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 内閣府より公益社団法人の認定
「公益社団法人 ロングライフビル推進協会
（BELCA）」に改称（H22.4.1）
  設立 20周年
「BELCA ロングライフ提言2009」策定

  建築・設備総合管理士
第1回講習会開催

  設立 30周年

ER作成者連絡会議創設（H19.11）

  「ビルライフサイクル体系マップ」策定
優良補修・改修工法等評価事業開始

長期ビジョン策定・BELCA宣言公表

ファシリティマネジャー第1回資格試験実施

第1回BELCA賞表彰（H4.5）

建築・設備総合管理技術者第1回講習会開催

建築仕上診断技術者第1回講習会開催

「社団法人　建築・設備維持保全推進協会（BELCA）」発足（H1.6.19）

「建築・設備維持保全推進協議会（LCA）」発足（S62.11.26）

建築設備維持保全体系整備目標策定

BELCAの前身である「建築設備維持保全研究会」発足（S60.11.20）

設立15周年記念事業・シンポジウム実施

「マンションドック」登録開始

耐震診断等の評定事業開始

建築設備診断技術者第1回講習会開催
「既存建築物診断・改修等推進全国ネットワーク委員会」設立（H7.3）

  公営住宅最適改善手法評価事業開始
建築ストック総合対策要綱策定

 BELCA活動検討委員会報告
「今後のBELCA活動の方向について」（H25.12）
耐震診断・耐震改修計画評定委員会

（東京委員会）設置

 設立25周年
「会員宣言」制定、会員証発行、
特別会員制度創設

役 員 名 簿　LIST OF OFFICERS

（令和元年5月1日）

（令和元年5月1日）

（令和元年5月1日）

代表理事（会長） 押味　至一 鹿島建設株式会社 代表取締役社長
代表理事（副会長） 千葉　　太 三菱地所株式会社 代表執行役執行役専務
理　　事（副会長） 森戸　義美 株式会社 関電工 代表取締役社長社長執行役員
理　　事（副会長） 黒田　長裕 株式会社 NTTファシリティーズ 代表取締役副社長
理　　事 種橋　牧夫 東京建物株式会社 代表取締役会長執行役員
理　　事 藤田　　衛 株式会社 山下設計 取締役副社長執行役員
理　　事 賀持　剛一 株式会社 大林組 執行役員
理　　事 藤井日出海 三機工業株式会社 代表取締役副社長執行役員
理　　事 加藤　裕之 株式会社 東急コミュニティー 取締役専務執行役員
理　　事 古澤　靖彦 株式会社 イー・アール・エス 代表取締役社長
理　　事（専務理事） 田中　　淳 公益社団法人 ロングライフビル推進協会 専務理事
監　　事 長堀　嘉一 株式会社 日本設計 取締役副社長執行役員
監　　事 根本　　晃 株式会社 裕生 代表取締役社長

鹿島建設株式会社
三菱地所株式会社
株式会社 関電工
株式会社 NTTファシリティーズ
東急不動産株式会社
東京建物株式会社
三井不動産株式会社
株式会社 日建設計
株式会社 日本設計
株式会社 山下設計
株式会社 大林組
清水建設株式会社

大成建設株式会社
株式会社 竹中工務店
株式会社 きんでん
三機工業株式会社
新菱冷熱工業株式会社
高砂熱学工業株式会社
日本電設工業株式会社
グローブシップ株式会社
株式会社 東急コミュニティー
東京美装興業株式会社
日本管財株式会社
日本メックス株式会社

株式会社 日立ビルシステム
株式会社 裕生
アズビル株式会社
株式会社 イー･アール･エス
株式会社 コンステック
ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社
東京海上日動リスクコンサルティング株式会社
東京ガス株式会社
株式会社 東京建物リサーチ・センター
TOTO株式会社
株式会社 トクオ

幹 事 会 員　LIST OF MANAGING MEMBERS

議　長 今泉　恭一 鹿島建設株式会社
副議長 鈴木　富生 三菱地所株式会社
副議長 牧野　俊亮 株式会社 関電工
副議長 瀬筒　博文 株式会社 NTTファシリティーズ
委　員 渡邉　卓也 東急不動産株式会社
委　員 鈴木　康史 東京建物株式会社
委　員 原田　英利 三井不動産株式会社
委　員 山崎　祐二 株式会社 日建設計
委　員 河井　信之 株式会社 日本設計
委　員 鷹箸　寿昭 株式会社 山下設計
委　員 国本　　勇 株式会社 大林組
委　員 大西　正修 清水建設株式会社
委　員 栗林　　功 大成建設株式会社
委　員 道永　　剛 株式会社 竹中工務店
委　員 島末　紀之 株式会社 きんでん
委　員 加藤　武志 三機工業株式会社
委　員 種市　直人 新菱冷熱工業株式会社
委　員 倉田　昌典 高砂熱学工業株式会社

委　員 渡辺　正男 日本電設工業株式会社
委　員 諸橋　勝悟 グローブシップ株式会社
委　員 志摩　直人 株式会社 東急コミュニティー
委　員 安蘓　秀徳 東京美装興業株式会社
委　員 津川　雅朋 日本管財株式会社
委　員 秋山　克己 日本メックス株式会社
委　員 長谷川篤史 株式会社 日立ビルシステム
委　員 嶋中　宏典 株式会社 裕生
委　員 結城　　直 アズビル株式会社
委　員 若林　　亮 株式会社 イー･アール･エス
委　員 田中　昭洋 株式会社 コンステック
委　員 花岡　　健 ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社
委　員 渡部　弘之 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社
委　員 髙橋　　昭 東京ガス株式会社
委　員 辻　　康昭 株式会社 東京建物リサーチ・センター
委　員 佐藤　仁美 TOTO株式会社
委　員 高岡　一郎 株式会社 トクオ

企画運営会議委員 LIST OF PLANNING AND STEERING BOARD MEMBERS

総務部・総合企画部・資格推進部・開発研究部・情報管理部・事業推進部・普及推進部
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設立 30周年記念誌
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