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組織の動き
（2022年1月1日～2022年4月1日）

……………………… 理 事 会 開 催 ………………………
2022年3月2日に本部にて、第32回理事会（定時）を
開催しました。

……………………… 人 事 異 動 ………………………
（3月31日付）
退職
〔構造判定センター〕
・構造計算判定部審査課構造計算判定員
　辻　幸二

（4月1日付）
採用
・経営企画室審議役
　越智　正一
〔試験研究センター〕
・構造部構造試験室

　大橋　佳祐
・構造部構造試験室
　原田　大輔
〔建築確認評定センター〕
・建築確認評定部建築確認検査課
　近藤　秀俊
・建築確認評定部業務管理課
　福本　梓紗
〔構造判定センター〕
・構造計算判定部業務課上席調査役
　板田　昌彦

昇格
〔構造判定センター〕
・構造計算判定部部長兼業務課課長
　中野　大樹（構造計算判定部業務課課長）

法人内「職員表彰」の紹介
　当法人では、全職員の中から、職務の遂行に対し顕著な業績をあげた者・特別な功労があった者
等を特別賞として、また、「自主・共同研究」において顕著な成果をあげた者・「業務・研究報告会」
において特に優れた発表を行った者等を優秀賞および奨励賞として、4月および12月の年2回表彰
しています。2021年12月の受賞者は、奨励賞が下記の2名でした。なお、所属については受賞当
時のものとなります。

奨励賞
　奥村　勇馬（試験研究センター 建材部 材料試験室）
　　　  自主・共同研究「火害を受けたコンクリートの新たな受熱温度推定手法の検討」において、 

顕著な成果をあげた。

　長野　誠（建築確認評定センター 建築確認評定部 性能評定課）
　　　2021年度業務・研究報告会で「30年後も仕事を続けていくために～部内アンケートを通じて～」

を発表し、最優秀発表者に選ばれた。
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以下のとおり実施しました。                             

▶コンクリート現場試験技能者認定制度（SiTeC）
　・フレッシュコンクリートの受入検査

（認定区分F，Ft）　　　
　　　大　阪：  実技試験 1 /7,8 

サーベイランス 1 /7, 8 

筆記試験 1 /16

　　　東　京：筆記試験 1 /16

　　　福　岡：筆記試験 1 /16

　　　札　幌：  研修 1 /13　　実技試験 1 /14, 15 

サーベイランス 1 /14, 15 

筆記試験 1 /16

・RI水分計によるフレッシュコンクリートの単位
　水量連続測定（認定区分FA）
　　　大　阪：  研修 1 /29 　筆記試験・実技試験 2 /5 

サーベイランス 2 /5

・  電子レンジを用いたフレッシュコンクリートの単位 

水量測定のためのモルタルの採取方法および質量 

減少試験（認定区分FB）
　　　大　阪：  研修 1 /22 

筆記試験・実技試験 1 /22, 2 /5 

サーベイランス 1 /22, 2 /5

　・  電磁誘導法によるコンクリート中の鉄筋のかぶり 

厚さ測定方法（認定区分 HB）
　　　札　幌：実技試験 1 /15

▶試験要認定制度（LaboTeC）
　・コンクリート用骨材の試験（認定区分LAA）
　　　大　阪：  更新研修 2 /10　新規研修 2 /11 

更新テスト 2 /11, 12, 19 

新規テスト 2 /19

▶船内騒音測定技術者講習会（NoMS）
　　　大　阪：更新 1 /12　新規 1 /14

　　　広　島：更新 1 /20　新規 1 /21

　　　福　岡：更新 2 /3　 新規 2 /4

　　　今　治：更新 2 /9　 新規 2 /10

異動
・経営企室審議役
　永田　匡宏（アドバイザー）
・経営企画室主席専門役
　兼製品認証センター認証部主席専門役
　河津　龍大（製品認証センター認証部部長）
〔試験研究センター〕
・建材部工事用試験室室長
　兼材料試験室上席専門役
　山本　篤史（  建材部工事用試験室上席専門役 

兼材料試験室上席専門役）
・建材部工事用試験室上席専門役
　兼事務局総務部研修課上席専門役
　西尾　篤志（建材部工事用試験室室長）

〔製品認証センター〕
・認証部部長兼審査課課長
　平井　義行（認証部主席専門役兼審査課課長）
〔建築確認評定センター〕
・建築確認評定部審議役
　長瀬　正（  建築確認評定部審議役 

兼試験研究センター構造部審議役 

兼数値解析室審議役）
・建築確認評定部建築確認検査課建築確認検査員
　納谷　浩一（  構造判定センター構造計算判定部 

業務課上席調査役）
〔構造判定センター〕
・構造計算判定部上席調査役
　戸田　光学（構造計算判定部部長）

研修情報
（2022年1月1日～2022年4月1日）



85

GBRC  Vol.47  No.2  2022.4

２０２２年４月１日現在の組織図
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（室長：安井信行）

品質保証室
（室長：前部則雄）

認証部
( 部長：平井義行） 登録課

（課長：森　修一）
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（課長：小倉正恒）

業務課
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建材部
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防耐火構造・材料試験室
（室長：土橋常登）

耐火構造試験室
（室長：田中義昭）

構造判定センター
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