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Ⅰ．会 議 概 要 



 

  

１．会議日程 
 ＜１日目 12月 13日（月）＞ 
（会議司会：（財）日本建築センター 国際部長  伊藤 圭子） 
（議  長：午前  （財）日本建築センター 理事長  立石 真 

午後  中国建築設計研究院 院長     張 文成） 

時 間 内   容 場 所 

10:00-10:45 協力協定調印式 

11:00-11:45 会議開会式 

日本側発表①「（財）日本建築センター業務紹介」 11:45-11:55 

（(財)日本建築センター：専務理事 羽生洋治） 

中国側発表①「中国建築設計研究院業務紹介」 11:55-12:05 

（中国建築設計研究院：院長 張文成） 

日本側発表②「（財）ベターリビング業務紹介」 12:05-12:15 

（(財)ベターリビング：専務理事 村上純一） 

中国側発表②「中国建築科学研究院業務紹介」 12:15-12:25 

（中国建築科学研究院：執行院長  袁振隆） 

12:30-13:30 昼  食 

中国側発表③「中国建築工事基準作りの現状と傾向」 13:30-14:20 

（中国建築科学研究院： 

科技処副処長・高級工程師  程志軍） 

14:20-15:10 日本側発表③ 

「日本の建築技術・材料の認定・評価システムと 

海外の建材等の取扱について」 

（(財)日本建築センター:評定部長  塚田市朗） 

15:10-15:20 休  憩 

15:20-16:10 中国側発表④ 

「中国における輸入建築材料検査測定及び認定と評価」

（中国建築科学研究院：国家建築工程質量監督検験中心 
 副主任・高級工程師 陳凡) 

16:10-17:00 日本側発表④ 

「日本の住宅の質向上を支援する諸制度 

～住宅性能評価制度、優良住宅部品制度を中心に～」 

（（財）ベターリビング 研究企画部長 水谷 明大） 

17:00-17:30 質疑応答・意見交流 

虎ノ門ﾊﾟｽﾄﾗﾙ 

新館 5F ﾛｰﾚﾙ 

 



 

  

 ＜２日目 12月 14日（火）＞ 
（会議司会：（財）ベターリビング 研究企画部長  水谷 明大） 
（議  長：午前  中国建築科学研究院  院長   袁 振隆 

午後  （財）ベターリビング 理事長  那珂 正） 

時 間 内   容 場 所 

10:00-10:30 オープンセミナー出席者受付 

10:30-11:20 日本側問題提起 

「日本から見た中国の住宅設計における諸課題」 

（㈱市浦都市開発建築ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ  

専務取締役・東京事務所長  内田 勝巳） 

11:20-12:10 中国側問題提起 

「中国の住宅建設『診断』」 

（中国建築設計研究院: 

国家住宅与居住環境中心 主任  劉燕輝) 

虎ノ門ﾊﾟｽﾄﾗﾙ 

新館 5F ﾛｰﾚﾙ 

12:20-14:00 昼  食  会※1 同 4F ﾌﾟﾘﾑﾛｰｽﾞ 

14:00-16:10 パネルディスカッション 

「日本型設計・設備の中国における可能性」 

（コーディネーター） 

（財）ベターリビング 理事長  那珂 正 

（パネリスト） 

・㈱市浦都市開発建築ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ  

専務取締役・東京事務所長  内田 勝巳 

・ 松下電工（中国）有限公司 

住建事業集団企画開発部 部長  内橋 康夫 

・ 丸紅㈱ 開発建設部門 

大阪住宅開発部 部長代理  藤本 秀司 

・ 中国建築設計研究院 

国家住宅与居住環境中心 主任  劉 燕輝 

・ 中国建築設計研究院 

標準院 副院長  孫 国峰 

16:10-16:30 休  憩 

16:30-17:20 会議閉会式 

同 5F ﾛｰﾚﾙ 

 

 



 

  

 
※ １ 昼食会 
（プログラム） 
一、昼食会開会挨拶 

 国土交通省 住宅局担当審議官  和泉 洋人 
二、昼食会乾杯挨拶 

建築・住宅国際機構 会長  村上 周三 
 

司会：（財）ベターリビング 研究企画部長  水谷 明大 
 

 



 

  

２．参加者名簿 
（日本側：財団法人 日本建築センター） 
団 長  理事長                        立石  真 
副団長  専務理事                       羽生 洋治 

評定部長                       塚田 市朗 
国際部長                       伊藤 圭子 
評定部調整課長                    金岡 宏幸 
国際部国際課長                    寺川ときは 
 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 国際部国際課主査                   成田 理恵 
     評定部構造課                     高崎 雄太 

 
 
（日本側：財団法人 ベターリビング） 

   団 長  理事長                        那珂 正 
   副団長  専務理事                       村上 純一 
        筑波建築試験センター常任参与所長 構造・材料試験部長 二木 幹夫 

新事業推進部長                    山田 滋 
        研究企画部長                     水谷 明大 
        住宅評価センター センター長             清水 一郎 
         
   ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 住宅部長                      加藤多加年 

新事業推進部 事業企画課長              加藤 正宜 
        筑波建築試験センター 環境・防耐火試験部長      遊佐 秀逸 

新事業推進部 国際室長                米澤 昭 
        住宅部 上席調査役                  西 賢朗 
 



 

  

  （中国側：中国建築設計研究院） 
   団 長  院長                     張 文成 
   秘書長  海外部副主任                 張 艶 
        国家住宅与居住環境中心主任          劉 燕輝 
        建築院副院長                 魏 �川 
        標準院副院長                 孫 国峰 

機電院副所長                 王 耀堂 
 
   ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 建築院副総建築師               王 群 
        建築院建築師                 王 凌雲 
        標準院高級工程師               李 軍 
        国家住宅与居住環境中心教授級建築師      林 建平 
        国家住宅与居住環境中心工程師         王 路� 
        副高級工程師                 呉 国英 
 
 
  （中国側：中国建築科学研究院）  
   団 長  執行院長                   袁 振隆 
   秘書長  外事処処長副訳審               楊 暁鴎 
        科技処副処長高級工程師            程 志軍 
        空調所所長教授                徐 偉 
        建材所所長高級工程師             張 仁瑜 
        国家建築工程質量監督検験中心副主任高級工程師 陳 凡 
         
   ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 国家建築工程質量監督検験中心高級工程師    関 淑君 
        空調所工程師                 朱 清宇 
        空調所工程師                 孫 宗宇 



 

  

（12月 14日 昼食会参加者名簿） 
  ・国土交通省 住宅局担当審議官                  和泉 洋人 
  ・国土交通省 住宅局建築指導課長                 小川 富由 
  ・国土交通省 住宅局建築指導課国際基準調査官           瀬良 智機 
  ・国土交通省 住宅局住宅生産課課長補佐              武井 利行 
  ・独立行政法人都市再生機構 理事                 松野  仁 
  ・独立行政法人建築研究所 首席研究員               坊垣 和明 
  ・建築・住宅国際機構 会長                    村上 周三 
  ・建築・住宅国際機構 事務局長                  西野加奈子 
  ・財団法人国土技術研究センター 研究第１部長           亀村 幸泰 
  ・財団法人建築環境・省エネルギー機構 理事            沖村 恒雄 
  ・日中建築住宅産業協議会 事務局長                林  昭廣 
  ・日中建築住宅産業協議会 事務局                 鳥居 克彦 

 



 

  

３．中国側代表団視察日程 
 ＜12月 15日（水）＞ 
     視察同行： 

（財）日本建築センター 国際部長         伊藤 圭子 
国際部国際課主査     成田 理恵 

（財）ベターリビング  新事業推進部 国際室長  米澤  昭 
                  住宅部 上席調査役    西  賢朗 

時 間 内  容 

09:30-11:30 視察（さくらハイツ西五反田・ケアホーム西五反田） 

12:00-13:00 昼食 

13:00-15:00 視察（松下電工㈱東京本社ビル） 

15:30-17:30 視察（六本木ヒルズ） 

 
 
 
  


