本アルミ手摺工業会 理事：伊藤 弘 

「板倉構法（落とし込み板壁）の構造と防火性能に関す

る講習会」における板倉構法の構造と材料についての講

演 

特定非営利活動法人 木の

建築フォラム 

構造研究 G：河合直人 

マンション管理士試験委員 (財)マンション管理セン

ター 

材料研究 G：濱崎 仁 

建築耐震技術研修の講義 (財)全国建設研修センター 国際地震工学 C：齊藤大樹 

住宅省エネ性能検討委員会 設備込基準検討 WG (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境研究 G：瀬戸裕直 

環境研究 G：桑沢保夫 

耐震性能判定委員会 (財)建築保全センター 構造研究 G：福山 洋 

CASBEE 戸建試験部会 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

材料研究 G：中島史郎 

快適性を考慮した異なる暖房方式のエネルギー評価手法

に関する研究委員会 

(財)ベターリビング 環境研究 G：桑沢保夫 

建築技術審査委員会 アスベスト除去工法等専門委員会 (財)日本建築センター 材料(建築生産)研究 G 長：本橋健司

建築技術審査委員会 (財)日本建築センター 材料(建築生産)研究 G 長：本橋健司

新建築技術認定委員会 (財)日本建築センター 材料(建築生産)研究 G 長：本橋健司

快適性を考慮した異なる暖房方式のエネルギー評価手法

に関する研究委員会 

(財)ベターリビング 環境研究 G：三浦尚志 

茨城県環境アドバイザーの委嘱 茨城県知事 環境研究 G：山海敏弘 

アスベスト飛散防止処理技術審査委員会 (財)ベターリビング 材料(建築生産)研究 G 長：本橋健司

住宅省エネ性能検討委員会 省エネ判断基準簡素化検討

WG 

(財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境研究 G：齋藤宏昭 
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委員会・講演会名 依頼者 派遣者名 

長周期地震動に関する検討準備委員会 (財)日本建築防災協会 構造研究 G 長：飯場正紀 

既存建物耐震診断委員会 (財)日本建築防災協会 構造研究 G：福山 洋 

技術委員会 (財)住宅リフォーム・紛争

処理支援センター 

理事：伊藤 弘 

長周期地震動に関する検討準備委員会 (財)日本建築防災協会 構造研究 G：大川 出 

国際地震工学 C：齊藤大樹 

国際地震工学 C：小山 信 

住宅省エネ性能検討委員会 設備込基準検討 WG 暖冷

房 SWG 

(財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境研究 G：三浦尚志 

環境研究 G：桑沢保夫 

環境研究 G：羽原宏美 

指針研修等検討委員会・指針等検討 WG (財)建築行政情報センター 国際地震工学 C：向井智久 

構造研究 G：福山 洋 

構造審査委員会 (独)都市再生機構 構造研究 G：福山 洋 

平成 20 年度｢建築仕上げリフォーム技術研修｣講師 (財)建築保全センター 材料(建築生産)研究 G 長：本橋健司

既存建築物のアスベスト対策に関する調査検討会 (財)日本建築センター 材料(建築生産)研究 G 長：本橋健司

第８回 ｢CASBEE 建築評価員講習｣講師 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

材料研究 G：中島史郎 

住宅等防災技術評価委員会 (財)日本建築防災協会 構造研究 G：河合直人 

ルーマニア地震災害軽減計画プロジェクト国内委員会 (独)国際協力機構 国地地震工学 C 長：古川信雄 

国際地震工学 C：小山 信 

構造研究 G 長：飯場正紀 

構造研究 G：大川 出 

構造研究 G：加藤博人 

木造軸組工法住宅の許容応力度設計改訂 WG 委員会 (財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

構造研究 G：河合直人 

木造の構造計算概要書記載事例等作成部会 (財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

構造研究 G：河合直人 

構造計算調査委員会 (財)日本建築防災協会 構造研究 G：福山 洋 

（社）プレハブ建築協会住宅部会 技術分科会 木質系

技術 WG 構造計算方法検討会 

(社)プレハブ建築協会 構造研究 G：河合直人 

国立国会図書館東京本館のコンクリート駆体中性化に関

する技術指導 

(株)塩見 東京支社 材料研究 G：棚野博之 

材料研究 G：濱崎 仁 

伝統的講法の設計法作成及び性能検証実験実施委員会 (財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

構造研究 G：河合直人 

住宅省エネ性能検討委員会 設備込基準検討 WG 換気

・通風 SWG 

(財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境研究 G：三浦尚志 

環境研究 G：羽原宏美 

工業化住宅性能評定委員会 (財)日本建築センター 理事：伊藤 弘 

健康維持増進住宅研究委員会 健康影響低減部会 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境研究 G 長：大澤元穀 
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委員会・講演会名 依頼者 派遣者名 

屋根外断熱改修工法の修繕仕様の標準化に関する研究委

員会 

(財)建材試験センター 材料(建築生産)研究 G 長：本橋健司

材料研究 G：濱崎 仁 

「住宅瑕疵関連事例集の打合せ」 (財)住宅リフォーム・紛争

処理支援センター 

理事：伊藤 弘 

宅地擁壁製造工場評定委員会委員ならびに工場調査委員 (社)全国宅地擁壁技術協会 建築生産 G：鹿毛忠継 

CASBEE 研究開発 すまい（戸建）検討小委員会 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

材料研究 G：中島史郎 

住宅紛争処理技術関連資料集の打合せ (財)住宅リフォーム・紛争

処理支援センター 

理事：伊藤 弘 

建築用薄板溶接接合部設計施工指針作成小委員会 (社)日本鋼構造協会 構造研究 G：岩田善裕 

平成 20 年度環境技術実証事業 ヒートアイランド対策

技術分野（建築物外皮による空調負荷低減技術）ワーキ

ンググループ 

(財)建材試験センター 環境研究 G：足永靖信 

平成 20 年度 JICA 集団研修「建築基準と規制システ

ム」コースにおける見学 

(財)日本建築センター 国際研究協力参事：飯田直彦 

CASBEE 建築認証審査部会 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

材料研究 G：中島史郎 

建築物の総合的環境評価研究委員会 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境研究 G：大澤元毅 

設計施工基準作成委員会 地盤・基礎 WG (財)住宅保証機構 建築生産研究 G：平出 務 

伝統的講法の設計法作成及び性能検証実験検討委員会 (財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

構造研究 G：河合直人 

建築防災編集委員会 (財)日本建築防災協会 構造研究 G：森田高市 

住宅紛争処理技術関連資料集分野別アドバイザー会議 (財)住宅リフォーム・紛争

処理支援センター 

構造研究 G：福山 洋 

構造研究 G：新井 洋 

材料研究 G：濱崎 仁 

材料研究 G：古賀純子 

環境(防火)研究 G 長：大澤元毅 

建築生産研究 G：平出 務 

理事：伊藤 弘 

まちづくり顕彰事業表彰審査委員会 茨城県土木部都市局 住宅・都市研究 G 長：鈴木昌治 

平成 20 年度 JICA 集団研修「建築基準と規制システ

ム」コースにおける講師 

(財)日本建築センター 構造研究 G：：新井 洋 

構造研究 G：森田高市 

構造研究 G：加藤博人 

防火研究 G：茂木 武 

国際協力審議役：樽府龍雄 

防火性能委員会 (社)カーテンウォール・防

火開口部協会 

防火研究 G：増田秀昭 

設計施工基準作成委員会 本委員会 (財)住宅保証機構 理事：伊藤 弘 

中央区生活安全協議会 東京都中央区長 住宅・都市研究 G：樋野公宏 
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委員会・講演会名 依頼者 派遣者名 

建築 省エネルギー推進委員会 部会長会議 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境研究 G 長：大澤元毅 

CASBEE 研究開発 HI 検討小委員会 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境研究 G：足永靖信 

CASBEE 研究開発 すまい（住戸ユニット）検討 WG (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境研究 G：平光厚雄 

駐輪場における防犯カメラ設置の事件と効果等について 岐阜県警察本部生活安全部

長 

住宅・都市研究 G：樋野公宏 

特殊建築物等調査資格者講習運営委員会講習テキスト編

集部会 

(財)日本建築防災協会 防火研究 G：萩原一郎 

構造委員会建築基礎構造 WG 会合 (社)日本鉄鋼連盟 構造研究 G 長：飯場正紀 

構造研究 G：新井 洋 

木造住宅の耐震診断法改訂準備委員会 (財)日本建築防災協会 構造研究 G：河合直人 

住宅工事仕様書監修・改訂原稿作成委員会 (独)住宅金融支援機構 環境研究 G 長：大澤元毅 

木造建築物用接合金物審査委員会 (財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

材料研究 G：山口修由 

冷間成形角鋼管設計・施工マニュアル(改訂)編集委員会 (財)日本建築センター 構造研究 G：岩田善裕 

住宅工事仕様書監修・改訂原稿作成委員会 (独)住宅金融支援機構 材料(建築生産)研究 G 長：本橋健司

CASBEE 研究開発委員会 すまい（戸建）検討 WG (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境研究 G：三浦尚志 

健康維持増進住宅研究委員会 健康コミュニティ推進部

会 

(財)建築環境・省エネル

ギー機構 

住宅・都市研究 G：樋野公宏 

日本アルミ手摺工業会技術委員会 日本アルミ手摺工業会 建築生産研究 G:布田 健 

住宅工事仕様書監修・改訂原稿作成委員会 (独)住宅金融支援機構 構造研究 G：河合直人 

建築 省エネルギー推進委員会 建築部会 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境研究 G：三浦尚志 

建築 省エネルギー推進委員会 空調部会 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境研究 G：三浦尚志 

建築物等防災技術評価委員会 (財)日本建築防災協会 構造研究 G：福山 洋 

木造住宅の壁荷重変形曲線検証部会 (財)日本建築防災協会 構造研究 G：河合直人 

第 11 回 これからの土地利用を考える懇談会 国土交通省土地・水資源局 住宅・都市研究 G：樋野公宏 

住宅省エネ性能検討委員会 設備込基準検討 WG 給湯

SWG 

(財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境研究 G：桑沢保夫 

環境研究 G：羽原宏美 

環境研究 G：三浦尚志 

枠組壁工法・耐力壁接合部合理化検討作業部会 (社)日本ツーバイフォー建

築協会 

構造研究 G：河合直人 

JIS 原案作成委員会 (社)セメント協会 材料研究 G：棚野博之 

実務者のための建築物風洞実験ガイドブック（改訂版） (財)日本建築センター 構造研究 G：奥田泰雄 

静岡県文化財建造物耐震診断指針策定委員会 静岡県教育委員会 構造研究 G：河合直人 
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「鋼構造研究・教育助成事業」審査委員会 (社)日本鉄鋼連盟  理事：伊藤 弘 

（財）ベターリビング（仮称）茅ヶ崎浜見平液状化判定

調査検討委員会 

(財)ベターリビング 構造研究 G：新井 洋 

非鉄スラグの有効利用におけるリスク解析小委員会委員 日本鉱業協会 建築生産研究 G：鹿毛忠継 

木造建築物電算プログラム認定委員会 (財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

構造研究 G：河合直人 

枠組壁工法建築物構造計算書・構造計算概要書例作成委

員会 

(社)日本ツーバイフォー建

築協会 

構造研究 G：河合直人 

新工法認証委員会 (財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

構造研究 G：河合直人 

「環境技術実証事業検討会 ヒートアイランド対策技術

分野（オフィス、住宅等から発生する人口排熱低減技

術）ワーキンググループ」委員 

(株)三菱総合研究所 環境研究 G：足永靖信 

実大三次元震動破壊実験施設利用委員会委員 (独)防災科学技術研究所 構造研究 G 長：飯場正紀 

コンクリート用非鉄スラグ骨財調査研究委員会 日本鉱業協会 建築生産研究 G：鹿毛忠継 

自立循環型住宅設計講習会 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境研究 G：齋藤宏昭 

環境研究 G：桑沢保夫 

CASBEE 認証審査委員会 (財)日本建築センター 材料研究 G：中島史郎 

文化遺産を未来につなぐ森づくりの為の有識者会議研究

会 

文化遺産を未来につなぐ森

づくりの為の有識者会議 

構造研究 G：河合直人 

「KKEVISION2008」における技術講演会 (株)構造計画研究所 国際地震工学 C：齊藤大樹 

石油セミナーにおける自立循環型住宅技術に関する解説 石油連盟 東北石油システ

ムセンター 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

生産工程管理用試験方法 JIS 改正原案作成委員会 全国生コンクリート工業組

合連合会 

建築生産研究 G：鹿毛忠継 

木質ラーメンシンポジュウムにおける「木質ラーメンの

法的扱い・構造設計の考え方」の講演 

ラグスクリューボルト研究

会 

構造研究 G：河合直人 

「木造住宅の耐震診断と補強方法」講習会 (財)鳥取県建築住宅検査セ

ンター 

構造研究 G：河合直人 

平成 20 年度林野庁補助事業「住宅用構造部材の新製品

企画・評価委員会」 

(財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

材料研究 G：山口修由 

非住宅建築物の環境関連データベース検討委員会 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

耐力壁接合部設計法監修委員会 (社)日本ツーバイフォー建

築協会 

構造研究 G：河合直人 

平成 20 年度林野庁補助事業「マンション内装材新製品

企画・評価委員会」 

(財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

材料研究 G：中島史郎 

木造住宅の耐震診断と補強方法講習会 (財)日本建築防災協会 構造研究 G：河合直人 
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木造の構造計算概要書記載事例等作成部会 (財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

構造研究 G：田尻清太郎 

建築 省エネルギー推進委員会 照明部会 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

建築 省エネルギー推進委員会 モデル建物検討 WG (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

建築 省エネルギー推進委員会 建築部会 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

建築 省エネルギー推進委員会 部会長会議 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

建築 省エネルギー推進委員会 空調部会 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

建築 省エネルギー推進委員会 動力部会 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

建築 省エネルギー推進委員会 給湯部会 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

建築 省エネルギー推進委員会 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

自立循環型住宅設計講習会 講師 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境研究 G：桑沢保夫 

防火材料等の防火性能に関する試験・研究分科会及び

WG 

防火材料等関係団体協議会 防火研究 G：吉田正志 

既存建物耐震診断委員会（伊予市立翠小学校部会） (財)日本建築防災協会 構造研究 G：河合直人 

木造軸組立工法の許容応力度設計等改訂委員会 (財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

構造研究 G：河合直人 

都市計画マスタープラン改訂調査策定委員会 上尾市長 住宅・都市研究 G：飯田直彦 

南アジア地域における地震防災対策計画（ERRP）：

リーショナルワークショップ講師 

アジア防災センター 国際協力審議役：楢府龍雄 

「平成 20 年度安全・安心まちづくり講習会」における

講演 

沖縄県知事 住宅・都市研究 G：樋野公宏 

被災建築物応急危険度判定講習会講師予定対象者講習会

（第 12 回） 

(財)日本建築防災協会 材料研究 G：中川貴文 

構造研究 G：岩田善裕 

材料研究 G：田尻清太郎 

連続繊維補強剤を用いた既存鉄筋コンクリート造及び鉄

骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修設計・施工指針

改訂検討委員会（仮称） 

(財)日本建築防災協会 構造研究 G：福山 洋 

線路上空利用建築物の中高層化に関する構造検討委員会 (財)鉄道総合技術研究所 構造研究 G：福山 洋 

自立循環型住宅設計講習会における躯体及び設備に関す

る講演 

岐阜市地球温暖化対策推進

委員会 

環境研究 G：齋藤宏昭 

環境研究 G：桑沢保夫 

展示会（洗浄総合展、土壌地下水環境展、エコビルド）

セミナー講師 

日刊工業新聞社 国際地震工学 C：齊藤大樹 
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防災に有効なガラスのガイドライン検討委員会編集 WG (財)日本建築防災協会 建築生産研究 G：脇山善夫 

太陽熱利用システム基準作成部会 (財)ベターリビング 構造研究 G：奥田泰雄 

平成 20 年度省エネリフォームの設計手法、工法等の評

価委員会 

東京都都市整備局 環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

自立循環型住宅設計講習会 講師 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

環境研究 G：羽原宏美 

木造住宅の新しい耐震補強技術の評価試験委員会 (財)建材試験センター 材料研究 G：中島史郎 

構造研究 G：河合直人 

住宅省エネ性能検討委員会 設備込基準検討 WG 給湯

SWG 

(財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

住宅省エネ性能検討委員会 設備込基準検討 WG 暖冷

房 SWG 

(財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

住宅省エネ性能検討委員会 設備込基準検討 WG (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

住宅省エネ性能検討委員会 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

住宅省エネ性能検討委員会 住宅事業建築主基準枠組検

討 WG 

(財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

「平成 20 年度環境技術実証事業 ヒートアイランド対

策技術（建築物外皮による空調負荷低減等技術）建材試

験センター技術実証委員会」 

(財)建材試験センター 環境研究 G：足永靖信 

建築材料試験・検査に関する研修の講師 南関東公益法人建設材料試

験機関協議会 

材料研究 G：棚野博之 

建材試験センター規格（JSTM）標準化委員会 (財)建材試験センター 理事：伊藤 弘 

住宅省エネ性能検討委員会 設備込基準検討 WG 計算

ソフト作成 SWG 

(財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

環境研究 G：三浦尚志 

「アスベスト含有建材等安全回収・処理等技術開発（遠

隔操作による革新的アスベスト除去ロボットの開発）」

に関する安全面の指導及び情報の提供 

大成建設(株) 材料(建築生産)研究 G 長：本橋健司

「自立循環型住宅への設計ガイドライン講習会」の講演 (株)大塚商会 環境研究 G：齋藤宏昭 

「板倉構法（落とし込み板壁）の構造と防火性能に関す

る講習会」のおける板倉構法の構造と材料についての講

演 

特定非営利活動法人 木の

建築フォラム 

構造研究 G：河合直人 

ヒートアイランド数値解析ワーキンググループ (社)建築研究振興協会 環境研究 G：足永靖信 

環境研究 G：平野洪賓 

環境研究 G：伊藤大輔 

環境研究 G：河野孝昭 

保全技術審査照明委員会 (財)建築保全センター 理事：伊藤 弘 

防犯環境設計セミナーにおける基調講演（講師） 福岡県警察本部生活安全総

務課長 

住宅・都市研究 G：樋野公宏 
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木造住宅の耐震改修費用調査委員会 (財)日本建築防災協会 構造研究 G：河合直人 

「高性能アスベスト剥離・回収・梱包クローズ型処理ロ

ボットシステムの開発」に関する技術指導会 

(株)竹中工務店技術研究所 材料(建築生産)研究 G 長：本橋健司

自立循環型住宅設計講習会 講師 (社)山口県建築士会 環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

（財）ベターリビングの平成 20 年度 PC 部材品質審査

委員会 

(財)ベターリビング 建築生産研究 G：鹿毛忠継 

【（財）鹿児島県住宅・建築総合センター創立 40 周年

記念事業】超長期住宅シンポジウム～安全で長く住める

人・環境にやさしいすまいづくり～における「超長期住

宅の必要性と今後の展望」に関する基調講演及びパネル

ディスカッション 

(財)鹿児島県住宅・建築総

合センター 

研究総括監：水流潤太郎 

ログハウス構造性能検討委員会 (財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

構造研究 G：河合直人 

「環境技術実証事業検討会 ヒートアイランド対策技術

分野（オフィス、住宅等から発生する人工排熱低減技

術）ワーキンググループ」地中熱・下水等を利用した

ヒートポンプ空調システム小 WG 

(株)三菱総合研究所 環境研究 G：足永靖信 

違反是正計画支援委員会 (財)日本建築防災協会 構造研究 G 長：飯場正紀 

構造研究 G：福山 洋 

平成 20 年度 ヒートアイランド対策の計画的実地に関

する調査 （技術指導） 

(社)環境情報科学センター 環境研究 G：足永靖信 

環境研究 G：平野洪賓 

環境研究 G：伊藤大輔 

環境研究 G：河野孝昭 

平成 20 年度 ヒートアイランド対策の計画的実地に関

する調査検討委員会 

(社)環境情報科学センター 環境研究 G：足永靖信 

平成 20 年度 ヒートアイランド対策の計画的実地に関

する調査 ガイドライン検討ワーキング 

(社)環境情報科学センター 環境研究 G：足永靖信 

環境研究 G：平野洪賓 

平成 20 年度 環境舗装導入に関する調査検討委員会 (財)道路保全技術センター 環境研究 G：足永靖信 

「まちづくり・新規事業におけるタウンマネジメントに

関する研究」ワーキング 

(株)フジタ 技術センター 住宅・都市研究 G：樋野公宏 

多世代利用型超長期住宅「目標性能水準 WG」 (株)市浦ハウジング＆プラ

ンニング 

住宅・都市研究 G：藤本秀一 

評価用地震動分科会 (財)日本建築センター 構造研究 G：大川 出 

住宅用外装材の長期耐久性評価手法に関する標準化本委

員会 

(財)建材試験センター 材料研究 G：濱崎 仁 

モニタリング WG (財)日本建築センター 構造研究 G：森田高市 

フロアレスポンス WG (財)日本建築センター 構造研究 G：森田高市 

「被害の実態に即した適切な住家被害認定の運用確保方

策に関する検討会」損害割合ワーキンググループ 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサ

ルティング(株) 

構造研究 G：奥田泰雄 
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被害の実態に即した適切な住家被害認定の運用確保方策

に関する検討会 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサ

ルティング(株) 

構造研究 G：奥田泰雄 

都市計画基礎調査のあり方に関する勉強会 (財)都市計画協会 住宅・都市研究 G：寺木彰浩 

住宅・都市研究 G：樋野公宏 

「木造住宅の耐震補強と補強方法」講習会 (財)日本建築防災協会 構造研究 G：河合直人 

ALC パネル技術基準解説及び設計・計算例 (財)日本建築センター 構造研究 G：奥田泰雄 

建築生産研究 G：脇山善夫 

「建築保全業務共通仕様書・積算基準の解説」改訂編集

委員会 

(財)建築保全センター 材料(建築生産)研究 G 長：本橋健司

「住宅リフォーム業者のための間違いやすい法律の

チェックポイントの手引き」作成委員会 

(財)住宅リフォーム・紛争

処理支援センター 

理事：伊藤 弘 

住宅・都市研究 G：藤本秀一 

木造住宅等耐震診断法委員会 原案作成部会 (財)日本建築防災協会 材料研究 G：中川貴文 

第 28 回気象研究所評議委員会 気象研究所 国際地震工学 C：古川信雄 

住宅瑕疵関連事例集監修委員会 (財)住宅リフォーム・紛争

処理支援センター 

理事：伊藤 弘 

構造研究 G：河合直人 

構造研究 G：福山 洋 

材料研究 G：濱崎 仁 

建築生産研究 G：平出 務 

「快適な住環境のための調湿技術研究会」講師 (財)トステム建材産業振興

財団 

環境研究 G：齊藤宏昭 

わが家の宅地安全推進調査検討委員会 (財)ベターリビング 構造研究 G：新井 洋 

木造住宅等耐震診断法委員会  (財)日本建築防災協会 構造研究 G：河合直人 

木造住宅等耐震診断法委員会 原案作成部会 (財)日本建築防災協会 構造研究 G：河合直人 

平成 20 年度 JICA 国別研修「建築行政」における講師 (財)日本建築センター 国際研究協力参事：飯田直彦 

国際地震工学 C：齊藤大樹 

国際協力審議役：楢府龍雄 

SPRC 委員会 静岡県建築構造設計指針改訂検討部会 (財)日本建築防災協会 構造研究 G：河合直人 

構造研究 G：福山 洋 

SPRC 委員会 静岡県建築構造設計指針改訂検討部会 

地盤基礎 WG 

(財)日本建築防災協会 構造研究 G：新井 洋 

都庁本庁舎耐震安全性基本調査委員会 (財)日本建築防災協会 構造研究 G：大川 出 

既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術

指針（指針の概要、処理技術等）講習会 

(財)日本建築センター 材料(建築生産)研究 G 長：本橋健司

「自立循環型住宅」設計講習会 NPO 法人 地域に根ざした

住まいづくりネットワーク

の会 

環境研究 G：桑沢保夫 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

平成 20 年度 住宅紛争処理技術関連資料集 技術 WG (財)住宅リフォーム・紛争

処理支援センター 

理事：伊藤 弘 

材料研究 G：濱崎 仁 
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委員会・講演会名 依頼者 派遣者名 

真壁木造の超長期住宅実現のための技術基盤強化検討委

員会 

(財)住宅都市工学研究所 環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

環境研究 G：齋藤宏昭 

政策課題勉強会 講師 国土交通省国土交通政策研

究所 

住宅・都市研究 G：樋野公宏 

鉄筋探査講習準備委員会 (財)建材試験センター 材料研究 G：棚野博之 

平成 20 年度 シックハウスに関する事例検討・調査委

員会の打合せ 

(財)住宅リフォーム・紛争

処理支援センター 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

建築技術基準調査委員会・構造基準調査 WG (財)建築行政情報センター 構造研究 G 長：飯場正紀 

構造研究 G：河合直人 

構造研究 G：福山 洋 

構造研究 G：大川 出 

建築技術基準調査委員会・構造基準解説作成 WG (財)建築行政情報センター 構造研究 G 長：飯場正紀 

構造研究 G：河合直人 

構造研究 G：福山 洋 

構造研究 G：大川 出 

建築生産研究 G：鹿毛忠継 

建築制度運用調査委員会・基本問題調査 WG (財)建築行政情報センター 建築生産研究 G：脇山善夫 

SSR2007 鋼板製屋根構法標準説明会（講師） (社)日本金属屋根協会 構造研究 G：奥田泰雄 

構造研究 G：喜々津仁密 

石綿飛散防止剤の性能試験・評価方法の標準化に関する

調査研究 

(財)建材試験センター 材料(建築生産)研究 G 長：本橋健司

住宅省エネ性能検討委員会 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境研究 G：三浦尚志 

床用現場接着剤認定委員会 (財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

材料(建築生産)研究 G 長：本橋健司

認証指針 JIS 改正調査研究 レディーミクストコンク

リート分科会 

(財)日本規格協会 材料研究 G：棚野博之 

認証指針 JIS 改正調査研究 プレキャストコンクリート

分科会 

(財)日本規格協会 建築生産研究 G：鹿毛忠継 

認証指針 JIS 改正調査研究 鉄鋼分科会 (財)日本規格協会 材料研究 G：棚野博之 

住宅省エネ性能検討委員会 設備込基準検討 WG 寒冷

地仕様 SWG 

(財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

環境研究 G：桑沢保夫 

環境研究 G：三浦尚志 

環境研究 G：羽原宏美 

戸建て木造住宅の長寿命化のための指針検討 WG (財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

材料研究 G：中島史郎 

構造研究 G：河合直人 

住宅瑕疵関連事例集の打合せ (財)住宅リフォーム・紛争

処理支援センター 

構造研究 G：河合直人 

材料研究 G：濱崎 仁 

景観材料普及促進シンポジウム「景観材料が創る美しい

まち-環境を守る-」における基調講演 

(社)日本建材・住宅設備産

業協会 

住宅・都市研究 G：岩田 司 
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委員会・講演会名 依頼者 派遣者名 

建材製品における含有物質の情報提供に関する標準化調

査研究本委員会 

(財)建材試験センター 材料(建築生産)研究 G 長：本橋健司

木のすまい・板倉の家（協）交流会における講演会 木のすまい・板倉の家協同

組合 

構造研究 G：河合直人 

第 12 回 千葉県指定確認検査機関連絡協議会全体会議

における講演 

千葉県指定確認検査機関連

絡協議会 

研究総括監：水流潤太郎 

平成 20 年度環境技術実証事業 ヒートアイランド対策

技術 日本塗料検査協会技術実証委員会 

(財)日本塗料検査協会 材料(建築生産)研究 G 長：本橋健司

建築技術基準調査委員会・構造基準調査 WG-RC 造

SWG 

(財)建築行政情報センター 構造研究 G：福山 洋 

構造研究 G：加藤博人 

構造研究 G：諏訪田晴彦 

構造研究 G：田尻清太郎 

国際地震工学 C：向井智久 

建築技術基準調査委員会・構造基準調査 WG-S 造 SWG (財)建築行政情報センター 構造研究 G：長谷川隆 

構造研究 G：岩田善裕 

建築制度運用調査委員会・構造基準解説作成 WG-Q&A

作成 SWG 

(財)建築行政情報センター 構造研究 G：河合直人 

構造研究 G：福山 洋 

国際地震工学 C：向井智久 

昇降機耐震設計・施工指針改訂委員会 (財)日本建築設備・昇降機

センター 

環境研究 G：山海敏弘 

自立循環型住宅設計講習会講師 (社)岡山県建築士会 環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

国立国会図書館東京本館に係る耐震改修に関する意見聴

取会 

(株)塩見 東京支社 理事：伊藤 弘 

生命親和建築・都市システム寄附講座特別講義 慶応義塾大学 理工学部 住宅・都市研究 G：岩田 司 

建築保全セミナー「公共建築と耐震改修」講師 (財)建築保全センター 構造研究 G：福山 洋 

平成 20 年度第 1 回 JICA 南西アジア地域災害に強い学

校研修への講師 

(財)神戸国際協力交流セン

ター 

構造研究 G：福山 洋 

震度に関する検討会 応用地質(株)東京本社 構造研究 G：大川 出 

（社）日本防犯設備協会 防犯設備士試験審議会 (社)日本防犯設備協会 住宅・都市研究 G：樋野公宏 

住宅紛争処理技術関連資料集の打合せ (財)住宅リフォーム・紛争

処理支援センター 

材料研究 G：濱崎 仁 

構造研究 G：河合直人 

2008 年版 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル講

習会 

(財)日本建築センター 構造研究 G：岩田善裕 

建築技術基準調査委員会・構造基準調査 WG -構造材料

品質（法第３７条）SWG 

(財)建築行政情報センター 建築生産研究 G：鹿毛忠継 

構造研究 G：福山 洋 

材料研究 G：棚野博之 

材料研究 G：濱崎 仁 

カーボンマイナス・ハイクオリティタウン調査委員会 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境研究 G：足永靖信 

建築仕上げリフォーム技術研修講師連絡会 (財)建築保全センター 材料(建築生産)研究 G 長：本橋健司
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委員会・講演会名 依頼者 派遣者名 

住宅の外装部の長寿命化及び維持保全技術の評価方法に

関する研究 

(財)建材試験センター 材料研究 G：中島史郎 

李刊誌「Re」つくば特集号座談会 (財)建築保全センター 理事：伊藤 弘 

（財）茨城県建築センター耐震診断・補強計画判定委員

会委員 

(財)茨城県建築センター 構造研究 G：田尻清太郎 

住まいと街の安全・安心再生計画に係るアドバイザー会

議 

(財)ベターリビング 住宅・都市研究 G：樋野公宏 

パナソニック電工 広報誌「住宅設計」巻頭インタ

ビュー取材 

アドバンスクリエイト(株) 環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

「住宅の長寿命化に関する講習会」講師向け講習におけ

る「超長期住宅先導的モデル事業の概要、提案及び評価

についての講演」 

(財)ベターリビング 研究専門役：西尾信次 

建築制度運用調査委員会・基本問題調査 WG－大臣認定

構造計算プログラム運用 SWG 

(財)建築行政情報センター 構造研究 G：岩田善裕 

公営住宅最適改善手法評価委員会委員 (社)建築・設備維持保全推

進協会 

建築生産研究 G：鹿毛忠継 

良好な景観・まちなみ形成に資する計画設計手法及び効

果的な事業支援方策検討業務｢調査事業委員会｣ 

(株)都市環境研究所 住宅・都市研究 G：岩田 司 

グリーンフォーラム２１事例研究会 日刊工業新聞社 環境研究 G：足永靖信 

「第 4 回 eco うち eco まちアカデミー」講演 eco うち eco まちカウンシ

ル事務局 

環境研究 G：羽原宏美 

森林総研設計コンペ「近未来の木造住宅」審査委員会へ

の委員派遣 

建築研究開発コンソーシア

ム 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

平成 19 年新潟県中越沖地震における被災建築物応急危

険度判定建築物の分析手法検討委員会 

(財)日本建築防災協会 住宅・都市研究 G：寺木彰浩 

材料研究 G：中川貴文 

第 13 回「震災対策技術展/自然災害対策技術展」横浜シ

ンポジウム・セミナーに関する講師 

震災対策技術展・自然災害

対策技術事務局 

国際地震工学 C：齊藤大樹 

ストップ！温暖化「低炭素社会の居住環境を考える討論

会」 

(社)茨城県公害防止協会 環境研究 G：桑沢保夫 

平成 20 年度住宅政策セミナーにおける超長期住宅先導

的モデル事業の評価等についての講演 

(社)日本住宅協会 材料(建築生産)研究 G 長：本橋健司

住宅の外装部の長寿命化及び維持保全技術の評価方法に

関する研究 

(財)建材試験センター 材料(建築生産)研究 G 長：本橋健司

材料研究 G：中川貴文 

健康維持増進住宅研究コンソーシアム 設計部会 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

建築生産研究 G：布田 健 

能登半島、中越、中越沖地震の無被害建物の抽出調査委

員会 

(財)日本建築防災協会 構造研究 G：河合直人 

木造住宅の耐震補強のポイントと実務講習会 (財)日本建築防災協会 構造研究 G：河合直人 

木造住宅耐力要素データベース委員会 (財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

構造研究 G：河合直人 
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委員会・講演会名 依頼者 派遣者名 

事業者向けリフォームセミナーの第 2 部として、長期優

良住宅法及び超長期住宅先導的モデル事業に関する講演

(財)福岡県建築住宅セン

ター 

研究総括監：水流潤太郎 

木造住宅の耐震診断と補強方法講習会 (財)日本建築防災協会 構造研究 G：河合直人 

（社）プレハブ建築協会住宅部会 技術分科会 木質系

技術 WG 構造計算指針作成検討委員会 

(社)プレハブ建築協会 構造研究 G：河合直人 

公園における防犯カメラ設置促進実験委託業務に伴う、

防犯カメラ設置による犯罪抑止実験実施有識者について

(株)デンソー 名古屋営業

所 

住宅・都市研究 G：樋野公宏 

国土交通省総合技術開発プロジェクト「多世代利用型超

長期住宅及び宅地の形成・管理技術の開発」管理技術検

討部会 

(株)三菱総合研究所 構造研究 G：森田高市 

住宅・都市研究 G：有川 智 

木造軸組工法住宅の許容応力度設計（2008 年度版）講

習会 

(財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

構造研究 G：河合直人 

新構造システム建築物研究開発 産業化研究会・ワーク

ショップでの講演 

(社)日本鉄鋼連盟  理事：伊藤 弘 

気象研究所評価委員会分科会 気象研究所 国際地震工学 C：古川信雄 

（財）国土技術研究センターの研究開発助成審査に関す

る技術指導 

(財)国土技術研究センター 構造研究 G：諏訪田晴彦 

構造研究 G：長谷川隆 

環境研究 G：三浦尚志 

環境研究 G：足永靖信 

住宅・都市研究 G：有川 智 

住宅・都市研究 G：飯田直彦 

住宅・都市研究 G：岩田 司 

住宅・都市研究 G：加藤真司 

建築生産研究 G:布田 健 

特別対談「省エネ法改定で何が変わる」 BB ベストバランス研究会 環境研究 G 長：澤地孝男 

コンクリート用非鉄スラグ骨材 JIS 委員会（試験法検討

小委員会） 

日本鉱業協会 建築生産研究 G：鹿毛忠継 

住宅の外装部の長寿命化及び維持保全技術の評価方法に

関する研究 

(財)建材試験センター 材料研究 G：古賀純子 

住宅瑕疵関連事例集の打合せ (財)住宅リフォーム・紛争

処理支援センター 

環境研究 G：山海敏弘 

住宅外皮設備総合省エネ基準解説講習 講師 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境研究 G：桑沢保夫 

環境研究 G 長：澤地孝男 

環境研究 G：三浦尚志 

改正省エネ基準と住宅事業建築主基準の解説講習 講師 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境研究 G 長：澤地孝男 

大型耐震実験施設運用委員会 (独)防災科学技術研究所 建築生産研究 G：平出 務 

建築技術基準調査委員会・構造基準調査 WG‐木造

SWG 
(財)建築行政情報センター 構造研究 G：河合直人 



 技術指導 

 - 146 -

委員会・講演会名 依頼者 派遣者名 

PC 部材品質認定企画委員会 (社)プレハブ建築協会 建築生産研究 G：鹿毛忠継 

PC 工法施工管理技術者資格認定企画委員会 (社)プレハブ建築協会 建築生産研究 G：鹿毛忠継 

健康維持増進住宅研究コンソーシアム 健康コミュニ

ティ推進部会 

(財)建築環境・省エネル

ギー機構 

住宅・都市研究 G：樋野公宏 

平成 20 年度国別研修 カンボジア国「小地域統計」研修 ICONS 国際協力(株) 住宅・都市研究 G：寺木彰浩 

木造住宅の新しい耐震補強技術を用いた壁体の面内せん

断試験の視察 

(財)建材試験センター 西

日本試験所 

構造研究 G：河合直人 

伝統的木造軸組構法住宅の構造性能把握検討部会 (財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

構造研究 G：河合直人 

サブユーザー向け情報誌（創刊号）の取材依頼 関西電力(株)お客さま本部 環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

（株）フジテレビジョン報道番組「FNNスーパーニュー

ス」における、「火災旋風」に関するインタビュー取材

協力 

(株)フジテレビジョン 防火研究 G：林 吉彦 

住宅の外装部の長寿命化及び維持保全技術の評価方法に

関する研究 

(財)建材試験センター 材料研究 G：濱崎 仁 

OM ソーラ機関誌『月刊 OM』4 月号連載「あの人に会

いたい」インタビュー 

OM ソーラー(株) 環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）改正説明

会 

全国生コンクリート工業組

合連合会 

建築生産研究 G：鹿毛忠継 

住宅の外装部の長寿命化及び維持保全技術の評価方法に

関する研究 

(財)建材試験センター 材料(建築生産)研究 G 長：本橋健司

新時代の省エネ型給湯設備の計画・評価手法に関する研

究委員会 

(財)ベターリビング 環境研究 G：桑沢保夫 

H20 革新的材料総プロ 研究開発管理委員会 (財)日本建築センター 構造研究 G 長：飯場正紀 

H20 革新的材料総プロ モニタリング WG (財)日本建築センター 構造研究 G 長：飯場正紀 

平成 20 年度 ISO/TC165 国内審議会 集成材・木材保

存分科会 

(財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

材料研究 G：中島史郎 

住宅省エネ性能検討委員会 住宅事業建築主基準枠組検

討 WG 

(財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境研究 G：三浦尚志 

建築設備等の安全制御システム等の技術開発検討委員会 (財)日本建築設備・昇降機

センター 

環境研究 G：山海敏弘 
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４）受託業務等 

件   名 依頼者 担当者名 

防耐火構造抽出試験 (財)日本建築防災協会 防火研究 G：増田 

防耐火材料抽出試験 (財)日本建築防災協会 防火研究 G：吉田 

 


