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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 

「高強度コンクリート柱の載荷加熱試験」に係る技術指導 東京理科大学 防火研究 G：鈴木淳一 

「大理石試験体の加熱試験」に係る技術指導 

 

 

三重大学 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】 

ALCパネル構造設計指針・同解説 

ALC協会 理 事 ：西山功 

研究総括監：成藤宣昌 

構造研究Ｇ：福山洋 

建築生産研究Ｇ：長谷川直司 

【監修】 

平成 25年 省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説 

一般財団法人 建築環境

・省エネルギー機構 

理事長：坂本雄三 

理 事 ：西山功 

研究総括監：成藤宣昌 

環境研究Ｇ：山海敏弘 

【監修】 

薄板軽量形鋼造建築物 設計の手引き(第 2版) 

一般社団法人 日本鉄鋼

連盟 

理 事 ：西山功 

研究総括監：成藤宣昌 

構造研究Ｇ：福山洋 

住宅・都市研究Ｇ：五條渉 

防火研究Ｇ：萩原一朗 

構造研究Ｇ：喜々津仁密 

【監修】 

25度狭開先ロボット溶接マニュアル 

一般社団法人日本鋼構造

協会 

研究総括監：成藤宣昌 

構造研究Ｇ：福山洋 

住宅・都市研究Ｇ：五條渉 

建築生産研究Ｇ：長谷川直司 

構造研究Ｇ：長谷川隆 

【監修】 

2013年版改訂 既存鉄骨造建築物の耐震改修施工マニュアル 

一般社団法人日本鋼構造

協会 

理 事 ：西山功 

研究総括監：成藤宣昌 

構造研究Ｇ：福山洋 

建築生産研究Ｇ：長谷川直司 

【監修】 

STKR 柱補強設計・施工マニュアル 

一般社団法人 日本鉄鋼

連盟 

理 事 ：西山功 

研究総括監：成藤宣昌 

構造研究Ｇ：向井智久 

建築生産研究Ｇ：石原直 
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書籍等の名称 編集・監修 依頼者名 担当者 

【監修】 

鋼板製屋根・外壁の設計・施工・保全の手引き MSRW2014 

一般社団法人日本鋼構造

協会 

研究総括監：成藤宣昌 

構造研究Ｇ：福山洋 

建築生産研究Ｇ：長谷川直司 

構造研究Ｇ：長谷川隆 

建築生産研究Ｇ：石原直 

 

 

 

 

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 25 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評価員と

しての性能評価業務 

地方独立行政法人 北海道立総

合研究機構 

防火研究Ｇ：増田 秀昭 

平成 25 年度（一財）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 

一般財団法人 日本建築セン

ター 

理事長：坂本 雄三 

構造研究Ｇ：福山 洋 

構造研究Ｇ：大川 出 

構造研究Ｇ：飯場 正紀 

構造研究Ｇ：平出 務 

構造研究Ｇ：長谷川 隆 

環境研究Ｇ：山海 敏弘 

防火研究Ｇ：萩原 一郎 

建築生産研究Ｇ：中島 史郎 

建築生産研究Ｇ：石原 直 

平成 25 年度一般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 25 年度一

般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 

一般社団法人 日本免震構造協

会 

構造研究Ｇ：大川 出 

構造研究Ｇ：小山 信 

平成 25 年度一般財団法人建材試験センター 環境性

能評価委員会における評価業務 

一般財団法人 建材試験セン

ター 

理事長：坂本 雄三 

環境研究Ｇ：山海 敏弘 

平成 25 年度一般財団法人ベターリビングの各評定委

員会における評定業務 

一般財団法人 ベターリビング 構造研究Ｇ：福山 洋 

構造研究Ｇ：加藤 博人 

構造研究Ｇ：田尻 清太郎 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

建築生産研究Ｇ：中島 史郎 

平成 25 年度一般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 

一般社団法人 茨城県建築士事

務所協会 

構造研究Ｇ：加藤 博人 

平成 25 年度一般財団法人日本建築総合試験所の審査

委員会における審査業務及び評定委員会における評

定業務 

一般財団法人 日本建築総合試

験所 

防火研究Ｇ：萩原 一郎 
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委員会名 依頼者 派遣者名 

建築設備士試験の試験委員会 公益財団法人 建築技術教育普

及センター 

環境研究 G：山海 敏弘 

マンション管理士試験委員 公益財団法人 マンション管理

センター 

材料研究 G：濱崎 仁 

国土交通省大臣官房官庁営繕部総合評価委員会 国土交通省大臣官房官庁営繕部

長 

理事長：坂本 雄三 

耐震性能判定委員会 一般財団法人 建築保全セン

ター 

構造研究 G：福山 洋 

建築耐震技術研修の講義 一般財団法人 全国建設研修セ

ンター 

構造研究 G：福山 洋 

重要文化財横利根閘門保全対策検討委員会 国土交通省関東地方整備局 利

根川下流河川事務所長 

建築生産研究 G：長谷川 直司 

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 

兵庫県耐震診断改修計画評価委員会 公益財団法人 兵庫県住宅建築

総合センター 

構造研究 G：荒木 康弘 

インテリアプランナー試験委員会 公益財団法人 建築技術教育普

及センター 

環境研究 G：宮田 征門 

構造設計一級建築士講習テキスト部会及び構造設計

一級建築士定期講習部会 

公益財団法人 建築技術教育普

及センター 

住宅・都市研究 G：五條 渉 

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 構造研究 G：喜々津 仁密 

建築物の省エネルギー性能に係る判断基準解説書

（仮称）編集委員会 

一般財団法人 建築環境・省エ

ネルギー機構 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：桑沢 保夫 

環境研究 G：宮田 征門 

改正 住宅建築物の省エネルギー基準解説書（仮

称）編集委員会 

一般財団法人 建築環境・省エ

ネルギー機構 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：桑沢 保夫 

建築施工管理技術検定試験委員 一般財団法人 建築業振興基金 建築生産研究 G：武藤 正樹 

改正 住宅建築物の省エネルギー基準解説書（仮

称）編集委員会 

一般財団法人 建築環境・省エ

ネルギー機構 

環境研究 G：三木 保弘 

建築防災編集委員会 一般財団法人 日本建築防災協

会 

構造研究 G：加藤 博人 

「床仕上げ材用接着剤」の JIS改正原案作成委員会 日本接着剤工業会 材料研究 G：古賀 純子 

住宅等防災技術評価委員会 一般財団法人 日本建築防災協

会 

構造研究 G：荒木 康弘 

地震保険損害認定基準専門研究会 低層・戸建て

ワーキング（WG1) 

一般社団法人 建築研究振興協

会 

構造研究 G：長谷川 隆 

構造研究 G：荒木 康弘 

接合金物審査委員会 公益財団法人 日本住宅・木材

技術センター 

材料研究 G：山口 修由 

パッケージエアコンディショナ 工業標準（JIS）改

正原案作成委員会 

一般社団法人 日本冷凍空調工

業会 

環境研究 G：澤地 孝男 

PC構造審査委員会 社団法人 プレハブ建築協会 

 

構造研究 G：福山 洋 

第 18回「CASBEE建築評価員講習」講師 一般財団法人 建築環境・省エ

ネルギー機構 

建築生産研究 G：中島 史郎 
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委員会名 依頼者 派遣者名 

耐震診断委員会 一般社団法人 建築研究振興協

会 

構造研究 G：福山 洋 

平成 25年版建築改修工事監理指針改訂委員会の分科

会等 

一般財団法人 建築保全セン

ター 

構造研究 G：福山 洋 

構造研究 G：平出 務 

構造研究 G：向井 智久 

材料研究 G：濱崎 仁 

材料研究 G：古賀 純子 

建築生産研究 G：石原 直 

地震保険損害認定基準専門研究会 中高層・RCマン

ションワーキング（WG2) 

一般社団法人 建築研究振興協

会 

構造研究 G：福山 洋 

「コンクリートの現場品質管理に関する採取試験技

能者認定制度」認定委員会・試験運営委員会 

一般財団法人 建材試験セン

ター 

材料研究 G：棚野 博之 

震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針

改訂委員会 本委員会 

一般財団法人 日本建築防災協

会 

理事：西山 功 

構造研究 G：福山 洋 

震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針

改訂委員会 W造部会 

一般財団法人 日本建築防災協

会 

構造研究 G：荒木 康弘 

材料研究 G：槌本 敬大 

震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針

改訂委員会 S造部会 

一般財団法人 日本建築防災協

会 

構造研究 G：長谷川 隆 

震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針

改訂委員会 RC造部会 

一般財団法人 日本建築防災協

会 

国・地：谷 昌典 

一級建築士試験の試験委員会 公益財団法人 建築技術教育普

及センター 

構造研究 G：田尻 清太郎 

非常勤講師 国立大学法人筑波大学 芸術専

門学群 

構造研究 G：荒木 康弘 

材料研究 G：古賀 純子 

外壁複合補修工法の再修繕検討委員会 一般財団法人 ベターリビング 材料研究 G：濱崎 仁 

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 

研究専門役：飯場 正紀 

地震保険損害認定基準専門研究会 一般社団法人 建築研究振興協

会 

構造研究 G：福山 洋 

構造研究 G：長谷川 隆 

構造研究 G：荒木 康弘 

住宅・都市研究 G：五條 渉 

「関東地区における UR賃貸低層建築物の耐震性能評

価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 

セミナー：「低炭素化社会に向けたビルの環境性能

向上」 講演 

公益社団法人 ロングライフビ

ル推進協会 

環境研究 G：澤地 孝男 

セメント・コンクリート編集委員会 一般社団法人 セメント協会 材料研究 G：棚野 博之 

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

一般社団法人全国 LVL協会 JAS改正委員会 一般社団法人 全国 LVL協会 

 

建築生産研究 G：中島 史郎 

平成 25年度 BELCA資格者セミナー：「建物の非構

造部（内外装）の地震被害とその対応の動向」 講

師 

公益社団法人 ロングライフビ

ル推進協会 

建築生産研究 G：石原 直 

「横浜市南部における災害医療拠点病院のＢＣＰに

関する研究」への技術指導 

国家公務員共済組合連合会 横

浜南共済病院 

住宅・都市研究 G：石井 儀光 
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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 一般財団法人 日本建築防災協

会 

構造研究 G：福山 洋 

土浦駅前北地区第一種市街地再開発事業基本実施設

計業務プロポーザル選定委員会 

土浦市長 構造研究 G：向井 智久 

建築材料・設備機材等品質性能評価委員会 一般社団法人 公共建築協会 建築生産研究 G：長谷川 直司 

特殊建築物等調査資格者講習運営委員会講習修了考

査問題作成部会 

一般財団法人 日本建築防災協

会 

防火研究 G：萩原 一郎 

JASS 5 構造体コンクリートのかぶり厚さの非破壊検

査に係る「JASS 5 T-608講習企画運営委員会」及び

講義 

一般社団法人 日本非破壊検査

工業会 

材料研究 G：棚野 博之 

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都市計画課

長 

住宅・都市研究 G：五條 渉 

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 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 

環境研究 G：三木 保弘 

住宅省エネシステム検討委員会 ②設備込基準検討

WG パッシブ 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 

住宅省エネシステム検討委員会 ②設備込基準検討

WG 仕様規定 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 

住宅省エネシステム検討委員会 ②設備込基準検討

WG 暖冷房・換気設備 SWG/換気設備 TG 

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：山口 秀樹 

住宅省エネシステム検討委員会 ②設備込基準検討

WG 暖冷房・換気設備 SWG/ヒートポンプ式セント

ラル空調システム評価基準策定 TG 

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 

環境研究 G：山口 秀樹 

（財）茨城県建築センター耐震診断・補強計画判定

会議委員 

一般財団法人 茨城県建築セン

ター 

構造研究 G：田尻 清太郎 

国・地：谷 昌典 

平成 25年版建築改修工事監理指針改訂委員会 一般財団法人 建築保全セン

ター 

建築生産研究 G：長谷川 直司 

平成 25年度技術士試験委員（第二次試験）の選任に

ついて 

公益社団法人 日本技術士会 理事：西山 功 

「地域に根ざした住まいづくり」 講師 国土交通省国土交通大学校長 住宅・都市研究 G：岩田 司 

建築物新省エネ基準検討委員会 一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

理事長：坂本 雄三 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：三木 保弘 

環境研究 G：宮田 征門 

建築物新省エネ基準検討委員会 プログラム WG 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 PALに代わる外皮

性能評価方法検討 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 

建築物新省エネ基準検討委員会 ポイント法に代わ

る簡易評価法検討 WG 

一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

環境研究 G：宮田 征門 
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建築物新省エネ基準検討委員会 試算・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：宮田 征門 

建築物新省エネ基準検討委員会 非住宅建築物の省

エネ性能の評価・表示に関する研究会 

一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

理事長：坂本 雄三 

環境研究 G：宮田 征門 

平成 25年度新エネルギー等共通基盤整備促進事業 

テーマ：「太陽熱利用システムの性能評価技術の開

発」技術評価委員会 

一般社団法人 ソーラーシステ

ム振興協会 

環境研究 G：桑沢 保夫 

平成 25年度定例総会における特別講演 講師 ハーフ Pcaボイドスラブ協議会 住宅・都市研究 G：岩田 司 

木造校舎の構造設計標準の在り方に関する検討会及

び同ワーキンググループ 

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 

評議員就任 一般財団法人 建材試験セン

ター 

理事：西山 功 

機関誌『都市緑化技術』編集委員会 公益財団法人 都市緑化機構 住宅・都市研究 G：加藤 真司 

稲敷市市街地液状化対策事業計画策定検討委員会 稲敷市市街地液状化対策事業計

画策定検討委員会 

構造研究 G：平出 務 

（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、耐

震診断基準WG及び耐震改修設計指針 WG 

一般財団法人 日本建築防災協

会 

構造研究 G：田尻 清太郎 

ものづくり日本大賞「産業・社会を支えるものづく

り」分野（建設業に係るものに限る）選考有識者会

議 

国土交通大臣 理事長：坂本 雄三 

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 

研究専門役：飯場 正紀 

非住宅建築物の環境関連データベース検討委員会 一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

理事長：坂本 雄三 

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 

テレビ東京「たけしのニッポンのミカタ！」出演 株式会社 イースト・エンタテ

インメント 

住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

スマート＆スリムハウス研究開発委員会 健康・生

活サービス部会 

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 

国指定重要文化財シャトーカミヤ旧醸造場施設保存

修理工事有識者会議 

オエノンホールディングス株式

会社・合同酒精株式会社 

〔文化庁、牛久市〕 

建築生産研究 G：長谷川 直司 

社会資本整備審議会 国土交通省住宅局長 

 

 

理事長：坂本 雄三 

地震保険損害認定基準専門研究会 地盤ワーキング

（WG3) 

一般社団法人 建築研究振興協

会 

住宅・都市研究 G：五條 渉 

建築設備耐震設計・施工指針編集委員会 一般財団法人 日本建築セン

ター 

構造研究 G：向井 智久 

環境研究 G：山海 敏弘 

防耐火研究開発ワーキンググループ 一般社団法人 全国 LVL協会 防火研究 G：鈴木 淳一 

自立循環型住宅設計講習会 温暖地版（入門編）・

準寒冷地版（既受講者向け） 講師 

一般財団法人 建築環境・省エ

ネルギー機構 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：桑沢 保夫 

環境研究 G：三木 保弘 
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愛媛県自転車安全利用研究協議会 愛媛県知事 住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

関西ライフライン研究会 第 97回 定例研究会 講

師 

関西ライフライン研究会 構造研究 G：喜々津 仁密 

パイルヘッドアンカー工法専門委員会 一般財団法人 日本建築セン

ター 

構造研究 G：平出 務 

評議員委嘱 一般財団法人 日本建築防災協

会 

理事：西山 功 

「ぼうはんカレッジ 2013」における講演 栃木県知事 住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

技術ワーキンググループ会議 公益財団法人 住宅リフォーム

・紛争処理支援センター 

理事：西山 功 

構造研究 G：加藤 博人 

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 

産業構造審議会地球環境小委員会 経済産業省産業技術環境局長 理事長：坂本 雄三 

防耐火研究開発ワーキンググループ 一般社団法人 全国 LVL協会 防火研究 G：水上 点睛 

省エネ講習会研修資料作成ワーキング 一般社団法人 木を活かす建築

推進協議会 

環境研究 G：桑沢 保夫 

富岡製糸場保存修理委員会 富岡市長 建築生産研究 G：長谷川 直司 

「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」講

習会 

一般財団法人 日本建築防災協

会 

材料研究 G：槌本 敬大 

京都橘大学 現代ビジネスフォーラム「あなたは誰

に家を作ってもらいますか？」における講演 

京都橘大学 建築生産研究 G：角倉 英明 

自家発電設備の耐震性能調査分科会 幹事会 一般社団法人 日本内燃力発電

設備協会 

材料研究 G：濱崎 仁 

住宅瑕疵関連事例集 アドバイザーグループ報告 公益財団法人 住宅リフォーム

・紛争処理支援センター 

理事：西山 功 

「住宅・建築物用断熱材の JIS開発」原案作成委員

会 

断熱・保温規格協議会 環境研究 G：桑沢 保夫 

（仮称）既存建築物の非構造部材の耐震診断基準・

耐震改修設計指針 同解説 

一般財団法人 日本建築防災協

会 

 

構造研究 G：荒木 康 

建築生産研究 G：石原 直 

既存住宅の省エネルギー性能向上改修工事講習会 

講師 

石川県中小企業団体中央会 環境研究 G：桑沢 保夫 

自立循環型住宅設計講習会 講師 

（石川県中小企業団体中央会） 

石川県中小企業団体中央会 環境研究 G：桑沢 保夫 

重要文化財「石井閘門」保全対策検討委員会 東北地方整備局 北上川下流河

川事務所長 

建築生産研究 G：長谷川 直司 

住宅・建築関連先導技術開発審査委員会及びエネル

ギー分科会 

一般社団法人 住宅性能評価・

表示協会 

理事長：坂本 雄三 

平成 25年度「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支

援事業」及び「住宅のゼロ・エネルギー化推進事

業」審査委員会 

一般社団法人 環境共創イニシ

アチブ 

一般社団法人 環境共生住宅推

進協議会 

環境研究 G：澤地 孝男 
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平成 25年度構造設計一級建築士講習の講師 公益財団法人 建築技術教育普

及センター 

住宅・都市研究 G：五條 渉 

建築リニューアル研修の講義 一般財団法人 全国建設研修セ

ンター 

構造研究 G：福山 洋 

材料研究 G：濱崎 仁 

木材劣化診断士委員会 公益社団法人 日本木材保存協

会 

材料研究 G：槌本 敬大 

建築・土木複合構造物の構造専門委員会 一般財団法人 建築行政情報セ

ンター 

構造研究 G：福山 洋 

住宅・都市研究 G：五條 渉 

木造中高層建築物部材開発推進 PT 日本合板工業組合連合会 材料研究 G：槌本 敬大 

「鋼構造研究・教育助成事業」審査委員会 一般社団法人 日本鉄鋼連盟 理事：西山 功 

2013年度コンクリート技士研修会講師 公益社団法人 日本コンクリー

ト工学会 

構造研究 G：加藤 博人 

平成 25年度東京都補助事業「森林整備加速化・林業

再生事業」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」 

東京合板工業組合 材料研究 G：槌本 敬大 

平成 25年度 JICA課題別研修「建築防災（地震、津

波、火災等に対して）」コースにおける講師 

一般財団法人 日本建築セン

ター 

構造研究 G：加藤 博人 

防火研究 G：鍵屋 浩司 

国・地：横井 俊明 

国・地：芝崎 文一郎 

国・地：藤井 雄士郎 

平成 25年度 JICA課題別研修「建築防災（地震、津

波、火災等に対して）」コースにおける見学 

一般財団法人 日本建築セン

ター 

国際研究協力参事：左海 冬彦 

自立循環型住宅設計講習会 温暖地版（入門編）・

準寒冷地版（既受講者向け） 講師 

一般財団法人 建築環境・省エ

ネルギー機構 

環境研究 G：澤地 孝男 

ISO/IECガイド５０：２００２（子どもの安全の指

針）改正対応国内委員会 

一般財団法人 日本規格協会 建築生産研究 G：小野 久美子 

竜巻等突風の強さの評定に関する検討会 気象庁 構造研究 G：喜々津 仁密 

試験事業者評定委員会 独立行政法人 製品評価技術基

盤機構 

 

材料研究 G：濱崎 仁 

NEDO技術委員 独立行政法人 新エネルギー・

産業技術総合開発機構 

環境研究 G：宮田 征門 

構造設計一級建築士定期講習会 ビデオ講義 株式会社 確認サービス 構造研究 G：福山 洋 

土浦市都市計画審議会 土浦市長 住宅・都市研究 G：岩田 司 

評議員会 一般財団法人 住宅生産振興財

団 

理事：西山 功 

評議員会 一般財団法人 ベターリビング 理事長：坂本 雄三 

グリーン建材普及促進委員会 一般社団法人 日本建材・住宅

設備産業協会 

理事長：坂本 雄三 

グリーン建材普及促進委員会 窓協力分科会 一般社団法人 日本建材・住宅

設備産業協会 

環境研究 G：三木 保弘 

旧新町屑糸紡績所調査検討委員会 高崎市教育委員会 建築生産研究 G：長谷川 直司 
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平成 25年度新たな安全・安心まちづくりに関する調

査研究会 

デロイト トーマツ コンサル

ティング株式会社 

〔警察庁〕 

住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

足立区治安対策戦略会議等 足立区長 住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

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住宅用技術

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 

直交集成板の日本農林規格原案に規定された接着剤

に係る同等性能評価基準検討委員会 

独立行政法人 農林水産消費安

全技術センター 

材料研究 G：槌本 敬大 

平成 25年度 専門課程 建築保全企画研修 講師 国土交通省国土交通大学校長 建築生産研究 G：長谷川 直司 

「重要文化財（美術工芸品）収蔵施設等環境整備推

進事業」に関する企画選定委員会 

文化庁文化財部長 国・地：犬飼 瑞郎 

木造建築技術先導事業評価委員会 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 

気象研究所評議委員会 気象庁気象研究所 国・地：古川 信雄 

「防犯カメラ設置促進シンポジウム」における講演 愛知県警察本部長 住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

CASBEE研究開発 エネルギー検討小委員会 一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

理事長：坂本 雄三 

CASBEE研究開発委員会 一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

理事長：坂本 雄三 

試験事業者評定委員会 独立行政法人 製品評価技術基

盤機構 

材料研究 G ： 濱崎 仁 

住田町新庁舎建設設計・施工プロポーザル審査委員

会 

岩手県気仙郡 住田町長 住宅・都市研究 G ： 岩田 司 

「重要文化財（美術工芸品）防災施設等設備事業」

に関する打ち合わせ 

文化庁文化財部美術学芸課長 国・地： 犬飼瑞郎 

CASBEE建築認証審査部会 一般財団法人 建築環境・省エ

ネルギー機構 

建築生産研究 G ： 中島史郎 

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 

JIS A 1481 （建材製品中のアスベスト含有率測定

方法）改正原案作成委員会 分科会 

一般財団法人 建材試験セン

ター 

材料研究 G ： 古賀純子 

健康長寿住宅リフォームエビデンス取得委員会 一般財団法人 ベターリビング 理事長 ： 坂本雄三 

平成 24年度 専門課程 建築保全・評価研修 講師 国土交通省国土交通大学校長 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 住宅

プロジェクト分析グループ 

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 

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 
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H24年度 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 

バングラデシュ国自然災害に対応した公共建築物の

建設・改修能力向上プロジェクトにおける本邦研修

の講師 

独立行政法人 国際協力機構

（JICA) 

国・地 ： 斉藤大樹 

愛媛県自転車安全利用研究協議会 愛媛県知事 中村 時広 住宅・都市研究 G ： 樋野公宏 

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 

重要文化財「石井閘門」保全対策検討委員会 国土交通省 東北地方整備局 

北上川下流河川事務所長 

建築生産研究 G ： 長谷川直司 

NEDO技術委員 独立行政法人 新エネルギー・

産業技術総合開発機構 

環境研究 G ： 宮田征門 

宮城県等における災害公営住宅の供給を推進するた

めの計画に係る検討業務 

株式会社 アークポイント 研究総括監 ： 金井昭典（成藤 宣

昌） 

住宅・都市研究 G ： 五條 渉 

住宅・都市研究 G ： 岩田 司 

住宅・都市研究 G ： 米野史健 

JIS A5423 住宅屋根用化粧スレート 原案改正委員

会 

一般社団法人 日本建材・住宅

設備産業協会 

材料研究 G ： 古賀純子 

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 

構造研究 G ： 荒木康弘 

材料研究 G ： 中川貴文 

日本建設業連合会 VE等施工改善事例発表会における

天井の地震被害と基準の整備に資する検討等の講演 

社団法人 日本建設業連合会 建築生産研究 G ： 石原 直 

平成 25年度環境配慮契約法基本方針検討会 環境省総合環境政策局長 理事長：坂本 雄三 

担い手育成拠点選定委員会 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：角倉 英明 

旧若葉小学校跡地高齢者福祉関連施設等の整備運営

に関する検討会 

社会福祉法人 ハッピーネット 

〔板橋区〕 

住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

平成 25年度 ESCO専門委員会 株式会社 インテージリサーチ 

〔環境省〕 

理事長：坂本 雄三 

既存住宅に係る性能評価に関する調査検討業務に係

る技術指導 

株式会社 市浦ハウジング＆プ

ランニング東京支店 

〔国土交通省住宅局〕 

材料研究 G：槌本 敬大 

材料研究 G：濱崎 仁 

住宅省エネシステム検討委員会 ②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 

建材製品中のアスベスト含有率に関する国際標準化

検討委員会 

公益社団法人 日本作業環境測

定協会 

材料研究 G：古賀 純子 

建材製品中のアスベスト含有率に関する国際標準化

検討分科会 

公益社団法人 日本作業環境測

定協会 

材料研究 G：古賀 純子 

JIS A1481建材製品中のアスベスト含有率測定方法に

関する改正原案作成委員会 

公益社団法人 日本作業環境測

定協会 

材料研究 G：古賀 純子 

JIS A1481建材製品中のアスベスト含有率測定方法に

関する改正原案作成分科会 

公益社団法人 日本作業環境測

定協会 

材料研究 G：古賀 純子 

住宅工事仕様書改訂原案作成委員会 独立行政法人 住宅金融支援機

構 

理事長：坂本 雄三 
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住宅金融支援機構技術委員会 独立行政法人 住宅金融支援機

構 

理事長：坂本 雄三 

住宅用給湯システムの更なるエネルギー効率向上に

関する研究委員会 

一般財団法人 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 

「平和の塔」耐震診断・補強設計検討 九州建設コンサルタント 株式

会社〔宮崎県〕 

構造研究 G：福山 洋 

既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・耐

震改修設計指針講習会 講師 

一般財団法人 日本建築防災協

会 

構造研究 G：田尻 清太郎 

BEST企画開発委員会 一般財団法人 建築環境・省エ

ネルギー機構 

理事長：坂本 雄三 

芝浦工業大学 博士論文審査委員 芝浦工業大学 建築生産研究 G：角倉 英明 

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 

住宅・都市研究 G：五條 渉 

住宅用資機材適合評価等諮問委員会 一般財団法人 ベターリビング 企画部：白井 清広 

JIS 認証業務諮問委員会 一般財団法人 ベターリビング 企画部：白井 清広 

JECTECセミナー「電線・ケーブルに関する規格の動

向」講演 

一般社団法人 電線総合技術セ

ンター 

防火研究 G：吉田 正志 

「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」講

習会 

一般財団法人 日本建築防災協

会 

構造研究 G：荒木 康弘 

パナソニック広報誌「建築設計レポート」「電材

News」の巻頭インタビュー 「新しい「住宅」省エ

ネルギー基準に対応したパナソニック高効率設備の

ご紹介」のコメント 

株式会社 フルハウス・イグゼ 

〔パナソニック〕 

環境研究 G：澤地 孝男 

公共建築物の木造率向上を図るためのコストシミュ

レーションシステム開発検討会 

株式会社 ファインコラボレー

ト研究所 

〔林野庁〕 

建築生産研究 G：角倉 英明 

「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 17回） 講師 

一般財団法人 日本建築防災協

会 

構造研究 G：荒木 康弘 

建築生産研究 G：石原 直 

国・地：谷 昌典 

CASBEE研究開発 室内環境検討小委員会 一般社団法人 日本サステナブ

ル建築協会 

環境研究 G：三木 保弘 

社会資本整備審議会建築分科会建築環境部会 省エ

ネルギー判断基準等小委員会 

国土交通省住宅局長 環境研究 G：澤地 孝男 

「長期応力に対応したあと施工アンカー及びコッ

ター併用の接合ディテールに関する実験的研究業

務」委員会 

株式会社 東京ソイルリサーチ 

〔(独)都市再生機構〕 

構造研究 G：福山 洋 

構造研究 G：向井 智久 

材料研究 G：濱崎 仁 

竜巻影響評価ガイド策定分科会 独立行政法人 原子力安全基盤

機構 

構造研究 G：喜々津 仁密 

内装木質化等住宅部材試験開発等支援事業委員会 一般社団法人 全国 LVL協会 防火研究 G：鈴木 淳一 

防火研究 G：水上 点睛 

室内空気関係の用語等統一化に関する JIS開発委員

会 

一般財団法人 建材試験セン

ター 

環境研究 G：桑沢 保夫 

重要文化財旧美歎水源地水道施設保存整備検討委員

会（建造物修復検討部会） 

鳥取市教育委員会 建築生産研究 G：長谷川 直司 
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集成材の日本農林規格に規定された接着剤の同等性

能確認等審査委員会 

独立行政法人 農林水産消費安

全技術センター 

材料研究 G：槌本 敬大 

健康長寿住宅エビデンス取得委員会 一般財団法人 ベターリビング 理事長：坂本 雄三 

直交集成板の曲げ試験方法、および試験体製造条件

に関する検討会 

日本 CLT協会 材料研究 G：槌本 敬大 

神奈川県県土整備局指定管理者選定審査委員会都市

公園部会 

神奈川県知事 住宅・都市研究 G：加藤 真司 

自立循環型住宅設計講習会 講師 

（一般社団法人 愛媛県中小建築業協会） 

一般社団法人 愛媛県中小建築

業協会 

環境研究 G：澤地 孝男 

岩手県等における災害公営住宅の早期供給を推進す

るための計画に係る検討業務 

株式会社 市浦ハウジング＆プ

ランニング東京支店 

〔国土交通省住宅局〕 

研究総括監：成藤 宣昌 

住宅・都市研究 G：五條 渉 

住宅・都市研究 G：米野 史健 

自立循環型住宅設計講習会 講師 

（一般社団法人 香川県総合建設センター） 

一般社団法人 香川県総合建設

センター 

環境研究 G：澤地 孝男 

宮城県（北部）等における災害公営住宅の早期供給

を推進するための計画に係る検討業務 

株式会社 アークポイント 

〔国土交通省住宅局〕 

研究総括監：成藤 宣昌 

住宅・都市研究 G：五條 渉 

住宅・都市研究 G：岩田 司 

住宅・都市研究 G：米野 史健 

国際研究協力参事：左海 冬彦 

宮城県（南部）等における災害公営住宅の早期供給

を推進するための計画に係る検討業務 

株式会社 アルセッド建築研究

所 

〔国土交通省住宅局〕 

研究総括監：成藤 宣昌 

住宅・都市研究 G：五條 渉 

住宅・都市研究 G：岩田 司 

住宅・都市研究 G：米野 史健 

国際研究協力参事：左海 冬彦 

 

改正 住宅建築物の省エネルギー基準解説書（仮

称）編集委員会 

一般財団法人 建築環境・省エ

ネルギー機構 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：桑沢 保夫 

環境研究 G：三木 保弘 

スマート＆スリムハウス研究開発委員会 住宅産業

部会／情報管理ＷＧ 

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：角倉 英明 

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：角倉 英明 

「アスベスト含有建材データベース構築委員会」本

委員会、検索システム WG 

一般財団法人 建材試験セン

ター 

材料研究 G：古賀 純子 

「防耐火試験用壁炉の性能確認試験」の立ち会い 一般財団法人 建材試験セン

ター 

防火研究 G：増田 秀昭 

防火研究 G：鈴木 淳一 

平成 25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 

あおもり方式住宅普及検討委員会 青森県県土整備部長 住宅・都市研究 G：岩田 司 

あおもり方式住宅普及検討委員会ワーキンググルー

プ 

青森県県土整備部長 住宅・都市研究 G：岩田 司 

ラミネートログ委員会 協同組合 いわき材加工セン

ター 

建築生産研究 G：中島 史郎 

低炭素建築物認定制度及び省エネルギー措置の届出

に係る審査等講習会の講師 

一般社団法人 住宅性能評価・

表示協会 

環境研究 G：宮田 征門 
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機関誌「建材試験情報」2013年 10月号特集・座談

会 

一般財団法人 建材試験セン

ター 

建築生産研究 G：中島 史郎 

重要文化財梅小路機関車庫耐震対策工事委員会 西日本旅客鉄道 株式会社 建築生産研究 G：長谷川 直司 

「フリーアクセスフロア試験方法の JIS A 

1450:2009」改訂委員会 

フリーアクセスフロア工業会 建築生産研究 G：小野 久美子 

第 19回「CASBEE建築評価員講習」講師 一般財団法人 建築環境・省エ

ネルギー機構 

建築生産研究 G：中島 史郎 

病院経営とOR手法を用いた課題解決に関する研究

会 

国立大学法人 筑波大学 住宅・都市研究 G：石井 儀光 

建築物新省エネ基準検討委員会 ポイント法に代わ

る簡易評価法検討 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 

CLT研究動向に関する技術指導 日本 CLT協会 材料研究 G：槌本 敬大 

NHK「エデュカチオ！」＃５「親子で学ぼう 危険

から身を守る力」（仮）におけるインタビュー 

日本放送協会 住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

杉並区南伊豆健康学園跡地に係る津波対策等検討委

員会 

杉並区長 構造研究 G：福山 洋 

構造研究 G：田尻 清太郎 

防火研究 G：萩原 一郎 

住宅・建築物における省エネルギー性能の評価手法

の開発研究－自立循環プロジェクトフェーズ４－

「自立循環フェーズ４ 企業連絡会 有識者懇談

会」講師 

一般財団法人 建築環境・省エ

ネルギー機構 

理事長：坂本 雄三 

平成 24年度 JIS原案作成本委員会 社団法人 日本シヤッター・ド

ア協会 

〔(一財)日本規格協会〕 

建築生産研究 G：武藤 正樹 

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 

重要文化財岩手銀行(旧盛岡銀行）旧本店本館保存修

理工事指導委員会 

株式会社 文化財保存計画協会 

〔(株)岩手銀行〕 

建築生産研究 G：長谷川 直司 

生物劣化した木質部材の穿孔抵抗測定に関する技術

指導 

公益社団法人 日本木材保存協

会 

材料研究 G：槌本 敬大 

JIS A 6201 改正原案作成委員会 日本フライアッシュ協会 材料研究 G：棚野 博之 

JIS A 6201 改正原案作成委員会の分科会「蛍光 X

線分析法検討委員会」 

日本フライアッシュ協会 材料研究 G：棚野 博之 

平成 25年度 PC部材品質審査委員会 一般財団法人 ベターリビング 材料研究 G：土屋 直子 

JIS 原案作成委員会 一般社団法人 セメント協会 材料研究 G：棚野 博之 

ISO/TC165国内審議会 公益財団法人 日本住宅・木材

技術センター 

材料研究 G：槌本 敬大 

建築生産研究 G：中島 史郎 

「住宅の省エネ基準の算定・判断方法の根拠・理

論」の説明会 講師 

一般財団法人 建築環境・省エ

ネルギー機構 

環境研究 G：澤地 孝男 

外壁診断指針見直し検討委員会 株式会社 保全工学研究所 

〔国土技術政策総合研究所〕 

材料研究 G：棚野 博之 

重要文化財黒島天主堂耐震化等調査委員会 佐世保市長 建築生産研究 G：長谷川 直司 

平成 25年度(国別研修)インドネシア共和国「建築行

政研修」 講師 

独立行政法人 国際協力機構 構造研究 G：加藤 博人 

国際研究協力参事：左海 冬彦 
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委員会名 依頼者 派遣者名 

気象研究所評議委員会評価分科会（地震火山津波分

野） 

気象庁 気象研究所長 国・地：古川 信雄 

住宅の改正省エネルギー基準・低炭素建築物認定制

度の講習 講師 

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 

平成 25年度 JICA集団研修「住宅・住環境の改善と

防災」コースにおける講師 

一般財団法人 日本建築セン

ター 

〔(独)国際協力機構（JICA）〕 

環境研究 G：桑沢 保夫 

「住宅の省エネ基準の算定・判断方法の根拠・理

論」の説明会 講師 

一般財団法人 建築環境・省エ

ネルギー機構 

環境研究 G：三木 保弘 

建築技術者の施工技術の確保及び向上等に資する教

育図書に係る技術指導 

一般財団法人 地域開発研究所 住宅・都市研究 G：五條 渉 

「ヨルダン本邦研修プログラム」における講師 有限会社 プレイス 

〔(独)国際協力機構（JICA）〕 

建築生産研究 G：小野 久美子 

一般社団法人日本太陽エネルギー学会太陽光発電部

会第 6回セミナー「太陽光発電システムの構造物設

計における現状と課題」の講演 

一般社団法人 日本太陽エネル

ギー学会 

構造研究 G：喜々津 仁密 

重要文化財旧前田家本邸洋館耐震工事検討委員会 東京都教育庁地域教育支援部長

事務取扱 

構造研究 G：向井 智久 

平成 25年度 省エネルギー基準の「算定・判断方法

に係る根拠・理論」の説明会 講師 

一般財団法人 建築環境・省エ

ネルギー機構 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：三木 保弘 

環境研究 G：宮田 征門 

ベトナム国インフラ工事品質確保能力向上プロジェ

クト（第二年次） 

「建設工事に関わる非破壊検査技術研修」における

講師 

 

株式会社 片平エンジニアリン

グ・インターナショナル 

〔(独)国際協力機構（JICA）〕 

材料研究 G：濱崎 仁 

ベトナム国インフラ工事品質確保能力向上プロジェ

クト（第二年次） 

「建設・建築工事品質確保研修」における講師 

株式会社 片平エンジニアリン

グ・インターナショナル 

〔(独)国際協力機構（JICA）〕 

材料研究 G：濱崎 仁 

ベトナム国インフラ工事品質確保能力向上プロジェ

クト（第二年次） 

「建設・建築工事品質確保研修」における施設案内 

株式会社 片平エンジニアリン

グ・インターナショナル 

〔(独)国際協力機構（JICA）〕 

 

構造研究 G：田尻 清太郎 

材料研究 G：濱崎 仁 

第 20回「建築構造用鋼材とその利用技術」講習会で

の講演 

一般社団法人 日本鉄鋼連盟 理事：西山 功 

構造研究 G：福山 洋 

構造研究 G：長谷川 隆 

構造研究 G：田尻 清太郎 

建築生産研究 G：石原 直 

国・地：谷 昌典 

「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」講

習会 

一般財団法人 日本建築防災協

会 

材料研究 G：槌本 敬大 

重要文化財 世界平和記念聖堂建造物耐震診断検討

委員会 

宗教法人 カトリック広島司教

区 

建築生産研究 G：長谷川 直司 

大規模木造建築物の火災実験に関する技術指導 日本 CLT協会 材料研究 G：槌本 敬大 

木造長期優良住宅の総合的検証委員会 構造/材料分

科会 

一般社団法人 木を活かす建築

推進協議会 

構造研究 G：荒木 康弘 

材料研究 G：槌本 敬大 

建築生産研究 G：中島 史郎 
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委員会名 依頼者 派遣者名 

次世代住宅塾（応用編）第 3回講習会 特定非営利活動法人 WOOD AC 環境研究 G：澤地 孝男 

（仮称）UR高層賃貸住宅の耐震改修設計マニュアル

の改訂検討委員会 

株式会社 URリンケージ 

〔(独)都市再生機構〕 

構造研究 G：福山 洋 

フジテレビ「スーパーニュースWEEKEND」内コー

ナー企画「WEEKEND SCOPE」にて専門家インタ

ビュー 

株式会社 フジテレビジョン 住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

静岡県建築構造設計指針改訂検討部会 一般財団法人 日本建築防災協

会 

構造研究 G：福山 洋 

建築生産研究 G：石原 直 

茨城県議会文教警察委員会 閉会中委員会における

参考人意見聴取 

茨城県議会議長 住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

静岡県建築構造設計指針改訂検討部会 木造WG 一般財団法人 日本建築防災協

会 

構造研究 G：荒木 康弘 

構造計算調査委員会、レビュー部会および構造計算

等に係る課題の整理部会 

一般財団法人 日本建築防災協

会 

構造研究 G：福山 洋 

構造研究 G：向井 智久 

構造研究 G：田尻 清太郎 

建築生産研究 G：石原 直 

静岡県建築構造設計指針改訂検討部会・荷重、外

力、特殊構造等 WG 

一般財団法人 日本建築防災協

会 

構造研究 G：小山 信 

「重要文化財（美術工芸品）収蔵庫等環境整備推進

事業」に関する打ち合わせ 

文化庁文化財部美術学芸課長 国・地：犬飼 瑞郎 

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 建築生産研究 G：中島 史郎 

「UR壁式賃貸住宅の躯体改造委員会に関する技術検

討業務その２」委員会 

株式会社 URリンケージ 

〔(独)都市再生機構〕 

構造研究 G：福山 洋 

（一財）茨城県建築センター耐震診断・補強計画判

定会議委員 

一般財団法人 茨城県建築セン

ター 

構造研究 G：田尻 清太郎 

国・地：谷 昌典 

公益社団法人 日本防犯設備協会 RBSS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 

建築物の改正省エネルギー基準 低炭素建築物の認

定制度の講習 講師 

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 

木の良さをまとめる委員会 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 

「重要文化財日本煉瓦製造株式会社旧煉瓦製造施設

保存活用計画」策定検討委員会 

深谷市教育委員会 建築生産研究 G：長谷川 直司 

熱交換機の省エネ性能の検討委員会 一般財団法人 ベターリビング 環境研究 G：澤地 孝男 

福岡県都市計画基礎調査分析検討会 株式会社 パスコ 

〔福岡県〕 

住宅・都市研究 G：石井 儀光 

保育所における屋外階段設置要件に関する検討会議 厚生労働省雇用均等・児童家庭

局 

防火研究 G：萩原 一郎 

（仮称）昇降機技術基準の解説（2014年版）編集委

員会及び部会 

一般財団法人 日本建築設備・

昇降機センター 

環境研究 G：山海 敏弘 

シンポジウム「新材料で構成する快適建築空間－建

築環境における熱の収支と制御－」 講師 

独立行政法人 産業技術総合研

究所 

環境研究 G：澤地 孝男 

「鉄筋コンクリート造の既存住宅における調査・診

断・補修方法に関する調査・整理業務」に関しての

技術指導 

公益財団法人 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 
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委員会名 依頼者 派遣者名 

「津波避難ビル等の構造上の要件に関する講習会」 

講師 

一般財団法人 日本建築防災協

会 

構造研究 G：福山 洋 

構造研究 G：田尻 清太郎 

日独住宅・建築物環境対策調査委員会 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・都市と経済社会」 講師 慶應義塾大学 住宅・都市研究 G：岩田 司 

「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」講

習会 講師 

一般財団法人 日本建築防災協

会 

構造研究 G：荒木 康弘 

建築基準法に基づく大臣認定取得に向けた接着重ね

梁の性能評価事業における検討委員会 

信州木材認証製品センター 材料研究 G：槌本 敬大 

建築生産研究 G：中島 史郎 

平成 25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 

教養講座「トップ・マネージメント・セミナーにお

ける防犯まちづくりの講演」 

茨城県警察本部長 住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

住まいの防犯アドバイザーフォローアップ研修会に

おける「住まいの防犯をめぐる現状と展望」の講義 

埼玉県住まいづくり協議会 住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

集成材等建築物設計・施工マニュアル検討 TG 一般社団法人 木を活かす建築

推進協議会 

構造研究 G：荒木 康弘 

材料研究 G：槌本 敬大 

「長期応力に対応した簡易的な接合方法による増設

スラブ設計施工指針作成に関する研究」委員会 

株式会社 東京ソイルリサーチ 

〔(独)都市再生機構〕 

構造研究 G：福山 洋 

構造研究 G：向井 智久 

材料研究 G：濱崎 仁 

「次世代公共建築研究会」木造建築部会 講師 一般社団法人 公共建築協会 防火研究 G：鍵屋 浩司 

住宅の省エネルギー基準 設計施工指針解説書編集

WG 

一般財団法人 建築環境・省エ

ネルギー機構 

環境研究 G：澤地 孝男 

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 2014年度 

第 16回全国大会 講師 

日本木造住宅耐震補強事業者協

同組合 

環境研究 G：桑沢 保夫 

モンゴル国 建設・都市計画省 短期研修 講師 一般社団法人 国際建設技術協

会 

構造研究 G：加藤 博人 

2013年度後期 木の建築フォラム講習会 応用編

(４)「地震被害・耐震診断・耐震補強」第 3回講義 

講師 

 

特定非営利活動法人 木の建築

フォラム 

構造研究 G：荒木 康弘 

佐々木雄希君 博士論文 予備審査会、公聴会・最

終審査会 

慶應義塾大学 

 

 

住宅・都市研究 G：樋野 公宏 

安全・安心ガラス設計施工指針増補版編集委員会お

よび原案作成部会 

一般財団法人 日本建築防災協

会 

構造研究 G：喜々津 仁密 

一級建築士試験の試験委員会 公益財団法人 建築技術教育普

及センター 

構造研究 G：田尻 清太郎 

「URストックの長期利活用に向けた躯体耐久性の調

査判定手法に関する研究」委員会 

株式会社 東京ソイルリサーチ 

〔(独)都市再生機構〕 

材料研究 G：濱崎 仁 

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：宮田 征門 

（林野庁委託）伐採木材製品（HWP)に係る炭素蓄

積変化量算定のためのデータ取得等検討委員会 

株式会社 価値総合研究所 

（林野庁） 

建築生産研究 G：中島 史郎 

自立循環型住宅設計講習会 講師 

（やまぐち木の家ネットワーク） 

やまぐち木の家ネットワーク 環境研究 G：桑沢 保夫 
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委員会名 依頼者 派遣者名 

「佐賀県版自立循環型住宅」講習会 講師 公益財団法人 佐賀県建設技術

支援機構 

環境研究 G：澤地 孝男 

BIM Seminar OSAKA 2014 におけるパネリスト BIMセミナーOSAKA2014実行委

員会 

〔(株)日刊建設通信新聞社〕 

建築生産研究 G：武藤 正樹 

省エネルギー技術検証委員会 石油熱源機省エネル

ギー性能検証 STG 

一般財団法人 建築環境・省エ

ネルギー機構 

環境研究 G：桑沢 保夫 

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 国立大学法人筑波大学 生命環

境学群 

国・地：横井 俊明 

国・地：古川 信雄 

国・地：芝崎 文一郎 

国・地：原 辰彦 

国・地：藤井 雄士郎 

国・地：林田 拓己 

水戸市新庁舎建設設計者選定に係る公募型プロポー

ザル評価委員会 

水戸市長 環境研究 G：澤地 孝男 

建築物の省エネ性能に関する評価・表示シンポジウ

ムの講演 

一般社団法人 住宅性能評価・

表示協会 

環境研究 G：宮田 征門 

平成 26年度技術士試験委員（第二次試験） 公益社団法人 日本技術士会 理事：西山 功 

住宅省エネシステム検討委員会 既存省エネ検討

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 

住宅省エネシステム検討委員会 外皮基準検討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 

住宅省エネシステム検討委員会 多次元伝熱評価検

討 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 

H25年「省エネルギー基準の準拠した算定・判断の

方法及び解説」の改訂に関する編集委員会 

一般財団法人 建築環境・省エ

ネルギー機構 

環境研究 G：澤地 孝男 

環境研究 G：桑沢 保夫 

環境研究 G：三木 保弘 

環境研究 G：宮田 征門 

エコ住宅講習会 講師 石川県環境部長 環境研究 G：桑沢 保夫 

兵庫県木造住宅生産体制強化推進協議会 平成 25年

度地域型住宅ブランド化事業研修会における講演 

公益財団法人 兵庫県住宅建築

総合センター 

理事長：坂本 雄三 

建築物新省エネ基準検討委員会「給湯 SWG（仮

称）」 

 

 

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 

環境研究 G：宮田 征門 

建築物新省エネ基準検討委員会「未利用熱利用 TG

（仮称）」 

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 

環境研究 G：宮田 征門 

建築物新省エネ基準検討委員会「エネルギー利用効

率化設備 SWG（仮称）」 

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 

環境研究 G：宮田 征門" 

CLT接合部実験の試験条件に関する技術指導 日本 CLT協会 

 

材料研究 G：槌本 敬大 
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委員会名 依頼者 派遣者名 

住宅省エネシステム検討委員会 伝統的木造住宅検

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 

自家発電設備の耐震性能調査分科会 一般社団法人 日本内燃力発電

設備協会 

構造研究 G：福山 洋 

材料研究 G：濱崎 仁 

JIS 原案作成／JIS A9526委員会 日本プラスチック工業連盟 

〔(一財)日本規格協会〕 

環境研究 G：桑沢 保夫 

透湿防水シート事故防止研究委員会 一般社団法人 住宅瑕疵担保責

任保険協会 

建築生産研究 G：中島 史郎 

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：澤地 孝男 

環境研究 G：三木 保弘 

環境研究 G：宮田 征門" 

第 24回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 

官庁営繕部政策レビュー検討委員会 国土交通省大臣官房官庁営繕部

長 

理事長：坂本 雄三 

「URストックの長期利活用に向けた躯体耐久性の調

査判定手法に関する研究」委員会 

株式会社 東京ソイルリサーチ 

〔(独)都市再生機構〕 

材料研究 G：土屋 直子 

地域材活用復興住宅セミナーにおける講演 三八地域県民局地域農林水産部 住宅・都市研究 G：岩田 司 

2008年版冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル及

び新訂－補遺「STKR柱補強設計・施工マニュア

ル」で解説する講習会 

一般財団法人 日本建築セン

ター 

構造研究 G：長谷川 隆 

建築物雪害被害対策ワーキンググループ 国土交通省住宅局長 理事：西山 功 

平成 25年度 第 2回史跡佐渡金銀山遺跡保存管理委

員会 

佐渡市長 建築生産研究 G：長谷川 直司 

2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会 一般財団法人 建築環境・省エ

ネルギー機構 

理事長：坂本 雄三 

炭素繊維ラミネート標準化準備委員会 経済産業省繊維課長 材料研究 G：棚野 博之 

住宅省エネシステム検討委員会 設備込基準検討

WG 暖冷房・換気設備 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 

環境研究 G：宮田 征門 

BELS評価員講習会実行委員会 一般財団法人 建築環境・省エ

ネルギー機構 

環境研究 G：澤地 孝男 

公共建築物における木材の利用の促進に関する懇談

会 

国土交通省大臣官房官庁営繕部

長 

理事長：坂本 雄三 

技術委員会 公益財団法人 住宅リフォーム

・紛争処理支援センター 

理事：西山 功 

 

 


