
平成３０年度第１回木造住宅耐震対策講習会                     宮崎県県土整備部建築住宅課                  

「木造住宅耐震リフォーム達人塾」 

～実践編（アドバンストコース）～ 
(共催)宮崎県県土整備部建築住宅課、名古屋工業大学高度防災工学センター、特定非営利法人達人塾ネット 
宮崎県では、南海トラフをはじめとする大規模地震が懸念される中、より一層の住宅の耐震化を促進す

るため、耐震改修工事費の低価格化に有効な「低コスト工法」の普及に取り組んでいます。 

そこで、名古屋工業大学高度防災工学センターの協力を得て、合理的な低コスト工法や住宅居住者の心

に響く説明のポイントを学び、実際にソフトを使って安価な耐震改修設計の演習を行い、解説をいただく

「木造住宅耐震リフォーム達人塾～実践編（アドバンストコース）～」を開催しますので、多くの方々の

参加をお待ちしています。 

受講 

対象者 

木造住宅の設計・施工に従事する建築技術者、行政職員 

（資格は問いません） 

開催日時 平成 31 年 1 月 25 日（金） 10:00～17:00（受付 9:30～） 

会場 県立産業技術専門校 多目的ホール（西都市大字右松 362-1） 

申込期限 平成 31 年 1 月 16 日（水）【必着】 定員 １００名（先着順） 

参加費 無料（無料駐車場：有） テキスト ２，０００円 

必要道具 耐震診断ソフトをダウンロードしたパソコン（希望者のみ）、電卓（必須） 

※診断ソフトについては裏面の【留意事項】をご参照ください。 

申込方法 裏面をご参照ください 

 

問合せ先 

一般社団法人 宮崎県建築士事務所協会 ＴＥＬ：0985-29-1188 ＦＡＸ：0985-38-9418 

〒880-0805 宮崎市橘通東 2-9-19 宮崎県建設会館４階 

※本協会は、宮崎県の委託を受けて当該講習会の運営を行っております。 

（宮崎県県土整備部建築住宅課 ＴＥＬ：0985-26-7195） 

 

【プログラム】 

時間 講義内容 講師 

10:00 主催者あいさつ 県建築住宅課 

10:05 達人塾の概要と住宅所有者への説明技術 名古屋工業大学大学院教授 井戸田秀樹 

10:55 低コスト耐震補強の手引き解説 （株）えびす建築研究所代表取締役 花井勉 

11:50 設計例・施工例から学ぶ改修のポイント NPO 法人耐震化アドバイザー協議会 丸谷勲 

12:30 （昼休憩） 

13:30 耐震改修先進県の取組と事例 名古屋工業大学高度防災工学センター客員教授 川端寛文 

13:40 精算法、N 値法、偏心率の要点と演習 耐震の専門家集団・木造耐震ネットワーク知多 成田完二 

14:40 課題提示＋入力演習 （株）えびす建築研究所代表取締役 花井勉 

15:20 【建築士】診断ソフトを利用した課題演習 講師全員 

【行政職員】耐震化促進に向けた対応 名古屋工業大学高度防災工学センター客員教授 川端寛文 

15:50 達人案解説・質疑応答 講師全員 

17:00 （終了） 

 

 



一般社団法人宮崎県建築士事務所協会 行き （FAX：０９８５－３８－９４１８） 

申込期限 平成３１年１月１６日（水）必着 ※定員となり次第締め切らせていただきます。 

「木造住宅耐震リフォーム達人塾～実践編（アドバンストコース）～」 受講申込書 兼 受講票 

ふりがな  
受付№ 

※記入不要 

氏 名  

宮崎県木造

住宅耐震診

断士登録 

□ 未登録 

□ 登録済（登録№         ） 

CPD 登録 □ 有 □ 無 

番 号

（            ） 

勤務先名 
 

  

TEL （     ）   － 

FAX （     ）   － 

メール： 

職域 
□ 建築士事務所（事務所の区分 □１級 □２級 □木造） 

□ 建設会社・工務店・大工   □ その他 

勤務先住所 〒 

建築士資格 １級（          ）号 
□ 2 級   都道府県（     ）号 

□ 木造       （     ）号 

 

上記の申込書に記載した個人情報に関し、「木造住宅耐震対策講習会受講者名簿」に登録し、県・市町

村の耐震相談窓口、ホームページにおいて閲覧に供することに同意します。 

（同意される方のみ御署名をお願いします。） 署名：               

 

【申込方法】※①または②の方法により申込みをお願いします。 

① 「受講申込書兼受講券」に必要事項をご記入の上、テキスト代払込受付証明書（お振込書写し）と

２枚合わせてＦＡＸしてください。 

テキスト代振込先 

ゆうちょ銀行 郵便振替口座：02080-3-11504 口座名義：（一社）宮崎県建築士事務所協会 

② 「受講申込書兼受講券」に必要事項をご記入の上、テキスト代と合わせて（一社）宮崎県建築士事

務所協会事務局へご持参ください。 

 

【留意事項】※演習課題及び無料体験版ダウンロードページ http(:)//tatsujinjuku.net/shiryo.html 

・診断ソフトは、精算法、偏心率、Ｎ値計算を行えるものであれば、指定はありません。上記ＵＲＬから

「演習課題」をプリントアウトし、そのデータをご自身でソフトに入力し、お持ちください 

・診断ソフトをお持ちでない方は上記ＵＲＬから診断ソフト「達人診断」の無料体験版と演習課題の入力

データをダウンロードして、お持ちください。 

・パソコンの持参は希望者のみですが、パソコンを使った演習を経験していただくことで、より効果が上

がります。 

・パソコンの電源はありませんので、十分充電した上でお持ち下さい。 

・テキストは、当日会場で受講票と引き換えにお渡ししますので、必ず受講票をご持参ください。 

・当日の受講申込受付は行いません。 

・欠席された場合、テキスト代の返金はいたしませんのでご了承ください。（後日、建築士事務所協会で

テキストをお渡ししますので受取にお越し下さい） 



平成３０年度第 2回木造住宅耐震対策講習会                     宮崎県県土整備部建築住宅課 

「木造住宅耐震リフォーム達人塾」 

～施工講習編～ 
(共催)宮崎県県土整備部建築住宅課、名古屋工業大学高度防災工学センター、特定非営利法人達人塾ネット 
宮崎県では、南海トラフをはじめとする大規模地震が懸念される中、より一層の住宅の耐震化を促進す

るため、耐震改修工事費の低価格化に有効な「低コスト工法」の普及に取り組んでいます。 

そこで、名古屋工業大学高度防災工学センターの協力を得て、耐震改修専用工法の施工のポイント等を

学び、木造軸組模型を使用し耐震改修専用工法を実際に体験していただく、「木造住宅耐震リフォーム達人

塾～施工講習編～」を開催しますので、多くの方々の参加をお待ちしています。 

受講 

対象者 

木造住宅の設計・施工に従事する建築技術者、行政職員 

（資格は問いません） 

開催日時 平成 31 年 1 月 26 日（土） 10:00～13:30（受付 9:30～） 

会場 県立産業技術専門校 多目的ホール（西都市大字右松 362-1） 

申込期限 平成 31 年 1 月 16 日（水）【必着】 定員 ５０名（先着順） 

参加費 無料（無料駐車場：有） テキスト ２，０００円※ 

必要道具 なし 

申込方法 裏面をご参照ください 

 

問合せ先 

一般社団法人 宮崎県建築士事務所協会 ＴＥＬ：0985-29-1188 ＦＡＸ：0985-38-9418 

〒880-0805 宮崎市橘通東 2-9-19 宮崎県建設会館４階 

※本協会は、宮崎県の委託を受けて当該講習会の運営を行っております。 

（宮崎県県土整備部建築住宅課 ＴＥＬ：0985-26-7195） 

※１月２５日に開催する「木造住宅達人塾」～実践編（アドバンストコース）～でテキストを購入され

る方は、改めてテキストを購入する必要ありません。当日、必ずテキストをお持ち下さい。 

 

【プログラム】 

時間 講義内容 講師 

10:00 主催者あいさつ 県建築住宅課 

10:05 現場施工の精度と耐震性能について 名古屋工業大学大学院教授 井戸田秀樹 

10:20 耐震改修専用工法の紹介と概要 （株）えびす建築研究所代表取締役 花井勉 

11:00 耐震改修専用工法の設計、施工のポイント NPO 法人耐震化アドバイザー協議会 丸谷勲 

11:40 現場施工実習 講師全員 

13:20 事務局よりお知らせ 県建築住宅課 

13:30 （終了） 

本講習会は公益財団法人建築技術教育普及センターの助成金を受けて実施しています。 

 

 



一般社団法人宮崎県建築士事務所協会 行き （FAX：０９８５－３８－９４１８） 

申込期限 平成３１年１月１６日（水）必着 ※定員となり次第締め切らせていただきます。 

「木造住宅耐震リフォーム達人塾～施工講習編～」 受講申込書 兼 受講票 

ふりがな  
受付№ 

※記入不要 

氏 名  

宮崎県木造

住宅耐震診

断士登録 

□ 未登録 

□ 登録済（登録№         ） 

CPD登録 □ 有 □ 無 

番 号

（            ） 

勤務先名 
 

  

TEL （     ）   － 

FAX （     ）   － 

メール： 

職域 
□ 建築士事務所（事務所の区分 □１級 □２級 □木造） 

□ 建設会社・工務店・大工   □ その他 

勤務先住所 〒 

建築士資格 １級（          ）号 
□ 2級    都道府県（    ）号 

□ 木造        （    ）号 

テキストの

要・不要 
□ 要    □ 不要（１月２５日講習会受講者） 

 

上記の申込書に記載した個人情報に関し、「木造住宅耐震対策講習会受講者名簿」に登録し、県・市町

村の耐震相談窓口、ホームページにおいて閲覧に供することに同意します。 

（同意される方のみ御署名をお願いします。） 署名：               

 

【申込方法】※①または②の方法により申込みをお願いします。 

① 「受講申込書兼受講券」に必要事項をご記入の上、テキスト代払込受付証明書（お振込書写し）と

２枚合わせてＦＡＸしてください。 

テキスト代振込先 

ゆうちょ銀行 郵便振替口座：02080-3-11504 口座名義：（一社）宮崎県建築士事務所協会 

② 「受講申込書兼受講券」に必要事項をご記入の上、テキスト代と合わせて（一社）宮崎県建築士事

務所協会事務局へご持参ください。 

 

【留意事項】 

・テキストは、当日会場で受講票と引き換えにお渡ししますので、必ず受講票をご持参ください。 

・当日の受講申込受付は行いません。 

・欠席された場合、テキスト代の返金はいたしませんのでご了承ください。（後日、建築士事務所協会で

テキストをお渡ししますので受取にお越し下さい） 

・１月２５日に開催する「木造住宅達人塾」～実践編（アドバンストコース）～でテキストを購入される

方は、改めてテキストを購入する必要ありません。当日、必ずテキストをお持ち下さい。 
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