
 

資 料 

１ 沿 革 

 大正１０年１０月  東京府立東京商工奨励館（東京都立工業奨励館の前身）設立 

 大正１３年 ８月  東京市電気研究所（東京都電気研究所の前身）設立 

 昭和３４年 ７月  東京都立アイソトープ総合研究所設立 

 昭和４５年１２月  東京都立工業奨励館と東京都電気研究所を統合し、東京都立工業技術      

センター設立 

 平成 ９年 ４月  東京都立工業技術センターと東京都立アイソトープ総合研究所を統合      

し、東京都立産業技術研究所として発足 

 平成１２年 ４月  東京都立繊維工業試験場と統合し、東京都立産業技術研究所となる。 

なお、東京都立工業技術センター及び東京都立アイソトープ総合研究所の設立及び設立後の

経過は、次のとおりである。 

 

＜工業技術センター＞                                                      
 昭和３３年度 工業技術センターの建設を目指し、調査・検討を開始          
 昭和３９年度 営繕本部で基本設計を行う                                  
 昭和４１年度 建設工事に着工                                            
 昭和４２年度 第１期工事の完成                                          
        電気研究所の移転                                          
 昭和４４年度 工業奨励館化学部の移転                                    
 昭和４５年度 工事完成                                                  
        工業奨励館庶務課、指導部、機械部、材料部、工芸部の移転    
        技術管理課の設置                                          
        東京都立工業技術センターとして発足                        
 昭和４９年度 大型電子計算機を設置                                      
 昭和６２年度 開放試験室を開設                                          
                                                                          
＜アイソトープ総合研究所＞                                                
 昭和３１年度 東京都原子力平和利用対策協議会設置                        
 昭和３２年度 日本原子力産業会議に研究所基本設計を委託                  
 昭和３３年度 建設工事に着工                                            
        ３号館完成                                                
 昭和３４年度 東京都立アイソトープ総合研究所として発足                  
        ２号館完成                                                
 昭和３５年度 １号館完成                                                
 昭和６２年度 低エネルギー電子線照射装置設置                            
 平成 ３年度 ４号館完成                                                
 平成 ５年度 イオン加速器設置                                          
＜繊維工業試験場＞                                                        
 昭和 ２年 東京府立染織試験場設立                                      
 昭和 ９年 青梅地区に出張所開設（青梅分場）                            
 昭和１１年 村山地区に出張所開設（村山分場）                            
 昭和１９年 東京都立繊維工業試験場と改称                                
 昭和２７年 墨田区に江東分場開設                                        
 平成 ２年 江東分場秋葉原分室開設                                      
 平成 ３年 本場に青梅・村山分場を統合                                  
       青梅・村山伝産室開設                                        
 

 









４）八王子庁舎 所在地   東京都八王子市明神町三丁目19番1号 
         敷地面積  10,079㎡ 

         延床面積   5,224.6㎡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
八王子庁舎建物内訳 

建        物 名 称 
構    造 延 面 積 

内       容 

管理棟 鉄筋コンクリート 
 地上２階建 

 
    662.8㎡ 

事務室、連絡調整室、工業技術相談室 
会議室 

研究棟 鉄筋コンクリート 
 地上２階建 

 
   4,404.8㎡ 

技術評価室、テキスタイル技術グループ 
実験室、織物試験工場、浸染試験工場 

その他   
    157.0㎡ 

渡り廊下、車庫、物置 

合 計   
   5,224.6㎡ 

 

 





４ 施設整備 

  
 都内中小企業の技術の向上とその成果の普及を図る上で、事業実施のために必要となる 

施設の整備を行った。 

 

１）西が丘庁舎 

 （１） 機械設備改修工事 

       受水槽更新工事、個別空調設置工事、実験用冷温水管他改修工事など   ６件 

 （２） 電気設備改修工事 

       高圧ケーブル改修工事、照明回路改修工事、直流電源設備改修工事など    ６件 

 （３） 建築・その他工事 

       本館外壁改修工事、南棟ルーバー他改修工事、階段手摺子他改修工事など  ６件 

 

２）駒沢庁舎 

 （１） 機械設備改修工事 

       個別空調設置工事、1号館ロビーエアコン工事、 

   情報システム室空調機新替工事など                  ２件 

 （２） 電気設備改修工事 

       制御盤改修工事、高圧ケーブル引替工事など              ５件 

 （３） 建築・その他工事 

       ドライエリア止水工事、フェンス改修工事など              ４件 

 （４） 安全管理工事 

       放射線遮蔽可動壁改修工事、ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ新替工事など          ３件 

 

３）八王子庁舎 

 （１） 研究棟東側分電盤改修その他工事 

 （２） 管理棟トイレ改修工事 

 （３） 管理棟玄関ホール踏み台工事 

 （４） 研究棟サッシ換気扇工事 

（５） ＬＡＮ配線設備工事 

（６） 恒温高湿室空調設備改修工事 

（７） 排ガス除去設備工事 

（８） 小会議室空調機新替他工事 

（９） 壁クロス替え 

（１０）仕上加工工場排風機および絶縁不良個所他２修繕 

（１１）研究棟素材評価試験室他棚固定修繕 

（１２）管理棟事務室天井クロスおよびビニール床シート張替修繕 

（１３）加圧吸水ポンプユニット修繕 

 

 



５  機器整備  
 １４年度の主要な機器整備は次のとおりである。 
 
番号 件  名 グループ名 担当者 

  １  携帯型EMIレシーバ 電子技術グループ  寺井 

  ２  信号発生器 電子技術グループ  寺井 

  ３  マイクロウェーブパワーアンプ 電子技術グループ  寺井 

  ４  TOC分析計 資源環境技術グループ  小坂 

  ５  TN分析計 資源環境技術グループ  小坂 

  ６  PH調整装置 資源環境技術グループ  小坂 

  ７  高温型ビデオマイクロスコープシステム 材料技術グループ  田中 

  ８  絶縁特性試験装置 電気応用技術グループ  山本 

  ９  マイクロ波広帯域評価装置 情報システム技術グループ  佐藤 

１０  省エネ装置評価システム 情報システム技術グループ  佐藤 

１１  高線量率用線量計 安全管理課  渡辺 

１２  スペクトロ表示型サーベイメータ 安全管理課  杉浦 

１３  電気機械特性測定装置 電気応用技術グループ  山本 

１４  歯車両歯面かみあい試験機 製品科学技術グループ  前野 

１５  発音体指向特性測定用回転台 計測応用技術グループ  牧野 

 
 



６　職員名簿

所長 井上　滉

副所長（技術企画部長兼務） 宝月　大輔 技術企画部

部長（副所長兼務） 宝月  大輔

管理部 　企画普及課

部長 鈴木　賢二 企画普及課長（統括） 鈴木　節男

　庶務課 課長補佐（企画調整係長） 澤近　洋史

課長 中村 　清志 企画調整担当係長 遠藤　洋平

課長補佐（庶務係長） 塩津　八久郎 企画調整担当係長 秋山　　正

主任（企画普及課兼務）　小川　みどり 企画調整担当係長 中田　　修

主任　　彌榮　邦子　　　　主任　　子金　健二 主任　　石田　直洋

　田中 雅憲　高橋ひろみ　村木 史子　菊田　三千男　 主任　　陸井　史子

経理係長 金子　寿美子 研究交流担当副参事 碓井　正雄

主任　　肥土美佐子　　　　主任　　原嶋　利江 技術情報交流係長 児島　芳邦

主任　　中島　充俊 次席　　渡邉　耕士

　喜屋武 誠　栗田　健一　徳田　洋平 　松田 寛子　

　施設課 普及指導担当課長（統括） 室山　丈夫

課長 竹林　博史 普及係長 杉木　康成

庁舎管理係長 有吉　克己 課務担当係長 笹森　宣文

主任　　門脇　博 主任　　長嶋　清之

技能主任　新井田　十三子　 　軍司　浩見　柳沢　正樹　鈴木　 浩

　藤見 佳子 研修担当係長 須田　廣勝

課長補佐（電機係長） 土屋　隆之 主任　　長井　克年

主任　　西村　靖男　　　主任　　　粕谷　澄男 相談指導係長 安藤　敦子

主任　　大場　秀夫 主任　　富田　一郎　　　主任　　塚本　利夫

技能主任　田島　和夫　　技能主任　飯箸　栄 　技術評価室

　内田 和孝　中沢 武男　山崎 忠夫　太田　和彦 技術評価室長 中野　健一

　安全管理課（駒沢庁舎） 課長補佐（主任研究員） 舟山　義弘

課長（統括） 吉田　裕道 主任研究員 石井　清一

放射線安全・相談担当副参事 武藤　利雄 主任研究員 池田　　弘

課長補佐（管理係長） 牧野　末男 主任研究員 村田　晴夫

　丸山貴代好　乳井 賢治　倉本　恵美 主任研究員 高田　　茂

施設係長 難波　亜由美 主任研究員 永井　明良

主任　　岡山　三彦　　　主任　　小金井　康有 主任　　堀江　俊紀　　　主任　　長谷川　守一

主任　　榊原　太郎 主任　　尾出　　順　　　主任　　滝田　和宣

技能主任　　片山　厚彦 主任　　伴　　公伸　　　主任　　小島　丈廣

　野口 一久 主任　　鈴木　朗子

課長補佐（放射線安全係長） 猪越　幸雄 　水野 裕正　増子　知樹　荒井　光一　亀山　行雄

主任　　杉浦　城春　　　主任　　竹内　扶美子 　墨田分室（墨田庁舎）

主任　　山田　昌二　　　主任　　牧野　　敦 墨田分室長 上野　和義

　東　 光一　重松　康司　細田　永子　河野　良雄 課長補佐（管理係長） 藤巻　文治郎

放射線安全担当係長 渡辺　是彦 主任　高橋　公子　　　主任　　銭谷　黎子

技能主任　戸田　信吉



　鈴木　晶子 　精密加工技術グループ

課長補佐（主任研究員） 岩崎　謙次 指定研究員 片岡　征二

課長補佐（主任研究員） 関口　敏昭 課長補佐（主任研究員） 仁平　宣弘

主任研究員 大泉　幸乃 主任研究員 山崎　　実

主任　　山本　真理子 主任研究員 西岡　孝夫

　小林　研吾　青木 郁子　堀江　 暁　添田　 心 主任研究員 森　　俊道

　八王子分室（八王子庁舎） 主任研究員 基　　昭夫

八王子分室長 中島　茂 主任　　鈴木　岳美　　　主任　　横沢　　毅 　　

課長補佐（管理係長） 小俣　文子 主任　　樋田　靖広　　　主任　　佐藤　公一

主任　　小池　美枝　　　主任　　武田　則男 　森　紀年　浜島　義明　玉置　賢次　中条　知和

技能主任　比留間　國彦 　電子技術グループ

課長補佐（主任研究員） 川原井　通義 指定研究員 宮島　良一

主任研究員 田中　みどり 課長補佐（主任研究員） 莚　　正勝 

主任研究員 藤田　茂 主任研究員 寺井　幸雄

主任研究員 木村　千明 主任研究員 三上　和正

技能主任　福島　富子　　技能主任　番場　ろく 主任研究員 加沢　エリト

　長野　龍洋　小林　かほる 主任研究員 小林　丈士

主任　　平塚　尚一　　　主任　　上野　武司

生産技術部 主任　　天早　隆志　　　主任　　清水　康弘

部長 横山　哲男 　山田　万寿雄

　材料技術グループ 　計測応用技術グループ

指定研究員 鈴木　　蕃 指定研究員 加藤  光吉 

課長補佐（主任研究員） 山本　　真 課長補佐（主任研究員） 高田  省一

主任研究員 上部　隆男 主任研究員 實川　徹則

主任研究員 上野  博志 主任研究員 神田　浩一 

主任研究員 上本　道久 主任研究員 中島　敏晴

主任研究員 田中　　実 主任研究員 山本　哲雄

主任研究員 吉川　光英 主任　　林　　国洋　　　主任　　牧野　晃浩

主任研究員 阿部　　聡 主任　　横田　裕史　　　主任　　岩永　敏秀

主任　　佐々木幸夫　　　主任　　清水　研一 　平間　麻子　長谷川　徳慶

主任　　大久保一宏 　精密分析技術グループ（駒沢庁舎）

　金子　真理奈 指定研究員 谷崎　良之

　表面技術グループ 課長補佐（主任研究員） 野々村　誠

指定研究員（統括） 棚木　敏幸 主任研究員 田邉　寛子

課長補佐（主任研究員） 田村　和男 主任研究員 後藤　典子

主任研究員 土井　　正 主任研究員 小山　元子

主任研究員 一色　洋二 主任研究員 中村　  優

主任研究員 佐藤　健二 主任研究員 太田　清子

主任研究員 三尾　　淳 主任　　金城　康人　　　主任　　斎藤　正明

主任　　浅見　淳一　　主任　　内田　　聡 　電気応用技術グループ

主任　　吉本　圭子　　主任　　水元　和成 指定研究員（統括） 金岡　　威

　森河 和雄　青沼 昌幸　渡部　友太郎 課長補佐（主任研究員） 栗原　秀樹

主任研究員 河村    洋

主任研究員 殿谷　保雄



主任研究員 岡野　　宏 主任　　永嶋　　茂　　　主任　　宮崎　　巌

主任研究員 山本　克美 主任　　瓦田　研介

主任　　山口　勇　　　主任　　重松　宏志 　茨田 正孝　長谷川　明良　三森　啓介　東　邦彦

　御代川喬志 　アパレル技術グループ（墨田庁舎）

　情報システム技術グループ 指定研究員（統括） 小柴　辰幸

指定研究員 宮田　勝雄 課長補佐（主任研究員） 北原　　浩　

課長補佐（主任研究員） 大畑　敏美 主任研究員 大橋　健一

主任研究員 坂巻　佳壽美 主任研究員 山口　美佐子

主任研究員 佐藤　正利 主任　　小高　久丹子　　　主任　　嶋　　　明

主任研究員 能條　自大 主任　　平山　明浩　　　主任　　阿保　友二郎

主任　　土屋　敏夫 主任　　黒田　良彦　　　

　森 久直　高野 哲寿　北原　枢 　秋田 実　藤田 薫子　神宮寺　勝紀

　放射線応用技術グループ（駒沢庁舎） 　ニット技術グループ（墨田庁舎）

指定研究員 北原　明治 指定研究員 古田　博一

課長補佐（主任研究員） 伊瀬　洋昭 課長補佐（主任研究員） 吉野　  学

主任研究員 白子　定治 主任研究員 藤代　  敏

主任研究員 鈴木　隆司 主任研究員 池上  夏樹

主任研究員 宮崎　則幸 主任研究員 中村　　宏

主任　　細渕　和成　　主任　　宮森　清勝 主任研究員 近藤　幹也

主任　　後藤　　亮　　主任　　櫻井　　昇 主任研究員 小柴　多佳子

　福地 良一　関口 正之　山田　隆博 主任　　吉田　弥生　　　主任　　竹内　由美子

主任　　片桐　正博　　

製品技術部 　松澤 咲佳

部長 番場　紀久雄 　テキスタイル技術グループ（八王子庁舎）

　製品科学技術グループ 指定研究員 栗田　征彦

指定研究員 小池　茂幸 繊維再資源化担当副参事 朝倉　　守

課長補佐（主任研究員） 島田　勝広 課長補佐（主任研究員） 池田　善光

主任研究員 並木　喜正 主任研究員 原　　秀樹

主任研究員 大久保　富彦 主任研究員 川崎　　顯

主任研究員 三好　　泉 主任研究員 樋口　明久

主任研究員 伊東　洋一 主任研究員 宇井　　剛

主任研究員 木下　稔夫 主任　　斉藤　　晋　　　主任　　宮本　　香

主任研究員 松田　　哲 主任　　飯田　健一

主任　　小金井雅彦　　　主任　　前野　智和 技能主任　山本　悦子　　技能主任　原島　勝子

　園田 卓　田邉 友久 　榎本 一郎　小林 洋子　山本　清志　窪田　宏

　資源環境技術グループ

指定研究員 横澤　佑治

資源有効利用担当副参事 小林　敏信

課長補佐（主任研究員） 小坂　幸夫

主任研究員 小山　秀美

主任研究員 飯田  孝彦

主任研究員 大塚　健治

(平成15年3月31日現在)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年報や研究報告の内容は、当所のホームページから

PDF ファイルとしてダウンロードできますので、ご

利用下さい。 

 ホームページ http://www.iri.metro.tokyo.jp 
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