
◎小松 幸夫 早稲田大学 教授

◎小澤 一雅 東京大学大学院 工学系研究科 教授

・岩村 和夫 武蔵工業大学 教授

・樫野 紀元 前橋工科大学 教授

・林山 泰久 東北大学大学院経済学研究科 経済学専攻教授

・中村 裕司 (株)アイ・エス・エス

・西川 和廣 独立行政法人 土木研究所 企画部 部長

・石川 博之 独立行政法人 北海道開発土木研究所 構造部構造研究室 室長

・二木 幹夫 （財）ﾍﾞﾀｰﾘﾋﾞﾝｸﾞ筑波建材試験ｾﾝﾀｰ試験第1部常任参与・試験第一部長

・矢部 喜堂 （社）建築業協会

・佐藤 誠 国土交通省 大臣官房技術調査課 技術開発官

・住田 浩典 国土交通省 官庁営繕部保全指導室 企画専門官

・中谷 昌一 国土交通省 道路局国道課 道路保全対策官

・橋本 公博 国土交通省 住宅局住宅総合整備課 公共住宅事業調整官

・高見 真二 国土交通省 住宅局建築指導課 企画専門官

・轟 峯幸 国土交通省 関東地方整備局 道路部道路管理課 課長

・山本 康友 東京都 財務局建築保全部技術管理課長

・高木 千太郎 東京都 建設局道路管理部保全課 課長補佐

・冨田 路易 住宅金融公庫 住宅環境部ストック管理課長

・渡部 久仁雄 都市基盤整備公団 管理業務部住宅保全課長

・小玉 宗夫 都市基盤整備公団 総合研究所 技術センター構造研究室専門役

・村越 潤 独立行政法人 土木研究所 橋梁構造チーム 上席研究員

・渡辺 博志 独立行政法人 土木研究所 構造物マネジメント技術チーム 主席研究員

・麓 興一郎 独立行政法人 土木研究所 橋梁構造チーム 主任研究員

・篠田 孝 国土技術政策総合研究所 総合技術政策研究センター 国土マネジメント研究官

・木内 望 国土技術政策総合研究所 建設経済研究室 室長

・栗原 真行 国土技術政策総合研究所 建設経済研究室 主任研究官

・小塚 清 国土技術政策総合研究所 建設経済研究室 主任研究官

・益山 高幸 国土技術政策総合研究所 建設システム課 主任研究官

・竹内 恭一 国土技術政策総合研究所 建設システム課 交流研究員

・玉越 隆史 国土技術政策総合研究所 橋梁研究室 室長

・廣松 新 国土技術政策総合研究所 橋梁研究室 研究官

・中州 啓太 国土技術政策総合研究所 橋梁研究室 研究官

・長谷川 直司 国土技術政策総合研究所 住宅生産研究室 室長

・小野 久美子 国土技術政策総合研究所 住宅生産研究室 研究官

・有川 智 国土技術政策総合研究所 住環境計画研究室 室長

・長谷川 洋 国土技術政策総合研究所 住宅計画研究室 主任研究官

・犬飼 瑞郎 国土技術政策総合研究所 評価システム研究室 室長

・松尾 徹 国土技術政策総合研究所 評価システム研究室 主任研究官

・ 武藤 正樹 国土技術政策総合研究所 建設経済研究室 主任研究官

事務局 （財）計量計画研究所

　　　「社会資本ストックの管理運営技術の開発」委員リスト

平成16年度

総プロ「社会資本の管理運営技術の開発」合同部会

３．総合技術開発プロジェクト
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３．「社会資本ストックの管理運営技術の開発」委員リスト

◎小澤 一雅 東京大学大学院 工学系研究科 教授

・中村 裕司 (株)アイ・エス・エス

・西川 和廣 独立行政法人 土木研究所 企画部 部長

・石川 博之 独立行政法人 北海道開発土木研究所 構造部構造研究室 室長

・中谷 昌一 国土交通省 道路局国道課 道路保全対策官

・轟 峯幸 国土交通省 関東地方整備局 道路部道路管理課 課長

・高木 千太郎 東京都 建設局道路管理部保全課 課長補佐

・村越 潤 独立行政法人 土木研究所 橋梁構造チーム 上席研究員

・渡辺 博志 独立行政法人 土木研究所 構造物マネジメント技術チーム 主席研究員

・麓 興一郎 独立行政法人 土木研究所 橋梁構造チーム 主任研究員

・篠田 孝 国土技術政策総合研究所 総合技術政策研究センター 国土マネジメント研究官

・木内 望 国土技術政策総合研究所 建設経済研究室 室長

・玉越 隆史 国土技術政策総合研究所 橋梁研究室 室長

・栗原 真行 国土技術政策総合研究所 建設経済研究室 主任研究官

・小塚 清 国土技術政策総合研究所 建設経済研究室 主任研究官

・益山 高幸 国土技術政策総合研究所 建設システム課 主任研究官

・廣松 新 国土技術政策総合研究所 橋梁研究室 研究官

・中州 啓太 国土技術政策総合研究所 橋梁研究室 研究官

・竹内 恭一 国土技術政策総合研究所 建設システム課 交流研究員

事務局 （財）計量計画研究所

◎小松 幸夫 早稲田大学 教授

・岩村 和夫 武蔵工業大学 教授

・樫野 紀元 前橋工科大学 教授

・林山 泰久 東北大学大学院経済学研究科 経済学専攻教授

・二木 幹夫 （財）ﾍﾞﾀｰﾘﾋﾞﾝｸﾞ筑波建材試験ｾﾝﾀｰ試験第1部常任参与・試験第一部長

・矢部 喜堂 （社）建築業協会

・佐藤 誠 国土交通省 大臣官房技術調査課 技術開発官

・住田 浩典 国土交通省 官庁営繕部保全指導室 企画専門官

・橋本 公博 国土交通省 住宅局住宅総合整備課 公共住宅事業調整官

・高見 真二 国土交通省 住宅局建築指導課 企画専門官

・山本 康友 東京都 財務局建築保全部技術管理課長

・冨田 路易 住宅金融公庫 住宅環境部ストック管理課長

・渡部 久仁雄 都市基盤整備公団 管理業務部住宅保全課長

・小玉 宗夫 都市基盤整備公団 総合研究所 技術センター構造研究室専門役

・木内 望 国土技術政策総合研究所 建設経済研究室 室長

・長谷川 直司 国土技術政策総合研究所 住宅生産研究室 室長

・犬飼 瑞郎 国土技術政策総合研究所 評価システム研究室 室長

・長谷川 洋 国土技術政策総合研究所 住宅計画研究室 主任研究官

・有川 智 国土技術政策総合研究所 住環境計画研究室 室長

・ 武藤 正樹 国土技術政策総合研究所 建設経済研究室 主任研究官

・松尾 徹 国土技術政策総合研究所 評価システム研究室 主任研究官

・小野 久美子 国土技術政策総合研究所 住宅生産研究室 研究官

事務局 （財）計量計画研究所

平成16年度 ネットワークマネジメント検討部会

平成16年度 建築ストック管理運営技術体系部会

637



Ｄ．参考資料

○樫野 紀元 前橋工科大学 教授

・安孫子 義彦 日本建築設備診断機構 専務理事

・池田 芳樹 国際ファシリティマネジメント協会 理事

・佐藤 隆良 サトウファシリティーズコンサルタンツ 代表取締役

・ 国総研 長谷川直司、犬飼瑞郎、有川智、小野久美子、木内望、武藤正樹

事務局 （社）建築・設備維持保全推進協会

○小松 幸夫 早稲田大学 教授

・岩村 和夫 武蔵工業大学 教授

・吉川 徹 東京都立大学 助教授

・城谷 泰朗 国土交通省 官庁営繕部保全指導室 課長補佐

・楢橋 康英 国土交通省 住宅局住宅総合整備課 課長補佐

・山本 康友 東京都 財務局建築保全部技術管理課 課長

・織田 文昭 福島県 土木部建築指導グループ 参事

・ 国総研 木内望、長谷川直司、長谷川洋、武藤正樹、松尾徹

事務局 （財）計量計画研究所

①外部性評価ＷＧ

○林山 泰久 東北大学大学院経済学研究科 経済学専攻教授

・小野田泰明 東北大学大学院工学研究科 都市・建築学専攻助教授

・周藤 利一 国土交通省 土地・水資源局土地情報課長

・湯城 誠 （財）日本不動産研究所 コンサルタント部 課長

・織田 直憲 竹中工務店　ＦＭ部企画グループ

・ 国総研 有川智、小野久美子、長谷川直司、武藤正樹、木内望

事務局 （社）建築・設備維持保全推進協会

②既存建築物の地中構造物の再利用技術のマニュアル化ＷＧ

○二木 幹夫 （財）ﾍﾞﾀｰﾘﾋﾞﾝｸﾞ筑波建材試験ｾﾝﾀｰ試験第1部常任参与・試験第一部長

・阿部 秋男 東京ソイルリサーチ つくば総合試験所つくば研究室室長

・伊勢本昇昭 戸田建設 技術研究所構造グループ基礎構造プロジェクトチーム

・梅野 岳 久米設計 リニューアル推進部部長

・田村 昌仁 独立行政法人 建築研究所 国際地震工学センター上席研究員

・持田 悟 鹿島建設 技術研究所建築構造グループ地盤基礎チーム上席研究員

・三町 直志 日本設計 構造設計群構造設計グループグループ長

・渡辺 一弘 都市基盤整備公団 技術監理部設計課専門役

・ 国総研 犬飼瑞郎

事務局 財団法人 日本建築センター建築技術研究所研究員

1)再生技術分科会

2)戦略的マネジメント技術分科会
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