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６．技術の指導等 
 

 

１) 技術の指導等 

業務名称 申請者 派遣者名 

該当無し   

 

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】 

「2015 年版 建築物の構造関係技術基準解説書」2016 追補

収録版 

一般財団法人 

日本建築防災協会 

理事：澤地 孝男 

研究総括監：五條 涉 

【監修】 

ＡＬＣパネル防耐火構造（告示仕様）設計施工標準 

ALC 協会 理事：澤地 孝男 

防火：越海 興一 

防火：鍵屋 浩司 

材料：棚野 博之 

【監修】 

2018 年版 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル 

一般財団法人 

日本建築センター 

理事：澤地 孝男 

研究総括監：越海 興一 

構造：奧田 泰雄 

建築生産：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 29 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 

構造研究Ｇ：井上 波彦 

構造研究Ｇ：長谷川 隆 

構造研究Ｇ：中川 博人 

構造研究Ｇ：平出 務 

環境研究Ｇ：山海 敏弘 

防火研究Ｇ：成瀬友宏 

防火研究Ｇ：鍵屋浩司 

建築生産研究Ｇ：石原 直 

平成 29 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 

理事長：緑川 光正 

防火研究Ｇ：萩原 一郎 

構造研究Ｇ：井上 波彦 

平成 29 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 

環境研究Ｇ：山海 敏弘 

平成 29 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：成瀬 友宏 
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委員会名 依頼者 派遣者名 

平成 29 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 

理事長：緑川 光正 

構造研究Ｇ：向井 智久 

構造研究Ｇ：井上 波彦 

構造研究Ｇ：新井 洋 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

建築生産研究Ｇ：石原 直 

兵庫県耐震診断改修計画評価委員会委員 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 

排水設備関連規格適合評価委員会 公益社団法人 

日本下水道協会 

環境研究Ｇ：山海 敏弘 

建築技術（地盤改良・基礎関連工法等）審査委員会 一般財団法人 

日本建築センター 

構造研究Ｇ：平出 務 

木の建築フォラム耐震診断委員会 特定非営利活動法人 

木の建築フォラム 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 

竜巻等突風の強さの認定に関する検討会 気象庁 構造研究Ｇ：奥田 泰雄 

「住宅医スクール２０１７大阪会場」講師 一般社団法人 

住宅医協会 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 

「JASS 5 T-608 講習会」講師 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 

「日本コンクリート工学会関東支部特別講演」講師 公益社団法人 

日本コンクリート工学会 

材料研究Ｇ：宮内 博之 

「全面改定版「木造軸組工法住宅の許容応力度設計

（2017 年度版）」セミナー」講師 

公益財団法人 

日本住宅・木材技術センター 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

設計図書の電磁的作成と保存のガイドライン検討会 公益社団法人 

日本文書情報マネジメント協会 

建築生産研究Ｇ：武藤 正樹 

省エネ基準検討委員会（住宅）③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：三浦 尚志 

宅地擁壁製造工場評定委員会 公益社団法人 

全国宅地擁壁技術協会 

構造研究Ｇ：井上 波彦 

「一般財団法人ベターリビング名古屋分室開設記念

講演会」講師 

一般財団法人 

ベターリビング 

構造研究Ｇ：井上 波彦 

構造研究Ｇ：新井 洋 

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：向井 智久 

防耐火委員会 一般社団法人 

全国 LVL 協会 

防火研究Ｇ：成瀬 友宏 

防火設備検査員講習運営委員会、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：成瀬 友宏 

(仮)ALC 防耐火構造 告示仕様施工マニュアル作成

委員会 

ALC 協会 防火研究Ｇ：成瀬 友宏 

木造建築物等防腐・防蟻・防虫処理技術指針のあり

方検討委員会 

公益社団法人 

日本しろあり対策協会 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 
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技術の指導等 

 

委員会名 依頼者 派遣者名 

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：武田 ゆう

こ 

「第 51 回空気調和・冷凍連合講演会」講師 第 51 回空気調和・冷凍連合講演会 

運営委員会 

理事：澤地 孝男 

建築物の構造関係技術基準解説書運営委員会 一般財団法人 

日本建築防災協会 

構造研究Ｇ：奥田 泰雄 

構造研究Ｇ：井上 波彦 

構造研究Ｇ：向井 智久 

建築生産研究Ｇ：石原 直 

省エネ基準検討委員会 住宅基準検討 WG 一般財団法人 

建築環境・省エネルギー機構 

理事：澤地 孝男 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 

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：岩田 善弘 

BIM ライブラリーコンソーシアム 建築部会 建築

WG2 
一般財団法人 

建築保全センター 

建築生産研究Ｇ：髙橋 暁 

「CLT 等接合部データ収集・分析」検討委員会およ

び検討小委員会 

株式会社日本システム設計 

[林野庁] 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

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：渡邊 秀和 

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 

研究総括監：五條 渉 

茅ヶ崎市防災会議専門委員 茅ヶ崎市 住宅・都市研究Ｇ：岩見 達也 

実大三次元震動破壊実験施設 運営協議会委員 国立研究開発法人 

防災科学技術研究所 

理事長：緑川 光正 

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：棚野  博之 

（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 作成委員会 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：荒木 康弘 

建築生産研究Ｇ：石原 直 

JIS A 5308 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 材料研究Ｇ：棚野 博之 

「JIS A 5308 改正原案作成委員会」1 分科会 全国生コンクリート工業組合連合会 材料研究Ｇ：棚野 博之 

「JIS A 5308 改正原案作成委員会」2 分科会 全国生コンクリート工業組合連合会 材料研究Ｇ：棚野 博之 

木造軸組工法住宅の許容応力度設計（2017 年版）

Q&A 作成 WG  

公益財団法人 

日本住宅・木材技術センター 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

沖縄らしい気候風土適応住宅専門委員会 特定非営利活動法人 

蒸暑地域住まいの研究会 

理事：澤地 孝男 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 

「新刊-「木造建築物の防・耐火設計マニュアル」講

習会」 講師 

一般財団法人 

日本建築センター 

防火研究Ｇ：成瀬 友宏 

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：棚野 博之 
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委員会名 依頼者 派遣者名 

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 建築生産研究Ｇ：石原 直 

構造研究Ｇ：奥田 泰雄 

構造研究Ｇ：井上 波彦 

構造研究Ｇ：向井 智久 

構造研究Ｇ：岩田 善裕 

構造研究Ｇ：中村 聡宏 

構造研究Ｇ：三木 徳人 

住宅用資機材適合評価等諮問委員会、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：越海 興一 

「東京理科大学大学院理工学研究科 防災リスク管

理コース 大学院講義 「都市防災特論 1」特別講

演」講師 

学校法人 

東京理科大学 

材料研究Ｇ：宮内 博之 

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 

(仮称)ＵＲ賃貸低層建築物の耐震診断等検討委員会 株式会社 UR リンケージ 

「独立行政法人 都市再生機構」 

構造研究Ｇ：向井 智久 

ＣＬＴ接合強度性能ＷＧ 木構造振興株式会社 

[林野庁] 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

大規模災害時における被災者の住まいの確保策に関

する検討会 

内閣府 住宅・都市研究Ｇ：米野 史健 

建築物省エネ基準検討委員会【建築】ＷＧ、ＳＷ

Ｇ、ＴＧ 

一般社団法人 

日本サステナブル建築協会 

理事：澤地 孝男 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 

環境研究Ｇ：西澤 繁毅 

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：髙橋 暁 

平成 29 年度ＣＯ2 排出削減対策強化誘導型技術開発

・実証事業（個別分散空調機向け小型高精度オンサ

イト性能評価システムに関する技術開発）技術開発

検討委員 

学校法人 

東京海洋大学 

理事：澤地 孝男 

平成 29 年度ＣＬＴを活用した建築物等実証事業検

討委員会 

公益財団法人 

日本住宅・木材技術センター 

防火研究Ｇ：成瀬 友宏 

「公益社団法人日本火災学会特別企画ワークショッ

プ「糸魚川市駅北大火の特徴とそこから得る教

訓」」講師 

公益社団法人 

日本火災学会 

住宅・都市研究Ｇ：岩見 達也 

地盤改良指針改訂版編集における「設計 WG」 一般財団法人 

ベターリビング 

構造研究Ｇ：新井 洋 

木造耐震診断資格者講習 一般財団法人 

日本建築防災協会 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

木造住宅の耐震改修技術者講習 一般財団法人 

日本建築防災協会 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

瑕疵保険事故に係る分析 WG 一般財団法人 

住宅保証支援機構 

材料研究Ｇ：宮内 博之 
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委員会名 依頼者 派遣者名 

住宅瑕疵担保責任保険協会審査会委員 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：髙橋 暁 

非常勤講師 学校法人 

兵庫県立大学 

住宅・都市研究Ｇ：米野 史健 

耐火木構造部材を用いた木造耐火建築物設計マニュ

アル編集委員会 

一般社団法人 

日本木造耐火建築協会 

防火研究Ｇ：成瀬 友宏 

環境技術実証事業 ヒートアイランド対策技術分野

（地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空調シス

テム）技術実証検討会 

特定非営利活動法人 

地中熱利用促進協会 

環境研究Ｇ：足永 靖信 

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 

「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 21 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 

構造研究Ｇ：三木 徳人 

構造研究Ｇ：中村 聡宏 

「特別講演 「糸魚川市における大規模火災」」講

師 

国立大学法人 

長岡技術科学大学 

住宅・都市研究Ｇ：岩見 達也 

土砂災害特別警戒区域内の建築物に係る設計・構造

計算マニュアル作成委員会 

一般財団法人 

日本建築防災協会 

構造研究Ｇ：奥田 泰雄 

構造研究Ｇ：井上 波彦 

実務者のための CLT 建築物の防耐火仕様検討委員会 一般社団法人 

日本 CLT 協会 

防火研究Ｇ：成瀬 友宏 

「平成 29 年度 登録特定建築物調査員講習」講師 一般財団法人 

日本建築防災協会 

防火研究Ｇ：成瀬 友宏 

「全面改訂版「木造軸組工法住宅の許容応力度設計

（2017 年版）」」講師 

公益財団法人 

日本住宅・木材技術センター 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

地盤改良指針改訂版編集委員会 一般財団法人 

ベターリビング 

構造研究Ｇ：井上 波彦 

構造研究Ｇ：新井 洋 

「自立循環型住宅設計講習会」講師 公益社団法人 

日本建築家協会 

理事：澤地 孝男 

キラを用いた舗装用セラミックブロックの保水・吸

水性能に関する JIS 原案作成委員会 

一般財団法人 

日本規格協会 

環境研究Ｇ：足永 靖信 

2017 年度太陽光発電システムの安全設計に関する検

討委員会 

一般社団法人 

太陽光発電協会 

構造研究Ｇ：奧田 泰雄 

構造研究Ｇ：岩田 善裕 

断熱材の比熱の測定方法等に関する国際標準化委員

会、真空断熱材の標準化部会、真空断熱材製品の規

格原案作成分科会 

一般財団法人 

建材試験センター 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 

「省エネ法適合性判定員有資格者等に対する講師育

成勉強会」講師 

一般社団法人 

日本設備設計事務所協会連合会 

環境研究Ｇ：西澤 繁毅 
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委員会名 依頼者 派遣者名 

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：澤地 孝男 

構造研究Ｇ：井上 波彦 

構造研究Ｇ：向井 智久 

構造研究Ｇ：平出 務 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 

材料研究Ｇ：宮内 博之 

住宅瑕疵関連事例集アドバイザーグループ報告会議 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：澤地 孝男 

「鋼構造研究・教育助成事業」審査委員会、研究発

表会 

一般社団法人 

日本鉄鋼連盟 

理事長：緑川 光正 

「第 46 回日本医療福祉設備学会」講師 一般社団法人 

日本医療福祉設備協会 

理事：澤地 孝男 

地震保険の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：長谷川 隆 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

｢コンクリート構造物の配筋探査技術者資格認証制

度｣認証運営委員会 

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 

地震保険の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 

研究総括監：五條 涉 

構造研究Ｇ：長谷川 隆 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

「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 環境研究Ｇ：三浦 尚志 

木質材料の難燃薬剤処理方法に関する JIS 開発 

難燃化木材の防火性能基準の検討及び実証実験分科

会（分科会①） 

不燃化技術研究組合 防火研究Ｇ：成瀬 友宏 

木質材料の難燃薬剤処理方法に関する JIS 開発 

難燃薬剤の選定と各種試験方法に関する検討分科会

（分科会②） 

不燃化技術研究組合 防火研究Ｇ：成瀬 友宏 

木質材料の難燃薬剤処理方法に関する JIS 開発 

JIS 素案作成委員会 

不燃化技術研究組合 防火研究Ｇ：成瀬 友宏 

システムトラスによる立体屋根構造の耐震性の確保

に向けた検討委員会 

一般財団法人 

日本建築防災協会 

建築生産研究Ｇ：石原 直 

構造研究Ｇ：長谷川 隆 

蓄熱建材コンソーシアム委託[潜熱蓄熱特性試験方法

の開発に関する調査研究] 

一般財団法人 

建材試験センター 

環境研究Ｇ：西澤 繁毅 

「平成 29 年度 JICA課題別研修「建築防災（地震、

津波、火災、台風等に対して）」コース」講師 

一般財団法人 

日本建築センター 

[独立行政法人 国際協力機構] 

国際協力審議役：森 正志 

国・地：横井 俊明 

国・地：林田 拓己 

国・地：藤井 雄士郎 

構造研究Ｇ：向井 智久 

防火研究Ｇ：野秋 政希 

住宅・都市研究Ｇ：岩見 達也 

都市の木質化等に向けた新たな製品・技術の開発・

普及委託事業「CLT 等接合部データ収集委員会」 

山佐木材株式会社 

[林野庁] 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 
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技術の指導等 

 

委員会名 依頼者 派遣者名 

マニュアル等編集委員会 日本合板工業組合連合会 材料研究Ｇ：槌本 敬大 

VD ボーリング調査に関する先端建設技術・技術審

査証明委員会 

一般財団法人 

先端建設技術センター 

構造研究Ｇ：平出 務 

既存建物耐震診断委員会 一般財団法人 

日本建築防災協会 

構造研究Ｇ：向井 智久 

建築物省エネ基準検討委員会（住宅・建築）委員

会、WG,SWG 

一般財団法人 

建築環境・省エネルギー機構 

理事：澤地 孝男 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 

排水設備等認証運営委員会 公益社団法人 

日本下水道協会 

環境研究Ｇ：山海 敏弘 

平成 29 年度（仮称）ゼロエネ住宅エネルギー消費

量データ分析ワーキング（WG) 

一般社団法人 

環境共生住宅推進協議会 

理事：澤地 孝男 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 

「木造軸組工法住宅の許容応力度設計計算演習資

料」の改訂編集委員会 

公益財団法人 

日本住宅・木材技術センター 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

「木質構造用ねじの標準化提案に関する調査業務」

にかかる委員 

一般財団法人 

建材試験センター 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

「幕張メッセ 9-11 ホール屋根改修に向けた基礎調

査」にかかる委員 

一般財団法人 

建材試験センター 

材料研究Ｇ：宮内 博之 

つくば市低炭素（建物・街区）ガイドライン策定委

員会 

つくば市 環境研究Ｇ：三浦 尚志 

リンナイ CSR レポート 2017 環境特集「省エネ住

宅」に関するご意見のご協力 

リンナイ株式会社 理事：澤地 孝男 

「平成の京町家コンソーシアム講演会「住宅の省エ

ネ施策に関する国の最新動向」」講師 

平成の京町家コンソーシアム 環境研究Ｇ：三浦 尚志 

オリンピック・パラリンピック暑熱環境測定等検討

委員会 

一般財団法人 

気象業務支援センター 

環境研究Ｇ：足永 靖信 

南大隅ウィンドファーム ナセルカバー脱落事故の

事故調査委員会 

南九州ウィンド・パワー株式会社 構造研究Ｇ：奧田 泰雄 

登録特定建築基準適合判定資格者講習 運営委員会 一般財団法人 

日本建築防災協会 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

建築生産研究Ｇ：石原 直 

木造住宅の耐震改修技術者講習会 一般財団法人 

日本建築防災協会 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

平成２９年度 CLT を活用した建築物等実証事業検討

委員会 

公益財団法人 

日本住宅・木材技術センター 

防火研究Ｇ：成瀬 友宏 

エネマネハウス 2017 エネルギー計算勉強会 株式会社野村総合研究所 環境研究Ｇ：三浦 尚志 

伝統的構法データベース検討委員会 公益財団法人 

日本住宅・木材技術センター 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 

実大三次元震動破壊実験施設利用委員会の委員 国立研究開発法人 

防災科学技術研究所 

構造研究Ｇ：奥田 泰雄 

まちづくり顕彰事業表彰審査委員会 茨城県 住宅・都市研究Ｇ：中村 哲也 
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技術の指導等 

 

委員会名 依頼者 派遣者名 

建築物省エネ基準検討委員会（住宅）WG、SWG、
TG 

一般社団法人 

日本サステナブル建築協会 

理事：澤地 孝男 

環境研究Ｇ：西澤 繁毅 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 

「半日で分かる新緑本「建築物の省エネ法」告示解

説と計算マスター講習」講師 

一般財団法人 

建築環境・省エネルギー機構 

理事：澤地 孝男 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 

ロープ式エレベータの安全要求事項に関する JIS 原

案作成委員会 

一般社団法人 日本エレベーター協

会 

環境研究Ｇ：山海 敏弘 

発電用太陽電池設備の技術基準検討委員会 デロイト トーマツ コンサルティ

ング合同会社[経済産業省] 

構造研究Ｇ：奧田 泰雄 

「【図解】木造住宅・建築物の防・耐火設計セミ

ナー」講師 

公益財団法人 

日本住宅・木材技術センター 

防火研究Ｇ：成瀬 友宏 

「カナダの木造建築に関する講演」講師 国立大学法人 

京都大学 

材料研究Ｇ： 槌本 敬大 

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 

「「鉄骨工事管理責任者」認定考査（更新）基調講

演」講師 

一般社団法人 

日本鋼構造協会 

構造研究Ｇ：長谷川 隆 

「自立循環型住宅設計講習会 温暖地版」講師 一般財団法人 

建築環境・省エネルギー機構 

理事：澤地 孝男 

環境研究Ｇ：西澤 繁毅 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 

平成 28 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 

株式会社 UR リンケージ 

「独立行政法人 都市再生機構」 

構造研究Ｇ：向井 智久 

伝統的構法データベース検討委員会作業部会 公益財団法人 

日本住宅・木材技術センター 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 

平成 29 年度地域型住宅グリーン化事業 ゼロ・エ

ネルギー住宅評価委員会 

一般社団法人 

環境共生住宅推進協議会 

理事：澤地 孝男 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 

木造建築物耐震性向上ＳＴＧ成果普及ＷＧ 公益財団法人 

日本住宅・木材技術センター 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

熊本地震における災害公営住宅供給の先導的官民連

携支援事業 

益城町 住宅・都市研究Ｇ：米野 史健 

住宅・建築物のエネルギー消費性能の実態等に関す

る研究会 

国土交通省 理事：澤地 孝男 

「一般社団法人 建築研究振興協会 法人設立 40

周年記念講演会「大震災その後、何がわかったか、

変わったか」」講師 

一般社団法人 

建築研究振興協会 

理事長：緑川 光正 

国・地：横井 俊明 

平成 29 年度住宅瑕疵関連事例集補修事例集シート

に関する技術指導 

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：宮内 博之 

木造耐震改修技術者講習 一般財団法人 

日本建築防災協会 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 

集成材・製材及び直交集成版で構成される木造建築

物への耐久性仕様に関する検討 

銘建工業株式会社 材料研究Ｇ：槌本 敬大 
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技術の指導等 

 

委員会名 依頼者 派遣者名 

ISO/TC165(木質構造)国内審議委員会 公益財団法人 

日本住宅・木材技術センター 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 

難燃薬剤処理木材の品質管理基準等検討委員会 公益財団法人 

日本住宅・木材技術センター 

防火研究Ｇ：成瀬 友宏 

平成 28 年度補正 CLT を活用した建築物等実証事業

の現地調査 

公益財団法人 

日本住宅・木材技術センター 

防火研究Ｇ：成瀬 友宏 

「技術発表会（第 9 回）」講師 一般社団法人 

鉄骨建設業協会 

理事長：緑川 光正 

「第 4 回建築構造用鋼材と利用技術セミナー」講師 一般社団法人 

日本鉄鋼連盟 

構造研究Ｇ：長谷川 隆 

構造研究Ｇ：岩田 善裕 

構造研究Ｇ：三木 徳人 

建築生産研究Ｇ：石原 直 

建築生産研究Ｇ：沖 佑典 

「木質系混構造建築物の構造設計の手引き」の改訂

編集委員会 

公益財団法人 

日本住宅・木材技術センター 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 

階段構造規制のあり方検討会 株式会社市浦ハウジング&プランニ

ング 

[国土交通省] 

建築生産研究Ｇ：小野 久美子 

「第 45 回建築物環境衛生管理全国大会専門講座」

講師 

公益財団法人 

日本建築衛生管理教育センター 

理事：澤地 孝男 

平成 29 年度サステナブル建築物等先導事業（気候

風土適応型）評価委員会 

一般社団法人 

環境共生住宅推進協議会 

理事：澤地 孝男 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 

「平成 29 年度建築物の液状化対策講習会」講師 公益社団法人 

千葉県建築士事務所協会 

構造研究Ｇ：新井 洋 

「新たな木質部材等を学ぶ建築講座・第 4 日の

「CLT パネル工法概論」」講師 

同建築講座・第 5 日の「設計演習」における審査委

員 

公益財団法人 

秋田県木材加工推進機構 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

建築構造設計指針第 12 章の改訂に係る委員会 一般社団法人 

東京都建築士事務所協会 

構造研究Ｇ：奥田 泰雄 

「自立循環型住宅設計講習会」講師 公益財団法人 

佐賀県建設技術支援機構 

理事：澤地 孝男 

鉄筋コンクリート及び鉄骨鉄筋コンクリート構造耐

震診断プログラム評価委員会 

一般財団法人 

日本建築防災協会 

構造研究Ｇ：向井 智久 

第 9 回センサー&データフュージョン研究会におけ

るドローン技術情報の提供 

一般社団法人 

科学技術と経済の会 

材料研究Ｇ：宮内 博之 

「IHHWC2017(第 14 回国際住宅建設・性能保証会

議）における講演」講師 

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：武藤 正樹 

災害に係る住家の被害認定に関する検討会 内閣府 住宅・都市研究Ｇ：阪田 知彦 
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技術の指導等 

 

委員会名 依頼者 派遣者名 

「平成 29 年度ＪＩＣＡ課題別研修「住宅・住環境

の改善と防災」コース」講師 

一般財団法人 

日本建築センター 

[独立行政法人 国際協力機構] 

環境研究Ｇ： 山海 敏弘 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 

環境研究Ｇ：西澤 繁毅 

接着剤の同等性能評価に係る試験方法の日本農林規

格の制定等の原案作成検討会 

独立行政法人 

農林水産消費安全技術センター 

防火研究Ｇ：成瀬 友宏 

「災害講習会における火災関連の講演」講師 公益社団法人 

土木学会 

住宅・都市研究Ｇ：岩見 達也 

重要文化財（建造物）旧前田家本邸洋館の煙突耐震

調査 

東京都 構造研究Ｇ：向井 智久 

「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドラ

イン」事例集等作成委員会 

一般財団法人日本建築防災協会 構造研究Ｇ：奥田 泰雄 

構造研究Ｇ：井上 波彦 

構造研究Ｇ：向井 智久 

環境研究Ｇ：山海 敏弘 

特定建築基準適合判定資格者講習 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 

「2017 IHA 中間総会において「BIM を活用した施

工品質向上の可能性」について講演」講師 

一般社団法人 

住宅生産団体連合会 

建築生産研究Ｇ：武藤 正樹 

「第 99 回 NTT 建築技術研究会」講師 株式会社 NTT ファシリティーズ 材料研究Ｇ：宮内 博之 

「大規模災害に備えた災害公営住宅供給に向けた取

組等に関する調査業務」に係る技術指導 

株式会社市浦ハウジング&プランニ

ング 

[国土交通省] 

住宅・都市研究Ｇ：米野 史健 

全国空き家対策推進協議会 企画・普及部会、所有

者特定・財産管理制度部会、空き家バンク部会 

一般社団法人 

すまいづくりまちづくりセンター連

合会 

住宅・都市研究Ｇ：中村 哲也 

住宅・都市研究Ｇ：米野 史健 

「演習で実践的に学ぶ 全面改訂版「木造軸組工法

住宅の許容応力度設計（2017 年版）」セミナー」講

師 

公益財団法人 

日本住宅・木材技術センター 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

「耐震補強引張材-炭素繊維より線に関する標準化」

における JIS 原案作成委員会 

一般財団法人 

日本規格協会 

材料研究Ｇ：松沢 晃一 

構造研究Ｇ：渡邊 秀和 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

「自立循環型住宅（温暖地版）の設計実践セミ

ナー」講師 

一般社団法人 

東京建築士会 

理事：澤地 孝男 

環境研究Ｇ：西澤 繁毅 

「軸組＋CLT マニュアル（事例集）」委員会 一般社団法人 

日本 CLT 協会 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

「JICA 本邦研修「エクアドル国 地震と津波に強い

まちづくりプロジェクト」コース名 建築制度運用

・耐震技術にかかる研修」講師 

OYO インターナショナル株式会社  

[独立行政法人 国際協力機構] 

国・地：小豆畑 達哉 
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技術の指導等 

 

委員会名 依頼者 派遣者名 

非常勤講師 国立学校法人 

筑波大学 

国・地：横井 俊明 

国・地：原 辰彦 

国・地：芝崎 文一郎 

国・地：藤井 雄士郎 

国・地：林田 拓己 

平成 29 年度大規模地震時の電気火災発生抑制に関

する検討会 

内閣府 住宅・都市研究Ｇ：岩見 達也 

JIS Q 1011 及び JIS Q 1012 原案作成委員会 一般財団法人 

日本規格協会 

材料研究Ｇ：棚野 博之 

平成 29 年度 CLT を活用した建築物等実証事業検討

委員会 

公益財団法人 

日本住宅・木材技術センター 

防火研究Ｇ：成瀬 友宏 

「耐震補強引張材-炭素繊維より線に関する標準化」

における JIS 原案作成委員会分科会 

一般財団法人 

日本規格協会 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

CLT 設計施工マニュアル編集委員会 公益財団法人 

日本住宅・木材技術センター 

防火研究Ｇ：成瀬 友宏 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 

CLT 設計施工マニュアル編集委員会構造設計マニュ

アル小委員会 

公益財団法人 

日本住宅・木材技術センター 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

CLT 設計施工マニュアル編集委員会材料・耐久設計

マニュアル小委員会 

公益財団法人 

日本住宅・木材技術センター 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

「技術・技能継承研修会」講師依 東京都中小企業団体中央会 材料研究Ｇ：宮内 博之 

JIS A 5422 窯業系サイディング改正原案作成委員

会 

日本窯業外装材協会 材料研究Ｇ：松沢 晃一 

「独立行政法人 国際協力機構発注の「モーリタニ

ア国ヌアクショット市都市開発マスタープラン策定

プロジェクト」で実施される本邦研修」講師 

株式会社パセット 

[独立行政法人 国際協力機構] 

住宅・都市研究Ｇ：富田 興二 

建築物の構造関係技術基準解説書 運営委員会 一般財団法人 

日本建築能才協会 

構造研究Ｇ：荒木 康弘 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 

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 

建築生産研究Ｇ：髙橋 暁 

「[風関連分野]懇談会での講演」講師 共研フォーラム技術分野別懇談会 構造研究Ｇ：奥田 泰雄 

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 

「2017 年度 中央アジア・コーカサス 5 か国合同国

別研修「地震防災・耐震技術」コース」講師 

一般財団法人 

日本建築センター 

国・地：横井 俊明 

2018 年枠組壁工法建築物設計の手引・構造計算指針

編集委員会 

一般社団法人 

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：槌本 敬大 

防火研究Ｇ：成瀬 友宏 

「小さな拠点」からはじめる持続可能な地域構造

フォーラム 

一般財団法人 

計量計画研究所 

住宅・都市研究Ｇ：石井 儀光 
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技術の指導等 

 

委員会名 依頼者 派遣者名 

「次世代住宅建築実務者研修」講師 株式会社東海アドエージェンシー 理事：澤地 孝男 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 

環境研究Ｇ：西澤 繁毅 

「第二回蓄熱建材シンポジウム」におけるご講演 蓄熱建材コンソーシアム 環境研究Ｇ：三浦 尚志 

「既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワー

ク委員会 全体委員会における特別講演」講師 

既存建築物耐震診断・改修等推進全

国ネットワーク委員会 

構造研究Ｇ：中村 聡宏 

UR 賃貸低層建築物の耐震診断等検討委員会 株式会社 UR リンケージ 

「独立行政法人 都市再生機構」 

構造研究Ｇ：向井 智久 

土浦市都市計画審議会委員 土浦市 住宅・都市研究Ｇ：中村 哲也 

災害科学研究会 災害科学研究会 住宅・都市研究Ｇ：岩見 達哉 

水戸市新市民会館等施設建築物新築工事優先交渉権

者選定評価委員会 

泉町 1 丁目北地区市街地再開発組合  構造研究Ｇ：平出 務 

環境研究Ｇ：山海 敏弘 

「フォーラム in 熊本 地震による杭の被害と補修・

補強技術」への出席・講演 

一般財団法人 

ベターリビング 

構造研究Ｇ：井上 波彦 

「既存建築物の非構造部材の耐震診断基準・同解

説」作成委員会 

一般財団法人日本建築防災協会 構造研究Ｇ：奥田 泰雄 

1 成分形ウレタンゴム系塗膜防水技術審査委員会 一般財団法人 

ベターリビング 

材料研究Ｇ：宮内 博之 

建築物災害年表（仮称）編集委員会 建築物防災推進協議会 構造研究Ｇ：奥田 泰雄 

建築生産研究Ｇ：小野 久美子 

「自立循環型住宅設計講習会 改修版」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：三浦 尚志 
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