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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 

平成２２年度コンポーネント火災試験に関する技術指導業務 
(財) 電力中央研究所地

球工学研究所
防火研究G：吉田正志 

アルミ基材メラミン樹脂板の燃焼試験に関する技術指導業務 
日立化成テクノサービ

ス株式会社 
防火研究G：吉田正志 

住宅用全般換気・空調システムの信頼性向上に関する研究を目的と

した技術指導業務 
東プレ株式会社 環境研究G：瀬戸裕直 

火災旋風模型実験を目的とした技術指導業務 株式会社スタッフラビ 防火研究G：林吉彦 

「研修教材作成のための車両火災実験」を目的とした技術指導業務 株式会社自研センター
防火研究G：林吉彦 

防火研究G：鈴木淳一 

「透湿防水シートに対して木材保存処理剤の及ぼす影響についての

検証実験（通気胴縁湿漬処理試験）」に関する技術指導業務 

一般(社)住宅瑕疵担保

責任保険協会 

建築生産研究G：中島史郎

材料研究G：古賀純子 

「ＳＡ４４０、ＴＭＣ３８５の載荷加熱実験」を目的とした技術指

導業務 
一般(社)日本鉄鋼連盟 防火研究G：鈴木淳一 

「透湿防水シートに対して木材保存処理剤の及ぼす影響についての

検証実験（壁散水試験）」を目的とした技術指導業務 

一般(社)宅瑕疵担保責

任保険協会 

建築生産研究G：中島史郎

材料研究G：古賀純子 

「外壁耐火性能評価試験法における課題検証実験」を目的とした技

術指導業務 

PO 法人 建築技術支

援協会 
防火研究 G  鈴木淳一 

 

 

 

 

 

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】 

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（新

築住宅） 2010 第 2版 

工学図書株式会社 

理事長  村上 周三 

理事  伊藤 弘 

研究総括  金井 昭典 

住・都研究Ｇ長  五條 渉 

材料研究Ｇ長  長谷川 直司

環境研究Ｇ  桑沢 保夫 
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書籍等の名称 編集・監修 依頼者名 担当者 

【監修】 

建築用薄板溶接接合部設計・施工マニュアル（仮称） 
全国官報販売協同組合 

理事長  村上 周三 

理事  伊藤 弘 

研究総括  金井 昭典 

構造研究Ｇ長  飯場 正紀 

構造研究Ｇ  田尻 清太郎 

 

 

 

 

３)対価を徴収する委員会・講習会 

委員会名 依頼者 派遣者名 

平成２３年度地方独立行政法人北海道立総合研究機

構建築研究本部の防耐火構造性能評価審査会委員と

しての性能評価業務 

地方(独)北海道立総合研究機構 防火研究Ｇ：増田秀昭 

 

平成２３年度(財)日本建築センターの各審査委員会に

おける審査業務及び各評定委員会における評定業務 

一般(財)日本建築センター 構造研究Ｇ：大川 出 

構造研究Ｇ：福山 洋 

構造研究Ｇ：奥田泰雄 

構造研究Ｇ：平出 務 

建築生産研究Ｇ：中島史郎 

環境研究Ｇ：山海敏弘 

防火研究Ｇ：萩原一郎 

国際地震工学Ｃ：齊藤大樹 

平成２３年度 社団法人日本免震構造協会構造性能

評価委員会における性能評価業務及び平成２３年度

社団法人日本免震構造協会構造評定委員会における

評定業務 

(社)日本免震構造協会 構造研究Ｇ：大川 出 

平成 23 年度財団法人建材試験センター 材料性能評

価委員会及び環境性能評価委員会における評価業務 

(財)建材試験センター 材料研究Ｇ：鹿毛忠継 

環境研究Ｇ：山海敏弘 

平成 23 年度（財）ベターリビングの各評定委員会に

おける評定業務 

(財)ベターリビング 構造研究Ｇ：福山 洋 

構造研究Ｇ：加藤博人 

国際地震工学Ｃ：齊藤大樹 

材料研究Ｇ：鹿毛忠継 

建築生産研究Ｇ：中島史郎 

平成 23 年度社団法人茨城県建築士事務所協会の耐震

診断・補強計画判定会議及び同部会における判定業

務等 

(社)茨城県建築士事務所協会 構造研究Ｇ：加藤博人 

実大三次元震動破壊実験施設利用委員会 
独立行政法人 防災科学技術研

究所 
構造研究 G：飯場 正紀 

耐震性能判定委員会 財団法人 建築保全センター 構造研究 G：福山 洋 

建築施工管理技術検定試験委員 財団法人 建設業振興基金 建築生産研究 G：武藤 正樹 
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委員会名 依頼者 派遣者名 

建築仕上げリフォーム技術研修委員会 財団法人 建築保全センター 理事：伊藤 弘 

マンション管理士試験委員 
財団法人 マンション管理セン

ター 
材料研究 G：濱崎 仁 

兵庫県耐震診断改修計画評価委員会 
財団法人 兵庫県住宅建築総合

センター 
構造研究 G：荒木 康弘 

建築耐震技術研修の講義 
財団法人 全国建設研修セン

ター 
構造研究 G：福山 洋 

構造設計一級建築士定期講習 講習部会 
財団法人 建築技術教育普及セ

ンター 
住宅・都市研究 G：五條 渉 

インテリアプランナー試験委員会 
財団法人 建築技術教育普及セ

ンター 
環境研究 G：平光 厚雄 

コンクリート用スラグ骨材ＪＩＳ原案作成委員会 
鐵鋼スラグ協会 

日本鉱業協会 
材料研究 G：鹿毛 忠継 

つくば東ｰ１棟他耐震改修工事 技術提案審査委員会
独立行政法人 産業技術総合研

究所 
建築生産研究 G：長谷川 直司 

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 

社団法人 全国宅地擁壁技術協

会 
材料研究 G：鹿毛 忠継 

平成 23 年度ＰＣ部材品質審査委員会 財団法人 ベターリビング 材料研究 G：鹿毛 忠継 

土浦市都市計画審議会 土浦市 住宅・都市研究 G：岩田 司 

設計用入力地震動作成検討部会 
愛知県設計用入力地震動研究協

議会 
構造研究 G：飯場 正紀 

川崎シンフォニーホール被害調査ＷＧ（仮称） 財団法人 日本建築防災協会 建築生産研究 G：脇山 善夫 

調査研究等評価に係わるアドバイザー会議 独立行政法人 都市再生機構 環境研究 G：澤地 孝男 

川崎シンフォニーホール被害調査委員会（仮称） 財団法人 日本建築防災協会 
理事：伊藤 弘 

建築生産研究 G：脇山 善夫 

季刊誌「都市緑化技術」編集委員会 財団法人 都市緑化機構 住宅・都市研究 G：加藤 真司 

木造住宅等耐震診断法委員会 財団法人 日本建築防災協会 
材料研究 G：中川 貴文 

構造研究 G：荒木 康弘 

住宅等防災技術評価委員会 財団法人 日本建築防災協会 
材料研究 G：中川 貴文 

構造研究 G：荒木 康弘 

建築防災編集委員会 財団法人 日本建築防災協会 構造研究 G：加藤 博人 

足立区治安対策戦略会議 足立区長 住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

CLT 振動台実験 TG 
一般社団法人 木を活かす建築

推進協議会 

材料研究 G：中川 貴文 

構造研究 G：荒木 康弘 

地盤改良工法等専門委員会 
一般財団法人 日本建築セン

ター 
構造研究 G：平出 務 

多機能トイレ用自動ドアのガイドライン作成に係る

検討会 
全国自動ドア協会 建築生産研究 G：布田 健 
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委員会名 依頼者 派遣者名 

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

シャノンビルダーズ倶楽部 例会 株式会社 エクセルシャノン 環境研究 G：澤地 孝男 

社団法人 日本防犯設備協会 RBSS 審議会 社団法人 日本防犯設備協会 住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

既存建物耐震診断委員会 財団法人 日本建築防災協会 構造研究 G：福山 洋 

「日本アルミ手摺工業会技術委員会」会議および技

術研究 
日本アルミ手摺工業会 構造研究 G：奥田 泰雄 

CASBEE 研究開発 資源循環検討小委員会 
一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

環境研究 G：澤地 孝男 

建築生産研究 G：中島 史郎 

（財）ベターリビング平成 22 年度茨城県有施設耐震

診断結果評定委員会 
財団法人 ベターリビング 

構造研究 G：長谷川 隆 

国際地震工学 C：向井 智久 

「木造建築物用接合金物認定事業」に関する委員会 
財団法人 日本住宅・木材技術

センター 
材料研究 G：山口 修由 

第 14 回「CASBEE 建築評価員講習」講師 
財団法人 建築環境・省エネル

ギー機構 
建築生産研究 G：中島 史郎 

建築材料・設備機材等品質性能評価委員会 社団法人 公共建築協会 材料研究 G：長谷川 直司 

環境省「ダイナミックインシュレーション技術を活

用する住宅の断熱改修に関する技術開発全体検討

会」 

国立大学校法人 東京大学生産

技術研究所 
環境研究 G：澤地 孝男 

平成 23 年度専門課程地域住宅政策研修 地域に根ざ

した家づくり 
国土交通省国土交通大学校 住宅・都市研究 G：岩田 司 

住宅瑕疵担保責任保険協会審査会 
一般社団法人 住宅瑕疵担保責

任保険協会 
理事：伊藤 弘 

重要文化財旧美歎水源地水道施設保存整備検討委員

会 建造物保存修復検討部会 
鳥取市長 建築生産研究 G：長谷川 直司 

平成 23 年度「ISO/TC165 国内審議会」 
財団法人 日本住宅・木材技術

センター 
建築生産研究 G：中島 史郎 

木のまち・木のいえ担い手育成拠点 評価委員会 
一般社団法人 木を活かす建築

推進協議会 
建築生産研究 G：中島 史郎 

構造計算調査委員会 構造計算等に係わる課題の整

理部会 

一般社団法人 建築性能基準推

進協会 
構造研究 G：福山 洋 

「加圧防排煙設計マニュアル」講習会 
一般財団法人 日本建築セン

ター 
防火研究 G：萩原 一郎 

建築設備士試験の試験委員会 
財団法人 建築技術教育普及セ

ンター 
環境研究 G：山海 敏弘 

住宅瑕疵関連事例集 アドバイザーグループ報告 
財団法人 住宅リフォーム・紛

争処理支援センター 
理事：伊藤 弘 

新統合幼稚園新築及び新統合小学校改修工事等基本

実施設計業務委託プロポーザル審査委員会 
福島県河沼郡会津坂下町長 住宅・都市研究 G：岩田 司 

つくば中央２－１棟耐震改修事業 技術提案審査委

員会 

独立行政法人 産業技術総合研

究所 
建築生産研究 G：長谷川 直司 
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委員会名 依頼者 派遣者名 

特殊建築物等調査資格者講習運営委員会修了考査問

題作成部会 
財団法人 日本建築防災協会 防火研究 G：萩原 一郎 

構造計算調査委員会 レビュー部会 
一般社団法人 建築性能基準推

進協会 
構造研究 G：福山 洋 

CLT 試験体・実験方法検討サブワーキング（実験検

討 SWG） 

一般社団法人 木を活かす建築

推進協議会 

材料研究 G：中川 貴文 

構造研究 G：荒木 康弘 

中央区生活安全協議会 中央区長 住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

非常勤講師の委嘱について 
国立大学校法人 筑波大学芸術

専門学群長 

構造研究 G：荒木 康弘 

材料研究 G：古賀 純子 

技術委員会 
財団法人 住宅リフォーム・紛

争処理支援センター 
理事：伊藤 弘 

技術ワーキンググループ会議 
財団法人 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 

住宅省エネ性能検討委員会 設備込基準検討 WG 
一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：桑沢 保夫 

伝統的構法の設計法作成及び性能検証実験 
特定非営利活動法人 緑の列島

ネットワーク 
材料研究 G：中川 貴文 

平成 24 年度科学技術重要施策アクションプランの

「復興・再生並びに災害からの安全性向上への対

応」分野に係る意見交換会 

内閣府政策統括官 理事長：村上 周三 

芝の家コミュニティ講座「花づくりで広がる地域の

見守り」 
慶応義塾大学法学部 住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

JIS A 1415 高分子系建築材料の実験室光源による暴

露試験方法・JIS A 1435 建築用外壁材料の耐凍害性

試験方法（凍結融解法）改正原案作成委員会 

財団法人 建材試験センター 材料研究 G：濱崎 仁 

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 15 回） 
財団法人 日本建築防災協会 

構造研究 G：荒木 康弘 

構造研究 G：谷 昌典 

国際地震工学 C：石原 直 

木のまち整備促進事業評価委員会 
一般社団法人 木を活かす建築

推進協議会 
防火研究 G：萩原 一郎 

青森県住宅政策検討委員会 青森県 住宅・都市研究 G：岩田 司 

平成 23 年度専門課程建築保全・評価研修「建築の劣

化診断」 
国土交通省国土交通大学校 建築生産研究 G：長谷川 直司 

「平成 23 年度宇都宮大学工学部建設学科建築学コー

ス 1 年生オリエンテーション」における基調講演 
宇都宮大学大学院工学研究科 建築生産研究 G：布田 健 

ISO/TC１７８国内審議委員会 社団法人 日本エレベータ協会 環境研究 G：山海 敏弘 

「高層住棟の上下２戸１改造を中心とした耐震改修

技術に関する研究」委員会 
株式会社 UR リンケージ 構造研究 G：福山 洋 
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委員会名 依頼者 派遣者名 

ソーラーエネルギー利用推進フォーラム普及政策部

会 

日本ガス体エネルギー普及促進

協議会 
環境研究 G：桑沢 保夫 

ソーラーエネルギー利用推進フォーラム技術部会

（住宅分野） 

日本ガス体エネルギー普及促進

協議会 
環境研究 G：桑沢 保夫 

住宅省エネシステム検討委員会 主査会議 
一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 
環境研究 G：澤地 孝男 

住宅省エネシステム検討委員会 設備込基準検討

WG 給湯・コージェネレーション設備 SWG 

一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：桑沢 保夫 

住宅省エネシステム検討委員会 （仮）住宅事業建

築主基準検討 WG 

一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 
環境研究 G：桑沢 保夫 

 
住宅省エネシステム検討委員会 （仮）設計・施工

検討 WG 

一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 
環境研究 G：桑沢 保夫 

長期優良住宅等インフィル技術基盤強化研究委員会

及び幹事会 

一般社団法人 長寿命建築シス

テム普及推進協議会 
住宅・都市研究 G：藤本 秀一 

「重要文化財（美術工芸品）防災施設等整備事業」

に関する打ち合わせ 
文化庁文化財部美術学芸課 国際研究協力参事：犬飼 瑞郎 

優良住宅部品認定諮問監視委員 財団法人 ベターリビング 理事長：村上 周三 

住宅紛争処理技術関連資料集分野別アドバイザー会

議 

財団法人 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：福山 洋 

構造研究 G：平出 務 

材料研究 G：濱崎 仁 

材料研究 G：古賀 純子 

健康維持増進住宅研究 健康コミュニティガイドラ

イン部会 

一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 
住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

咲洲庁舎の安全性と防災拠点のあり方等に関する専

門家会議 
大阪府知事 構造研究 G：大川 出 

建築物の省エネ基準統合検討部会 動力 WG 
一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：宮田 征門 

維持保全研究支援奨励金助成論文選定委員会 
公益社団法人 ロングライフビ

ル推進協会 
理事：伊藤 弘 

木ねじ標準化検討 TG 
一般社団法人 木を活かす建築

推進協議会 
材料研究 G：中川 貴文 

自立循環型住宅への設計ガイドライン講習会 石川県環境部長 環境研究 G：桑沢 保夫 

富岡製糸場整備活用委員会及び専門委員会 富岡市長 建築生産研究 G：長谷川 直司 

 文化審査会専門委員（文化財分科会） 文化庁長官 建築生産研究 G：長谷川 直司 

重要文化財「舞鶴旧鎮守府倉庫施設」保存活用検討

委員会 
舞鶴市教育委員会 建築生産研究 G：長谷川 直司 



災害調査 

委員会名 依頼者 派遣者名 

環境モデル都市評価アドバイザリーグループ 
内閣官房地域活性化統合事務局

長 
理事長：村上 周三 

自立循環型住宅設計講習会 温暖地版・蒸暑地版 
財団法人 建築環境・省エネル

ギー機構 
環境研究 G：澤地 孝男 

建築物の省エネ基準統合検討部会 
一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：宮田 征門 

CASBEE 研究開発 すまい（住戸ユニット）検討

WG 

一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 
環境研究 G：平光 厚雄 

建築物の省エネ基準統合検討部会 幹事会 
一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：宮田 征門 

構造計算調査委員会 財団法人 日本建築防災協会 
構造研究 G：飯場 正紀 

構造研究 G：福山 洋 

違反是正計画支援委員会 財団法人 日本建築防災協会 
構造研究 G：飯場 正紀 

構造研究 G：福山 洋 

中長期ロードマップ調査 住宅・建築物 WG みずほ情報総研株式会社 理事長：村上 周三 

いばらきエコイノベーション推進委員会 茨城県知事 理事長：村上 周三 

平成 23 年度岩手県補助事業「森林整備加速化・林業

再生基金事業」推進のための「地域材利用拡大に向

けた製品開発・商品開発推進委員会」 

東北合板工業組合 
環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：齋藤 宏昭 

マンション維持修繕技術者フォローアップ研修会 社団法人 高層住宅管理業協会 材料研究 G：鹿毛 忠継 

室内空気関係のＪＩＳ改正委員会 財団法人 建材試験センター 環境研究 G：桑沢 保夫 

「取り組んでみた省エネ手法」 

－新たな省エネ基準の構想と省エネ手法、エネル

ギー源選択の事例紹介－の基調講演 

社団法人 建築設備技術者協会 環境研究 G：宮田 征門 

木造公共建築物等設計支援 地域団体支援 WG 
一般社団法人 木を活かす建築

推進協議会 

環境研究 G：平光 厚雄 

環境研究 G：齋藤 宏昭 

平成 23 年度安全・安心まちづくり講習会 沖縄県知事 住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

平成 23 年度 JICA 研修「中央アジア・コーカサス地

域総合防災行政コース」での講義 
アジア防災センター 構造研究 G：福山 洋 

第 33 回気象研究所評議委員会 気象研究所 研究専門役：古川 信雄 

春日井安全アカデミー専門課程生活安全コース講師 春日井市長 住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

一級建築士試験の試験委員会 
財団法人 建築技術教育普及セ

ンター 
構造研究 G：田尻 清太郎 

建築物新省エネ基準検討委員会 評価シート開発

SWG 

一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：宮田 征門 

ルームエアコン JIS 検討特別委員会 一般社団法人 日本電機工業会 環境研究 G：澤地 孝男 



災害調査 

委員会名 依頼者 派遣者名 

IPCC 国内連絡会 

独立行政法人 海洋研究開発機

構 

財団法人 地球産業文化研究所 

一般財団法人 日本気象協会 

理事長：村上 周三 

住宅省エネシステム検討委員会 照明・太陽光発電

設備 SWG 

一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 
環境研究 G：澤地 孝男 

CLT パネルを用いた中高層建築物の接合部試験検討

委員会 
木構造振興 株式会社 構造研究 G：荒木 康弘 

建築物新省エネ基準検討委員会 仕様等検討 WG 
一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：宮田 征門 

「国際犯罪学会第 16 回世界大会」パネリスト出講 神戸芸術工科大学 住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

担い手育成拠点アドバイザー会議 
一般社団法人 木を活かす建築

推進協議会 
建築生産研究 G：中島 史郎 

重要文化財（建造物）の耐震対策のあり方に関する

協力者会議 
文化庁文化財部参事官 建築生産研究 G：長谷川 直司 

（仮）住宅・建築物省 CO2 プロジェクト分析 WG2 
一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

環境研究 G：宮田 征門 

環境研究 G：赤嶺 嘉彦 

技術セミナー 基礎から学べる防災計画シリーズ 

〈火災時の人命安全のための防災計画を学べる 1.5

日コース〉講師 

一般財団法人 日本建築セン

ター 
防火研究 G：萩原 一郎 

第３回大型建築物事例研究セミナー 
社団法人 日本ツーバイフォー

建築協会 
建築生産研究 G：中島 史郎 

「東日本大震災被害調査報告会」特別研究報告 つ

くば 4 階建実験棟強震観測記録 

社団法人 日本ツーバイフォー

建築協会 
材料研究 G：山口 修由 

木造公共建築物等設計支援委員会 
一般社団法人 木を活かす建築

推進協議会 
環境研究 G：澤地 孝男 

「鋼構造研究・教育助成事業」審査委員会及び研究

発表会 
一般社団法人 日本鉄鋼連盟 理事：伊藤 弘 

建築物新省エネ基準検討委員会 標準仕様検討 WG 
一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：宮田 征門 

環境研究 G：赤嶺 嘉彦 

平成 23 年度第二回 CTBT 研究会－CTBT 科学技術

2011 会議の報告 
財団法人 日本国際問題研究所 国際地震工学 C：原 辰彦 

構造設計一級建築士講習テキスト部会 
財団法人 建築技術教育普及セ

ンター 
住宅・都市研究 G：五條 渉 

健康維持増進住宅研究 設計ガイドライン部会 
一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 
建築生産研究 G：布田 健 

「住宅防犯研修会」における講演 山形県生活環境部長 住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

（仮）住宅・建築物省 CO2 プロジェクト分析 WG1
一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 
環境研究 G：宮田 征門 



災害調査 

委員会名 依頼者 派遣者名 

「環境に配慮した建築製品の評価に関する国際セミ

ナー」における講演 

一般財団法人 日本建築セン

ター 
理事長：村上 周三 

（仮）住宅・建築物省 CO2 プロジェクト分析 主査

会議 

一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：宮田 征門 

環境研究 G：赤嶺 嘉彦 

（仮）住宅・建築物省 CO2 プロジェクト分析 WG3
一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 
環境研究 G：赤嶺 嘉彦 

（仮）住宅・建築物省 CO2 プロジェクト分析 WG4
一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：宮田 征門 

環境研究 G：赤嶺 嘉彦 

「水まわり空間を中心とした省エネ性と快適性に関

する設計手法の調査（その３）委員会」本委員会 
財団法人 ベターリビング 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：桑沢 保夫 

「水まわり空間を中心とした省エネ性と快適性に関

する設計手法の調査（その３）委員会」節湯型機器

WG 

財団法人 ベターリビング 環境研究 G：桑沢 保夫 

「水まわり空間を中心とした省エネ性と快適性に関

する設計手法の調査（その３）委員会」省エネ入浴

WG 

財団法人 ベターリビング 環境研究 G：桑沢 保夫 

住宅工事仕様書原案作成委員会委員 
独立行政法人 住宅金融支援機

構 
建築生産研究 G：長谷川 直司 

中央環境審議会専門委員 環境省地球環境局長 理事長：村上 周三 

第 15 回「CASBEE 建築評価員講習」講師 
財団法人 建築環境・省エネル

ギー機構 
建築生産研究 G：中島 史郎 

「JIS A 5308 改正調査研究委員会」 

「JIS A 5308 改正調査研究委員会 第一分科会」 

全国生コンクリート工業組合連

合会 
材料研究 G：鹿毛 忠継 

一宮市安全安心まちづくりフォーラムの講師 一宮市長 住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

“木の家づくり”から林業再生を考える委員会（第

9 回） 
国土交通大臣 住宅・都市研究 G：岩田 司 

建築基準整備促進事業「既存住宅の長期優良住宅に

係る認定基準の整備に資する検討」における「主査

会議」及び「WG2 劣化対策・耐震性 RC 造共同

住宅」 

株式会社 市浦ハウジング＆プ

ランニング 
材料研究 G：濱崎 仁 

セメント・コンクリート論文集編集委員会 社団法人 セメント協会 材料研究 G：濱崎 仁 

第 18 回「建築構造用鋼材とその利用技術」講習会 一般社団法人 日本鉄鋼連盟 
構造研究 G：長谷川 隆 

国際地震工学 C：石原 直 

平成 24 年度科学技術重要施策アクションプランの

「復興・再生並びに災害からの安全性向上への対

応」分野に係る意見交換会 

内閣府政策統括官 理事長：村上 周三 



災害調査 

委員会名 依頼者 派遣者名 

建築用薄板溶接接合設計・施工マニュアル（仮称）

編集委員会 

一般財団法人 日本建築セン

ター 

国際地震工学 C：石原 直 

構造研究 G：長谷川 隆 

木造建築音環境検討部会 
一般社団法人 木を活かす建築

推進協議会 
環境研究 G：平光 厚雄 

建築物新省エネ基準検討委員会 入力プロセス検証

WG 

一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：宮田 征門 

環境研究 G：赤嶺 嘉彦 

危機管理産業展（RISCON TOKYO）2011 スペシャ

ル・カンファレンス 危機管理セミナー 講師 

(株)東京ビッグサイト 霞が関

オフィス 

危機管理産業展事務局 

（業務委託先：アテックス

(株)） 

住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

平成 23 年度「JISA9526 の改正」JIS 原案作成本委員

会 
日本プラスチック工業連盟 環境研究 G：瀬戸 裕直 

「既存高層賃貸住棟の 2 戸 1 改造併用耐震改修技術

に関する研究」委員会 
株式会社 UR リンケージ 構造研究 G：福山 洋 

アスベスト含有建材データベース構築委員会 財団法人 建材試験センター 材料研究 G：古賀 純子 

建築物新省エネ基準検討委員会 
一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：宮田 征門 

光硬化性プリプレグシートの耐火性に関する技術指

導 
旭化成ケミカルズ 株式会社 防火研究 G：吉田 正志 

「地震被害等を踏まえた RC 造建築物の技術基準の

変遷と今後の課題」に関する講演講師 
東京工業大学 構造研究 G：福山 洋 

業務用エアコンに規格に関する意見交換会 社団法人 日本冷凍空調工業会 環境研究 G：澤地 孝男 

平成 23 年度国別研修 中華人民共和国「総合防災計

画」の講師 

財団法人 都市防災研究所 ア

ジア防災センター 
構造研究 G：福山 洋 

大阪府市町村営繕主務者会議研修会の講師 大阪府 構造研究 G：福山 洋 

「コンクリート用骨材又は道路用等のスラグ類に化

学物質評価方法を導入する指針」に関する検討会 
株式会社 三菱総合研究所 材料研究 G：鹿毛 忠継 

平成 23 年度住宅市場技術基盤強化推進事業 

「真壁木造の長期優良住宅実現のための技術基盤強

化事業」検討委員会 

一般財団法人 住宅都市工学研

究所 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：齋藤 宏昭 

木造建築物取組状況調査委員会 
一般社団法人 木を活かす建築

推進協議会 
建築生産研究 G：中島 史郎 

「安寧の都市セミナー」の講演 京都大学大学院 住宅・都市研究 G：石井 儀光 

高層建築物の地震後火災に対する緊急点検・対応計

画に関する調査委員会 
アイエヌジー 株式会社 

防火研究 G：萩原 一郎 

防火研究 G：鈴木 淳一 

自立循環型住宅設計講習会 講師 佐賀県優良住宅建設事業者協議 環境研究 G：澤地 孝男 



災害調査 

委員会名 依頼者 派遣者名 

会 

国土交通省助成事業「枠組壁工法における SMART-

WINDOW システムに関する技術開発」のモニター

WG 及び委員会 

三井ホーム 株式会社 
建築生産研究 G：中島 史郎 

材料研究 G：中川 貴文 

「広域的施設の配置及び広域的な連携のあり方に関

する検討業務」に係る調査打ち合わせ 

セントラルコンサルタント 株

式会社 
住宅・都市研究 G：石井 儀光 

HBJ 工法専門委員会 
一般財団法人 日本建築セン

ター 
構造研究 G：平出 務 

平成 23 年度重要文化財建造物管理実務検討会におけ

る講演 
文化庁文化財部参事官 建築生産研究 G：長谷川 直司 

平成 23 年 木造耐火外壁研究委員会 
特定非営利活動法人 建築技術

支援協会 
防火研究 G：萩原 一郎 

「統合幼稚園建設及び統合小学校改修工事実施設計

業務委託」ワークショップ 

阿部・辺見・秋月設計共同体 

有限会社 阿部直人建築研究所
住宅・都市研究 G：岩田 司 

「災害対応住宅調査委員会」における講義 
一般社団法人 木を活かす建築

推進協議会 
住宅・都市研究 G：岩田 司 

「中国天津市環境保護局職員等を対象にした人材育

成研修（低炭素社会）」における講義 

公益財団法人 国際環境技術移

転センター 
環境研究 G：桑沢 保夫 

「既存住宅の省エネルギー改修検討委員会」及び

「戸建住宅検討 WG」 

株式会社 市浦ハウジング＆プ

ランニング 
環境研究 G：齋藤 宏昭 

既存住宅の省エネルギー改修検討委員会 
株式会社 市浦ハウジング＆プ

ランニング 
環境研究 G：桑沢 保夫 

高層建築物の地震後火災に対する緊急点検・対応計

画に関する調査委員会・作業部会 
アイエヌジー 株式会社 防火研究 G：鈴木 淳一 

平成 23 年度発電用風力設備技術基準適合性確認研修 経済産業省 構造研究 G：奥田 泰雄 

建築電力懇話会運営委員会 エネルギーマネジメン

ト調査研究ワーキング（WG） 
関西電力 株式会社 環境研究 G：宮田 征門 

低炭素社会に向けた住まいと住まい方推進会議（仮

称） 
国土交通大臣 理事長：村上 周三 

 

「最近の床衝撃音問題を探求する」講習会 
一般社団法人 日本音響材料協

会 
環境研究 G：平光 厚雄 

「自立循環型住宅設計講習会」講師 株式会社 マイスタジオ 
環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：齋藤 宏昭 

平成 23 年度 JICA 集団研修「住宅・住環境改善」

コースにおける講師 

一般財団法人 日本建築セン

ター 
環境研究 G：桑沢 保夫 

平成 23 年度 JICA 集団研修「住宅・住環境改善」

コースにおける見学 

一般財団法人 日本建築セン

ター 
環境研究 G：桑沢 保夫 

科学研究費委員会専門委員 独立行政法人 日本学術振興会 環境研究 G：澤地 孝男 



災害調査 

委員会名 依頼者 派遣者名 

講演会「東日本大震災の津波被害の教訓」 講師 一般社団法人 日本地震工学会 構造研究 G：奥田 泰雄 

「住宅用ソーラー施工技術の基礎知識」編集委員会 
社団法人 ソーラーシステム振

興協会 
構造研究 G：奥田 泰雄 

鋼板構造のガレージの構造安全性の確保のための技

術基準検討委員会 
財団法人 ベターリビング 構造研究 G：長谷川 隆 

「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築

設計標準」の改訂に係る検討委員会及び打合せ 

株式会社 市浦ハウジング＆プ

ランニング 
建築生産研究 G：布田 健 

「平成 23 年度機構の建築構造設計・耐震改修設計等

に関する技術検討業務」委員会 
株式会社 UR リンケージ 構造研究 G：福山 洋 

「木造公共建築物等の整備に係る設計段階からの技

術支援」に係る講師 

一般社団法人 木を活かす建築

推進協議会 

環境研究 G：齋藤 宏昭 

環境研究 G：平光 厚雄 

建築物の構造関係技術基準解説書編集委員会 財団法人 日本建築防災協会 

構造研究 G：飯場 正紀 

構造研究 G：大川 出 

構造研究 G：福山 洋 

構造研究 G：平出 務 

構造研究 G：田尻 清太郎 

住宅・都市研究 G：五條 渉 

国際地震工学 C：石原 直 

建築物の構造関係技術基準解説書編集委員会 鉄骨

造等 WG 
財団法人 日本建築防災協会 

構造研究 G：長谷川 隆 

国際地震工学 C：石原 直 

建築物の構造関係技術基準解説書編集委員会 基礎

・地盤 WG 

一般財団法人 建築行政情報セ

ンター 

構造研究 G：飯場 正紀 

構造研究 G：平出 務 

「UR 高層賃貸住宅の耐震改修設計マニュアルに関す

る検討作成業務」委員会 
株式会社 UR リンケージ 構造研究 G：福山 洋 

(財)茨城県建築センター耐震診断・補強計画判定会議

委員 
財団法人 茨城県建築センター

構造研究 G：田尻 清太郎 

構造研究 G：谷 昌典 

相談員研修資料作成ＷＧ会議 
財団法人 住宅リフォーム・紛

争処理支援センター 

研究総括監：金井 昭典 

構造研究 G：平出 務 

東北地域経済産業施策セミナー「大震災からの復興

と将来を見据えた地域づくり」 
東北経済産業局長 住宅・都市研究 G：岩田 司 

建築物新省エネ基準検討委員会 仕様基準等検討

WG 

一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 
環境研究 G：赤嶺 嘉彦 

平成 23 年度 JICA 国別研修 ベトナム「工事品質確

保に係る制度」コースにおける見学 
独立行政法人 国際協力機構 

材料研究 G：山口 修由 

防火研究 G：茂木 武 

住まいと環境 東北フォーラム研究集会 「準寒冷

地における自立循環型住宅の考え方」 
住まいと環境 東北フォーラム 環境研究 G：澤地 孝男 

建築物の構造関係技術基準解説書編集委員会 RC 造

等 WG 
財団法人 日本建築防災協会 

構造研究 G：田尻 清太郎 

材料研究 G：鹿毛 忠継 

構造研究 G：加藤 博人 



災害調査 

委員会名 依頼者 派遣者名 

構造研究 G：壁谷澤 寿一 

構造研究 G：谷 昌典 

構造研究 G：福山 洋 

国際地震工学 C：向井 智久 

建築物の構造関係技術基準解説書編集委員会 その

他の構造 WG 

一般財団法人 建築行政情報セ

ンター 

国際地震工学 C：石原 直 

構造研究 G：奥田 泰雄 

住宅・都市研究 G：五條 渉 

構造研究 G：田尻 清太郎 

建築物の構造関係技術基準解説書編集委員会 限界

耐力計算・免震・時刻歴 WG 

一般財団法人 建築行政情報セ

ンター 

構造研究 G：飯場 正紀 

構造研究 G：大川 出 

構造研究 G：小山 信 

国際地震工学 C：斉藤 大樹 

構造研究 G：福山 洋 

国際地震工学 C：森田 高市 

建築物の構造関係技術基準解説書編集委員会 規定

・制度一般 WG 

一般財団法人 建築行政情報セ

ンター 

国際地震工学 C：石原 直 

住宅・都市研究 G：五條 渉 

構造研究 G：田尻 清太郎 

材料研究 G：中川 貴文 

平成 23 年度 シックハウスに関する事例検討・調査

委員会 

一般社団法人 住宅リフォーム

推進協議会 
環境研究 G：桑沢 保夫 

建築物の構造関係技術基準解説書編集委員会 荷重

・外力一般ＷＧ 
財団法人 日本建築防災協会 

構造研究 G：大川 出 

構造研究 G：奥田 泰雄 

国際地震工学 C：鹿嶋 俊英 

構造研究 G：小山 信 

建築生産研究 G：脇山 善夫 

木造校舎の構造設計標準の在り方に関するヒアリン

グ 

文部科学省大臣官房文教施設企

画部施設企画課長 

材料研究 G：中川 貴文 

構造研究 G：荒木 康弘 

JIS A5423 住宅屋根用化粧スレート 原案改正委員

会 

社団法人 日本建材・住宅設備

産業協会 
材料研究 G：古賀 純子 

「住宅リフォーム業者のための知っておきたいリ

フォーム関係法令の手引き」改訂検討会 

一般社団法人 住宅リフォーム

推進協議会 
住宅・都市研究 G：藤本 秀一 

環境・エネルギー先導建築 都市システム寄附講座 

特別講義 
慶応義塾大学 理工学部長 住宅・都市研究 G：岩田 司 

建築物新省エネ基準検討委員会 給湯 SWG 
一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 
環境研究 G：宮田 征門 



災害調査 

委員会名 依頼者 派遣者名 

建築物新省エネ基準検討委員会 照明 SWG 
一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 
環境研究 G：宮田 征門 

建築物新省エネ基準検討委員会 エネルギー利用合

理化設備 SWG 

一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 
環境研究 G：宮田 征門 

公益社団法人 日本防犯設備協会 防犯設備士試験

審議会 

公益社団法人 日本防犯設備協

会 
住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

告示改正要望勉強会の講師 
社団法人 日本ツーバイフォー

建築協会 

構造研究 G：荒木 康弘 

材料研究 G：中川 貴文 

重要文化財岩手銀行中ノ橋支店保存修理指導委員会 株式会社 文化財保存計画協会 建築生産研究 G：長谷川 直司 

平成 23 年度東京都建築工事現場の危害防止講習会に

おける東日本大震災による RC 造建築物の地震動被

害と津波被害及び技術基準等の対応の講演 

東京都都市整備局市街地建築部

長 
構造研究 G：福山 洋 

岩手県における災害公営住宅整備調査に係る技術指

導 

株式会社 市浦ハウジング＆プ

ランニング 

住宅・都市研究 G：米野 史健 

住宅・都市研究 G：五條 渉 

研究総括監：金井 昭典 

市民防犯講習会における講師 小金井市長 住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

弊社広報誌『きづき』の特集「今こそエコハウスを

考える」のインタビュー 
OM ソーラー 株式会社 

環境研究 G：桑沢 保夫 

環境研究 G：赤嶺 嘉彦 

公営住宅最適改善手法評価委員会 
公益社団法人 ロングライフビ

ル推進協会 
材料研究 G：鹿毛 忠継 

（林野庁委託）平成 23 年度森林吸収源インベントリ

情報整備事業（伐採木材製品（HWP)に係る炭素蓄積

変化量の把握手法の開発等）検討委員会 

株式会社 価値総合研究所 建築生産研究 G：中島 史郎 

木造校舎の構造設計標準の在り方に関する検討会 
文部科学省大臣官房文教施設企

画部長 

材料研究 G：中川 貴文 

構造研究 G：荒木 康弘 

構造安全性以外の課題への構造面からの対応『既存

建築物の有効利用』と『建築物の機能の確保』につ

いて」に関する講演講師 

東京工業大学 応用セラミック

ス研究所長 
構造研究 G：福山 洋 

宮城県における災害公営住宅整備調査に係る技術指

導 
株式会社 アークポイント 

研究総括監：金井 昭典 

研究専門役：長崎 卓 

住宅・都市研究 G：五條 渉 

住宅・都市研究 G：岩田 司 

気象研究所評議委員会評価分科会（地震火山分野） 気象庁気象研究所 研究専門役：古川 信雄 

平成 23 年度スマートエネルギーアイランド基盤構築

事業（亜熱帯型省エネ住宅の実証部会） 

一般財団法人 南西地域産業活

性化センター 

環境研究 G：桑沢 保夫 

住宅・都市研究 G：岩田 司 

建築物新省エネ基準検討委員会 計算実施ＷＧ 
一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：宮田 征門 

国指定重要文化財旧長崎英国領事館調査委員会 長崎市教育委員会 建築生産研究 G：長谷川 直司 



災害調査 

委員会名 依頼者 派遣者名 

学校ゼロエネルギー化推進方策検討委員会 

文部科学省大臣官房文教施設企

画部長 

国土交通省住宅局長 

理事長：村上 周三 

建築物新省エネ基準検討委員会 空調ＳＷＧ 
一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：宮田 征門 

建築物新省エネ基準検討委員会 動力ＳＷＧ 
一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：宮田 征門 

環境研究 G：赤嶺 嘉彦 

住宅の外装部の長寿命化及び維持保全技術の評価方

法に関する研究委員会 

一般社団法人 住宅性能評価・

表示協会 

建築生産研究 G：中島 史郎 

材料研究 G：濱崎 仁 

材料研究 G：古賀 純子 

材料研究 G：中川 貴文 

木造校舎の構造設計標準の在り方に関する検討会Ｗ

Ｇ 

文部科学省大臣官房文教施設企

画部長 
構造研究 G：荒木 康弘 

日本アルミ手摺工業会技術委員会第 1 回風荷重検討

WG 
日本アルミ手摺工業会 構造研究 G：奥田 泰雄 

博士学位論文審査等 北海道大学 研究専門役：古川 信雄 

持続可能社会における既存共同住宅ストック再生に

向けた勉強会 
国土交通大臣 理事長：村上 周三 

ＦＰＡ工法専門委員会 
一般財団法人 日本建築セン

ター 
構造研究 G：平出 務 

『住まいの「長期優良・省 CO2 化」を考える 

～寒冷地・北海道のリーディングプロジェクト、そ

の成果と課題』シンポジウムパネラー 

北海道セミナー・シンポジウム

実行委員会 

事務局 北方型住宅 ECO 推進

協議会 

環境研究 G：澤地 孝男 

自立循環型住宅設計講習会 講師 浜松市長 鈴木 康友 環境研究 G：澤地 孝男 

平成 23 年度環境未来都市構想推進セミナー 独立行政法人 国際協力機構 理事長：村上 周三 

長期優良住宅実現のための勉強会における基調講演 
一般財団法人 住宅都市工学研

究所 
環境研究 G：澤地 孝男 

（仮称）既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断

基準・耐震改修設計指針改訂 原案作成委員会及び

耐震診断基準ＷＧ 

財団法人 日本建築防災協会 構造研究 G：田尻 清太郎 

「東日本大震災における津波による建築物被害を踏

まえた津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指

針解説書」（仮題）講習会 講師 

一般社団法人 建築性能基準推

進協会 

構造研究 G：福山 洋 

構造研究 G：加藤 博人 

構造研究 G：谷 昌典 

構造研究 G：田尻 清太郎 

構造研究 G：壁谷澤 寿一 



災害調査 

委員会名 依頼者 派遣者名 

建築仕上げリフォーム技術研修委員会 委員 財団法人 建築保全センター 理事：伊藤 弘 

基礎から学べる構造設計シリーズ 塔状工作物

（RC,S 造煙突等）編（1 日コース） 

一般財団法人 日本建築セン

ター 
構造研究 G：奥田 泰雄 

住宅省エネシステム検討委員会 設備込基準検討

WG 

一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 
環境研究 G：赤嶺 嘉彦 

「広域的施設の配置及び広域的な連携のあり方に関

する検討業務」に係る現地調査 

セントラルコンサルタント 株

式会社 
住宅・都市研究 G：石井 儀光 

標準砂規格改訂にかかわる国際規格整合の委員会 株式会社 三菱総合研究所 材料研究 G：濱崎 仁 

宮崎県延岡地区「建築と防災」講習会における「東

日本大震災における建築物の津波被害」講演 
宮崎県延岡土木事務所長 材料研究 G：山口 修由 

耐久性評定委員会 
財団法人 東京都防災・建築ま

ちづくりセンター 
材料研究 G：鹿毛 忠継 

大型耐震実験施設運用委員会 
独立行政法人 防災科学技術研

究所 
材料研究 G：山口 修由 

第２回 LCCM 住宅シンポジウム 
財団法人 建築環境・省エネル

ギー機構 
環境研究 G：桑沢 保夫 

自立循環型住宅設計講習会 講師 
一般社団法人 高知県中小建築

業協会 
環境研究 G：澤地 孝男 

平成 23 年度（国別研修）インドネシア「建築行政」 独立行政法人 国際協力機構 
企画部：犬飼 瑞郎 

構造研究 G：加藤 博人 

サブユーザー向け情報誌「快適住空間 info」の取材

依頼 
住宅電気利用技術懇話会 環境研究 G：桑沢 保夫 

PC 部材品質認定企画委員会 社団法人 プレハブ建築協会 材料研究 G：鹿毛 忠継 

木造公共建築物等設計支援 成果報告会 
一般社団法人 木を活かす建築

推進協議会 
環境研究 G：平光 厚雄 

エスカレーター落下防止等検討委員会 
一般社団法人 建築性能基準推

進協会 
環境研究 G：山海 敏弘 

音響技術編集委員 社団法人 日本音響材料協会 環境研究 G：平光 厚雄 

 

４)受託業務等 

件   名 依頼者 担当者名 

壁装材料の発熱性試験に関する試験委託業務 (一般社)日本壁装協会 防火研究Ｇ：吉田正志 

 
 
 


