
令和元年６月 11 日 

大臣官房官庁営繕部整備課 

土 地 建 設 産 業 局 建 設業課 

住 宅 局 建 築 指 導 課 

建築ＢＩＭ推進会議（第１回）を開催 

～国や関係団体等におけるＢＩＭの取組報告等を行います～ 

国土交通省では、６月13日（木）に建築ＢＩＭ推進会議（第１回）を開催し、国や

関係団体等におけるＢＩＭの取組報告等を行います。 

国土交通省では、官民が一体となってＢＩＭ※1（Building Information Modeling）

の活用を推進し、建築物の生産プロセス及び維持管理における生産性向上を図るため、

学識経験者や関係団体からなる建築ＢＩＭ推進会議を設置※2 するとともに第１回会

合を、下記のとおり開催します。 

※1 BIM：コンピュータ上に作成した主に三次元の形状情報に加え、室等の名称・面積、材料・部材の仕

様・性能、仕上げ等、建物の属性情報を併せ持つ建物情報モデルを構築するシステムのこと 

※2 本省内に設置されている BIM/CIM推進委員会のＷＧとして設置 

記 

１．開催日時 

 令和元年６月 13日（木）９時 30分～12時 

２．開催場所 

 都道府県会館 101大会議室（東京都千代田区平河町 2-6-3） 

３．議題（予定） 

 ・国におけるＢＩＭの取組報告 

・関係団体等におけるＢＩＭの取組報告   等 

４．委員 

 別紙のとおり 

５．傍聴等 

 ・会議は公開にて行いますが、カメラ撮りは、進行の妨げとならない範囲でお
願いします。 

・傍聴を希望される方は、報道関係者も含め、事前に建築ＢＩＭ推進会議事務
局<kenchiku-bim@bmmc.or.jp>まで、所属・名前・連絡先（電話番号及びメール
アドレス）をお送り下さい。 

・定員（70名、先着順）に達し次第、受付を締め切ります。予めご了承下さい。 

・会議資料及び議事録は、以下の国土交通省ホームページに掲載します。 

 <http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/kenchikuBIMsuishinkaigi> 

  【問い合わせ先】 

国土交通省住宅局建築指導課          課長補佐  飯田（内線 39-516） 

代表：03-5253-8111 直通：03-5253-8513 FAX 03-5253-1630   

     土地建設産業局建設業課       企画専門官 田中（内線 24-710） 

代表：03-5253-8111 直通：03-5253-8277 FAX 03-5253-1553   

大臣官房官庁営繕部整備課施設評価室 企画専門官 山田（内線 23-512） 

代表：03-5253-8111 直通：03-5253-8238 FAX 03-5253-1544   

 

mailto:kenchiku-bim@bmmc.or.jp
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/kenchikuBIMsuishinkaigi


 

建築ＢＩＭ推進会議 委員名簿 

 
【学識経験者】 ◎：委員長 

◎松村 秀一 東京大学 大学院工学系研究科 特任教授 

蟹澤 宏剛 芝浦工業大学 建築学部建築学科 教授 

志手 一哉 芝浦工業大学 建築学部建築学科 教授 

清家 剛 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授 

安田 幸一 東京工業大学 環境・社会理工学院 建築学系 教授 

【設計関係団体】 

大石 佳知 公益社団法人 日本建築士会連合会 

  ［公益社団法人 日本建築士会連合会 情報・広報委員会 情報部会長] 

佐野 吉彦 一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会 

  ［株式会社 安井建築設計事務所 代表取締役社長] 

岡本 尚俊 公益社団法人 日本建築家協会 

  ［株式会社 日本設計 取締役常務執行役員］ 

山野 祐司 一般社団法人 日本建築構造技術者協会 

  ［株式会社 日建設計 エンジニアリング部門 構造設計グループ ダイレクター］ 

婦木 徹 一般社団法人 日本設備設計事務所協会連合会 

  ［株式会社 婦木建築設計事務所 代表取締役］ 

森谷 靖彦 公益社団法人 日本建築積算協会 

  ［株式会社ＮＴＴファシリティーズ総合研究所 情報ｼｽﾃﾑ技術本部 担当部長］ 

【審査者・特定行政庁】 

青柳 一彦 日本建築行政会議 

  ［東京都 都市整備局市街地建築部 部長］ 

香山 幹 一般財団法人 日本建築センター 

  ［一般財団法人 日本建築センター 専務理事］ 

【施工関係団体】 

曽根 巨充 一般社団法人 日本建設業連合会 

  ［前田建設工業株式会社 建築事業本部建築技術部 ＴＰＭ推進グループ長] 

木村 暁彦 一般社団法人 全国建設業協会 

  ［西松建設株式会社 建築事業本部 建築設計部 ＢＩＭ推進室長］ 

（別紙） 



三村 陽一 一般社団法人 日本電設工業協会 

  ［株式会社きんでん 技術本部 エンジニアリング部長] 

入部 真武 一般社団法人 日本空調衛生工事業協会 

  ［高砂熱学工業株式会社 事業統括本部 働き方改革推進室 担当部長] 

【維持管理・発注者関係団体等】 

伊藤 久晴 一般社団法人住宅生産団体連合会 

  ［大和ハウス工業株式会社 技術本部 ＢＩＭ推進部 次長］ 

猪里 孝司 公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会 

  ［大成建設株式会社 設計本部 設計企画部 企画推進室長］ 

奥田 修一 一般財団法人 建築保全センター 

  ［一般財団法人 建築保全センター ＢＩＭライブラリーコンソーシアム代表］ 

篠島 裕明 一般社団法人 不動産協会 

  ［三井不動産アーキテクチュラル・エンジニアリング株式会社  

業務推進本部 知財・ＩＴ統括部長］ 

【調査・研究団体】 

片山 耕治 国土技術政策総合研究所 

  ［国土技術政策総合研究所 住宅研究部 住宅ストック高度化研究室 室長］ 

髙橋 暁 国立研究開発法人 建築研究所 

  ［国立研究開発法人 建築研究所 建築生産研究グループ長］ 

武藤 正樹 国立研究開発法人 建築研究所 

  ［国立研究開発法人 建築研究所 建築生産研究グループ 上席研究員］ 

山下 純一 一般社団法人 buildingSMART Japan 

  ［一般社団法人 buildingSMART Japan 代表理事］ 

渡辺 俊 一般社団法人 日本建築学会 

  ［筑波大学 システム情報系 社会工学域 教授］ 

【情報システム・国際標準関係団体】 

尾澤 卓思 一般財団法人 日本建設情報総合センター 

  [一般財団法人 日本建設情報総合センター 理事] 

西野 加奈子 一般社団法人 建築・住宅国際機構 

  [一般社団法人 建築・住宅国際機構 事務局長] 

 



【事務局】 

国土交通省 大臣官房官庁営繕部 整備課 

国土交通省 土地・建設産業局 建設業課 

国土交通省 住宅局 建築指導課 

 


