
平成23年9月30日現在

宮城会

事業項目 事　　業　　計　　画
平成２３年６月～９月に実施した事業
（時期,場所,回数,人数等概要を記入）

（１）
震災対策
に関する
取組み

①復旧・復興に向け建築士事務所
  の適正化のため行政情報の周知
  徹底

○会員周知
  7/12  県産材利用エコ住宅普及促進事業等の実施
        について　宮城県土木部住宅課より
  7/20  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 宮城県土木部営繕課より
  8/4   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
        宮城県建設産業団体連合会より
  9/16  電気給湯器等の転倒防止措置について
       （技術的助言） 宮城県土木部長より

②復旧・復興に係る建築確認検査
  等の効率的実施や違反防止への
  協力

③行政の実施する各種イベントへ
　の協力

○仙台市戸建木造耐震事業説明会
　6/17 主催仙台市 受講者数110名[於:仙台市役所]

　6/23 主催宮城会 受講者数 95名[於:宮城県建築設計会館]

○仙台市文教施設被災調査検討会議
  （施設復旧計画のための調査検討）
　6/28  出席：役員4名[於：仙台市役所]

○みやぎ木造住宅耐震診断士(一般診断等)養成講習会
  宮城県(主催委任）講習会
　8/23　受講者数47名[於：宮城県建築設計会館]

  9/16  受講者数13名[於：宮城県建築設計会館]

○8/28　南三陸町第5回復興祭支援

④復旧・復興に必要な建築士事務
　所の属する建築士等への技術講
  習

○建築復興支援技術講習会
　6/20　｢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
        受講者数 38名[於：宮城県建築設計会館]

　6/30  戸建住宅等外側補強方法
        受講者数 30名[於：宮城県建築設計会館]

　7/7   現場見学　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
        受講者数 35名[於：仙台市旭ヶ丘施工現場]

  7/12　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
        受講者数 30名[於：宮城県建築設計会館]

  7/22  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」
        受講者数 72名[於：宮城県建築設計会館]

建築復興支援センター事業計画・実施事業内容

宮城会 1/5



事業項目 事　　業　　計　　画
平成２３年６月～９月に実施した事業
（時期,場所,回数,人数等概要を記入）

  8/8   木造住宅耐震補強方法セミナー
         受講者数 15名[於：宮城県建築設計会館]

  8/10  接着剤による震災建物補修技術についての
　　　　勉強会
        受講者数 18名[於：宮城県建築設計会館]

  8/24  不同沈下により傾いた家の修正方法
　     　受講者数 18名[於：宮城県建築設計会館]

　8/30  木造ＲＣ造Ｓ造の制震による耐震補強技術
　　　　セミナー
　　　　講師:早稲田大学教授 曽田五月也氏
        受講者数51名[於：宮城県建築設計会館]

　9/28  床や天井を壊さず耐震補強を行う工法に
　　　　ついて
         受講者数17名[於：宮城県建築設計会館]

○検討会
　9/9  「LVLの使い方と構造設計の考え方」検討会
　　　　  講師：工学博士 山代悟
　　　　 宮城会役員参加[於：東京]

  9/22  ｢長期優良地域型復興住宅の生産システム｣
　　　　検討会
　　　　参加者数30名[於：宮城県建築設計会館]

（２）
建築相談

①被災建築物の復旧・再建に対す
　る相談会の実施及び相談員の派
　遣・紹介

○被災建築物の復旧・再建相談会（常設）
　・相談件数（6/17～9/30）　342件
　　（うち 現地相談  55件 電話･来所相談 287件）

　  ※参考  （3/14～9/30） 2363件
　　（うち 現地相談1078件 電話･来所相談1285件）

○法テラス支援活動
　9/13　法テラス支援活動意見交換会出席
　　　　（被災者個別相談支援活動）
　　　　　[於：仙台市弁護士会]

②復興住宅の企画・開発及び普及
　提案事業
　津波に強い建築物の研
　究・発表

③行政主催の建築相談等に対する
　派遣

○仙台市木造住宅耐震化相談会
　耐震診断士2名派遣
　7/20　宮城野区役所
　8/17　青葉区役所
　9/21　若林区役所
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事業項目 事　　業　　計　　画
平成２３年６月～９月に実施した事業
（時期,場所,回数,人数等概要を記入）

（３）
被災度区
分判定と
復旧業務

①講習会の開催 ○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》

　7/26  講師 東北大学大学院教授 前田匡樹氏
      　     東京大学生産技術研究所教授 中埜良昭氏
             東京工業大学准教授 山田哲氏
              受講者数 295名[於：パレスへいあん]

  8/3   講師 東北大学大学院教授 前田匡樹氏
　　　　　　 ㈳日本建築構造技術者協会 滝田吉男氏

　　　　　　  受講者数 75名[於：宮城県建築設計会館]

○被災木造住宅の復旧と耐震化技術検討会
  8/22  耐震診断と被災度区分判定技術併用の導入
        した調査について
        受講者数 15名[於：仙台市役所]

　復旧業務 ○被災文教施設の復旧に関するワークショップ
　6/21  講師 東北大学大学院教授 前田匡樹氏
      　     東京大学生産技術研究所教授 中埜良昭氏
             東京工業大学准教授 山田哲氏
        受講者数 85名[於：宮城県建築設計会館]

②技術者の紹介 仙台市・登米市・石巻市・卸商団地組合（仙台市）

（４）
被災会員
への支援

①税務相談・法務相談・経営相談
　の開催等

②見舞金・会費免除・物資供与等
　の復興支援

○被災事務所へのパソコン・プリンタの供与(15台)

○迅速な再建相談体制目的に各支部へバイクの配置(9
台)

（５）
復興

街づくり

①復興住宅の企画・開発及び普及
  提案事業

○地域型復興住宅検討会
　7/15 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）
   [於：パレスへいあん]

　8/13 地域型復興住宅検討会議
　（岩手会･福島会･宮城会による検討）
　　[於：パレスへいあん]

　8/19 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）
　　[於：パレスへいあん]

　9/2  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）
　　[於：宮城県建築設計会館]

　9/8  地域型復興住宅三県官民連絡会議
　（第1回会議）
　　[於：パレスへいあん]

　9/15 みやぎ地域型復興住宅連絡会議
　　[於：宮城県建築設計会館]
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事業項目 事　　業　　計　　画
平成２３年６月～９月に実施した事業
（時期,場所,回数,人数等概要を記入）

○調査研究･視察
　9/1-2宮城県内5市6町被災地　その後の視察
　　　　　参加者:役員5名
　9/12-13 長岡市山古志地区復興住宅　視察
　　　　　参加者:役員5名
　9/2  南三陸町集団移転予定地計画提案検討会
　　　 出席者:宮城大学准教授 平岡善浩氏
　　　　　　　宮城会役員10名
　　[於：宮城県建築設計会館]

○7/27　東北大学吉野研究室との
　　　　環境性能に関する意見交換会

○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
　8/31・9/16・9/26　宮城県[於：宮城県庁]

○9/29　軽量土木による地盤補強技術検討会
　　　　木造建築の許容応力度講習会の検討会
　　[於：宮城県建築設計会館]

②震災復興に対するセミナー、シ
  ンポジウムの開催及び参加

○7/20　講演「復興への支援」について
　講師 社会福祉法人宮城県共同募金会 会長 飯岡絹子氏

  受講者数 113名[於：パレスへいあん]

○8/24  講演「震災後の支援活動」
        東京会シンポジウムパネラー
　　　　参加者5名　　　[於：東京会]

○9/9   講演「震災後の支援活動」
        神奈川会フェステバル講演会
　　　　参加者1名
　　 [於：日本丸メモリアルパーク及び訓練センター]

③津波まちづくり新法の説明講習
  会の開催

④まちづくり・コミュニティ復興
  支援及び被災地慰問

○講師派遣
　主催  有限責任事業組合 仙台市宅地安全協議会
　講習会名 被災宅地危険度判定士 震災特別講習会
　日時  平成23年9月9日(金)1530-1700
　場所  仙台市民会館
　テーマ 東日本大震災を経験して
  ～被災宅地･建物判定の現場体験から～
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事業項目 事　　業　　計　　画
平成２３年６月～９月に実施した事業
（時期,場所,回数,人数等概要を記入）

○みやじ連（部会運営室チームあすなろ）による
　施設等訪問
  7/30  介護老人保健施設 エバーグリーン・イズミ
       （仙台市泉区）
  7/31  介護老人保健施設 希望の杜（大和町）
  8/5   仮設住宅 若林日辺グラウンド・荒井小学校
       （仙台市若林区）
  8/13  岡田小学校（仙台市若林区）
  8/28  南三陸町第5回復興市（南三陸町）
  9/16  介護老人保健施設 希望の杜（大和町）
  9/17  介護老人保健施設 エバーグリーン・イズミ
       （仙台市泉区）

（６）
日事連の

震災対策HP
へのリンク

○復興支援活動の広報に関する事
  項

（７）
その他

①北東ブロック地震防災等連絡会
  議の提案

②その他 ②石巻市り災調査２次調査
　石巻市（税務課）からの依頼による建築士派遣
　期間  6/17～9/30※現在継続中
　調査棟数 4500棟
　派遣人数 延べ9017名(調査員数110)名
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