
 技術指導 

６．技術指導 

 

１）技術指導 

業務名称 申請者 派遣者名 

硬質ウレタンフォームのコーンカロリー試験（その３）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 

輸送容器の耐火試験（その２）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 

平成 21 年度ユニバーサルデザイン研修での UD 実験棟におけるス

ロープ歩行等実験に関する技術指導業務 

(財)全国建設研修セン

ター 

建築生産研究 G：布田 健 

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６）に

関する技術指導業務 

東プレ(株) 環境研究 G：瀬戸裕直 

断面修復材の着火性試験および燃焼性試験（コーンカロリーメー

ター）に関する技術指導業務 

(株)ニューテック 防火研究 G：吉田正志 

壁装材料研究Ｇの発熱量試験に関する技術指導業務 (一般社団)日本壁装協

会 

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４）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５）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６）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７）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 

 

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】 

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方

法の基準 技術解説 

(一般社団)住宅性能評価･表示

協会 

理事長：村上周三 

理事：伊藤 弘 

研究総括監：水流潤太郎 

材料(建築生産)研究 G 長：長谷川直司

構造研究Ｇ長：飯場正紀 

住宅・都市研究 G 長：五條 渉 

環境研究Ｇ長：澤地孝男 

建築生産研究Ｇ：中島史郎 

建築生産研究Ｇ：布田 健 

【監修】 

木造軸組工法住宅の限界耐力計算による設計の手引

き 2009 年版 

(財)日本住宅・木材技術セン

ター 

理事長：村上周三 

理事：伊藤 弘 

研究総括監：水流潤太郎 

構造研究 G 長：飯場正紀 

住宅・都市研究 G 長：五條 渉 

材料研究 G：中川貴文 
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 技術指導 

書籍等の名称 編集・監修 依頼者名 担当者 

【監修】 

2009 年版 プレストレストコンクリート造技術基

準解説及び設計・計算例 

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 

構造研究Ｇ長：飯場正紀 

構造研究Ｇ：諏訪田晴彦 

材料研究Ｇ：鹿毛忠継 

国地 C：向井智久 

【監修】 

住宅性能表示制度 建設住宅性能評価解説（既存住

宅・現況検査）2009 

サンパートナーズ(株) 理事長：村上周三 

理 事：伊藤 弘 

研究総括監：水流潤太郎 

住宅・都市研究 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 

住宅・都市研究 G：藤本秀一 

【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 2009 

工学図書(株) 理事長：村上周三 

理事：伊藤 弘 

研究総括監：水流潤太郎 

住宅・都市研究 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 

【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 2009（既存住宅・個別性能） 

工学図書(株) 理事長：村上周三 

理事：伊藤 弘 

研究総括監：水流潤太郎 

住宅・都市研究 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 

【監修】 

2009 年版 ALC パネルを用いた建築物の構造関係技

術基準解説書 

全国官報販売協同組合 理事長：村上周三 

理事：伊藤 弘 

研究総括監：水流潤太郎 

構造研究Ｇ長：飯場正紀 

構造研究Ｇ：長谷川隆 

材料研究Ｇ：濱崎 仁 

構造研究Ｇ：田尻清太郎 

【監修】 

住宅の内装防火設計マニュアル 

全国官報販売協同組合 理事長：村上周三 

理事：伊藤 弘 

住宅・都市研究 G 長：五條 渉 

環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

防火研究Ｇ：林 吉彦 

防火研究Ｇ：吉田正志 
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 技術指導 

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 

(仮称)建築物の省エネ基準統合検討部会 空調 WG (一般社団)日本サステナブ

ル・ビルディング・コン

ソーシアム 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

(財)ベターリビングの減震工法性能確認実験に関わる検

討委員会 

(財)ベターリビング 構造研究 G：新井 洋 

(財)ベターリビングの平成 21 年度 PC 部材品質審査委

員会 

(財)ベターリビング 材料研究 G：鹿毛忠継 

(財)ベターリビング平成 21 年度茨城県有施設耐震診断

結果判定委員会 

(財)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 

(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 

理事：伊藤 弘 (財)建材試験センター 技術委員 (財)建材試験センター 

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 

(社)茨城県建築士事務所協会 賛助会全体会議記念講演

会 

(社)茨城県建築士事務所協

会 

環境研究 G：桑沢保夫 

(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 

(社)日本冷凍空調工業会 家庭用ヒートポンプ給湯機 

JIS 原案作成委員会 

(社)日本冷凍空調工業会 環境研究 G：桑沢保夫 

「(林野庁委託)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(仮称)」 

(株)価値総合研究所 建築生産研究 G：中島史郎 

「2009 年版 プレストレストコンクリート造技術基準

解説及び設計・計算例」講習会 

(財)日本建築センター 構造研究 G：加藤博人 

「ISO/TC165 国内審議会・合同部会」 (財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

構造研究 G：河合直人 

「コンクリート技術の現状と未来について」の講演 名古屋大学大学院環境学研

究科 

構造研究 G：福山 洋 

「安全マップから防犯まちづくりへ」の講演 神戸大学自然科学系先端融

合研究環 

住宅・都市研究 G：樋野公宏 

「建築技術研究フォーラム 2009」 講師 (社)建築研究振興協会 住宅・都市研究 G：藤本秀一 

材料研究 G：濱崎 仁 

材料研究 G：古賀純子 

「戸建て木造住宅の長寿命化のための指針検討 WG(平

成 21 年度)」 

(財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

構造研究 G：河合直人 

建築生産研究 G：中島史郎 

「構造計画研究所 技術セミナー2009」 講師 (株)構造計画研究所 国際地震工学 C：齊藤大樹 

「自立循環型住宅研究会 第 6 回フォーム」における

自立循環型住宅研究会賞審査委員及び基調講演 

自立循環型住宅研究会 環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 
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 技術指導 

委員会・講演会名 依頼者 派遣者名 

「住宅の内装防火設計マニュアル」と「建築基準法に

おける内装制限等を含めた防火避難規定」を解説する

講習会 

(財)日本建築センター 防火研究 G：萩原一郎 

「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「長期優良住宅等インフィル技術基盤強化研

究幹事会」 

(一般社団)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 

「鉄鋼造研究・教育助成事業」審査委員会 (社)日本鉄鋼連盟 建設企

画委員会 

理事：伊藤 弘 

「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 建築生産研究 G：布田 健 

「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 

NPO 法人 木の建築フォラ

ム 

構造研究 G：河合直人 

「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 13 回)」(講師) 

(財)日本建築防災協会 材料研究 G：中川貴文 

構造研究 G：長谷川隆 

構造研究 G：諏訪田晴彦 

「平成 21 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 

2008 年版 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル講

習会 講師 

(財)日本建築センター 構造研究 G：岩田善裕 

2010 年改訂版 連続繊維補強材を用いた既存 RC 造及

び SRC 造建築物の耐震改修設計・施工指針講習会 

(財)日本建築防災協会 構造研究 G：福山 洋 

21 年度 総会時における記念講演会 (社)宮城県建築士事務所協

会 

研究総括監：水流潤太郎 

CASBEE 建築評価員養成委員会 試験部会 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

建築生産研究 G：中島史郎 

CASBEE 研究開発 ISO 対応 WG (一般社団)日本サステナブ

ル・ビルディング・コン

ソーシアム 

材料研究 G：古賀純子 

CASBEE 研究開発 すまい検討小委員会 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

建築生産研究 G：中島史郎 

CASBEE 研究開発 資源循環検討小委員会 (一般社団)日本サステナブ

ル・ビルディング・コン

ソーシアム 

建築生産研究 G：中島史郎 

CASBEE 研究開発委員会 すまい(住戸ユニット)検討

WG 

(一般社団)日本サステナブ

ル・ビルディング・コン

ソーシアム 

環境研究 G：平光厚雄 

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

ISO TC146/SC6 国内対策委員会(委員長) (財)建材試験センター 理事長：村上周三 

JAFIA 第 23 回シンポジウム「建築設備の保守保全と安

心安全への新たな動向」における「大規模建築物にお

ける給排水設備等の防災対策について」の講演 

(一般社団)日本建築設備診

断機構 

環境研究 G：山海敏弘 
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 技術指導 

委員会・講演会名 依頼者 派遣者名 

JIS A 9526 原案作成委員会 ウレタンフォーム工業会 環境研究 G：瀬戸裕直 

MSSG＝CREST における講演 (独)海洋研究開発機構 環境研究 G：桑沢保夫 

NEDO 技術委員 (独)新ｴﾈﾙｷﾞｰ・産業技術総

合開発機構 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

OM ソーラー全国経営者会議における、住宅の省エネ

ルギーの講演 

OM ソーラー(株) 環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

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

Polymers-in-Concrete 委員会第 135 回定例会における講

演 

Polymers-in-Concrete 委員会 建築生産研究 G：根本かおり 

Replan 関東 性能座談会 (株)札促社 仙台支社 環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

エコハウス勉強会における自立循環型住宅講義 大分県豊後高田市 環境研究 G：桑沢保夫 

エレベータ避難に関する検討会 (財)日本建築総合試験所 防火研究 G：萩原一郎 

カナダ長寿命木造住宅とカナダ産木質構造材のカーボ

ンフットプリントセミナーにおける講演 

カナダ林産業審議会 建築生産研究 G：中島史郎 

コンクリート用スラグ骨材 JIS 改正原案作成委員会 日本鉱業協会 材料研究 G：鹿毛忠継 

コンクリート用非鉄スラグ骨材 JIS 委員会 日本鉱業協会 材料研究 G：鹿毛忠継 

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 

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 

ツーバイフォー住宅耐久性能研究委員会 (社)日本ツーバイフォー建

築協会 

建築生産研究 G：中島史郎 

つくば中央５－１・西－１棟耐震改修工事技術提案審

査委員会 

(独)産業技術総合研究所 構造研究 G 長：飯場正紀 

建築生産(材料)研究 G 長：長谷川直司

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 

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 長：五條 渉 

メーソンリー建築関係講演会における既存煉瓦建築物

の耐震診断に関する講演 

(社)北海道建築技術協会 建築生産(材料)研究 G 長：長谷川直司

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)に係る選考有識者会

議 

国土交通大臣 理事長：村上周三 

ライフサイクルカーボンマイナス住宅研究・開発委員

会 

(一般社団)日本サステナブ

ル・ビルディング・コン

ソーシアム 

構造研究 G：河合直人 

ログハウス構造性能検討委員会 (一般社団)日本ログハウス

協会 

構造研究 G：河合直人 

 - 105 -



 技術指導 

委員会・講演会名 依頼者 派遣者名 

愛知建築地震災害軽減システム研究協議会記念講演会 愛知建築地震災害軽減シス

テム研究協議会 

構造研究 G：河合直人 

安全・安心ガラス設計・施工指針検討委員会および原

案作成部会 

(財)日本建築防災協会 理事：伊藤 弘 

構造研究 G：奥田泰雄 

建築生産研究 G：脇山善夫 

建築生産研究 G：布田 健 

安全・安心まちづくり建築士研修会 大分県生活環境部県民生活

・男女共同参画課 

住宅・都市研究 G：樋野公宏 

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 

茨城県メンテナンスビジネス研究会における建築物診

断技術についての講演 

茨城県工業技術センター 材料研究 G：濱崎 仁 

沖縄地域における環境共生住宅推進事業に係る検討委

員会 

(株)国建 住宅・都市研究 G：岩田 司 

環境研究 G：桑沢保夫 

学校施設の非構造部材等の耐震対策の推進に関する調

査研究 

文部科学省 理事：伊藤 弘 

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 

環境共生型住宅モデル整備事業に係る勉強会(自立循環

型住宅設計講習会)講師 

NPO 環境ネットやまがた 環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

環境省エコハウスモデル事業全国会議 「自立循環型

住宅設計講習」 

(社)日本建築家協会 環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

環境省エコハウスモデル事業全国会議「設計レビュ

アー」 

(社)日本建築家協会 環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

環境配慮型リフォームの手引き作成に係るアドバイザ

リー会議 

埼玉県 環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

基準法性能評価(くい)評価委員としての性能評価業務 (財)ベターリビング 構造研究 G：新井 洋 

既製コンクリート杭の劣化対策性能評価委員としての

評価業務 

(財)ベターリビング 材料研究 G：鹿毛忠継 

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 

既存高層賃貸住棟の空間拡大併用耐震改修技術に関す

る研究委員会 

(株)ＵＲリンケージ 構造研究 G：福山 洋 

構造研究 G：諏訪田晴彦 

国際地震工学 C：向井智久 

既存高層賃貸住棟の空間拡大併用耐震改修技術に関す

る自主研究会 

(株)ＵＲリンケージ 構造研究 G：諏訪田晴彦 

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(仮称) 

(財)日本建築防災協会 構造研究 G：田尻清太郎 

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(仮称)非線形詳細解析

等検討 WG 

(財)日本建築防災協会 国際地震工学 C：向井智久 
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 技術指導 

委員会・講演会名 依頼者 派遣者名 

既存鉄骨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委員会診断基準部会・改修設計

指針部会 

(財)日本建築防災協会 国際地震工学 C：向井智久 

気象研究所評価委員会 地震火山分科会 気象庁気象研究所 国際地震工学 C 長：古川信雄 

技術セミナー「(仮称)基礎から学べる防災設計シリー

ズ」作業 WG 

(財)日本建築センター 防火研究 G：萩原一郎 

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 日コー

ス」】 

(財)日本建築センター 防火研究 G：萩原一郎 

技術セミナー講師 (社)物理探査学会 国際地震工学 C：横井俊明 

宮古島市エコハウス事業への講師 沖縄県宮古島市 住宅・都市研究 G：岩田 司 

環境研究 G：桑沢保夫 

給湯機器の測定方法等検討事業検討委員会 (財)日本生産性本部 環境研究 G：桑沢保夫 

居住空間における快適湿度範囲に関する検討委員会 (財)ビル管理教育センター 環境研究 G：桑沢保夫 

京都国立博物館将来構想検討委員会旧本館耐震性能に

関する小委員会 

(独)国立文化財機構 建築生産(材料)研究 G 長：長谷川直司

近代化遺産等修復研究会 組積造建造物の構造に関す

る専門部会 

(財)文化財建造物保存技術

協会 

建築生産(材料)研究 G 長：長谷川直司

健康維持増進住宅研究 設計部会 (一般社団)日本サステナブ

ル・ビルディング・コン

ソーシアム 

建築生産研究 G：布田 健 

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 

(一般社団)日本サステナブ

ル・ビルディング・コン

ソーシアム 

住宅・都市研究 G：飯田直彦 

住宅・都市研究 G：樋野公宏 

健康維持増進住宅研究コンソーシアム 設計部会 (一般社団)日本サステナブ

ル・ビルディング・コン

ソーシアム 

建築生産研究 G：布田 健 

建設設備(空調)研修の講義 (財)全国建設研修センター 環境研究 G：山海敏弘 

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 空調部会 (一般社団)日本サステナブ

ル・ビルディング・コン

ソーシアム 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

環境研究 G：住吉大輔 

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：住吉大輔 

建築 省エネルギー推進委員会 空調部会 モデル建

物検討 WG 

(一般社団)日本サステナブ

ル・ビルディング・コン

ソーシアム 

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 試算 WG (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境研究 G：住吉大輔 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 
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 技術指導 

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 空調部会 試算 WG (一般社団)日本サステナブ

ル・ビルディング・コン

ソーシアム 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

環境研究 G：住吉大輔 

建築改修工事監理指針改訂委員会 (財)建築保全センター 建築生産(材料)研究 G 長：長谷川直司

建築改修工事監理指針改訂委員会 アスベスト改修分

科会 

(財)建築保全センター 材料研究 G：古賀純子 

建築改修工事監理指針改訂委員会 外壁改修分科会 (財)建築保全センター 材料研究 G：濱崎 仁 

建築改修工事監理指針改訂委員会 建具改修分科会 (財)建築保全センター 建築生産研究 G：脇山善夫 

建築改修工事監理指針改訂委員会 耐震改修分科会

RC-WG 

(財)建築保全センター 構造研究 G：福山 洋 

建築改修工事監理指針改訂委員会 耐震改修分科会免

震等 WG 

(財)建築保全センター 国際地震工学 C：齊藤大樹 

建築生産研究 G：平出 務 

建築改修工事監理指針改訂委員会 防水改修分科会 (財)建築保全センター 材料研究 G：古賀純子 

建築技術基準調査委員会・建築計画基準調査 WG ｰ高齢

者等配慮対策 SWG 

(財)建築行政情報センター 住宅・都市研究 G 長：五條 渉 

住宅・都市研究 G：藤本秀一 

建築生産研究 G：布田 健 

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-TG1 

(財)建築行政情報センター 材料研究 G：鹿毛忠継 

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 

材料研究 G：中川貴文 

建築技術基準調査委員会・構造基準調査 WG-木造

SWG-集成材等建築物(令 46 条 2 項)TG 

(財)建築行政情報センター 構造研究 G：河合直人 

建築技術基準調査委員会・構造基準調査 WG-木造

SWG-集成財等建築物(令 46 条 2 項)TG 

(財)建築行政情報センター 材料研究 G：中川貴文 

建築技術基準調査委員会・構造基準調査 WG-木造

SWG-小壁等 TG 

(財)建築行政情報センター 構造研究 G：河合直人 

建築技術基準調査委員会・材料耐久性基準調査 WG (財)建築行政情報センター 建築生産(材料)研究 G 長：長谷川直司

材料研究 G：鹿毛忠継 

建築生産研究 G：中島史郎 

建築技術基準調査委員会・材料耐久性基準調査 WG-コ

ンクリート系材料 SWG- 

(財)建築行政情報センター 材料研究 G：鹿毛忠継 

材料研究 G：濱崎 仁 

建築技術基準調査委員会・防火基準調査 WG -引火性

溶剤を用いるクリーニング工場に関する SWG- 

(財)建築行政情報センター 防火研究 G：萩原一郎 

建築材料・設備機材等品質性能評価委員会 (社)公共建築協会 建築生産(材料)研究 G 長：長谷川直司

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

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 住宅・都市研究 G 長：五條 渉 

構造研究 G：岩田善裕 

建築設備等の安全制御システム等の技術開発検討委員

会昇降機小委員会及び遊戯施設小委員会 

(財)日本建築設備・昇降機

センター 

環境研究 G：山海敏弘 

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 

構造研究 G：福山 洋 
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 技術指導 

委員会・講演会名 依頼者 派遣者名 

建築物の省エネ基準統合検討部会 (一般社団)日本サステナブ

ル・ビルディング・コン

ソーシアム 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

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 

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 

建築免震用積層ゴム支承 JIS 原案作成委員会 日本ゴム工業会 構造研究 G 長：飯場正紀 

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 

公営住宅 適改善手法評価委員会 (社)建築・設備維持保全推

進協会 

材料研究 G：鹿毛忠継 

構造の世界：その 15「建物の再生と木質材料の可能

性」(講師) 

(社)日本建築構造技術者協

会 

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 長：飯場正紀 

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 

構造設計一級建築士講習テキスト部会 (財)建築技術教育普及セン

ター 

住宅・都市研究 G 長：五條 渉 

講義(インドネシアにおける技術情報の普及と建築基準

法の施行・強化)耐震改修に係る現地技術指導 

アジア防災センター 国際協力審議役：楢府龍雄 

高層建築物の地震時の被害及び火災安全対策技術調査

委員会 

(財)日本建築センター 防火研究 G：萩原一郎 

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」におけ

る「多世代利用住宅の設計・マネジメント手法に関す

る検討 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 

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」平成 21

年度ヘルスモニタリング技術検討 SWG 

(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 

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」平成 21

年度管理技術検討 WG 

(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 

酷寒地における鉄道建築設計指針作成委員会 (株)レールウェイエンジニ

アリング 

建築生産(材料)研究 G 長：長谷川直司

新のエコロジー技術の講演 鉄建建設(株) 環境研究 G：住吉大輔 

始めてください「自立循環型住宅」講習会 (社)佐賀県建築士会 環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

次世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(防火)研究 G 長：澤地孝男 

環境研究 G：桑沢保夫 

環境研究 G：住吉大輔 

自立循環型住宅 既存住宅の省エネルギー改修講習会

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 石川県知事 環境研究 G：齋藤宏昭 

自立循環型住宅設計講習会 講師 山梨県都留市 環境研究 G：桑沢保夫 

自立循環型住宅設計講習会 講師 群馬県太田市 環境研究 G：桑沢保夫 
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 技術指導 

委員会・講演会名 依頼者 派遣者名 

自立循環型住宅設計講習会 講師 岡山県備前市 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 福岡県北九州市 環境研究 G：齋藤宏昭 

自立循環型住宅設計講習会 講師 静岡県浜松市 環境研究 G：桑沢保夫 

自立循環型住宅設計講習会 講師 岐阜県高山市 環境研究 G：齋藤宏昭 

自立循環型住宅設計講習会 講師(21 世紀環境共生型住

宅(エコハウス)設計手法に関する勉強会) 

長野県飯田市 環境研究 G：齋藤宏昭 

自立循環型住宅設計講習会における自立循環型住宅の

設計プロセスと要素技術等の講演 

栃木県矢板市 環境研究 G：桑沢保夫 

環境研究 G：齋藤宏昭 

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

首里城復元経緯説明会 (社)日本公園緑地協会 住宅・都市研究 G：加藤真司 

住まい・まちづくり担い手事業 建築等を通じた良好な景観

形成・まちづくり推進協議

会 

住宅・都市研究 G：岩田 司 

住まい・まちづくり担い手事業(長期優良住宅等推進環

境整備事業)選定委員会 

(財)ハウジングアンドコ

ミュニティ財団 

企画部長：長崎 卓 

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 

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 

(財)建材試験センター 材料研究 G：古賀純子 

材料研究 G：中川貴文 

建築生産研究 G：中島史郎 

材料研究 G：濱崎 仁 

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 本委員会 

(一般社団)住宅性能評価・

表示協会 

建築生産(材料)研究 G 長：長谷川直司

住宅開口部防犯性能評価方法の構築に関する研究 トステム(株)未来技術研究

所 

住宅・都市研究 G：樋野公宏 

住宅事業建築主基準の解説講習 講師 (一般社団)日本サステナブ

ル・ビルディング・コン

ソーシアム 

環境研究 G：桑沢保夫 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

住宅省エネシステム検討委員会 (一般社団)日本サステナブ

ル・ビルディング・コン

ソーシアム 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

住宅省エネシステム検討委員会 躯体・開口部基準検

討 WG 

(一般社団)日本サステナブ

ル・ビルディング・コン

ソーシアム 

環境研究 G：齋藤宏昭 

住宅省エネシステム検討委員会 躯体・開口部基準検

討 WG 防露 SWG 

(一般社団)日本サステナブ

ル・ビルディング・コン

ソーシアム 

環境研究 G：齋藤宏昭 

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)日本サステナブ

ル・ビルディング・コン

ソーシアム 

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：住吉大輔 

環境研究 G：宮田征門 

環境研究 G：齋藤宏昭 

 - 110 -



 技術指導 

委員会・講演会名 依頼者 派遣者名 

住宅省エネ検討委員会 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)日本サステナブ

ル・ビルディング・コン

ソーシアム 

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：住吉大輔 

住宅省エネ性能検討委員会 設備込基準検討 WG (一般社団)日本サステナブ

ル・ビルディング・コン

ソーシアム 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

環境研究 G：桑沢保夫 

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 

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 

理事：伊藤 弘 

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 

建築生産研究 G：平出 務 

住宅用外装材の長期耐久性評価手法標準化委員会 (財)建材試験センター 材料研究 G：濱崎 仁 

住宅用太陽光発電パネル設置 WG (財)ベターリビング 材料研究 G：古賀純子 

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 

住宅瑕疵担保責任保険協会審査会 (一般社団)住宅瑕疵担保責

任保険協会 

理事：伊藤 弘 

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(材料)研究 G 長：長谷川直司

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 構造研究 G：河合直人 

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) 

鳥取県鳥取市 建築生産(材料)研究 G 長：長谷川直司

昇降機技術基準の解説(2009 年版)編集委員会 (財)日本建築設備・昇降機

センター 

環境研究 G：山海敏弘 

省エネリフォームの「エコ住宅普及促進事業」セミ

ナーにおける「既存住宅の省エネリフォームについ

て」の講演 

NPO 法人ひょうご新民家 21

・関西住環境フォーラム 21

環境研究 G：桑沢保夫 

省エネルギー技術検証委員会 石油熱源暖房機省エネ

ルギー性能検証 

(財)建築環境・省エネル

ギー機構 

環境研究 G：桑沢保夫 

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 

真壁木造の長期優良住宅実現のための技術基盤強化検

討委員会軸組・外壁部会、並びに屋根部会 

(財)住宅都市工学研究所 環境研究 G：齋藤宏昭 

震度に関する検討会 気象庁 構造研究 G：大川 出 

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１)委員会 使用実態調査 WG 

(財)ベターリビング 環境研究 G：桑沢保夫 

環境研究 G：住吉大輔 
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 技術指導 

委員会・講演会名 依頼者 派遣者名 

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１)委員会 省エネ入浴 WG 

(財)ベターリビング 環境研究 G：住吉大輔 

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１)委員会 節湯型機器 WG 

(財)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１)委員会 本委員会 

(財)ベターリビング 環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

水俣市環境共生型住宅基本設計レビュー環境省専門家 熊本県水俣市 環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

瑞巌寺本堂ほか７棟建造物保存修理事業『瑞巌寺修理

専門委員会』 

宗教法人 瑞巌寺 構造研究 G：河合直人 

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 

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 

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 

大断面集成材委員会 (財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

建築生産研究 G：中島史郎 

第 10 回 CASBEE 建築評価員講習 講師 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

建築生産研究 G：中島史郎 

第 11 回 CASBEE 建築評価員講習 講師 (財)建築環境・省エネル

ギー機構 

建築生産研究 G：中島史郎 

第 13 回木の建築フォラム「伝統構法木造住宅の構造計

画・構造設計」へのパネラーとしての参加 

NPO 法人 木の建築フォラ

ム 

構造研究 G：河合直人 

第 17 回 ICUS オープンレクチャー「安全・安心だけで

はないまちづくり」での講演及びパネルディスカッ

ション 

東京大学生産技術研究所 

都市基盤安全工交際研究セ

ンター 

構造研究 G：河合直人 

第 1 回エコハウス勉強会(自立循環型住宅設計講習会)講

師 

熊本県 水俣市 環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

第 1 回ツーバイフォー大型建築物事例研究セミナーに

おける講演と座談会参加 

(社)日本ツーバイフォー建

築協会 

材料研究 G：山口修由 

第 2 回 アドバイザリーボード会議 東京工芸大学 理事長：村上周三 

第 31 回 気象研究所評議委員会 気象研究所 国際地震工学 C 長：古川信雄 

第 6 回エネルギーベストミックス研究会における自立

型循環住宅についての講演 

九州大学産学連携センター 環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

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 材料研究 G：鹿毛忠継 

地域の住宅産業を元気にするための勉強会 福島県知事 研究専門役：西尾信次 

地盤改良技術審査委員会 (財)ベターリビング 構造研究 G：新井 洋 

筑波研究学園都市の研究施設の保全に関する調査研究

会 

(財)建築保全センター 環境研究 G：山海敏弘 

中央区生活安全協議会 中央区長（東京都） 住宅・都市研究 G：樋野公宏 

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)環境・

資源エネルギー部 

理事長：村上周三 

中長期ロードマップ調査全体 WG みずほ情報総研(株)環境・

資源エネルギー部 

理事長：村上周三 
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 技術指導 

委員会・講演会名 依頼者 派遣者名 

長期優良住宅の推進に関するシンポジウム 住宅長寿命化推進協議会 研究総括監：水流潤太郎 

研究専門役：西尾信次 

住宅・都市研究 G：岩田 司 

鳥取市街なか居住推進モデルプロジェクト建設委員会 鳥取県鳥取市 住宅・都市研究 G：藤本秀一 

低炭素社会におけるガス事業のあり方に関する研究会 資源エネルギー庁 理事長：村上周三 

伝統的構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 

伝統的講法の設計法作成及び性能検証実験検討委員会 (一般社団)木を活かす建築

推進協議会 

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 

電化設備による省エネ促進策検討委員会 省エネ設備

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：桑沢保夫 

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 

土地利用交通モデルのプロトタイプ構築に関する研究 (株)ドーコン 住宅・都市研究 G：石井儀光 

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 

奈良国立博物館文化財施設整備小委員会 (独)国立文化財機構 奈良

国立博物館 

構造研究 G：河合直人 

内装防火設計(仮称)編集委員会 (財)日本建築センター 防火研究 G：萩原一郎 

入門編 浄化槽の構造基準・同解説 2006 年版の解説 

講習会 

(財)日本建築センター 環境研究 G：山海敏弘 

八都県市首脳会議環境問題対策委員会地球温暖化対策

特別部会 深夜化するライフスタイル・ビジネススタ

イルの見直しに関する検討会 第 3 回会議における

「安全・安心に関わる意識調査」の結果等の講演 

八都県市首脳会議環境問題

対策委員会幹事会 

住宅・都市研究 G：樋野公宏 

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 

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)日本サステナブ

ル・ビルディング・コン

ソーシアム 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

百合丘社宅用地における不動産事業企画・開発業務に

係る有識者評価委員会 

首都高速道路(株) 研究総括監：水流潤太郎 

富岡製糸場整備活用委員会構造分科会 富岡市教育委員会 建築生産(材料)研究 G 長：長谷川直司

富山県農林水産総合技術センター木材研究所試験研究

成果発表会における木造住宅の長期対応技術に関する

基調講演 

富山県農林水産総合技術セ

ンター、富山県木材組合連

合会、富山県森林・木材研

究所振興協議会 

研究専門役：西尾信次 

文化審議会専門委員(文化財分科会) 文化庁 構造研究 G：河合直人 

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 

建築生産研究 G：中島史郎 
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 技術指導 

委員会・講演会名 依頼者 派遣者名 

平成 21 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：河合直人 

構造研究 G：加藤博人 

構造研究 G：新井 洋 

構造研究 G：田尻清太郎 

建築材料研究 G：鹿毛忠継 

建築生産研究 G：中島史郎 

国際地震工学 C：齊藤大樹 

平成 21 年度 (社)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 21 年度 (社)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 21 年度 JICA 国別研修 インドネシア国「建築

行政」コース 

(独)国際協力機構 国際研究協力参事：飯田直彦 

構造研究 G：福山 洋 

構造研究 G：諏訪田晴彦 

平成 21 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 

平成 21 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 国際協力審議役：楢府龍雄 

国際研究協力参事：飯田直彦 

構造研究 G：新井 洋 

防火研究 G：吉岡英樹 

平成 21 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)住宅リフォーム

推進協議会 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

平成 21 年度 既存住宅の流通・リフォームにおける評

価手法等に関する技術検討委員会 

(財)ベターリビング 理事：伊藤 弘 

材料研究 G：濱崎 仁 

建築生産研究 G：中島史郎 

平成 21 年度 機構監修住宅工事仕様書改訂原稿作成委

員会 ＲＣ造等住宅構造分科会 

(財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

材料研究 G：鹿毛忠継 

平成 21 年度 機構監修住宅工事仕様書改訂原稿作成委

員会 断熱構造分科会 

(財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

環境(防火)研究 G 長：澤地孝男 

平成 21 年度 機構監修住宅工事仕様書改訂原稿作成委

員会 木造住宅構造分科会 

(財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

構造研究 G：河合直人 

平成 21 年度 機構監修住宅工事仕様書改訂原稿作成委

員会 枠組壁工法住宅構造分科会 

(財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

構造研究 G：河合直人 

平成 21 年度 住まいと健康研修 講義 国立保健医療科学院長 環境研究 G：桑沢保夫 

平成 21 年度 住宅紛争処理技術関連資料集 技術ワー

キンググループ会議 

(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 

平成 21 年度 第 2 回 JICA 災害に強い学校(コミュニ

ティへの耐震建築の普及に向けて)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 

構造研究 G：諏訪田晴彦 

平成 21 年度(財)ベターリビングにおける住宅品質確保

の促進等に関する法律に係る登録住宅型式性能認定に

おける認定員業務 

(財)ベターリビング 環境研究 G：齊藤宏昭 
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平成 21 年度(財)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 

(財)建材試験センター 環境研究 G：山海敏弘 

平成 21 年度(財)建材試験センター  構造性能評価委員

会及び材料性能評価委員会における評価業務 

(財)建材試験センター 構造研究 G：河合直人 

材料研究 G：鹿毛忠継 

平成 21 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 

(財)日本建築センター 理事：伊藤 弘 

構造研究 G：大川 出 

構造研究 G：河合直人 

構造研究 G：福山 洋 

構造研究 G：新井 洋 

構造研究 G：奥田泰雄 

構造研究 G：岩田善裕 

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 

国際地震工学 C：齊藤大樹 

平成 21 年度(社)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 

(社)茨城県建築士事務所協

会 

構造研究 G：加藤博人 

平成 21 年度グリーンヒルズ東久留米環境意識実態調査

(建替前)委員会 

(株)ＵＲリンケージ 環境研究 G：桑沢保夫 

平成 21 年度国立大学法人等施設担当職員研修会(初任

クラス)における省エネルギー対策の講義 

国立大学法人等施設担当部

課長会 

環境研究 G：宮田征門 

平成 21 年度住宅工事仕様書改訂原稿作成委員会 (財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

建築生産(材料)研究 G 長：長谷川直司

平成 21 年度発電用風力設備技術基準適合性確認研修 

講師 

経済産業省 構造研究 G：奥田泰雄 

平成 21 年度北海道立北方建築総合研究所の防耐火構造

性能評価委員会委員 

北海道立北方建築総合研究

所 

防火研究 G：増田秀昭 

平成 21 年度北海道立北方建築総合研究所の防耐火構造

性能評価委員会委員としての性能評価業務 

北海道立北方建築総合研究

所 

防火研究 G：増田秀昭 

平成 21 年度木造住宅耐震診断技術者養成講習会 群馬県知事  構造研究 G：河合直人 

平成 21 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 

建築生産研究 G：中島史郎 

平成 21 年度林野庁補助事業「高耐震・省エネ性部材開

発審査委員会」 

(財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

材料研究 G：山口修由 

平成 21 年度林野庁補助事業「地域型住宅づくり 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 

平成 22 年版 建築工事監理指針改訂委員会 (社)公共建築協会 建築生産(材料)研究 G 長：長谷川直司

建築生産研究 G：平出 務 

平成 22 年版 建築工事監理指針改訂委員会 CB・ALC

・石分科会 

(社)公共建築協会 材料研究 G：濱崎 仁 

平成 22 年版 建築工事監理指針改訂委員会 RC 分科会 (社)公共建築協会 構造研究 G：福山 洋 
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平成 22 年版 建築工事監理指針改訂委員会屋根・金属

分科会 

(社)公共建築協会 建築生産研究 G：脇山善夫 

平成 22 年版 建築工事監理指針改訂委員会防水分科会 (社)公共建築協会 材料研究 G：古賀純子 

平成 22 年版 建築工事監理指針改訂委員会木分科会 (社)公共建築協会 材料研究 G：中川貴文 

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 

防犯環境設計 講師 沖縄県警察本部生活安全部

安全なまちづくり推進課 

住宅・都市研究 G：樋野公宏 

木のまち・木のいえ推進フォーラム企画委員会 (一般社団)木を活かす建築

推進協議会 

建築生産研究 G：中島史郎 

木の建築塾セミナー講師 木の建築塾 構造研究 G：河合直人 

木造 3 階建て住宅の震動台実験実施 WG (財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

構造研究 G：河合直人 

材料研究 G：中川貴文 

木造建築物耐震性能判定委員会 (社)埼玉県建築士事務所協

会 

構造研究 G：河合直人 

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 

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 

木造建築物用接合金物認定事業 (財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

材料研究 G：山口修由 

木造三階建て住宅の震動台実験実施委員会 (一般社団)木を活かす建築

推進協議会 

構造研究 G：河合直人 

木造軸組工法住宅の許容応力度設計等改訂 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 

木造軸組工法住宅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 

木造住宅の新しい耐震補強技術の評価試験委員会 (財)建材試験センター西日

本試験所 

構造研究 G：河合直人 

建築生産研究 G：中島史郎 

木造住宅の耐震診断と補強方法 講習会 (財)鳥取県建築住宅検査セ

ンター 

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)日本建築防災協会 構造研究 G：河合直人 

木造住宅耐震診断プログラム評価委員会 (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 (財)日本建築防災協会 構造研究 G：河合直人 

材料研究 G：中川貴文 

木造長期優良住宅の総合的検証委員会構造分科会 (財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

構造研究 G：河合直人 

材料研究 G：中川貴文 

木造長期優良住宅の総合的検証委員会材料分科会 (財)日本住宅・木材技術セ

ンター 

構造研究 G：河合直人 

材料研究 G：中川貴文 

建築生産研究 G：中島史郎 
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連続繊維補強材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 

(財)日本建築防災協会 構造研究 G：福山 洋 

 

 

４）受託業務等 
 

平成 21 年度は受託業務等は無し。 
 

 

 




