
令和元年06⽉15⽇(⼟) 開講式 ●オリエンテーション 13:00〜13:30 ・⼀般社団社団法⼈⻘森県建築⼠会 0.5

13:00〜17:00 修復理論 ●考古学から⾒た古建築 13:30〜15:00 ・弘前⼤学⼈⽂社会科学部 教授 関根達⼈ ⽒ 1.5

●ヘリテージマネージャー概論 ・ひょうごヘリテージ機構H2O

（その役割と展望）  世話⼈（特命係） 沢⽥ 伸 ⽒

・⻘森県 教育庁 ⽂化財保護課 総括主幹
 ⽂化財グループＳＭ 印部 ⾹ ⽒●
・⻘森県 県⼟整備部 建築住宅課 総括主幹
 建築指導グループＭ 千葉健夫 ⽒●
・⻘森県 県⼟整備部 都市計画課 総括主幹
 都市計画・景観グループＭ 関 孝幸 ⽒●

令和元年07⽉13⽇(⼟) ・横浜国⽴⼤学 理⼯学部

13:00〜17:00  建築都市-環境系学科 教授 ⼤野 敏 ⽒

・⻘森県 教育庁 ⽂化財保護課 総括主幹

 ⽂化財グループＳＭ 印部 ⾹ ⽒●

建築修復の 構造形式、名称 ●完成間近の現場⾒学 及び 解説 ・公益財団法⼈⽂化財建造物保存技術協会
技法 建造物の調査法  事業部 重要⽂化財 旧弘前偕⾏社

  設計監理事務所所⻑ 鈴⽊雅⽂ ⽒
●伝統的建築物の技法、建築物の調査法 13:00〜15:00 ・三上隆博 ⽒ ／ ＤＶＤ視聴 2.0

⼯法 建築物の⼯法 ・弘前職業能⼒開発校
調査法  訓練指導員 越⼭成憲 ⽒

令和元年08⽉10⽇(⼟) 建築修復の技法 ・秋⽥県⽴⼤学 システム科学技術学部

13:00〜17:00 ⼯法、調査法  建築環境システム学科 教授 板垣直⾏ ⽒

・早稲⽥⼤学 創造理⼯学部

 建築学科 教授 ⻑⾕⾒雄⼆ ⽒

●⽂化財建造物の⾒学 ・⼀般社団法⼈弘前⽂化財保存技術協会
 旧 伊東家住宅 (弘前会場／弘前市)  理事⻑ 今井⼆三夫 ⽒（弘前会場）
 旧 坪⽥家住宅 (⻘森会場／⻘森市) ・⻘森県⽂化財保護審議会
 更上閣 (⼋⼾会場／⼋⼾市)  委員 岡⽥俊治 ⽒（⻘森会場）

・⻘森県⽂化財保護審議会
 委員 斎藤政⼈ ⽒（⼋⼾会場）
・株式会社 三衡設計舎
 代表取締役 勝部⺠男 ⽒
・東北⼯業⼤学
 ⼯学部 建築学科 講師 中村琢⺒ ⽒

演 演習３ ●受講者が県内の歴史的建造物を発 ・ 株式会社 建築住宅センター
習 （まちづくり）  ⾒、他の受講者に説明   業務部業務課 主任  三上隆博 ⽒

令和元年09⽉28⽇(⼟) ・ 株式会社 建築住宅センター

10:00〜17:00   業務部業務課 主任  三上隆博 ⽒

（＊必須科⽬では無いが  （元 公益財団法⼈

実務上は⼤変重要） ⽂化財建造物保存技術協会 職員）●

令和元年10⽉26⽇(⼟) ・ 株式会社 建築住宅センター

10:00〜17:00   業務部業務課 主任  三上隆博 ⽒

（＊必須科⽬では無いが  （元 公益財団法⼈

実務上は⼤変重要） ⽂化財建造物保存技術協会 職員）●

令和元年11⽉02⽇(⼟) 講 ●意⾒具申の書き⽅

13:00〜17:00 義 （登録有形⽂化財の登録に係る書類作成⽅法）

演 演習１ ⽂化財調査 ・ 株式会社 建築住宅センター

習 （調査） （※第8、9回の整理）   業務部業務課 主任  三上隆博 ⽒

●演習（⽂化財修理の基本設計統括）

 建造物の破損踏査、履歴調査、保存修理の ・ 株式会社 建築住宅センター
 基本⽅針と活⽤計画・基本設計・修理内容   業務部業務課 主任  三上隆博 ⽒
 ・活⽤のための措置や調査の纏めと所⾒書  （元 公益財団法⼈
 の作成 ⽂化財建造物保存技術協会 職員）●

演 演習１ ・横浜国⽴⼤学 理⼯学部
習 （調査）  建築都市-環境系学科 教授 ⼤野 敏 ⽒

・東北⼯業⼤学
 ⼯学部 建築学科 講師 中村琢⺒ ⽒

●講評 0.5
●閉講式 16:30〜17:00 ・⼀般社団社団法⼈⻘森県建築⼠会 0.5

32.0 28.0

講義時間

15:00〜17:00

13:00〜14:30

14:30〜15:30

15:30〜17:00

13:00〜15:00

15:00〜17:00

10:00〜12:00

15:00〜17:00

① 本講習は⽂化庁の国庫補助事業として⾏われる事業となります。
② 本講習は全１２回の全ての講習を受講いただくことを前提とし、全回数を受講された⽅のみ受講修了証を発⾏します。（※必須科⽬を除き、⽋講３回迄は救済措置があります。）
③ 本講習の全ての講習を修了された⽅は、希望により「⻘森県ヘリテージマネジャー」に登録され、⼀般社団法⼈⻘森県建築⼠会のホームページに掲載されます。
④ 本講習はＣＰＤ単位取得対象講習となります。

⽂化財

法規、等

基礎知識
（⼀般）

●⻘森県の⽂化財

●建築基準法と⽂化財保護

1.5

1.0

●伝統建築物の⼯法 2.0

●保存修復

●⽂化財保護法と各種補助事業

●⽂化財建造物と耐震補強

2.0

第２回

修復理論

第６回

第７回

私が⾒つけた登録⽂化財

13:00〜15:00

＜注意事項＞

都市計画

第３回

義

環境計画

耐震構造設計

⽂化財と防災環境計画

演習２

まちづくり

歴史的環境整備

歴史的まちなみ

第５回
（必須）

 笹森家(弘前市)、他

令和元年09⽉07⽇(⼟)

講義内容等

●⽂化財の防災計画

（必須）
講

⻘森県社会教育センター

（⾒学）

講
義

講

習

義

基礎知識
義

回数 科⽬ 細⽬⽇時／場所

⻘森県社会教育センター

⻘森県社会教育センター

⻘森県社会教育センター

第１回
（必須）

ヘリテージマネジメント

法規、補助等

まちづくり

県内⽂化財施設* ⇒ 旧坪⽥家住宅(⻘森市)、旧伊東家住宅(弘前市)、笹森家住宅(弘前市)、更上閣(⼋⼾市)、他

講
義

基礎知識
（⼀般）

講

義

2.0

6.0

6.0

2.0

2.0

6.0

講評義

（調査）

報告 ●演習（まとめ）

講

演習１

（⼀般）

15:00〜17:00

合計時間

第９回

演習１

（旧弘前偕⾏社_修復現場）

第１１回
報告

（必須）
10:00〜17:00

第１２回

⽂化財調査

演

第４回

●歴史環境の整備（古⺠家、町屋再⽣）

●伝統建造物群等10:00〜17:00

⻘森県社会教育センター

13:00〜17:00

10:00〜12:00

13:00〜15:00

15:00〜17:00

10:00〜17:00
(※12:00〜

13:00は昼休
憩)

10:00〜17:00
(※12:00〜

13:00は昼休
憩)

13:00〜15:00

15:00〜17:00

●演習発表

演習１
習

第１０回

活⽤計画 活⽤整備

討論
（必須）

⻘森県社会教育センター

令和元年12⽉07⽇(⼟)

10:00〜17:00

⻘森県建設会館 ６Ｆ会議室
（未定）

⻘森県観光物産館アスパム
６F「岩⽊」

令和元年11⽉23⽇(⼟)

2.0

⽂化財建造物等の⾒学

演
習

演
習

●調査実習（調査法・修復法・図⾯作成）

●調査実習（調査法・修復法・図⾯作成）

●調査実習（調査法・修復法・図⾯作成）

（調査）

講 2.0

2.0

・⽂化庁 ⽂化財第⼆課 担当係官

演

（調査）

10:00〜17:00
(※12:00〜

13:00は昼休
憩)

10:00〜16:30
(※12:00〜

13:00は昼休
憩)

3.0

2.0

●都市計画によるまちづくり 1.5

 笹森家(弘前市)、他

 令和元年07⽉27⽇(⼟)

令和元年９⽉２４⽇現在●

令和元年度 ⻘森県ヘリテージマネージャー養成講習 カリキュラム

●講義● ●演習●

 県内⽂化財施設*

 13:00〜17:00

 令和元年08⽉31⽇(⼟)

 10:00〜17:00

 弘前偕⾏社 修復現場＋弘
前市内施設

 13:00〜17:00

 令和元年06⽉29⽇(⼟)

⽂化財調査

講師

講義種別
（※時間／単位⒣）

第８回

2.0

2.0

2.0

2.0

4.0


