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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 

硬質ウレタンフォームのコーンカロリー試験(その８)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 

平成２１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 

JBMIA「複写機の地震安全対策 WG」加振実験に関する技術指導業

務 

(社)ビジネス機械・情

報システム産業協会 
構造研究Ｇ:壁谷澤寿一 

ログハウスのライフサイクルCO2評価に係る技術指導業務 
一般(社)日本ログハウ

ス協会 
建築生産研究Ｇ:中島史郎 

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) 環境研究Ｇ:瀬戸裕直 

局所火源火災を想定した自由空間におけるスギを利用した壁の燃焼

試験に関する技術指導業務 
木構造振興(株) 

防火研究Ｇ:吉田正志 

防火研究Ｇ:吉岡英樹 

 

 

 

 

 

２)書籍等の編集・監修 

【監修】 

加圧防排煙設備設計マニュアル(仮称) 
全国官報販売組合 

理事長: 村上周三 

理 事: 伊藤 弘 

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: 鈴木淳一 

【監修】 

鋼板製外壁構法標準SSW 2011 
(社)日本鋼構造協会 

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: 飯場正紀 

構造研究Ｇ: 奥田泰雄 

構造研究Ｇ: 岩田善裕 

建築生産研究Ｇ: 脇山善夫 

 

 

 

 

書籍等の名称 編集・監修 依頼者名 担当者 



 技術指導 

- 139 -  

３)対価を徴収する委員会・講習会 

   

平成 22 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 建築生産研究Ｇ：中島史郎 

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：奥田泰雄 

構造研究Ｇ：平出 務 

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 22 年度(財)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 

(財)日本建築総合試験所 防火研究Ｇ：萩原一郎 

平成 22 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 22 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 22 年度(財)建材試験センター構造性能評価委員

会、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 構造研究Ｇ：河合直人 

材料研究Ｇ：鹿毛忠継 

環境研究Ｇ：山海敏弘 

平成 22 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 

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：向井智久 

国際地震工学Ｃ：齊藤大樹 

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 

平成 22 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等 

(社)茨城県建築士事務所協会 構造研究Ｇ：加藤博人 

平成 22 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 

全国の工務店経営者、ならびに消費者に対する住宅

の省エネルギー、維持管理に関する啓発活動 

OM ソーラー(株) 環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

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 

建築耐震技術研修の講義 (財)全国建設研修センター 構造研究Ｇ：福山 洋 

構造研究Ｇ：諏訪田晴彦 

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 

保全技術審査証明委員会 (財)建築保全センター 理事：伊藤 弘 

都耐協(東京都木造住宅耐震診断登録事務所協議会)第

17 回特別研修会 

東京都木造住宅耐震診断登録事

務所協議会 

構造研究Ｇ：河合直人 

音響技術編集委員 (社)日本音響材料協会 環境研究Ｇ：平光厚雄 

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 

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：飯場正紀 

調査研究等評価に係るアドバイザー会議 (独) 都市再生機構 環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

委員会名 依頼者 派遣者名 
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土浦市都市計画審議会 土浦市長 住宅・都市研究Ｇ：岩田 司 

構造審査委員会 (独) 都市再生機構 構造研究Ｇ：福山 洋 

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：福山 洋 

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 

フリーアクセスフロアにおける品質性能評価不正取

得等に関する検討委員会(仮称) 

(社)公共建築協会 

フリーアクセスフロア工業会 

建築生産(材料)研究Ｇ長：長谷

川直司 

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 

「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 

防犯まちづくり推進部会 習志野市 JR津田沼駅南口土地

区画整理組合 

住宅・都市研究Ｇ：樋野公宏 

伝法的構法の設計法作成及び性能検証実験 検討委

員会・設計法部会 

特定非営利活動法人 緑の列島

ネットワーク 

構造研究Ｇ：河合直人 

中央環境審議会専門委員 環境省地球環境局 理事長：村上周三 

木質ハイブリット耐火建築物開発委員会 日本集成材工業協同組合 防火研究Ｇ：鈴木淳一 

建築物の省エネ基準統合検討部会 (一般社)日本サステナブル建築

協会 

環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

建築物の省エネ基準統合検討部会(仮)シミュレーショ

ン WG 

(一般社)日本サステナブル建築

協会 

環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

沖縄型長期優良住宅推進事業説明会における蒸暑地

域における長期優良住宅のあり方についての講演 

(一般社)住宅性能評価・表示協

会 

住宅・都市研究Ｇ：岩田 司 

フォーラム企画委員会 (一般社)木を活かす建築推進協

議会 

建築生産研究Ｇ：中島史郎 

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 

構造研究Ｇ：荒木康弘 

材料研究Ｇ：中川貴文 

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 

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 

３階建混構造住宅の構造設計の手引き改訂及び、木

造軸組構法住宅の横架材及び基礎のスパン表改訂委

員会 

(財)日本住宅・木材技術セン

ター 

構造研究Ｇ：河合直人 

「既存建築ストックの再生・活用」に関する講演 (社)日本建設業経営協会 

中央技術研究所 

材料研究Ｇ：濱崎 仁 

構造研究Ｇ：福山 洋 

地盤改良工法等専門委員会 (財)日本建築センター 構造研究Ｇ：平出 務 

建築防災編集委員会 (財)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 

優良住宅部品認定諮問監視委員 (財)ベターリビング(東京) 理事長：村上周三 

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 

都市の防犯性の向上に関する研究に係る準備会 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 

平成 22年度第 1回国土技術政策総合研究所研究評価

委員会分科会(第二部会) 

国土交通省国土技術政策総合研

究所 

理事長：村上周三 

兵庫県耐震診断改修計画評価委員会 (財)兵庫県住宅建築総合セン

ター 

構造研究Ｇ：荒木康弘 

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(材料)研究Ｇ長：長谷

川直司 

委員会名 依頼者 派遣者名 
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特殊建築物等調査資格者講習運営委員会テキスト編

集部会 

(財)日本建築防災協会 防火研究Ｇ：萩原一郎 

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 

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 

第１２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 

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 

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

公営住宅最適改善手法評価委員会 公益(社)ロングライフビル推進

協会 

材料研究Ｇ：鹿毛忠継 

「つくばシンポジウム」パネリスト (財)建築保全センター 理事長：村上周三 

加圧防排煙設備設計マニュアル(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 

平成 22 年度 JIS 原案作成委員会「生産工程管理用試

験方法-回収水の濃度管理方法」原案作成委員会 

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 

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 

平成 22 年度岩手県補助事業「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(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

平成 22 年度東京都補助事業「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 環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

地盤・基礎技術審査委員会 (財)ベターリビング(つくば) 構造研究Ｇ：飯場正紀 

(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)ベターリビング(つくば) 構造研究Ｇ：長谷川隆 

国地工学Ｃ：向井智久 

「住まい・まちづくり担い手事業(長期優良住宅等推

進環境設備事業)」選定委員会 

(一般社) 住まい・まちづくり担

い手支援機構 

企画：長崎 卓 

安全・安心ガラス設計・施工指針検討委員会 原案

作成部会 

(財)日本建築防災協会 構造研究Ｇ：奥田泰雄 

建築生産研究Ｇ：布田 健 

建築生産研究Ｇ：脇山善夫 

安全・安心ガラス設計・施工指針検討委員会 (財)日本建築防災協会 理事：伊藤 弘 

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 

建築用薄板溶接接合設計・施工マニュアル(仮称)編集

委員会 

(財)日本建築センター 構造研究Ｇ：長谷川隆 

鳥取市街なか居住推進モデルプロジェクト建設委員

会（その１） 

鳥取市長 住宅・都市研究Ｇ：藤本秀一 

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 

総合科学技術会議 基本政策専門調査会 エネル

ギーＰＴ 

内閣府政策統括官(科学技術政策

・イノベーション担当) 

理事長：村上周三 

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) 住宅・都市研究Ｇ：樋野公宏 

住宅瑕疵担保責任保険協会審査会 (一般社)住宅瑕疵担保責任保険

協会 

理事：伊藤 弘 

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 

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：飯場正紀 

「建築物の耐火性能試験」ワーキンググループ委員

会 

日本木材防腐工業組合 防火研究Ｇ：吉岡英樹 

委員会名 依頼者 派遣者名 
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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：福山 洋 

構造研究Ｇ：諏訪田晴彦 

(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：諏訪田晴彦 

「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 

土浦市土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業に係

る基本設計業務のプロポーザル審査委員会委員 

土浦市長 環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

CASBEE 研究開発 すまい(住戸ユニット)検討WG (一般社)日本サステナブル建築

協会 

環境研究Ｇ：平光厚雄 

つくば西－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：飯場正紀 

建築生産(材料)研究Ｇ長：長谷

川直司 

平成 22 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 防火研究Ｇ：吉岡英樹 

環境研究Ｇ：桑沢保夫 

環境研究Ｇ：宮田征門 

住宅・都市研究Ｇ：五條 渉 

平成 22 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：森田高市 

住宅省エネ性能検討委員会 設備込基準検討WG (一般社)日本サステナブル建築

協会 

環境(防火)研究Ｇ長：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 設備込基準検討

WG 照明 SWG 

(一般社)日本サステナブル建築

協会 

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 

給湯・コージェネレーション設備 SWG 

(一般社)日本サステナブル建築

協会 

環境(防火)研究Ｇ長：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 設備込基準検討

WG 暖冷房・換気設備 SWG 

(一般社)日本サステナブル建築

協会 

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：宮田征門 

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：平出 務 

材料研究Ｇ：濱崎 仁 

材料研究Ｇ：古賀純子 

「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 

木質ハイブリット構造・構法委員会 日本集成材工業協同組合 構造研究Ｇ：河合直人 

講習会「低炭素社会の実現に向けたリニューアル」-

今こそカーボン・ニュートラル化を推進するための

転換期- 

(社)建築設備技術者協会 環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

建築物の省エネ基準統合検討部会 幹事会 (一般社)日本サステナブル建築

協会 

環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

環境研究Ｇ：宮田征門 

建築物の省エネ基準統合検討部会 建築WG (一般社)日本サステナブル建築

協会 

環境研究Ｇ：宮田征門 

建築物の省エネ基準統合検討部会 給湯WG (一般社)日本サステナブル建築

協会 

環境研究Ｇ：宮田征門 

委員会名 依頼者 派遣者名 
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建築物の省エネ基準統合検討部会 空調WG (一般社)日本サステナブル建築

協会 

環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

環境研究Ｇ：宮田征門 

建築物の省エネ基準統合検討部会 照明WG (一般社)日本サステナブル建築

協会 

環境研究Ｇ：宮田征門 

建築物の省エネ基準統合検討部会 計算実施 SWG (一般社)日本サステナブル建築

協会 

環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

環境研究Ｇ：宮田征門 

建築物の省エネ基準統合検討部会 簡略計算法検討

SWG 

(一般社)日本サステナブル建築

協会 

環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

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 

新たな神戸市住生活基本計画策定に向けた住まいの

防犯政策の方向性に関するヒアリング 

神戸市都市計画総局住宅部 住宅・都市研究Ｇ：樋野公宏 

「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)三菱総合研究所 材料研究Ｇ：鹿毛忠継 

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 構造研究Ｇ：河合直人 

マンション維持修繕技術者フォローアップ研修会(講

師) 

(社)高層住宅管理業協会 材料研究Ｇ：鹿毛忠継 

(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 

愛知県セルフガード協会 第９回総会 講演 愛知県セルフガード協会 住宅・都市研究Ｇ：樋野公宏 

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：五條 渉 

「JIS A 5308 改正調査研究委員会」「JIS A 5308 改正

調査研究第一分科会」 

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 

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 

平成 22 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(材料)研究Ｇ長：長谷

川直司 

建築物の省エネ基準統合検討部会 動力WG (一般社)日本サステナブル建築

協会 

環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

環境研究Ｇ：宮田征門 

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 

鳥取市街なか居住推進フォーラム 鳥取市長 住宅・都市研究Ｇ：藤本秀一 

住宅・建築物の省エネ基準の適合義務化に関する検

討会(仮称) 

国土交通省住宅局長 理事長：村上周三 

平成 22 年度建築物の耐火性能試験 本委員会 日本木材防腐工業組合 防火研究Ｇ：吉岡英樹 

PC 構造審査委員会 (社)プレハブ建築協会 構造研究Ｇ：福山 洋 

「長期優良住宅等インフィル技術基盤強化研究委員

会」 「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)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 

既存住宅の省エネルギー改修講習会 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 

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) 理事長：村上周三 

平成 22 年度住宅分野への地域材供給シェア拡大総合

対策事業 「高耐震・省エネ性部材開発」審査委員

会 

木構造振興(株) 材料研究Ｇ：山口修由 

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 

委員会名 依頼者 派遣者名 
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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 

(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 

防犯カメラ設置促進シンポジウムにおける講演及び

パネルディスカッションへの参加 

愛知県警察本部長 住宅・都市研究Ｇ：樋野公宏 

建築施工管理技術検定試験委員 (財)建設業振興基金 建築生産研究Ｇ：武藤正樹 

耐震安全性調査委員会 (財)日本建築防災協会 構造研究Ｇ：大川 出 

技術基盤強化検討委員会 (一般社)住宅都市工学研究所 環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

木造長期優良住宅の総合的検証委員会材料分科会 (一般社)木を活かす建築推進協

議会 

建築生産研究Ｇ：中島史郎 

材料研究Ｇ：中川貴文 

構造研究Ｇ：河合直人 

平成 22年度林野庁補助事業「マンション内装材の新

製品企画・審査委員会」 

木構造振興(株) 建築生産研究Ｇ：中島史郎 

窯業系サイディングの長期耐久性評価手法に関する

標準化委員会 

(財)建材試験センター 材料研究Ｇ：濱崎 仁 

木造長期優良住宅の総合的検証委員会構造分科会 (一般社)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：河合直人 

構造研究Ｇ：荒木康弘 

接合金物規格委員会 (財)日本住宅・木材技術セン

ター 

材料研究Ｇ：山口修由 

(NPO)日本都市計画家協会連続セミナーにおける講

演 

特定非営利活動法人 日本都市

計画家協会 

住宅・都市研究Ｇ：岩田 司 

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 22年度林野庁補助事業「地域型住宅づくり審査

委員会」 

木構造振興(株) 材料研究Ｇ：山口修由 

トレーサビリティシステム確立検証事業委員会 (一般社)木を活かす建築推進協

議会 

建築生産研究Ｇ：中島史郎 

住宅省エネシステム検討委員会 主査会議 主査 (一般社)日本サステナブル建築

協会 

環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

平成 22年度林野庁補助事業「大断面集成材委員会」 木構造振興(株) 建築生産研究Ｇ：中島史郎 

「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 

既存住宅の省エネルギー改修講習会 講師 (財)建築環境・省エネルギー機

構 

環境研究Ｇ：桑沢保夫 

木のまち整備促進事業評価委員会 (一般社)木を活かす建築推進協

議会 

防火研究Ｇ：萩原一郎 

重要文化財(建造物)の耐震対策のあり方に関する協力

者会議ワーキンググループ委員 

文化庁文化財部参事官(建造物担

当) 

構造研究Ｇ：河合直人 

ラグスクリューボルト研究会 平成 22年度第一回研

究会 

京都大学生存圏研究所 ラグス

クリューボルト研究会 

構造研究Ｇ：荒木康弘 

健康維持増進住宅研究 設計ガイドライン部会 (一般社)日本サステナブル建築

協会 

建築生産研究Ｇ：布田 健 

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)日本サステナブル建築

協会 

住宅・都市研究Ｇ：樋野公宏 

委員会名 依頼者 派遣者名 
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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 

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 

JIS 原案作成委員会への委員派遣について (社)日本ガス石油機器工業会 環境研究Ｇ：桑沢保夫 

電化設備による省エネ促進策検討委員会 省エネ設

備性能検討分科会 

(財)建築環境・省エネルギー機

構 

環境研究Ｇ：桑沢保夫 

既存住宅の省エネルギー改修講習会 講師 (財)建築環境・省エネルギー機

構 

環境研究Ｇ：桑沢保夫 

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

震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指

針に係る鉄骨造建築物に関する資料作成WG 

(財)日本建築防災協会 構造研究Ｇ：長谷川隆 

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：諏訪田晴彦 

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１４回)講師 

(財)日本建築防災協会 構造研究Ｇ：荒木康弘 

構造研究Ｇ：長谷川隆一 

構造研究Ｇ：壁谷澤 寿 

平成 22 年度「『美しいまち』は『安全なまち』」講

演会における「防犯まちづくりの考え方と進め方」

の講演 

足立区総務部長 住宅・都市研究Ｇ：樋野公宏 

重要文化財願泉寺本堂他５棟保存修理工事 専門委

員会 

宗教法人 願泉寺 構造研究Ｇ：河合直人 

エネルギーソリューション＆蓄熱フェア’10 におけ

るセミナー講演 「国土交通省 建築物省 CO2 推進

に関わる補助事業について」 

東京電力(株) 環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

２×４住宅部材開発事業に係る専門家会合 全国木材協同組合連合会 構造研究Ｇ：河合直人 

建築生産研究Ｇ：中島史郎 

「平成 22 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 

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 

「丸太組構法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：河合直人 

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「形成・管理システム部門 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 

第２３回 国際居住年(IYSH)記念基金ハウジング・

セミナー 

(社)日本住宅協会 研究総括監：水流 潤太郎 

低炭素社会におけるガス事業のあり方に関する検討

会 

資源エネルギー庁 電力・ガス

事業部 

理事長：村上周三 

住宅・建築物の省エネ基準の適合義務化に関する検

討会(仮称) 

国土交通省住宅局長 環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

住宅金融支援機構技術委員会専門委員 (独)住宅金融支援機構 構造研究Ｇ：河合直人 

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

広めよう！地球に優しい「佐賀県版自立循環型住

宅」講習会 

佐賀県優良住宅建設事業者協議

会 

環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

新潟市新潟駅西側連絡通路天井落下事故調査班会議 新潟市長 理事：伊藤 弘 

委員会名 依頼者 派遣者名 
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愛知県設計用入力地震動作成の検討部会 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 

集成材建設物設計・施工マニュアル検討委員会 日本集成材工業協同組合 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 

防火研究Ｇ：鈴木淳一 

集成材建設物設計・施工マニュアル検討委員会 分

科会 

日本集成材工業協同組合 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 

防火研究Ｇ：鈴木淳一 

自立循環型住宅設計講習会 既存住宅の省エネル

ギー改修講師養成講習 講師 

(財)建築環境・省エネルギー機

構 

環境研究Ｇ：桑沢保夫 

平成 22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 

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 

グリーンタップ普及検討委員会 NEC システムテクノロジー(株) 

システムテクノロジーラボラト

リ 

環境研究Ｇ：桑沢保夫 

木造住宅等耐震診断法精度向上検討委員会 (一般社)木を活かす建築推進協

議会 

構造研究Ｇ：河合直人 

構造研究Ｇ：荒木康弘 

材料研究Ｇ：中川貴文 

「地震後の機能維持/早期回復の実現を目指して」に

関する講演 

(社)日本建設業経営協会 

中央技術研究所 

国地工学Ｃ：向井智久 

  

LVLの構造用利用拡大 WG 全国 LVL協会 建築生産研究Ｇ：中島史郎 

平成 22年度第 3回国土技術政策総合研究所研究評価

委員会(第二部会) 

国土交通省 国土技術政策総合

研究所 

理事長：村上周三 

２×４住宅部材開発事業 WG (株)キーテック 建築生産研究Ｇ：中島史郎 

建築材料試験委員会 (社)建築研究振興協会 材料研究Ｇ：鹿毛忠継 

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 

IPCC 国内連絡会 (独)海洋研究開発機構 

(財)地球・人間環境フォーラム 

(財)地球産業文化研究所 

理事長：村上周三 

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 

低炭素社会実現に向けた挑戦 中部経済産業局長 理事長：村上周三 

ログハウス構造性能検討委員会 (一般社)日本ログハウス協会 構造研究Ｇ：河合直人 

007 年能登半島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 

(一般社)建築性能基準推進協会 材料研究Ｇ：中川貴文 

平成 22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：森田高市 

構造研究Ｇ：加藤博人 

「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２)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２)委員会」省エネ入浴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２)委員会」使用実態調査Ｗ

Ｇ 

(財)ベターリビング 環境研究Ｇ：桑沢保夫 

委員会名 依頼者 派遣者名 
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建築物の構造耐火性・防火区画の地震後火災への対

策技術調査委員会 

アイエヌジー(株) 防火研究Ｇ：萩原一郎 

防火研究Ｇ：鈴木淳一 

建築物の構造耐火性・防火区画の地震後火災への対

策技術調査委員会・防火区画作業部会 

アイエヌジー(株) 防火研究Ｇ：鈴木淳一 

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 

BEST 省エネ計画書作成支援ツール開発委員会 (一般社)日本サステナブル建築

協会 

環境研究Ｇ：宮田征門 

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 

ルームエアコン JIS 検討特別委員会 (社)日本電機工業会 環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

木造３階建て住宅震動台実験フォローアップ TG (一般社)木を活かす建築推進協

議会 

構造研究Ｇ：河合直人 

材料研究Ｇ：中川貴文 

愛知県設計用入力地震動研究協議会 研究交流会講

演 

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 

震災建築物の被災度区分判定及び復旧技術指針(木造

編)の改訂部会 

(財)日本建築防災協会 材料研究Ｇ：山口修由 

「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」における

木造住宅の地震被害例と耐震診断、耐震改修の考え

方及び誰でもできるわが家の耐震診断の解説並びに

一般診断法の解説の講義 

(財)日本建築防災協会 構造研究Ｇ：河合直人 

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 

(社)埼玉建築設計監理協会 

構造研究Ｇ：河合直人 

既存住宅省エネルギー改修講習会 福井県知事 環境研究Ｇ：桑沢保夫 

蒸暑地版 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：桑沢保夫 

第２６０回 関西建築技術研究会における木造建築

物に関する講演 

関西建築技術研究会 構造研究Ｇ：河合直人 

平成 22年度建築環境・省エネルギー講習会 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 

つくば中央４ー１棟他 耐震改修工事技術提案審査

委員会 

産業技術総合研究所 建築生産(材料)研究Ｇ長：長谷

川直司 

既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針改

訂委員会 

(財)日本建築防災協会 構造研究Ｇ：長谷川隆 

多世代利用総プロ 戸建て木造技術部門 戸建て木

造住宅の長寿命化のための指針検討WG(平成 22年

度) 

(一般社)木を活かす建築推進協

議会 

構造研究Ｇ：河合直人 

建築生産研究Ｇ：中島史郎 

自立循環型住宅設計講習会 蒸暑地版 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 

木造計画・設計基準検討会ワーキンググループ 佐々木設計(株) 構造研究Ｇ：荒木康弘 

建築生産研究Ｇ：中島史郎 

構造計算調査委員会 (財)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 

木造建築音環境検討部会 (一般社)木を活かす建築推進協

議会 

環境研究Ｇ：平光厚雄 

委員会名 依頼者 派遣者名 
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平成 22年度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WG 

(株)三菱総合研究所 国際研究協力参事：森田高市 

平成 22年度全国中小企業団体中央会補助事業中小企

業組合等活路開拓調査事業のガイドライン工法の実

験・実用化試験事業委員会 

(社)全日本瓦工事業連盟 構造研究Ｇ：奥田泰雄 

亜熱帯地域における ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー

・ビル)に関するワークショップ 

(株)野村総合研究所 環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

関東地方における都市構造のあり方に関する検討会 セントラルコンサルタント(株) 住宅・都市研究Ｇ：石井 儀光 

構造計算調査委員会レビュー部会 (一般社)建築性能基準推進協会 構造研究Ｇ：福山 洋 

第１３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 

自立循環型住宅設計講習会 蒸暑地版 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 

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

川直司 

住宅の外装部の長寿命化及び維持保全技術の評価方

法に関する研究委員会  

(一般社)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：中川貴文 

材料研究Ｇ：古賀純子 

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 出張 

(一般社)住宅性能評価・表示協

会 

建築生産研究Ｇ：中島史郎 

平成 22年度 JICA集団研修「住宅・住環境改善」

コースにおける講師 

(財)日本建築センター 環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

平成 22年度ＪＩＣＡ集団研修「住宅・住環境改善」

コースにおける見学 

(財)日本建築センター 環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

「環境未来都市」構想有識者検討会 内閣官房地域活性化統合事務局

長 

理事長：村上周三 

木ねじ標準化検討 TG (一般社)木を活かす建築推進協

議会 

構造研究Ｇ：河合直人 

材料研究Ｇ：中川貴文 

平成 22年度グリーンヒルズ東久留米環境意識実態調

査(建替後)委員会 

(株)URリンケージ 環境研究Ｇ：桑沢保夫 

平成 22年度第 3回 JICA 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 

構造研究Ｇ：壁谷澤寿一 

平成 22年度第 7回国土技術政策総合研究所研究評価

委員会(第二部会) 

国土交通省 国土技術政策総合

研究所 

理事長：村上周三 

「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２)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 

環境研究Ｇ：桑沢保夫 

第 183回コミュニケーション・プラザ(国土交通省企

画)に於ける講師 

(財)住宅産業研修財団 住宅・都市研究Ｇ：岩田 司 

ISO/TC178国内審議委員会 (社)エレベータ協会 環境研究Ｇ：山海敏弘 

木造計画・設計基準検討会ワーキンググループ 佐々木設計(株) 環境研究Ｇ：平光厚雄 

経済産業省総合庁舎本館外壁改修実行計画の作成に

伴う検討会 

(株)サトウファシリティーズコ

ンサルタンツ 

建築生産(材料)研究Ｇ長：長谷

川直司 

瑞巌寺本堂ほか７棟建造物保存修理事業 「本堂解

体途中における建物構造視察検討会」 

宗教法人 瑞巌寺 構造研究Ｇ：河合直人 

委員会名 依頼者 派遣者名 
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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 住宅・都市研究Ｇ：岩田 司 

茨城環境委員会(仮称) 茨城県知事 理事長：村上周三 

「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)URリンケージ 構造研究Ｇ：福山 洋 

構造研究Ｇ：諏訪田晴彦 

国地工学Ｃ：向井智久 

重要文化財岩手銀行中ノ橋支店保存修理指導委員会 (株)文化財保存計画協会 建築生産(材料)研究Ｇ長：長谷

川直司 

住まいの耐震化シンポジウムのパネリスト 奈良県土木部まちづくり推進局 材料研究Ｇ：山口修由 

水素スタンドの立地に係る周辺市街地環境への影響

検討 WG 

(株)社会空間研究所 防火研究Ｇ：萩原一郎 

瑞巌寺本堂ほか７棟建造物保存修理事業 「第２回

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 

平成 22年度木造住宅耐震対策講習会(技術者向け)に

おける講演 

香川県知事 構造研究Ｇ：河合直人 

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 

第４８回 評議員会 (財)日本建築防災協会 理事：伊藤 弘 

「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」委員会 

(株)URリンケージ 構造研究Ｇ：福山 洋 

政策研究院機構(仮称)創設準備パイロットプロジェク

ト研究会 Development Studies の新次元を拓く(長期

的)研究会における講演 

政策研究大学院大学 国地工学Ｃ：安藤 尚一 

(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 

「ハウス・オブ・ザ・イヤーイン・エレクトリッ

ク」審査委員会 

(財)日本地域開発センター 環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

「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) 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 

構造研究Ｇ：河合直人 

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 22年度 JICA国別研修 中国「歴史的建築物保

全保護研修コース」 

国際協力機構 建築生産(材料)研究Ｇ長：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」 

国立大学法人 東京大学生産技

術研究所 

環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

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 

自立循環型住宅設計講習会 蒸暑地版 in 沖縄 (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養成講習 蒸暑地版 

in 沖縄 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 

「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」関連業務 

(一般社)日本サステナブル建築

協会 

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」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 
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鳥取市街なか居住推進モデルプロジェクト建設委員

会（その２） 

鳥取市長 住宅・都市研究Ｇ：藤本秀一 

木造混構造の構造基準調査検討会 (一般社)建築性能基準推進協会 構造研究Ｇ：河合直人 

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「WG

２ 劣化対策・耐震性 RC造共同住宅」 

(株)市浦ハウジング＆プランニ

ング 

材料研究Ｇ：濱崎 仁 

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 

既存住宅の省エネ改修検討委員会 (株) 岩村アトリエ 環境研究Ｇ：桑沢保夫 

「平成 22年度機構賃貸住宅の耐震改修等の技術検討

業務」における「耐震診断等委員会」 

(株)ＵＲリンケージ 構造研究Ｇ：飯場正紀 

構造研究Ｇ：福山 洋 

第 32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 

けいはんなエコシティ推進会議キックオフフォーラ

ム講演会 

(財)関西文化学術研究都市推進

機構 

理事長：村上周三 

(林野庁委託)平成 22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)価値総合研究所 建築生産研究Ｇ：中島史郎 

大型耐震実験施設運用委員会 (独) 防災科学技術研究所 材料研究Ｇ：山口修由 

住宅の内装防火設計マニュアル講習会 (財)日本建築センター 防火研究Ｇ：萩原一郎 

文化審議会専門委員(文化財分科会) 文化庁 建築生産(材料)研究Ｇ長：長谷

川直司 

構造研究Ｇ：河合直人 

CLT 振動台実験 TG (一般社)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：河合直人 

構造研究Ｇ：荒木康弘 

つくば東-１棟他耐震改修工事 技術提案審査委員会 産業技術総合研究所 建築生産(材料)研究Ｇ長：長谷

川直司 

業務用エアコンの規格に関する意見交換会 (社)日本冷凍空調工業会 環境(防火)研究Ｇ長：澤地孝男 

 

 

４)受託業務等 

HF01234yf 混合冷媒のドロップイン試験 東京大学 環境研究Ｇ：桑沢保夫 

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 
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