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記 録  Record 
 

平成 26 年度教職員学外役職/審査員等一覧 
 
国・地方自治体関係 

委員会等名称 所管団体 役職名 教職員名 教職員所属

「ものづくり立国の推進事業に係

る企画書調査委員会」 
厚生労働省 副委員長 松本 宏行 製造 

「技能検定職種の統廃合等に関す

る検討会」 
厚生労働省 委員 松本 宏行 製造 

「指定試験期間に係る専門調査委

員会」 
厚生労働省 委員 松本 宏行 製造 

現代の名工表彰審査委員会 厚生労働省 委員 白井 裕泰 建設 

若年技能者人材育成支援事業に係

る企画書評価委員会 
厚生労働省 委員長 白井 裕泰 建設 

羽村市文化財保護審議会 羽村市 会長 白井 裕泰 建設 

国立市文化財保護審議会 国立市 会長 白井 裕泰 建設 

あきる野市文化財保護審議会 あきる野市 委員 白井 裕泰 建設 

行田市環境審議会 行田市 会長 白井 裕泰 建設 

行田市エコタウン推進協議会 行田市 会長 白井 裕泰 建設 

行田市みどりの基本計画策定委員

会 
行田市 委員 白井 裕泰 建設 

上尾市建築審査会 上尾市 副会長 白井 裕泰 建設 

熊谷市開発審査会 熊谷市 委員 白井 裕泰 建設 

熊谷市建築紛争調停委員会 熊谷市 委員 白井 裕泰 建設 

中古住宅流通促進・ストック再生

に向けた既存住宅等の性能評価技

術の開発・劣化調査検討 WG 

国土交通省 

国土技術政策総

合研究所 

委員 小野 泰 建設 

木造住宅の耐久性向上に関わる建

物外皮の構造・仕様とその評価に

関する共同研究 

国土交通省 

国土技術政策総

合研究所 

委員 小野 泰 建設 

官庁施設コスト抑制検討会 

国土交通省 

大臣官房官庁営

繕部整備課 

委員 小野 泰 建設 

東京都目黒区文化財審議会 目黒区 
審議委

員 
佐々木 昌孝 建設 

荒川区文化財保護審議会 
荒川区 

教育委員会 
委員 土居浩 建設 
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その他団体 

委員会等名称 所管団体 役職名 教職員名 教職員所属

木造住宅用接合金物審査委員会 

(公財)日本住

宅・木材技術セ

ンター 
委員 小野 泰 建設 

接合金物試験委員会 
(公財)日本住

宅・木材技術セ

ンター 

委員 小野 泰 建設 

木造耐力壁ジャパンカップ実行委

員会 
NPO 法人 木の

建築フォラム 
委員 小野 泰 建設 

木造耐力壁ジャパンカップ理事会 
NPO 法人 木の

建築フォラム 
理事 小野 泰 建設 

プレカット CAD 技術者認定検討

委員 

一 般 社 団 法 人

全国木造機械プ

レカット協会 

委員 小野 泰 建設 

施設系中規模木造建築物対応プレ

カット CAD 技術者研修検討委員

会 

一般社団法人 

全国木造機械プ

レカット協会 

 

委員 小野 泰 建設 

構造用木質材料の変形と破壊に関

する小委員会 

一般社団法人 

日本建築学会 

 

委員 小野 泰 建設 

ラミネートログ委員会 

一般社団法人 

日本ログハウス

建築協会 

委員 小野 泰 建設 

枠組壁工法建て方施工精度調査検

討委員会 

一般社団法人 

日本ツーバイフ

ォー建築協会 

委員長 小野 泰 建設 

国産無垢の家 開発委員会 

（株）コシイプ

レザービング 

 
委員 小野 泰 建設 

国産製材接合部強度性能確認試験

実施委員会 
国産材製材協会 委員長 小野 泰 建設 

木質構造評定委員会 
ハウスプラス確

認検査(株) 
委員 小野 泰 建設 

木質構造委員会 
ハウスプラス確

認検査(株) 
委員 小野 泰 建設 
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文献抄録第７部会（歴史意匠）抄

録委員会委員 
日本建築学会 委員 佐々木 昌孝 建設 

関東支部歴史意匠専門研究委員会

委員 
日本建築学会 委員 佐々木 昌孝 建設 

コンクリート中の配筋探査技術者

資格認証制度認証運営委員会 

日本非破壊検査

工業会 
委員 澤本 武博 建設 

鉄筋コンクリート部門幹事会 
日本非破壊検査

協会 
幹事 澤本 武博 建設 

標準化 RC 専門別委員会 
日本非破壊検査

協会 
委員 澤本 武博 建設 

JIS コンクリート構造物と一体成

形された供試体の試験方法原案作

成準備 WG 

日本非破壊検査

協会 
幹事 澤本 武博 建設 

ドリル削孔粉および小径コアを用

いたコンクリート構造物中の塩化

物イオン量の試験方法原案作成委

員会 

日本非破壊検査

協会 
委員 澤本 武博 建設 

第 5回シンポジウムコンクリート

構造物の非破壊検査実行委員会 

日本非破壊検査

協会 
幹事 澤本 武博 建設 

第 5回シンポジウムコンクリート

構造物の非破壊検査論文審査委員

会 

日本非破壊検査

協会 
幹事 澤本 武博 建設 

関東支部埼玉地区コンクリート技

術懇談会 

日本コンクリー

ト工学会 
幹事 澤本 武博 建設 

コンクリート診断士研修委員会 
日本コンクリー

ト工学会 
委員 澤本 武博 建設 

TDW（Tokyo Designers Week） 

「学校作品展」実行委員会および審

査委員会 

デザインアソシ

エーション 

実行委員

および 

審査委員

松本 宏行 製造 
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