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編
集
後
記

　私は当初協会の研究開発に携わり、数年前
より編集委員を経て新都市ハウジング協会の
編集長を仰せつかり、光栄にも協会設立20周
年記念号に関与することができました。研究
開発に係る各委員会は基本的に協会会員会社
内のメンバーで構成されていて、自社での業
務活動と比較すると他社の方々との人的交流
が広がり幅広く業界を見ることができました。
さらに編集委員会に参加しハウジングニュー
スの特集、テーマを検討する中で、協会外の
学識経験者、知見見識の深い方、これから第
一線で活躍される方と交流が深められたこと

が自分の成果であり財産となったと思います。
　委員長としては原稿依頼方針をふたつ定め
ました。一つは時代に即し新たに注目を集め
ると思われるテーマを取り上げ、これから第
一線で活躍する人に意見を述べていただくこ
と。二つ目は、専門家でなくとも建築・都市
に係る人であれば理解できる内容での執筆を
お願いし、多くの読者にとって読みやすく理
解を深めることが可能な内容とすることです。
20周年記念号でも同様な方針で、前半を協会
会員に今までの成果のまとめを述べていただ
き、後半を今後、建築・都市関連の各分野を

リードされている方々に「明日へのメッセー
ジ『新しい時代に向けた展望』」とのテーマで
寄稿していただきました。寄稿者は、今まで
の各種協会活動でのフォーラム、講演会、ハ
ウジングニュースへの原稿依頼者から選定し
ました。
　皆様から有意義で興味深い寄稿を頂き、ま
た協会及び関係者の総力を結集でき満足でき
る記念号が完成したと思っています。この20
周年記念号が、過去の成果と将来の展望の橋
渡しとなり、今後の協会活動が更に成果を上
げる一助となれば幸いです。 （T.A.）
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人事異動（国土交通省）住宅局人事
旧所属氏名新所属日付

H28 4月 1日 住宅局建築指導課企画専門官 小岩　光弘 住宅局住宅総合整備課企画専門官
H28 4月 1日 住宅局住宅総合整備課企画専門官 川崎　伸義 住宅局住宅総合整備課長補佐
H28 4月 1日 住宅局住宅総合整備課長補佐 森川　朋胤 国立研究開発法人土木研究所総務部総務課長
H28 4月 1日 住宅局総務課住宅企画調整官 後藤　　裕 大臣官房福利厚生課企画専門官

H28 4月 1日 住宅局建築指導課昇降機等事故調査室課長補佐 久保田　和幸 内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官
     （総括担当）付参事官補佐（総合企画担当）
H28 4月 1日 住宅局住宅総合整備課企画専門官 豊嶋　太朗 住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室企画専門官

H28 4月 1日 住宅局住宅生産課木造住宅振興室企画専門官 田村　英之 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官 
     （調査・企画担当）付参事官補佐（直下型地震対策担当）
H28 4月 1日 住宅局建築指導課建築業務監理室長 津森　洋介 大臣官房地方課公正入札監視官

H28 4月 1日 住宅局住宅生産課建築環境企画室課長補佐 田中　利典 株式会社ＮＴＴファシリティーズ九州支店サービス事業部  
     建設・FM事業部主査
H28 4月 1日 住宅局住宅総合整備課企画専門官 勝又　賢人 岩手県県土整備部建築住宅課総括課長
H28 4月 1日 住宅局住宅生産課建築環境企画室課長補佐 川田　昌樹 住宅局安心居住推進課長補佐
H28 4月 1日 住宅局住宅総合整備課長補佐 古澤　智昭 大阪府住宅まちづくり部住宅経営室主査
H28 4月 1日 住宅局安心居住推進課長補佐 横手　昌幸 独立行政法人住宅金融支援機構調査部調査役
H28 4月 1日 住宅局安心居住推進課長補佐 佐藤　貴彦 住宅局住宅総合整備課企画計画係長
H28 4月 1日 住宅局住宅生産課企画専門官 村上　慶裕 住宅局住宅総合整備課企画専門官
H28 4月 1日 住宅局建築指導課長補佐 高木　淳一郎 積水ハウス株式会社技術部課長
H28 4月 1日 住宅局建築指導課建築物認定調整官 島田　和明 神奈川県県土整備局住宅企画耐震改修促進担当部長
H28 4月 1日 住宅局建築指導課長補佐 高嶋　健一 ミサワホーム株式会社商品開発本部技術部性能技術課
H28 4月 1日 住宅局建築指導課昇降機等事故調査室課長補佐 寺内　　浩 九州地方整備局営繕部整備課長補佐
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