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月　日 事　　　　　　　　　　項 場　　　　所 出席者数

H.23年
6月17日 被災建築物の復旧・再建相談会　設置（常設） 宮城会 -

17日 石巻市り災調査２次調査　調査員派遣（継続中） 石巻市
延べ

9017名
17日 仙台市戸建木造耐震事業説明会(仙台市主催)

開催
仙台市役所 115名

20日 ｢り災証明2次調査に係る被害認定調査の要点と
考え方｣勉強会　開催

宮城県建築設計会館 38名

21日 被災文教施設の復旧に関するワークショップ　開
催

宮城県建築設計会館 85名

23日 仙台市戸建木造耐震事業説明会(宮城会主催)
開催

宮城県建築設計会館 95名

28日 仙台市文教施設被災調査検討会議　出席 仙台市役所 4名

30日 建築復興支援技術講習会
「戸建住宅等外側補強方法」　開催

宮城県建築設計会館 30名

30日 正副会長会議（センター業務と復興住宅担当所管について等） 宮城県建築設計会館 7名

7月7日 建築復興支援技術講習会
「沈下した地盤の復旧を支持地盤まで打った杭力
により復旧する工法」　開催

仙台市青葉区施工現場 35名

12日 建築行政情報の提供　「県産材利用エコ住宅普
及促進事業等の実施について」会員周知

＊宮城県土木部住宅課より -

12日 建築復興支援技術講習会
「崩壊した宅地地盤や液状化した地盤を軽量土木
技術で再生させる工法」　開催

宮城県建築設計会館 30名

15日 地域型復興住宅官民検討会議（国交省･各県行
政･岩手会･福島会･宮城会による検討）

パレスへいあん 4名

20日 建築行政情報の提供　「災害復旧工事の建築設
計業務指名競争入札等の実施について」会員周知

＊宮城県土木部営繕課より -

20日 仙台市木造住宅耐震化相談会　耐震診断士派遣 宮城野区役所 2名

20日 理事会（復興住宅等震災復興について） 宮城県建築設計会館 26名

20日 講演会開催
「復興への支援」について

パレスへいあん 113名

22日 震災復旧・補強工法研修会　「ＳＲＦ繊維材による
ＲＣ建築物の耐震補強工法」　開催

宮城県建築設計会館 72名

26日 震災復旧のための震災建築物の被災度区分判定
基準および復旧技術指針講習会《Ｓ造･ＲＣ造･木
造編》　開催

パレスへいあん 295名

27日 東北大学吉野研究室との環境性能に関する意見
交換会

東北大学吉野研究室 2名

29日 正副会長会議（被災地慰問・シンポジウム参加等について） 宮城県建築設計会館 6名

7月30日 被災地慰問（みやじ連（部会運営室チームあすなろ））
介護老人保健施設 エバーグリー
ン・イズミ（仙台市泉区） 10名
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31日
被災地慰問（みやじ連（部会運営室チームあすなろ））

介護老人保健施設 希望の
杜（大和町）

10名

8月3日 震災復旧のための震災建築物の被災度区分判定
基準および復旧技術指針講習会《Ｓ造･ＲＣ造･木
造編》追加講習会

宮城県建築設計会館 75名

4日 建築行政情報の提供　「下請契約及び下請代金
支払いの適正化並びに施工管理の徹底等につい
て」会員周知

＊宮城県建設産業団体連合会より -

5日 被災地慰問（みやじ連（部会運営室チームあすなろ））
仮設住宅 若林日辺グラウンド・荒
井小学校（仙台市若林区） 12名

8日 木造住宅耐震補強方法セミナー　開催 宮城県建築設計会館 15名

9日 北海道会来局（被災地の説明）
正副会長会議（木造診断士育成講習会等について）

宮城県建築設計会館 6名

10日 今、知ってほしい震災復旧に役立つ技術第１回
「接着剤による震災建物補修技術についての勉強
会」　開催

宮城県建築設計会館 18名

13日 地域型復興住宅検討会 パレスへいあん 4名

13日 被災地慰問（みやじ連（部会運営室チームあすなろ））
岡田小学校（仙台市若林
区）

15名

17日 仙台市木造住宅耐震化相談会　耐震診断士派遣 青葉区役所 2名

19日 地域型復興住宅準備会議（三県課長･岩手会･福
島会･宮城会による検討）

パレスへいあん 4名

21日 文化財34神社耐震化普及研修会
「安政時代建立の文化財社殿の耐震化」　開催

宮城県神社庁 115名

22日 被災木造住宅の復旧と耐震化技術検討会　開催 仙台市役所 15名

23日 みやぎ木造住宅耐震診断士(一般診断等)養成講
習会(第1回）　宮城県（主催委任）講習会　開催

宮城県建築設計会館 47名

24日 今、知ってほしい震災復旧に役立つ技術第２回
「不同沈下により傾いた家の修正方法」　開催

宮城県建築設計会館 19名

24日 講演「震災後の支援活動」　東京会シンポジウム
パネラー

東京会 5名

25日 理事及び耐震一般診断審査員会議
（耐震診断業務支援について）

宮城県建築設計会館 31名

28日 被災地（南三陸町第5回復興祭）支援 南三陸町 17名

30日 今、知ってほしい震災復旧に役立つ技術第３回
「木造ＲＣ造Ｓ造の制震による耐震補強技術セミナー｣

宮城県建築設計会館 51名

31日 宮城県との被災住宅等復旧再建検討意見交換会
(23･24年度の復旧再建に係る住民補助）

宮城県庁 4名

9月1日
-2日

宮城県内5市6町被災地　その後の視察 気仙沼市･石巻市･女川町等 4名

2日 みやぎ地域型復興住宅連絡会議
（林業､木材､建設職､専門工事業等と連絡会議）

宮城県建築設計会館 4名

2日 南三陸町集団移転予定地計画提案検討会 宮城県建築設計会館 10名

8日 地域型復興住宅三県官民連絡会議 パレスへいあん 4名

9日 被災宅地危険度判定士 震災特別講習会（主催
有限責任事業組合 仙台市宅地安全協議会）へ
講師派遣

仙台市民会館 1名

9月9日 講演「震災後の支援活動」　神奈川会フェステバ
ル講演会

日本丸メモリアルパーク及び訓練
センター 1名
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9日 「LVLの使い方と構造設計の考え方」検討会 東京 8名

12日
-13日

長岡市山古志地区復興住宅　視察 新潟県長岡市山古志 5名

13日 法テラス支援活動意見交換会 仙台市弁護士会 1名

15日 みやぎ地域型復興住宅連絡会議 宮城県建築設計会館 4名

16日 宮城県との被災住宅等復旧再建検討意見交換会
(23･24年度の復旧再建に係る住民補助）

宮城県庁 4名

16日 被災地慰問（みやじ連（部会運営室チームあすなろ））
介護老人保健施設 希望の杜（大
和町） 12名

16日 建築行政情報の提供　「電気給湯器等の転倒防
止措置について（技術的助言）」会員周知

＊宮城県土木部長より -

16日 みやぎ木造住宅耐震診断士(一般診断等)養成講
習会（第2回）　宮城県（主催委任）講習会　　開催

宮城県建築設計会館 13名

16日 三役会（地域型復興住宅の取組みについて等） 宮城県建築設計会館 11名

17日 被災地慰問（みやじ連（部会運営室チームあすなろ））
介護老人保健施設 エバーグリー
ン・イズミ（仙台市泉区） 14名

21日 仙台市木造住宅耐震化相談会　耐震診断士派遣 若林区役所 2名

22日 セミナー「長期優良地域型復興住宅の生産システ
ム」検討会

宮城県建築設計会館 30名

26日 宮城県との被災住宅等復旧再建検討意見交換会
(23･24年度の復旧再建に係る住民補助）

宮城県庁 4名

28日 今、知ってほしい震災復旧に役立つ技術第４回
「床や天井を壊さず耐震補強を行う工法につい
て」「震災によりクラックが多数発生した建物への
防水膜による漏水防止方法」　開催

宮城県建築設計会館 17名

29日 正副会長会議（地域型復興住宅の取組み等について） 宮城県建築設計会館 6名

29日 軽量土木による地盤補強技術検討会 宮城県建築設計会館 3名

29日 木造建築の許容応力度講習会の検討会 宮城県建築設計会館 3名
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