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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】 

「木質耐火部材を用いた木造耐火建築物設計マニュアル

（2018 年版）」 

一般社団法人 

日本木造耐火建築協会 

理事：澤地 孝男 

防火：林 嘉彦 

防火：鍵屋 浩司 

防火：野秋 政希 

【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)2018 

工学図書株式会社 理事：澤地 孝男 

構造：奥田 泰雄 

環境：足永 靖信 

防火：林 吉彦 

材料：鹿毛 忠継 

【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(既存住宅

・個別性能)2018 

工学図書株式会社 理事：澤地 孝男 

構造：奥田 泰雄 

環境：足永 靖信 

防火：林 吉彦 

材料：鹿毛 忠継 

建築生産：髙橋 暁 

【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）2018 

全国官報販売協同組合 理事：澤地 孝男 

構造：奥田 泰雄 

環境：足永 靖信 

材料：鹿毛 忠継 

建築生産：髙橋 暁 

【監修】 

木質系混構造建築物の構造設計の手引き（2018 年版） 

公益社団法人 

日本住宅・木材技術センター 

理事：澤地 孝男 

構造：岩田 善裕 

構造：中島 昌一 

構造：毎田 悠承 

材料：秋山 信彦 

【監修】 

（仮称）2018 年版 建築物のための改良地盤の設計及び品

質管理指針-セメント系固化剤を用いた深層・浅層混合処理

工法- 

一般財団法人  

日本建築センター 

理事：澤地 孝男 

構造：奥田 泰雄 

構造：平出 務 

材料：三島 直生 
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書籍等の名称 編集・監修 依頼者名 担当者 

【監修】 

既存建築物の非構造部材の耐震診断指針・同解説 

一般財団法人  

日本建築防災協会 

理事：澤地 孝男 

建築生産：髙橋 暁 

構造：岩田 善裕 

建築生産：沖 佑典 

【監修】 

デッキプレート床構造設計・施工規準 2018 

一般社団法人  

日本鋼構造協会 

理事：澤地 孝男 

材料：鹿毛 忠継 

構造：井上 波彦 

構造：長谷川 隆 

防火：野秋 政希 

 

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 30 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：三浦 尚志 

環境研究Ｇ：赤嶺 嘉彦 

防火研究Ｇ：鍵屋 浩司 

建築生産研究Ｇ：沖 佑典 

平成 30 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 

構造研究Ｇ：井上 波彦 

平成 30 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：井上 波彦 

構造研究Ｇ：新井 洋 

構造研究Ｇ：向井 智久 

構造研究Ｇ：岩田 善裕 

平成 30 年度一般財団法人建材試験センター材料性

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 

材料研究Ｇ：鹿毛 忠継 

（仮称）産地の異なる粗骨材が混入したレディーミ

クストコンクリートの JIS 適合性に関する評価委員

会における評価業務 

一般財団法人 

建材試験センター 

材料研究Ｇ：鹿毛 忠継 

材料研究Ｇ：棚野 博之 

材料研究Ｇ：三島 直生 

平成 30 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：鍵屋 浩司 

江東区（仮称）児童向け複合施設整備事業 

実施設計者及び施工業者選定に係る提案競技 

江東区長 構造研究Ｇ：平出 務 
 

「おきなわ省エネがわかる勉強会」講師 沖縄の機構風土適応住宅推進連絡会

議 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 
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委員会名 依頼者 派遣者名 

評価員 株式会社 日本鉄骨評価センター 構造研究Ｇ：岩田 善裕 

認定機関、性能評価機関、住宅型式性能認定機関及

び試験機関に係る委員会並びに建築技術に係る任意

評価委員会 

日本 ERI 株式会社 構造研究Ｇ：平出 務 

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 

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 

住宅医スクール 2018 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 

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 

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 

非常勤講師 三重短期大学 材料研究Ｇ：三島 直生 

平成 30 年度非常勤講師 国立大学法人 

三重大学 

材料研究Ｇ：三島 直生 

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 

材料研究Ｇ：鹿毛 忠継 

講習運営委員会 一般社団法人 

建築環境・省エネルギー機構 

環境研究Ｇ：赤嶺 嘉彦 

「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 22 回）」講師予定のため受講 

一般財団法人 

日本建築防災協会 

構造研究Ｇ：渡邊 秀和 

材料研究Ｇ：秋山 信彦 

建築生産研究Ｇ：沖 佑典 

2018 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：奥田 泰雄 

構造研究Ｇ：岩田 善裕 

「住宅瑕疵関連事例集アドバイザーグループ」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 

「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 

BIM ライブラリーコンソーシアム 建築部会 建築

WG 

一般財団法人 

建築保全センター 

建築生産研究Ｇ：髙橋 暁 

改修版 自立循環型住宅設計講習会 講師養成講習

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 

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 

「地学概説Ⅰ」講師 横浜市立大学 国・地：北 佐枝子 

「新緑本「建築物省エネ法」政省令・告示解説と計

算事例講習」（住宅編）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 



技術の指導等 

 

委員会名 依頼者 派遣者名 

アクリルウレタン系シーリング材技術審査委員会 一般財団法人 

ベターリビング 

材料研究Ｇ：宮内 博之 

非破壊検査総合シンポジウム 一般社団法人 

日本非破壊検査協会 

材料研究Ｇ：宮内 博之 

実大三次元震動破壊実験施設 運営協議会 国立研究開発法人 

防災科学技術研究所 

理事長：緑川 光正 

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 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 

「耐震診断委員会」専門委員 一般社団法人 

建築研究振興協会 

構造研究Ｇ：渡邊 秀和 

みえ防災塾における講師 三重県・三重大学 みえ防災・減災

センター みえ防災塾 

材料研究Ｇ：三島 直生 

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 

平成 30 年度コンクリート用火山ガラス微粉末 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：鹿毛 忠継 

「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 

構造研究Ｇ：渡邊 秀和 

構造研究Ｇ：中島 昌一 

材料研究Ｇ：松沢 晃一 

シーデクセマ評議会 NPO 法人化 10 周年記念総会

特別講演会 

「CEDXM データへの期待-データ連携から見えてき

た BIM による生産情報統合化-」（仮）講師 

特定非営利活動法人 

シーデクセマ評議会 

建築生産研究Ｇ：武藤 正樹 

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 

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Ｇ：髙橋 暁 

トリリオン会 東京ブロック 会員企業の研修・研

鑽活動 全体研修会 講師 

トリリオン会 東京ブロック 材料研究Ｇ：宮内 博之 

木造軸組工法による中大規模木造建築物の設計指針

編集委員会、木造軸組工法による中大規模木造建築

物の設計指針編集委員会編集 WG、木造軸組工法に

よる中大規模木造建築物の設計指針編集委員会開発

WG 

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 

材料研究Ｇ：秋山 信彦 

構造研究Ｇ：中島 昌一 

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 

「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 副委員長 

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 

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 



技術の指導等 

 

委員会名 依頼者 派遣者名 

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 

実大三次元震動破壊実験施設利用委員会 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 

平成 30 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 

環境研究Ｇ：赤嶺 嘉彦 

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 

非常勤講師 兵庫県立大学 住宅・都市研究Ｇ：米野 史健 

平成 30 年度 第 1 回 アーバン・ハウジング・

フォーラム 講師 

一般社団法人 

新都市ハウジング協会 

住宅・都市研究Ｇ：岩見 達也 

平成 30 年度 PC 部材品質審査委員及び高強度部会 一般財団法人 

ベターリビング 

材料研究Ｇ：鹿毛 忠継 

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 

幕張メッセ 9-11 ホール屋根改修に向けた基礎調査本

委員会、作業検討チーム 

一般財団法人 

建材試験センター 

材料研究Ｇ：宮内 博之 

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 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 

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 

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）技術実証検討会検討員 

特定非営利活動邦人 

地中熱利用促進協会 

環境研究Ｇ：足永 靖信 

「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 

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 

建築生産Ｇ：髙橋 暁 

潜熱蓄熱材を使用した建築材料の蓄熱特性試験方法

に関する JIS 開発 本委員会、分科会 

一般財団法人 

建材試験センター 

環境研究Ｇ：西澤 繁毅 

自立循環型住宅への設計ガイドライン講習（改修版

・温暖地版）講師 

一般財団法人 

石川県建築住宅センター 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 

カーテンウォール熱貫流率簡易計算法 JIS 原案作成

委員会 

一般社団法人 

日本建材・住宅設備産業協会 

環境研究Ｇ：赤嶺 嘉彦 

建築物省エネ基準検討委員会 WG、SWG、TG 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 

環境研究Ｇ：赤嶺 嘉彦 



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【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：西澤 繁毅 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 

環境研究Ｇ：赤嶺 嘉彦 

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 

泉町 1 丁目北地区市街地再開発組合 

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 

構造計算調査委員会、レビュー部会、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：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：渡邊 秀和 

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 

CLT 等新たな木質建築部材利用促進・定着事業「新

たな製品・技術の開発」委員会 

山佐木材株式会社 

［林野庁］ 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 

CLT パネル工法省エネ基準検討委員会 一般社団法人 

日本 CLT 協会 

環境研究Ｇ：赤嶺 嘉彦 

JIS 認証業務諮問委員会、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：脇山 芳和 

建築基準法・建築士法等の円滑な執行体制の確保に

関する準備委員会 

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：長谷川 隆 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 

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 

環境研究Ｇ：赤嶺 嘉彦 

評議員 一般財団法人 

日本建築防災協会 

理事：澤地 孝男 

一般財団法人住宅産業研修財団「第 229 回コミニュ

ケーション・プラザ」講師 

一般財団法人 

住宅産業研修財団 

材料研究Ｇ：宮内 博之 

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 

構造研究Ｇ：長谷川 隆 

建築非構造部材の耐震性能に関する技術的基準検討

会 

国土交通省 建築生産研究Ｇ：沖 佑典 

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 



技術の指導等 

 

委員会名 依頼者 派遣者名 

林野庁「CLT 等新たな木質建築部材利用促進・定着

事業」のうち「CLT パネル工法における架構方法の

合理化と構造モデルの簡略化」検討委員会 

株式会社 日本システム設計 

〔林野庁〕 

構造研究Ｇ：中島 昌一 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 

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：向井 智久 

自立循環型住宅設計講習会 改修版 講師 日精プラステック株式会社 環境研究Ｇ：三浦 尚志 

評議員 一般財団法人 

住宅生産振興財団 

理事：澤地 孝男 

ヒートアイランド対策認証制度検討委員会 一般社団法人 

日本ヒートアイランド対策協議会 

環境研究Ｇ：足永 靖信 

屋上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 

研究会主催 講演会 講師 一般社団法人 

赤外線構造物診断研究会 

材料研究Ｇ：宮内 博之 

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 

平成 30 年度 新都市ハウジング協会 調査研究発

表会 特別講演 講師 

一般社団法人 

新都市ハウジング協会 

理事長：緑川 光正 

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 

伝統的構法データベース検討委員会、設計例作成部

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 

CLT パネル工法の構造計算関係規定の拡充・合理化

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：中島 昌一 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 

材料研究Ｇ：秋山 信彦 

自立循環型住宅設計講習会 温暖地概要版 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 

建築物に使用する木質構造用ねじに関する JIS 開発

分科会 

一般財団法人 

建材試験センター 

構造研究Ｇ：中島 昌一 

日本建築学会 東北支部 施工部会・材料部会 講

演 

一般社団法人 

日本建築学会 東北支部 

材料研究Ｇ：宮内 博之 

平成 30 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 

評議員 一般財団法人 

住宅保証支援機構 

理事長：緑川 光正 

評議員 一般財団法人 

日本建築総合試験所 

理事長：緑川 光正 

「膜構造の建築物・膜材料等の技術基準及び同解

説」改訂編集委員会 

一般財団法人 

日本建築センター 

構造研究Ｇ：井上 波彦 

材料研究Ｇ：宮内 博之 

平成 30 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 



技術の指導等 

 

委員会名 依頼者 派遣者名 

「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・地域

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 

日合連「マニュアル改訂委員会」 日本合板工業組合連合会 材料研究Ｇ：槌本 敬大 

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・木造技術センター 

材料研究Ｇ：秋山 信彦 

防火・避難等基準適合検証委員会 一般財団法人 

日本建築防災協会 

防火研究Ｇ：林 吉彦 

2018 年度コンクリート技士・主任技士研修会 講師 公益社団法人 

日本コンクリート工学会 

国・地：諏訪田 晴彦 

コンクリート及びモルタル用合成短繊維の試験方法

に関する国際標準開発事業「コンクリート及びモル

タル用合成短繊維の試験方法に関する国際標準開発

委員会」 

日本化学繊維協会 材料研究Ｇ：鹿毛 忠継 

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 

研究専門役：加古 貴一郎 

2018 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 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 

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：木内 望 

住宅・都市研究Ｇ：岩見 達也 

国・地：横井 俊明 

国・地：林田 拓己 

国・地：藤井 雄士郎 

PC 構造審査委員会 一般社団法人 

プレハブ建築協会 

構造研究Ｇ：南部 禎士 

災害科学研究会 損害保険料率算出機構 住宅・都市研究Ｇ：岩見 達也 

木造軸組工法による中大規模木造建築物の設計指針

編集委員会、編集 WG 

公益財団法人 

日本住宅・木造技術センター 

材料研究Ｇ：中島 昌一 

材料研究Ｇ：秋山 信彦 

一級建築士・二級建築士・木造建築士定期講習会 

講師 

株式会社 確認サービス 環境研究Ｇ：三浦 尚志 

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：澤地 孝男 

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 



技術の指導等 

 

委員会名 依頼者 派遣者名 

省エネ法での杭利用地中熱工法の取扱いに関する講

演 講師 

ヒートパイル工法研究会 環境研究Ｇ：西澤 繁毅 

住宅用機械換気設備の計画と性能評価セミナー 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 

日本アルミ手摺工業会主催による風最新情報講演 

講師 

日本アルミ手摺工業会 構造研究Ｇ：奧田 泰雄 

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：奧田 泰雄 

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 

平成 30 年度暑熱環境に対する適応策検討調査業務

検討委員会 

一般社団法人 

環境情報科学センター 

環境研究Ｇ：足永 靖信 

ブロック塀の耐震診断基準作成委員会(仮） 一般財団法人 

日本建築防災協会 

構造研究Ｇ：井上 波彦 

構造研究Ｇ：向井 智久 

構造研究Ｇ：渡邊 秀和 

構造研究Ｇ：毎田 悠承 

建築生産研究Ｇ：眞方山 美穂 

一級建築士・二級建築士・木造建築士定期講習会 

講師 

株式会社 確認サービス 住宅・都市研究Ｇ：岩見 達也 

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 

GBRC 情報交流・構造技術セミナー 講師 一般財団法人 

日本建築総合試験所 

理事長：緑川 光正 

日本建築学会近畿支部耐震構造研究部会主催シンポ

ジウム 講演 

一般社団法人 日本建築学会近畿支

部 耐震構造研究部会 

構造研究Ｇ：新井 洋 

木造耐震改修技術者講習 講師 一般財団法人 

日本建築防災協会 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 

平成 31 年版 建築工事監理指針改訂分科会 一般社団法人 

公共建築協会 

構造研究Ｇ：向井 智久 

材料研究Ｇ：鹿毛 忠継 

材料研究Ｇ：宮内 博之 

材料研究Ｇ：秋山 信彦 

中大規模木造建築地域を育て培うプロ養成講座 講

師 

埼玉県木造公共施設推進協議会 環境研究Ｇ：赤嶺 嘉彦 

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、各

分科会等 

一般社団法人 すまいづくりまちづ

くりセンター連合会（全国空き家対

策推進協議会事務局） 

住宅・都市研究Ｇ：中村 哲也 

住宅・都市研究Ｇ：米野 史健 

省エネ性能評価部会 協力委員 一般社団法人 

住宅性能評価・表示協会 

環境研究Ｇ：西澤 繁毅 

第 51 回コンクリート技術講習会 講師 公益社団法人 

日本コンクリート工学会 

構造研究Ｇ：渡邊 秀和 



技術の指導等 

 

委員会名 依頼者 派遣者名 

自立循環型住宅設計講習会 講師 株式会社 OKB 総研 理事：澤地 孝男 

環境研究Ｇ：西澤 繁毅 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 

自立循環型住宅設計講習会 講師 「工務店学校」四国・温熱環境研究

会 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 

質の高い歩行空間の評価に関する予備的研究会 公益社団法人 

日本交通計画協会 

住宅・都市研究Ｇ：富田 興二 

諮問委員会 一般財団法人 

日本建築センター 

理事長：緑川 光正 

平成 30 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：三浦 尚志 

太陽光発電システムの安全設計に関する架台構造

ワーキンググループ 

一般社団法人 

太陽光発電協会 

構造研究Ｇ：岩田 善裕 

省エネルギー技術検証 住宅用エアコンの低負荷時

の効率及び評価方法に関する調査業務住宅用エアコ

ン STG 

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 

CLT 外部現わし利用技術検証プロジェクト 

（平成 28 年度採択 国土交通省 サステナブル建

築物先導事業） 

一般社団法人 

木のいえ一番協会 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 

平成 30 年度オリンピック・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 

第 5 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 

建築生産研究Ｇ：沖 佑典 

平成 30 年度第 1 学年キャリアガイダンス 講師 茨城県立土浦第二高等学校 建築生産研究Ｇ：沖 佑典 

GBRC 情報交流・構造技術セミナー 講師 一般財団法人 

日本建築総合試験所 

理事長：緑川 光正 

JIS A 4704 ・JIS A 4705 JIS 改正本委員会 一般社団法人 

日本シヤッター・ドア協会 

防火研究Ｇ：林 吉彦 

建築生産研究Ｇ：眞方山 美穂 

「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 建

築鉄骨品質管理機構 

構造研究Ｇ：長谷川 隆 

平成 31 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：向井 智久 

材料研究Ｇ：宮内 博之 

材料研究Ｇ：松沢 晃一 

NPO 法人福島県構造物調査診断機構主催 第 5 回一

般公開教養講座 講師 

特定非営利活動法人 

福島県構造物調査診断機構 

材料研究Ｇ：宮内 博之 

陸前高田市立気仙小学校・高田小学校新築工事にお

けるコンクリートのポップアウトに関する技術評価

（技術指導） 

一般社団法人 

建築研究振興協会 

材料研究Ｇ：鹿毛 忠継 



技術の指導等 

 

委員会名 依頼者 派遣者名 

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 

新緑本「建築物省エネ法」 政省令・告示解説と計

算事例講習（住宅編） 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 

建築物に用いられるコンクリートのアルカリシリカ

反応抑制対策に関する審査・運用体制の検討委員会 

一般社団法人 

建築研究振興協会 

材料研究Ｇ：鹿毛 忠継 

日本建材開発工業会 会員月例会 講師 日本建材開発工業会 材料研究Ｇ：宮内 博之 

新潟県糸魚川市における大規模火災の被害概要と発

生要因 講師 

国立大学法人 神戸大学 

都市安全研究センター 

住宅・都市研究Ｇ：岩見 達也 

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 

UR 構造技術支援委員会 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 

熱応答試験（TRT/TCP）・解析講習会 講師 NPO 法人 地下水・地下熱資源強化

活用研究会 

環境研究Ｇ：西澤 繁毅 

平成 30 年度「非住宅・中大規模分野における木造

建築の普及促進検討委員会」 

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 

平成 30 年 7 月豪雨における住まい・集落等の復旧

・復興に係る検討業務（愛媛エリア） 

株式会社 市浦ハウジング&プラン

ニング大阪支店 〔国土交通省〕 

住宅・都市研究Ｇ：米野 史健 

住宅・都市研究Ｇ：今野 彬徳 

平成 30 年 7 月豪雨における住まい・集落等の復旧

・復興に係る検討業務（岡山エリア） 

株式会社エイト 日本技術開発 中

国支社 〔国土交通省〕 

住宅・都市研究Ｇ：米野 史健 

既存建築物の耐用年数評価等に関する検討委員会 一般財団法人 

日本建築センター 

材料研究Ｇ：松沢 晃一 

2018 年度コンクリート診断士研修会 講師 公益社団法人 

日本コンクリート工学会 

材料研究Ｇ：松沢 晃一 

建物の火災安全の考え方 講師 国立大学法人 神戸大学 

都市安全研究センター 

防火研究Ｇ：鍵屋 浩司 

CLT 設計施工マニュアル編集委員会、構造設計小委

員会、材料・耐久性設計小委員会、防耐火設計小委

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：中島 昌一 

防火研究Ｇ：野秋 政希 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 

社会資本整備審議会建築分科会 建築環境部会 国土交通省住宅局 理事：澤地 孝男 

既存住宅の長寿命化に係る耐久性向上技術 検討小

委員会 

株式会社 東京ソイルリサーチ 

〔国土技術政策総合研究所〕 

材料研究Ｇ：松沢 晃一 

「改訂-2018 年版建築物のための改良地盤の設計及

び品質管理指針 セメント系固化材を用いた深層・

浅層混合処理工法-」講習会 講師 

一般財団法人 

日本建築センター 

構造研究Ｇ：新井 洋 

地震学の学問研究の高校生への紹介方法についての

指導/高校生向けサイト「みらいぶプラス」 

学校法人 河合塾 国・地：北 佐枝子 

技術交流会講演 講師 NPO 法人 

地下水・地下熱資源強化活用研究会 

環境研究Ｇ：西澤 繁毅 



技術の指導等 

 

委員会名 依頼者 派遣者名 

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 

理事：澤地 孝男 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 

「改訂-2018 年版建築物のための改良地盤の設計及

び品質管理指針 セメント系固化材を用いた深層・

浅層混合処理工法-」講習会 講師 

一般財団法人 

日本建築センター 

構造研究Ｇ：井上 波彦 

既存ブロック塀等の耐震診断に関する講習 講師 一般財団法人 

日本建築防災協会 

構造研究Ｇ：向井 智久 

構造研究Ｇ：渡邊 秀和 

構造研究Ｇ：毎田 悠承 

House de organic 定例会における国の目指す住宅の

温熱環境における講演 講師 

House de organic 環境研究Ｇ：三浦 尚志 

平成 30 年 10 月 16 日「免震・制振オイルダンパー

の国土交通大臣認定等への不適合」に係る免震ダン

パーの事業者の製品及び性能調査 

一般財団法人 

日本建築センター 

構造研究Ｇ：井上 波彦 

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 

国土交通省住宅局 理事：澤地 孝男 

建築構造基準の合理化に関する検討委員会 

建築構造基準の合理化に関する検討委員会 WG 

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：長谷川 隆 

構造研究Ｇ：新井 洋 

構造研究Ｇ：向井 智久 

構造研究Ｇ：南部 禎人 

構造研究Ｇ：岩田 善裕 

構造研究Ｇ：中川 博人 

構造研究Ｇ：渡邊 秀和 

構造研究Ｇ：平出 務 

構造研究Ｇ：中島 昌一 

構造研究Ｇ：毎田 悠承 

材料研究Ｇ：槌本 敬大 

材料研究Ｇ：秋山 信彦 

建築生産研究Ｇ：沖 佑典 

国・地：小豆畑 達哉 

国・地：諏訪田 晴彦 

JBN 環境委員会特別講習会 講師 一般社団法人 JBN・全国工務店協

会 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 

香川環境設計道場 勉強会 講師 香川環境設計道場 環境研究Ｇ：三浦 尚志 

自立循環型住宅設計講習会 改修版 講師 株式会社 LIXIL 岡山支店岡山営

業所 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 

一般社団法人 日本太陽エネルギー学会 ソーラー

建築部会 講演会「住宅における蓄熱技術セミ

ナー」 講師 

一般社団法人 

日本太陽エネルギー学会 

環境研究Ｇ：三浦 尚志 



技術の指導等 

 

委員会名 依頼者 派遣者名 

マンションコミュニティ研究会 勉強会「建築物の

タイル張り等の仕上げ外壁の維持管理」 講師 

マンションコミュニティ研究会 建築生産研究Ｇ：眞方山 美穂 

東京理科大学 工学研究科 機械工学専攻 博士学

位論文審査委員会 

東京理科大学 構造研究Ｇ：中島 昌一 

材料研究Ｇ：山口 修由 

現場検査のあり方等に関する検討ワーキンググルー

プ 

国土交通省住宅局 材料研究Ｇ：宮内 博之 

新・技術セミナー「風による最近の建物被害をイ

メージして耐風設計及び耐風性検証法の先端技術を

学ぼう！」 講師 

一般財団法人 

日本建築センター 

構造研究Ｇ：奥田 泰雄 

省エネルギー技術検証 住宅用エアコンの低負荷時

の効率及び評価方法に関する調査業務住宅用エアコ

ン STG 

一般財団法人 

建築環境・省エネルギー機構 

理事：澤地 孝男 

博士学位審査委員 名古屋大学 国・地：芝崎 文一郎 

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：毎田 悠承 

住宅・都市研究Ｇ：阪田 知彦 

建築物省エネ基準検討委員会（住宅）SWG 一般社団法人 

日本サステナブル建築協会 

環境研究Ｇ：平川 侑 

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 東京支店［国土交通省］ 

建築生産研究Ｇ：小野 久美子 

宅地擁壁の老朽化調査・対策手法検討委員会 日本工営株式会社 

［国土交通省］ 

構造研究Ｇ：井上 波彦 

認定委員会 一般社団法人 

鉄骨技術者教育センター 

構造研究Ｇ：岩田 善裕 

省エネルギー技術検証 コージェネレーションシス

テム STG 

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 

PC 部材品質認定企画委員会 一般社団法人 

プレハブ建築協会 

材料研究Ｇ：鹿毛 忠継 

PC 工法施工管理技術者資格認定企画委員会 一般社団法人 

プレハブ建築協会 

材料研究Ｇ：鹿毛 忠継 

コンクリート技士試験委員会 公益社団法人 

日本コンクリート工学会 

材料研究Ｇ：松沢 晃一 

直膨式地中熱ヒートポンプシステム標準化準備委員

会 

公益財団法人 

埼玉県産業振興公社 

環境研究Ｇ：西澤 繁毅 

 


