
－127－ 

  

 

 

 

 

 

3 決算 
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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) 施設整備工事 
  ① 建築工事 
    来客用トイレ改修工事 1件 
  ② 電気設備工事 
    放送設備更新工事、直流電源装置更新工事、分電盤改修工事 3件 
 (2) 維持補修工事 
  ① 建築工事                          
    南棟屋外階段周り等改修工事、ピロティ天井改修工事、ピロティ床改修工事、 
    北棟塔屋防水工事、駐輪場設置工事など 6件 
  ② 機械設備工事 
    高圧蒸気ヘッダー補修工事、通気管改修工事、雑排水ポンプ補修工事、 
    冷却塔廻り三方弁補修工事など 8件 
  ③ 電気設備工事 
    発電機補修工事、分電盤改修工事、照明設備改修工事、消防設備補修工事、 
    コンセント増設工事、擬音装置設置工事など 8件 
 
2）駒沢庁舎 
(1) 施設整備工事 
① 建築工事 

2号館付属施設外装補修工事 1件 
  ② 電気設備工事 

実験盤改修工事 1件 
  ③ 機械設備工事 
    2号館空調設備補修工事 1件 
 
(2) 維持補修工事 

  ① 建築工事 
    ボイラー煙突防鳥金網設置工事 1件 
  ② 電気設備工事 
    消防設備改修工事 1件 
  ③ 機械設備工事 
    2号館排水配管引き替え工事、4号館排気ダクト改修工事 
    4号館1階空調機更新工事 3件 
(3) 安全管理工事 

  ① 建築工事 
    3号館管理室ドアー交換他工事、2号館床壁天井改修工事 2件 
  ② 機械設備工事 
    2号館排気処理装置の整備及びフィルター交換工事、 
    2号館ルーフドレン配管補修工事 2件 
 
3）八王子庁舎 
(1) 施設整備工事 

研究棟木製ドア改修工事、ガス管改修工事、渡り廊下改修工事 3件 
(2) 維持補修工事 

研究棟廊下床張替え工事、消火栓ポンプ盤配管改修工事 
ドライクリーニング試験室ドア改修工事 3件 
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5 機器整備  
 16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 備  考 

1 ガス腐食試験器 エレクトロニクスグループ 自転車振興会補助 

2 輝度分布測定装置 光音計測技術グループ 自転車振興会補助 

3 洗濯試験機 八王子分室 
 

4 マルチプロダクト校正器 技術試験室 
 

5 サーモグラフィ 生活科学グループ 
 

6 高倍率皮膜観察装置 資源環境科学グループ 
 

7 揮発性炭化水素濃度計 製品科学グループ 
 

8 臨界点乾燥装置 放射線応用技術グループ 
 

9 電気炉用温度制御装置 資源環境科学グループ 
 

10 超音波ホモジナイザー 加工技術グループ 
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６ 職員名簿 
 
所長 井上 滉 
 
副所長（産業支援部長兼務） 鈴木 節男 

 

管理部 

部長 米原 亮三 
 

庶務課 
課長 小川 高宜 
庶務係 
係長 辻道 雅弘 
主任  山内 綾子  主任  山中 彩子 
主任  齋藤 順 
長尾 淳子  下家 昌美 
 

経理係 
係長  阿久澤 達也 
主任  永井 啓子  主任  肥土 美佐子 
主任  西澤 亮   主任  中島 充俊 
主任  山本 麻里雄 
佐藤 直子  小川 敏史 

 
施設課 
課長 竹林 博史 
 
庁舎管理係 
課長補佐 伊藤 敏和 
主任 門脇  博 
技能主任 新井田 十三子 
 
電機係 
課長補佐 河野 謹一郎 
主任  西村 靖男  主任  榊原 太郎 
内田 和孝  軍司 浩見 

技能主任  田島和夫 
技能主任  飯箸 栄 
太田 和彦  山崎 忠夫 

 
駒沢分室 
分室長 武藤 利雄 
 
管理係 
課長補佐 鈴木 久夫 
丸山 貴代好  木村 真一郎 

 
施設係 
係長 丸山 登茂子 
主任  小金井 康有  主任 粕谷 澄男 
主任  岡山 三彦 
技能主任 片山 厚彦 
野口 一久 

 

放射線安全係 
課長補佐 鈴木 隆司 
次席 山田 昌二 
主任 櫻井 昇  主任 竹谷 扶美子 
放射線安全担当 担当係長 渡辺 是彦 
 
墨田分室 
統括課長（分室長） 小林 敏信 
 
管理係 
課長補佐 牧野 末男 
主任  長部 節子  主任  山田 衣紀子 
 
評価技術係 
課長補佐 岩崎 謙次 
小林 研吾  青木 郁子  松澤 咲佳 

主任研究員 川崎 顯 
主任研究員 藤代 敏   
主任研究員 小柴 多佳子 
 
八王子分室 
統括課長（分室長） 中島 茂 
 
管理係 
課長補佐 瀬沼 茂 
主任  小林 道夫 
技能主任  比留間 國彦 
評価技術係 課長補佐 池田 善光 
主任  斉藤 晋  主任  吉田 弥生 
主任  富永 真理子 
小林 洋子  山本 清志  長野 龍洋 

技能主任 福島 富子  技能主任 番場 ろく 
技能主任 山本 悦子 
主任研究員  田中 みどり 
主任研究員  藤田 茂 
主任研究員  樋口 明久 
主任研究員  木村千明 
 

 

産業支援部 

企画調整課 
統括課長（室長） 上野 和義 
副参事研究員 小池 茂幸 
企画調整係 
課長補佐 鈴木 雅洋 
担当係長  能條 自大 
担当係長  宮森 清勝 
主任    大久保 一宏 
 
事業評価係 
課長補佐 伊藤 清 
担当係長 桜井 守 
主任   片桐 正博   
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産学公連携室 
室長 伊瀬 洋昭 
副参事研究員 澤近 洋史 
産学公交流係 
係長 中村 優 
主任  小金井 雅彦  主任  堀江 暁 
 
 
情報総合支援係 
係長 近藤 幹也 
次席 山田 一徳 
次席 土屋 敏夫 
主任  久保 茂  主任  柳沢 正樹 
北原 枢 

 
相談広報室 
室長 北原 浩 
 
広報普及係 
係長 一條 勝夫 
主任  長嶋 清之  主任 塚本 利夫 
主任  兒島 芳邦 
 
研修担当 
課務担係長（課長補佐） 須田 廣勝 
 
相談支援係 
係長 安藤 敦子 
主任  冨田 一郎  主任 室 山 丈夫 
 
技術試験室 
室長 棚木 敏幸 
課長補佐（主任研究員） 舟山 義弘 
主任研究員  石井 清一 
主任研究員  石毛 隆志 
主任研究員  高田 茂 
主任  尾出 順   主任  伴 公伸 
主任  滝田 和宣  主任 小島 丈廣 
主任  増子 知樹  主任 長谷川 守一 
横山 和夫  水野 裕正  山田 隆博 

 

 

技術開発部 

部長 吉田 裕道 
 
材料技術グループ 
指定研究員 山本 眞 
課長補佐（主任研究員） 篠田 勉 
課長補佐（主任研究員） 上部 隆男 
主任研究員  高橋 厚生 
主任研究員  上野 博志 
主任研究員  進藤 良夫 
主任研究員  上本 道久 
主任研究員  田中 実 

主任研究員  清水 研一 
主任  佐々木 幸夫  主任  陸井 史子 
主任  伊藤 寿 
 
（東京大学派遣） 
主任  石田 直洋 
 
加工技術グループ 
指定研究員 片岡 征二 
副参事研究員 久慈 俊夫 
課長補佐（主任研究員） 佐藤 健二 
主任研究員  一色 洋二 
主任研究員  山崎 実 
主任研究員  西岡 孝夫 
主任研究員  森 俊道 
主任研究員  横沢 毅 
主任研究員  柳 捷凡 
主任  浅見 淳一  主任  鈴木 岳美 
主任  内田 聡   主任  樋田 靖広 
主任  佐藤 公一  主任  佐々木 智憲 
主任  後藤 賢一  主任  田中 敏彦 
森河 和雄  渡部 友太郎  青沼 昌幸 
玉置 賢次 

 
エレクトロニクスグループ 
指定研究員 宮島 良一 
課長補佐（主任研究員） 栗原 秀樹 
主任研究員  岡野 宏 
主任研究員  加沢 エリト 
主任研究員  山本 克美 
主任研究員  佐藤 正利 
主任研究員  渡邉 耕士 
主任研究員  小林 丈士 
主任研究員  上野 武司 
主任  山口 勇   主任  天早 隆志 
主任  五十嵐 美穂子主任  工藤 寛之 
主任  河村 洋   主任  大原 衛 
御代川 喬志 

 
光音計測技術グループ 
統括課長（指定研究員）  加藤 光吉 
課長補佐（主任研究員）  高田 省一 
主任研究員  實川 徹則 
主任研究員  中島 敏晴 
主任研究員  神田 浩一 
主任研究員  山本 哲雄 
主任研究員  中田 修 
主任研究員  岩永 敏秀 
主任  林 国洋  主任  山形 重雄 
平間 麻子 

 
放射線応用技術グループ 
指定研究員 谷崎 良之 
課長補佐（主任研究員） 山崎 正夫 
主任研究員  白子 定治 
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主任研究員  後藤 典子 
主任研究員  宮崎 則幸 
主任研究員  小山 元子 
主任研究員  中川 清子 
主任研究員  谷口 昌平 
主任  斎藤 正明  主任  後藤 亮 
主任  金城 康人  主任  細渕 和成 
関口 正之  福地 良一 

 

製品開発部 

部長 小柴 辰幸 
副参事研究員 楊  振 
 
情報科学グループ 
指定研究員 桝本 博司 
課長補佐（主任研究員） 大畑 敏美 
主任研究員  坂巻 佳壽美 
主任研究員  横田 裕史 
主任  重松 宏志  主任  森 久直 
主任  武田 有志  主任  乾  剛 
主任  大林 真人 
高野 哲寿 

 

製品科学グループ 
指定研究員 島田 勝広 
課長補佐（主任研究員） 伊東 洋一 
課長補佐（主任研究員） 秋山 正 
主任研究員  並木 喜正 
主任研究員  大久保 富彦 
主任研究員  木下 稔夫 
主任研究員  山口 美佐子 
主任研究員  松田 哲 
主任研究員  阿保友二郎 
主任  宮本 香  主任  前野 智和 
主任  竹尾 順 
秋田 実  園田 卓  白銀 泰久 
 

資源環境科学グループ 
指定研究員 小坂 幸夫 
副参事研究員 吉野 学 
課長補佐（主任研究員） 野々村 誠 
課長補佐（主任研究員） 土井 正 
主任研究員  飯田 孝彦 
主任研究員  中村 宏 
主任研究員  小山 秀美 
主任研究員  宇井 剛 
主任研究員  大塚 健治 
主任研究員  瓦田 研介 
主任  宮崎 巖   主任  吉本 圭子 
主任  阪口 慶   主任  長谷川 明良 
主任  栗田 惠子  主任  小林 政行 
主任  上原 さとみ 
茨田 正孝 

 

生活科学グループ 
指定研究員 栗田 征彦 
副参事研究員 古田 博一 
課長補佐（主任研究員） 大泉 幸乃 
主任研究員  池上 夏樹 
主任研究員  大橋 健一 
主任  小髙 久丹子  主任  嶋  明 
主任  平山 明浩   主任  黒田 良彦 
主任  飯田 健一   主任  藤田 薫子 
榎本 一郎  添田  心 
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