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○ スケジュール  ・平成 26 年 6 月 25 日水曜日 

   ・午前 11 時 30 分～午後 13 時 30 分  役員会 

          ・午後 13 時 50 分～午後 14 時 40 分  第 11 期定時総会 

          ・午後 15 時 00 分～午後 16 時 30 分  記念講演 

          ・午後 16 時 40 分～午後 18 時 00 分  懇親会 

 

○ 開催場所    東京都千代田区大手町 1-3-1JA ビルカンファレンス 

 TEL03-6265-1073    FAX 03-3272-5839 

経団連ビルと日経ビルの間 

 

■ 金物工法推進協議会 事務局 東京都中央区東日本橋 2-27-4 靴下会館 6F  

担当 町野 TEL03-5833-8221 FAX03-5833-8260 



金物工法推進協議会金物工法推進協議会金物工法推進協議会金物工法推進協議会    第第第第 11111111 期定時総会期定時総会期定時総会期定時総会    式次第式次第式次第式次第    

 

１．第 11 期定時総会式次第  午後 13 時 50 分～14 時 40 分 

 

① 会長挨拶 

② 議長選出 

③ 第 10 期事業経過報告承認の件 

④ 第 10 期収支決算・監査報告承認の件 

⑤ 理事の任期満了に伴う改選について 

⑥ 第 11 期事業計画承認の件 

⑦ 第 11 期予算承認の件 

⑧ 今期の活動について 

 

２．記念講演 

１）午後 15 時 00 分～16 時 30 分 

■「これからの木造住宅・木造建築～生産者、供給者に求められるもの」      

 講師 腰原 幹雄 氏 

 

■ 懇親会  午後 16 時 40 分～18 時 00 分 

１） 乾杯挨拶 副会長  

マツシマ林工㈱ 代表取締役 松島 章公 様  

   ２） 中締め 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

金物工法推進協議会金物工法推進協議会金物工法推進協議会金物工法推進協議会    

第 10 期（2013 年 4 月 1 日～2014 年 3 月 31 日）の事業経過報告 

 

１．会員数      48 社 

           （内訳） 

            プレカット工場 18 社 

            金物メーカー  8 社 

            機械メーカー  3 社 

            その他     19 社 

            その内期中の入会 1 社 

            その内期中の退会 2 社 

 

２．役員会、委員会、事業活動は次の通り 

 

4 月 19 日 金曜日 佐藤木材工業株式会社北上工場見学 

          1 シフト月間 4000 坪の北上工場を見学 

 参加者：16 人 

 

6 月 26 日 水曜日  金物工法推進協議会第 10 期定時総会開催 

          記念公演 林野庁林政部木材利用課 阿部勲課長 

          「地域材活用促進支援事業」木材製品ポイント付与につ

いて  

記念公演 日本木材輸出振興協会・東京大学農学博士 

   安藤直人教授 

「公共建築物木材利用促進法に伴う木造住宅業界の変化

について」 

 

開催場所 東京都千代田区大手町 1-3-1ＪＡビルカンファレンス 

 TEL03-6265-1073    FAX 03-3272-5839 

経団連ビルと日経ビルの間 

 

参加者： 

役員会 17 人、総会 42 人、講演会 50 人、懇親会 41 人 

 



8 月 28 日 水曜日  国土交通省「木造住宅施工能力向上・継承事業」 

臨時補助金対策委員会開催 

           開催場所 中央区産業会館４階 

 <事業主旨> 

今、プレカット工場の立場は、木材業界でもなく、建築

業界でもない微妙な立場にあります。従って、新しいプ

レカット業界として発足することが、構造耐震設計の問

題、プレカット部材品質基準の問題、大工職人育成の問

題、木造住宅の生産性向上の問題に取り組み、これらの

問題を解決していく役割を果たす為に木造住宅業界の担

い手として認識を新たにしなければならない事をお願い

致しました 

          そして、全国のプレカット工場による全国組織編制を構

築し、供給体制の整備する必要があると考え、地域ごと

の「プレカット協議会」の設立に皆様の協力を重ねてお

願いしました。結果として、四国プレカット協議会、広

島プレカット協議会、岡山プレカット協議会、関西プレ

カット協議会、中部プレカット協議会、など既に協議会

が発足しているものと、新規に発足した協議会があるが、

いずれにしても九州、中国、四国、関西、中部地域が中

心となっている。 

参加者：21 人 

 

9 月 05 日 金曜日  「木造住宅施工能力の向上・継承事業」に関わる「プレカ

ット部材の接合部の品質基準について」 

          タイトル「木造住宅耐震構造設計」 

          出席者 職業能力開発総合大学 松留慎一郎教授 

              協議会会員希望者 

          開催場所 靴下会館２F 

 参加者：12 人 

 

9 月 10 日 火曜日   「木造住宅施工能力の向上・継承事業」に関わる「プレカ

ット部材の接合部の品質基準について」 

          タイトル「木造住宅耐震構造設計」 

          出席者 協議会会員  

          開催場所 靴下会館２F 



   参加者：5 人 

            

9 月 11 日 水曜日 「木造住宅施工能力の向上・継承事業」に関わる「プレカ

ット部材の接合部の品質基準について」 

          金物メーカーに「国産杉若しくはホワイトウッドの接合

部の強度試験結果、梁受け金物、ホゾパイプの資料等の

編集資料の送付をお願いする。 

 

11 月 14 日 木曜日 「木造住宅施工能力の向上・継承事業」に関わるセミナー

のタイトル報告、及び講演内容について、 

          出席者 協議会会員  

          開催場所 中央区立産業会館４階 

  参加者：25 人 

 

11 月 28 日 木曜日 「木造住宅施工能力の向上・継承事業」に関わるセミナー 

          開催場所 徳島会場 

講師 村上木構造デザイン室 一級建築士 村上淳史 

 参加者：20 人 

 

12 月 04 日 水曜日  「消費税値上げ後の生き残りを掛けるプレカット工場は何

をすべきか？」 

          講師 職業能力開発総合大学 工学博士 松留慎一郎 

          「木造住宅の安全性・信頼性向上の為の架構方法の講習

会・比較検定内容について」 

          講師 村上木構造デザイン室 一級建築士 村上淳史 

          「二級建築士受験資格短縮する為の建築専門学校設立につ

いて」 

          講師 住宅デザイン研究所 工学博士 金堀一郎 

          「公共建築物等木材利用対応の中断面構造材による構造設

計方法について」 

          講師 アクティ・ハウス 構造一級建築士 細山典雄 

          「プレカット工場による木造住宅の施工職人不足を補う外

人技術実習制度について」 

          講師 アジアンテクノ協同組合 理事 鈴木教介 

          開催場所 東京都江戸東京博物館 

 参加者：31 人 



  

12 月 16 日 月曜日  「木造住宅施工能力の向上・継承事業」に関わるセミナー 

          開催場所 大阪会場 

講師 村上木構造デザイン室 一級建築士 村上淳史 

参加者：22 人 

           

12 月 18 日  水曜日  「木造住宅施工能力の向上・継承事業」に関わるセミナー 

                    開催場所 福岡会場 

講師 アクティ・ハウス 構造一級建築士 細山典雄 

参加者：10 人 

 

12 月 25 日  水曜日  「木造住宅施工能力の向上・継承事業」に関わるセミナー 

          開催場所 茨城会場 

講師 村上木構造デザイン室 一級建築士 村上淳史 

 参加者：11 人 

           

1 月 16 日   木曜日 「木造住宅施工能力の向上・継承事業」に関わるセミナー 

                    開催場所 広島会場 

          講師 アクティ・ハウス 構造一級建築士 細山典雄 

講師 村上構造デザイン室 一級建築士 村上淳史 

講師 住宅デザイン研究所 工学博士 金堀一郎 

参加者：プレカット工場向け 15 人、工務店向け 43 人 

 

2 月 1 日  土曜日 「木造住宅施工能力の向上・継承事業」に関わるセミナー 

          開催場所 徳島会場 

講師 村上木構造デザイン室 一級建築士 村上淳史 

参加者：43 人 

 

2 月 4 日    火曜日 「木造住宅施工能力の向上・継承事業」に関わるセミナー 

                    開催場所 福岡会場 

講師 アクティ・ハウス 構造一級建築士 細山典雄 

講師 村上木構造デザイン室 一級建築士 村上淳史 

参加者：27 人 

    

2 月 5 日  月曜日 「木造住宅施工能力の向上・継承事業」に関わるセミナー 

                    開催場所 新潟会場 



講師 アクティ・ハウス 構造一級建築士 細山典雄 

講師 村上木構造デザイン室 一級建築士 村上淳史 

 参加者：プレカット工場向け 5 人、工務店向け 59 人 

 

2 月 7 日  金曜日  「木造住宅施工能力の向上・継承事業」に関わるセミナー 

                    開催場所 札幌会場 

講師 アクティ・ハウス 構造一級建築士 細山典雄 

講師 村上木構造デザイン室 一級建築士 村上淳史 

参加者：46 人 

 

2 月 15 日  土曜日 「木造住宅施工能力の向上・継承事業」に関わるセミナー 

                    開催場所 岡山会場 

講師 アクティ・ハウス 構造一級建築士 細山典雄 

講師 村上木構造デザイン室 一級建築士 村上淳史 

参加者：20 人 

 

2 月 17 日  月曜日 「木造住宅施工能力の向上・継承事業」に関わるセミナー 

                    開催場所 名古屋会場 

講師 アクティ・ハウス 構造一級建築士 細山典雄 

講師 村上木構造デザイン室 一級建築士 村上淳史 

参加者：プレカット工場向け 46 人、工務店向け 23 人 

 

2 月 21 日   金曜日  「木造住宅施工能力の向上・継承事業」に関わるセミナー 

                    開催場所 東京会場 

講師 アクティ・ハウス 構造一級建築士 細山典雄 

講師 村上木構造デザイン室 一級建築士 村上淳史 

講師 M’s 構造設計 一級建築士 佐藤実 

 参加者：プレカット工場向け 52 人、工務店向け 53 人 

  

2 月 22 日 土曜日   「木造住宅施工能力の向上・継承事業」に関わるセミナー 

                    開催場所 仙台会場 

講師 アクティ・ハウス 構造一級建築士 細山典雄 

講師 村上木構造デザイン室 一級建築士 村上淳史 

   参加者：プレカット工場向け 14 人、工務店向け 8 人 
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別添３ 

平成２５年度 木造住宅等の施工能力向上・継承事業 成果報告書 

補助事業者名 金物工法推進協議会 

担当者名 会長 前田嘉孝 

 

１１１１    事業概要事業概要事業概要事業概要    

1-1 提案の名称 

木造住宅・木造建築物の構造計画及び生産性向上等推進体制強化(全国レベルの体

制強化) 

1-2 事業テーマ ③木造住宅の構造計画に関する講習 

1-3 事業内容の概要、具体の取組内容 

（1）事業目的 プレカット工場の建築技術者及び取引先の大工工務店、設計事務所に対して、構造設

計の解説書に基づいて講習会を実施して教育・指導を行った。 

（2）事業内容 現状のプレカット工事用での木造伏図に見る構造欠陥の事例、木造軸組工法での構造

計画の段階で構造設計の耐震性の検討、構造計算の方法などについて、正しく理解してもらい今後

の木造住宅、建築について、構造根拠に基づいた適正な方法で計画、設計してもらうための講習会

を全国で実施した。 

   講習会では、テキストとして「木造住宅・木造建築物の構造計画・生産性向上のための木構造

設計のポイント」作成し、「木造伏図に見る構造欠陥、構造計画の方法」、今後増大する木造建築に

ついて「中断面構造材による構造計算の方法」の二つの内容を中心に行い、また対象者をプレカッ

ト工場向け(Ｐ)、工務店・設計事務所向け(Ｋ)の二つに分けて別々に開催した。 

   開催は 12 月 28 日の徳島から 2 月 22 日の仙台までで、全国 11 カ所(19 会場)で開催し、延べ 548

名の参加（欠席 24 名）があった。 

   会場別の参加者は 11/28 徳島(Ｐ)20 名、12/4 東京(Ｐ)31 名、12/16 大阪(Ｐ)22 名、12/18 福岡

(Ｐ)10 名、12/25 茨城(Ｐ)11 名、1/16 広島(Ｐ)15 名・(Ｋ)43 名、2/1 徳島(Ｋ)43 名、2/4 福岡(Ｐ)27

名、2/5 新潟(Ｐ)5 名・(Ｋ)59 名、2/7 札幌(Ｋ)46 名、2/15 岡山(Ｐ)20 名、2/17 名古屋(Ｐ)46 名・

(Ｋ)23 名、2/21 東京(Ｐ)52 名・(Ｋ)53 名、2/22 仙台(Ｐ)14 名・(Ｋ)8 名。 

   対象者別では、(Ｐ)プレカット工場向けでは 273 名、(Ｋ)工務店・設計事務所向けでは 275 名

であった。アンケート回答者は延べ 438 名だった。 

   ただ、当初の予定では、今回の講習会開催を全国 14 カ所で、プレカット工場向け 14 回（受講

者見込み 560 名）、工務店・設計事務所向け 14 回（受講者見込み 560 名）を計画していたが、約半

分の達成に留まり残念な結果となった。理由としては、プレカット業界、工務店、設計事務所とも、

消費税増税前の駆け込み需要が非常に忙しい時期と重なり、一番仕事が集中する業種であるためな

かなか受講者を集めることが難しくなったことに加え、主催者である金物工法推進協議会の前田会

長が講習会スタート時期の 11 月末に突然の病気のため長期入院となり、積極的な受講者集め等が

出来ず、講習会の開催回数を縮小せざるを得なかった。そのため、金物工法推進協議会会員である

地域のプレカット工場が主体となって、地域のプレカット工場をブロック単位で協議会設立し、プ

レカット工場における構造耐震設計と構造プレカット部材の接合部の品質基準の確認が出来る管

理体制強化の為の品質管理体制を構築していく活動なども出来なかったが、各地のプレカット工

場、プレカット協議会と協力して講習会を開催するとこができた。 

1-4 カリキュラムの内容 

内容 内容 

・木造伏図に見る構造欠陥、構造計画の方法 

・公共家建築物等木材利用促進法で注目される中

断面構造材による構造計算の方法について 

・ＣＡＤ入力者の無資格状態解消のための受験資

格短縮の方法について 

・プレカット工場の実態調査とこれからのプレカ

ットシステム 

・プレカット工場の職人不足を補う外国人技能実

習制度について 

・木構造の基本を知る 

・ ・ 

・ ・ 



 

 

２２２２    事業事業事業事業のののの成果成果成果成果（（（（事業事業事業事業によってによってによってによって得得得得られたられたられたられた成果成果成果成果、、、、事業実施事業実施事業実施事業実施のののの意義等意義等意義等意義等（（（（将来発現将来発現将来発現将来発現がががが見込見込見込見込まれるものをまれるものをまれるものをまれるものを含含含含むむむむ））））））））    

   今回の講習会は、これまでの木造住宅の構造的な問題として、工務店等が確認申請済みの物件

でもプレカット工場が実際に加工したものでも、法令に対しても、構造計算上においても問題の多

い構造が多数あることを受講者によく理解してもらうことが出来た。それ故、これらの問題解決の

ためには、木構造についてよりよい構造計画が必要であり、プレカット工場を使う立場の工務店、

設計事務所等は、現状伏図作成をになうことになっているプレカット工場と協力することで出来る

ことを理解出来た。またプレカット工場のＣＡＤ入力者等では、工務店・設計事務所等の問題のあ

る構造的要求に対しては、安全･安心の立場から正しく理解される構造を提案していかなければな

らないことを知ってもらった。 

   講習会の内容についてのアンケートの回答を見ると、「（3）講習会は今後の役に立つ内容でし

たか」との問いに、回答した 438 名のうち「役に立つ」との回答が 285 名（65％）、「どちらか言う

と役に立つ」が 92 名（21％）と、9 割近い受講者が講習の内容を評価してもらった。そのため、各

会場で講習終了後の質疑応答が活発に行われた。 

   また、2/1 の徳島の講習会は徳島県建築士会の協力で開催されたが、講習会の後、プレカット工

場の担当者とのディスカッションの場が設けられ意見交換した。プレカット工場からは「プレカッ

ト工場で加工出来ること、出来ないこと」の観点から、工務店、設計事務所、建築士から寄せられ

る設計実例の解説をおこない、プレカット工場の取り組みを評価してもらった。 

３３３３    今後今後今後今後のののの取組取組取組取組にににに向向向向けたけたけたけた点検等点検等点検等点検等    

3-1 目標設定、実施内容等の妥当性等の点検と今後の取組 

  木構造の安全・安心ため「プレカット部材と接合部の品質評価基準の構築」を目指すものとして、

今回の講習会の内容は、その前段階として、よりよい木構造の計画、設計の必要性を多くの受講者に

理解してもらったことは、今後の展開に大きな力となった。また関西プレカット協議会を始め、四国

地区、中国地区、中京地区などのプレカット業界の方々に講習内容についての理解を頂き受講者募集

にも協力してもらった。今後、木造軸組工法の構造計画の段階で構造設計の耐震性と構造材加工仕口

形状の強度品質の問題について、プレカット工場の取引先である大工工務店及び設計事務所に指導・

教育、普及・啓発するためには、木造住宅の全国のプレカット工場の供給体制の整備とプレカット工

場の全国組織の構築が必要であり、その動きにつながる展開を今後も同様の講習会等を通じて進めら

れることを確認出来た。 

  今後の目標設定としては、今回出来なかったプレカット部材接合部の品質基準について、金物メ

ーカーと集成材メーカーの接合部強度試験データを基に「品質基準検討会」を開催し、その成果を

まとめる。 

   上記成果を盛り込んだ「木造住宅耐震構造設計基準の解説書」、及び「プレカット部材の接合部

の品質基準の解説書」を作成し、全国で講習会を開催する。 

3-2 平成 26 年度以降に必要となる補助金額とその考え方 

本事業は単年度事業である。 

 

４４４４    取組取組取組取組のののの様子様子様子様子    

   

    札幌会場         徳島会場         東京会場 

５５５５    そのそのそのその他他他他    

本事業の成果、講習会の内容は、以下のＵＲＬで公開している。自由にダウンロード出来る 

http://www.kanamonokouhou.com/ 

 



1．事業実施の方針

１） 　事業の内容

　　　本会事業は、次に挙げる基本活動を主体として実施する。

　　　主たる活動内容

（１） 消費者保護を目的とする木造住宅の安全性に基づいた基礎、構造設計の標準化を推

進し、欠陥住宅を作らない為の施工手順の標準化を推進し、構造･外壁･屋根・ベラ

ンダ・外部建具などの職人育成と工程管理によって責任施工体制を構築する活動

（２） 環境保全と経済効果を目的とする建築資材の生産から施工現場における作業効率の

向上と廃棄物を放出しない設計基準の標準化による資材のジャストカット化を図る

活動

（３） 地域の消費者保護と、CO２削減を目的とする林業再生プランによる環境保全と消費

エネルギー削減対策に必要とする、安全かつ快適な断熱と耐火構造による住環境を

勘案した木造建築構造設計方法を元請業者に提案し、情報公開をして行く活動

２）   実施体制の整備

① 会員の拡充

② 運営組織の設置

③ 会員の専門分野のネットワーク化

④ 各々の活動に必要なデーターベースの整備

運営組織は品質管理委員会が総合的に専門委員会を管理し、プレカット工場･機械・ソフト･金

物･資材ﾒｰｶｰ･設計事務所を構造設計委員とする。又、地盤調査･解析会社･改良工事会社･溶

接鉄筋業者を基礎委員とする。又、屋根･外壁･外部建具･ベランダ等に関わる施工業者を施工

委員とする。又、パネルシステム業者等を耐火住宅委員そして、省エネ委員とする。

これらの委員が委員会を運営して、設計基準及び施工基準の標準化を進め、構造･外壁･屋根･

ベランダ･外部建具などの職人育成と工程管理によって責任施工体制の構築する。

木造建築許容応力度計算の勉強会「大橋塾」、木軸組構造伏せ方の手順の勉強会「松留塾」、

基礎構造設計手順の勉強会「松崎塾」の事業運営については、構造設計委員会と基礎委員会に

て活動する。

そして、平成18年6月に制定された住生活基本法に従って、世代を超えて循環利用できる住宅、

ストック重視の住宅政策である「社会的資産」としての長期優良住宅については、推進協議会

会員と地域住宅会社と協働で具体的な地域型住宅供給システムを構築する等の活動をする。

３）26年度の実施方針

26年度の事業実施は、次の項目を柱として、公平且つ中立な活動基盤を形成する。

① 施工手順の標準化と職人育成による責任施工体制の構築する

② PC構造設計入力者の建築士資格取得短縮制度を構築する

事業の実施に関する事項

①木造住宅の構造計算に基づく、基礎設計の基準書について、基礎委員会と一般社団法人日

　本住宅基礎鉄筋工業会と協働で作成し、基礎ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰを構築する活動。

②木造住宅軸組継手金物工法の構造根拠に基づく構造伏せ方手順の標準化を推進する目的で

　「松留塾」を開講し、工務店･設計事務所･流通業者の建築士受験資格短縮を推進する活動。　

③軸組継手金物工法で設計された木造建造物の許容応力度計算の基礎編から応用編まで学習

　する目的で「大橋塾」を開講し、工務店･設計事務所･流通業者の人材育成を推進する。

　そして、公共建築物木材利用促進法に伴い、「構造計算研究会」にて、新しい許容応力度

　計算方法の開発に着手する活動。

④欠陥住宅を造らない、当り前の家造りを目指す大工、工務店を支援し、瑕疵の部位に係わ　　

　る住宅資材と施工に関する責任施工体制組織を構築する為に「金物工法住宅研究会」と「

　品質管理委員会」によって、瑕疵担保保険法人である住宅保証機構株式会社の特別割引団

　体Ⅱを取得する活動。

⑤生産過程と建築現場において廃棄物を出さない住宅資材のｼﾞｬｽﾄｶｯﾄ化を推進し､構造設計

　委員会によって推進する活動。　　　

⑥住生活基本法に従って、世代を超えて循環利用できる住宅「社会的資産」としての長期優

　良住宅を「金物工法住宅研究会」にて研究開発をしていく活動。

第11期金物工法推進協議会事業計画（案）平成26年4月1日～平成27年3月31日



平成26年4月1日現在

●役員   ○会員

プレカット工場 18社  地盤調査会社 ２社

　［正会員］ 　［正会員］ ● ㈱トラバーズ

 北海道ブロック ● 佐藤木材工業㈱ ○ ㈱アルファプライム地盤技術センター

　［正会員］

 東北ブロック ● ㈱山大 溶接鉄筋会社 3社

　［正会員］ ● けせんプレカット事業（協） 　［正会員］ ● メークス㈱

 南関東ブロック ● ㈱シー・エス・ランバー ○ 岡田工業㈱

　［正会員］ ● ㈱サンクレテック ○ ㈱NSP KS

 北関東ブロック ● ㈱ウッディ・コイケ

　［正会員］ ● ㈱篠原商店

 信越ブロック ● ㈱山二

　［正会員］

 北陸ブロック ● 富山中央木材(株)

　［正会員］ ● ㈱内田材木店

 東海ブロック ● ㈱山西

　［正会員］

 関西ブロック ● ㈱南商店

　［正会員］ ● ㈱ナカムラ 防水工事会社 1社

 四国ブロック ● マツシマ林工㈱ 　［正会員］ ○ ㈱栄住産業

　［正会員］ ● 愛媛プレカット

 中国ブロック ● 山根木材㈱ ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ工事

　［正会員］ 　［正会員］

 南九州ブロック ● ランバー宮崎（協）

　［正会員］ 屋根工事

 北九州ブロック ● ㈱市岡

 集成材メーカー 4社

　［正会員］ ● 院庄林業㈱

○ 中国木材㈱

○ ㈱銘建工業  設計管理会社 1社

○ ㈱キーテック 　［正会員］ ● (有)住建築エフェーシステム

1社

　［正会員］ ○ ウエアハウザージャパン㈱

　［正会員］

1社 　［正会員］

　［正会員］ ○ 秋田プライウッド㈱

　［正会員］

　［正会員］

 機械メーカ 3社

　［正会員］ ● 宮川工機㈱

○ ㈱平安コーポレーション

○ 沖機械㈱ 1社

　［準会員］ ● ㈱エルエルアイ出版

 金物メーカ 7社 1社

　［正会員］ ● ㈱タツミ 　［準会員］ ○ 安心計画㈱

○ ㈱グランドワークス

● ㈱カネシン 1社

○ ㈱タナカ 　［準会員］ ○ カナダ林産業審議会

○ 木建技研㈱

○ (株)カナイ

○ ウッドﾜｲｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株) 1社

　［準会員］ ○ ㈱アークデータ研究所

 ＣＡＤメーカー １社

　［正会員］ ● ネットイーグル㈱

金物工法推進協議会　　運営組織図（46社）

理事会  事務局

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ研究会

輸入資材メーカー

大橋塾

松留塾

松崎塾

業界紙

意匠CADメーカー

パネルシステム

輸入資材メーカー

構造計算ソフト

品質管理委員会品質管理委員会品質管理委員会品質管理委員会

基礎委員会基礎委員会基礎委員会基礎委員会

品質管理委員会品質管理委員会品質管理委員会品質管理委員会

構造設計委員会構造設計委員会構造設計委員会構造設計委員会

品質管理委員会品質管理委員会品質管理委員会品質管理委員会

施工委員会施工委員会施工委員会施工委員会

金物工法住宅研究会金物工法住宅研究会金物工法住宅研究会金物工法住宅研究会

「品質管理委員会」「品質管理委員会」「品質管理委員会」「品質管理委員会」

「構造計算委員会」「構造計算委員会」「構造計算委員会」「構造計算委員会」

「耐火住宅研究会」「耐火住宅研究会」「耐火住宅研究会」「耐火住宅研究会」

「省エネ住宅研究会」「省エネ住宅研究会」「省エネ住宅研究会」「省エネ住宅研究会」

賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員

品質管理委員会品質管理委員会品質管理委員会品質管理委員会

省エネ委員会省エネ委員会省エネ委員会省エネ委員会

品質管理委員会品質管理委員会品質管理委員会品質管理委員会

構造設計委員会構造設計委員会構造設計委員会構造設計委員会

品質管理委員会品質管理委員会品質管理委員会品質管理委員会

構造設計委員会構造設計委員会構造設計委員会構造設計委員会



事務局

金物工法品質管理委員会

構造設計委員会 プレカット工場

性能評価図書

ﾌﾟﾚｶｯﾄ工場

木造構造設計サポート

構造施工会社

外装下地工事

基礎設計サポート

下地工事

集成材メーカー

構造計算サポート

省エネ委員会 構造用パネル製造メーカー

建て方工事

ゼロエネルギーサポート

地盤調査

地盤改良工事会社

基礎委員会

地盤改良工事

基礎工事

基礎鉄筋メーカー

鋼製型枠

ｼｽﾃﾑ溶接鉄筋

基礎型枠メーカー

コンクリート工事

設備工事

バスユニット工事

施工委員会

電気設備工事

水道設備工事

外装・防水工事会社

外部建具工事

一部内装工事

屋根工事

板金工事

ベランダ防水工事

外装工事

木造住宅構造施工工事会社木造住宅構造施工工事会社木造住宅構造施工工事会社木造住宅構造施工工事会社

木造住宅鋼製型枠販売会社木造住宅鋼製型枠販売会社木造住宅鋼製型枠販売会社木造住宅鋼製型枠販売会社

木造住宅用溶接鉄筋販売会社木造住宅用溶接鉄筋販売会社木造住宅用溶接鉄筋販売会社木造住宅用溶接鉄筋販売会社

地盤調査解析・改良工事会社地盤調査解析・改良工事会社地盤調査解析・改良工事会社地盤調査解析・改良工事会社

木造住宅構造材供給会社木造住宅構造材供給会社木造住宅構造材供給会社木造住宅構造材供給会社

構造用パネル製造販売会社構造用パネル製造販売会社構造用パネル製造販売会社構造用パネル製造販売会社

東京都市大学教授

「大橋塾」

「木を活かす建築推進協議会」

東京理科大学名誉教授

「松崎塾」

「日本住宅鉄筋工業会」

金物工法推進協議会理事会

工事会社工事会社工事会社工事会社

職業能力開発綜合大学教授

「松留塾」

「木の建築フォラム」


