
｜CURRICULUM｜
東京ヘリテージマネージャー養成講座カリキュラム
※講師等カリキュラムに変更が生じる場合がございます。

■平成 30年 10月～平成 31年 3月

一般社団法人東京建築士会　東京ヘリテージマネージャー養成講座係 　TEL 03-3527-3100｜お問合せ先｜

科目 教科内容 講　師

総括
指導 オリエンテーション 講座の説明

時間数 開催日時

－

1.5

1.5

1.5

0.5

1講義

講義

講義

講義

講義

演習

演習

演習

総論 ヘリテージマネージャーとは何か 後藤 治
工学院大学理事長／同大学建築学部教授

基礎
修復概論

保存修復、保護行政及び保存事業の歴史
と修復手法の考え方

山名 善之
東京理科大学理工学部教授

文化財保護法概説・各種補助事業
文化庁担当者

文化財の耐震補強
（重要文化財耐震診断指針）

東京の文化財 東京都内の文化財 文化財についての研究者

平成30年10月1日（月）
18：00～ 21：00

平成30年10月16日（火）
18：00～ 21：00

4

3
歴史的建造物
の調査手法 演習A（木造）

調査実習（実測＋破損調査） 伊郷 吉信
自由建築研究所一級建築士事務所 代表
協同組合伝統技法研究会 副理事

他調査のまとめ

平成30年10月20日（土）
  9：30 ～ 12：30
13：00 ～ 17：00

1.5

1.5
防災 耐震と防火

木造建築物の耐震補強 山辺 豊彦
山辺構造設計事務所 代表取締役

非木造系建築物の耐震補強
金箱 温春
金箱構造設計事務所 代表取締役／工学院大学特別専任教授／
東京工業大学特定教授

平成30年11月8日（木）
18：00～ 21：00

1.5

1.5

基礎

基礎

建基法の歴史、現行建基法と文化財・歴
史的建造物、既存建築物の扱い

国土交通省担当者
景観法・歴史まちづくり法概説・各種補
助事業

平成30年11月13日（火）
18：00～ 21：00

都市計画制度と歴史的建造物、海外にお
ける容積率移転制度等

黒木 正郎
株式会社日本設計 執行役員フェロー

法規・補助等

3

4

2

伊郷 吉信
自由建築研究所一級建築士事務所 代表
協同組合伝統技法研究会 副理事

金出 ミチル
東京藝術大学美術研究科保存修復建造物研究室非常勤講師

歴史的建造物
の調査手法

演習B（RC）
調査実習（履歴調査＋所見作成）

調査のまとめ

修理の現場から
学ぶ 歴史的建造物の修理現場・事例見学

平成30年11月24日（土）
10：00～ 13：00
14：00 ～ 18：00

調整中

1.5

1.5
マネジメント 保存再生を持続

的活用に繋ぐ

歴史文化遺産のマネジメント（文化財編） 椎原 晶子
晶地域文化研究所 代表／NPOたいとう歴史都市研究所 理事長

歴史文化遺産のマネジメント（不動産編） 田村 誠邦
株式会社アークブレイン代表取締役／明治大学理工学部特任教授

平成30年12月5日（水）
18：00～ 21：00

11

伝統的木造建築物の技法・工法

修復の技法・
工法

伝統建築物
光井 渉
東京藝術大学副学長美術学部建築科教授
三原 斉
ものつくり大学技能工芸学部建設学科教授
鈴木 光
鈴木建塗工業株式会社代表取締役
藤森 嘉孝
藤森工務店代表取締役

近現代建築物

職人塾

近現代建築物の技法・工法

職人によるレクチャー＋体験講座

平成30年12月8日（土）
10：00～ 12：30
13：30 ～ 16：30

平成30年12月9日（日）
10：00～ 12：30
13：30 ～ 16：30

1.5

1.5

1.5

1.5

耐震と防火
歴史的建造物の防火対策

歴史的建造物の避難・安全対策

災害時における
歴史的建造物の
保護、修復

災害時における歴史的建造物の保護、
修復 山﨑 鯛介

東京工業大学環境・社会理工学院建築学系 准教授
調査データの共有・公開

長谷見 雄二
早稲田大学理工学術院教授

野村 和宣
株式会社三菱地所設計 執行役員建築設計三部長

平成31年1月30日（水）
18：00～ 21：00

平成31年1月9日（水）
18：00～ 21：00

4

2
総括
指導

伊郷 吉信
自由建築研究所 一級建築士事務所 代表／協同組合伝統技法研究会副理事
金出 ミチル
東京藝術大学美術研究科保存修復建造物研究室非常勤講師
椎原 晶子
晶地域文化研究所 代表／ NPO たいとう歴史都市研究所 理事長
田村 誠邦
株式会社アークブレイン代表取締役／明治大学理工学部特任教授

伊郷 吉信
自由建築研究所 一級建築士事務所 代表／協同組合伝統技法研究会副理事
金出 ミチル
東京藝術大学美術研究科保存修復建造物研究室非常勤講師
椎原 晶子
晶地域文化研究所 代表／ NPOたいとう歴史都市研究所 理事長
田村 誠邦
株式会社アークブレイン代表取締役／明治大学理工学部特任教授

歴史的建造物
を活かす

私が見つけた登
録文化財

受講者が都内で発見した歴史的建造物
を報告（＋活用提案）

ケーススタディ 歴史的建造物　調査シートの作成＋
マネジメント計画の立案

平成31年2月2日（土）
10：00～ 12：00
13：00 ～ 17：00

1.5

1.5
景観

都市計画と歴史
的・文化的環境
の保全

景観保全と文化的景観、伝建地区 苅谷 勇雅
国立小山工業高等専門学校名誉教授

文化財建造物や歴史的まち並みと
防災（火災対策）

関澤 愛
東京理科大学大学院研究推進機構 総合研究院教授

平成31年2月13日（水）
18：00～ 21：00

2マネジメント 保存再生を持続
的活用に繋ぐ 市民参加の合意形成手法 安富 啓

石塚計画デザイン事務所 代表取締役
平成31年2月26日（火）
18：00～ 20：00

3総括
指導

歴史的建造物
を活かす 発表、講評、講座終了に当って 平成31年3月15日（金）

18：00～ 21：00まとめ

62合計


