
平成26年7月14日

国住指第960号

国土交通省住宅局長

各都道府県知事　殿

登録資格者講習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習に係る認定について

(技術的助言)

平成25年国土交通省告示第1057号第1号の規定に基づき､建築物の耐震改修の促進に

関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項第1号に規定する登録資格

者講習と同等以上の内容を有する講習について､別添のとおり認定したので､通知する｡

貴職におかれては､貴管内市町村に対してもこの旨周知方お願いする｡

なお､本通知の発出に伴い､平成26年2月10日付け国住指第3842号｢登録資格者講

習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習に係る認定について(技術的助

育)｣は､廃止するものとする｡



国住指第959号

認定書

平成25年国土交通省告示第1057号第1号の規定に基づき､下の表の実施機関名の欄に

掲げる機関が建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年準

律第20号)の施行の日-(平成25年11月25日)より前に琴施した同表の講習名の欄に掲

げる講習を､建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条第1項第1号に規定す

る登録資格者講習のうち､同表の対応する登録資格者講習の欄に掲げる講習と同等以上の

内容を有する講習であると静める｡なお､本認定に伴1､､平成26年2月10日付け国住持

第3841号による認定は廃止する｡

平成26年7月14日

二　f11-=二一二丁ヨごri

国土交通大臣　太田

秦

実施機関名 剄u習名 ��陌�+x.�6�韜��ｦ倆(ﾗX��

(1) 俥�&9d��ﾉ?ｩgｸﾉｩ'ｩf胃�ｺh橙�木造住宅の耐震診断と補強方法講 冦��)���ｹ�i&h���

(平成24年度から一般財団 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ�iD�7�*�.s#YD�7�-ﾈ,R�ヽ~ 格者講習. 

潜入日本建築防災協会に改 称) �,丶ｨﾜ2��

(2) 俥�&9d��ﾉ?ｩgｸﾉｩ'ｩf胃�ｺh橙�耐震改修促進法の-ための既存鉄骨 �58ﾙﾉ�����ｹ�i&b�

(平成24年度から一般財団 ��(ﾉｩ'ｩZ�,ﾉ���ｹ�i&h*ぺ.h-����ｸ淞�資格者講習 

法人日本建築防災協会に改 做8轌�ｨﾗX�橙閏ﾙ�ﾃ吋�7�*�.s#R�

痩) 僖�7�-ﾈ,X,丶ｨﾜ2辻�

(3) 俥�&9d��ﾉ?ｩgｸﾉｩ'ｩf胃�ｺh橙�既存鉄筋コシクリート造建襲物の �58ｽX5(98�ﾈ4�8ｨ�ｲ�

(平成24年度から一般財団 ����ｹ�i&hｮ顏�����ｸ淙�9�ﾘﾇh轌�｢�ト造耐震診断資 

法人日本建築防災協会に改 俎X�橙胤ｩ��S)D�7�*�.s#YD�7�-ﾂ�格者講習_ 

称) �,X,丶ｨ敖��

(4) 俥�&9d��ﾉ?ｩgｸﾉｩ'ｩf胃�ｺh橙�既存鉄骨鉄筋コンクリ十ト造建築 �58ﾙﾉ58ｽ�5(984��

(平成24年度から一般財団 兒�,ﾉ���ｹ�i&hｮ顏�����ｸ淙�9�ﾘﾇb�リート造耐震診 

法人日本建築防災協会に改 唸轌�ｨﾗX�橙胤ｩ��S吋�7�*�.s#YD��断資格者講習 

称) �7�-ﾈ,X,丶ｨﾜ2��



(5)I. 倆�&9d��ﾉ[hｻ8郢�ﾘｺh橙�鹿存鉄筋コンクリート造学校建物 �58ｽ�5(984�8｢�"�

の∫耐震診断.耐震補強設計講習会 �6y�)���ｹ�i&h���

(平成7年度に開催) 丿倆(ﾗX��

(6) 倆�&9d��ﾉ[hｻ8郢�ﾘｺh橙��既存鉄筋コンクリート造鉄骨造< �58ｽ�5(984�8｢ﾒ�

屋内運動場等>学校建物の耐震診 �6y�)���ｹ�i&h���

断._耐震補強設計講習会(平成8年 度から21年度までに開催) ��ｦ倆(ﾗX��

(7) 倆�&9d��ﾉ[iox郢�ﾘｺh橙閏ﾙ�ﾂ�既存鉄筋コンクリ′-ト造学校建物 �58ｽ�5(984���8ｨ�ｲ�

24年度から｢般社団法人文 �,ﾉ���ｹ�i&b����ｹ^(ｺﾙ�ﾘﾇhﾗY'�橙�ト造耐震診断資 

教施設協会に改称)二 忠[ﾙ�ﾃ#)D�7�*�.s#YD�7�-ﾈ,X,丶｢�ﾜ2��格者講習 

(8) 倆�&9d��ﾉ�)�位xﾉｩ'ｨ齎駟k��木造住宅の耐震診断と帯強方法静 冦����)���ｩ�i&h���

所協会及び-般財団法人日 本建築防災協会. 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ#ID�7�,丶ｨﾜ2��格者講習 

-(9) 倆�&9d��ﾈｮ(訷ﾊxﾉｩ'ｨ齎駟k��岩手県木造住宅耐震診断士養成講 冦��)���ｹ�i&h���

所協会､社団法人岩手県建 做ｸ檍ｷ�-�*(.ﾘ,Im��(������ｸ淙�2�格者講習_ 

築士会及び岩手県.岩手県 倬iTﾘ�"��ﾘﾇh駟k����邵ﾔ鮎h�"�r�

耐震改修促進協議会 ��ﾈﾗX�橙閏ﾙ�ﾃ#�D�7�*�.s#ID�7��-ﾈ,X,丶ｨﾜ2宙�ﾘ顗,ﾈﾗX�,ﾈ*(+�.｢�.��8ﾗX+X+ﾘ�ｨﾘx,侘�.��ｲ��

(10) 倆�&9d��ﾈｮ(訷ﾊxﾉｩ'ｩ�磯h���木造住宅の耐震診断と補強方法詩 冦��)���ｹ�i&h����

所協会及び一般財団法人日 本建築堺災協会 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ�D�7�,丶ｨﾜ2��格者講習 

(ll) 倆�&9d��ﾈｷｸ�侈xﾉｨﾘﾈ齎駟k��木造住宅の耐震診断と補強方法講 冦��)��ﾙ�i&h���

所協会及び-鹿財団法人日 本琴築防災協会. 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ#ID�7�,丶ｨﾜ2��格者講習, 

(12) 做�68ﾊxｷ�-���&9d��ﾈ�68ﾊr�耐震診断.改修(鉄筋コンクリ- �58ｽ�5(��984�8ｨ�b�

建轟士事務所協会 �6y�(ﾉｩ'ｩZｒ閏ﾙ�ﾃ吋�7�,丶ｨﾜ2��ト造耐震診断資 格者講習 

(13) 伜(ﾆ�ﾊzHﾞ�&9d��ﾉ?ｩgｸ����山形県木造住宅耐衰診断講習会-(辛 冦��)���ｹ�i&h���

･木材技術センター及び財 団準人住宅産業研修財団 ��ﾃ僖�7姐�-���D�7�,丶ｨﾜ2��格者講習 

(14) 伜)nﾈﾊr�鉄骨造建轟物の耐震診断.改修講 �58ﾙﾉ�)���ｹ�i&br�

習会(平成9年度及び10年度に開 催) 倬�ｦ倆(ﾗX��

(15) 伜(ﾆ�ﾊr�鉄筋.コンクリート造建築物耐震診 �58ｽ�5(984�8｢ﾒ�

断.改修講習会(平成9年度に開 �6y�)���ｹ�i&h���

催) 丿倆(ﾗX��



(16) 伜(ﾆ��9m��(������ｹ�i&h鍈�木造住宅の耐震診断と補強方法講 冦��)���ｹ�i&h���

協会及び一般財団法人日本 建築防災協会 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ#YD�7�,丶ｨﾜ2��格者講習. 

(17) 倆�ﾖ)d��ﾉ<盈位xﾉｩ'ｨ齎檍ｷ��既存鉄骨造建築物の耐震診断基準 �58ﾙﾉ�)���ｹ�i&h�ｲ�

び社団法人栃木県建築士事 務所協会 俎X�橙閏ﾙ�ﾃ吋�7�,丶ｨﾜ2��資格者講習 

(18) 倆�&9d��ﾉ<盈位xﾉｩ'ｨ齎檍ｷ��既存のRC造建築物の耐震診断基 �58ｽ�5(984�8｢ﾒ�

び社団法人栃木県建築士事 傀�ﾗX�橙閏ﾘ･cyD�7�,丶ｨﾜ2��ト造耐震診断資 

務所協会■ 刳i者講習 

(19) 倆�&9d��ﾉ<盈位yDｩ'ｨ齎檍ｷ��既存鉄骨鉄筋造建築物の耐震診断 �58ﾙﾉ58ｽ�5(984��

び社団法人栃木県建築士事 ` 舒顏�ﾗX�橙閏ﾙ�ﾃ僖�7�,丶ｨﾜ2��リート造耐震診 

務所協会 剪f資格者講習 

(20) 倆�&9d��ﾉ<盈位xﾉｩ'ｨ齎駟k��木造住宅の耐震診断と補強方法講 冦��)���ｹ�i&h���

所協会(平成24年度から- 做ｸ橙閏ﾙ�ﾂ��yD�7�*�.s�僖�7�-ﾂ�格者講習 

般社団法人栃木県建築士事 �,ZC#�D�7姐�-�#9D�7�*�.s#YD��

務所協会に改称)- �7�-ﾈ,X,丶ｨﾜ2��

(21) 佛�F靆r�不準住宅耐震診断技術者養成講習 冦��)���ｹk)&h���

会(平成21年度及び22_年度に開 催) 丿倆(ﾗX��

(22) 佛�F顏��木造住宅耐震診断技術者養成講習 冦��)���ｹ�i&h���

会(-般診断法コーチ)(平成23年 度に開催) 丿倆(ﾗX��

(23) 佛�F靆xｷ�-�耳ｵ�ﾞ�&9d��ﾂ�?｢�木造住宅の耐震診断と補強方法講 冦��)���ｹ�i&hﾊｲ�

本建築防災協会 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ#ID�7�,丶ｨﾜ2��格者講習 

(24) 倆�&9d��ﾈﾅ�F靆xﾉｨｽX齎駟k��木造住宅の耐震診断と補強方法講 冦��)���ｹ�i&h���

所協会 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ�yD�7�,丶ｨﾜ2��終着講習 

(2主) 倆�&9d��ﾈﾅ�F靆xﾉｩ'ｨ齎駟k��木造住宅耐震診断調査実務講習会 冦��)��Y�i�����

所協会 忠[ﾙ�ﾃ#�D�7�,丶ｨﾜ2��格者講習 

(26) �ｩU���&9d��ﾈﾅ�F靆xﾉｩ'ｨ贅�木造住宅の耐震診断=と補強方法講 冦��)���ｹ�i&h���

事務所協会及び一般財団法 人日本建築防災協会 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ#ID�7�ﾈ､ｨﾜ2��格者講習 

(27) 倆�&9d��ﾈﾅ�F靄ｩ'ｨ齎橙�木造住宅の耐震琴断.と補強方法講 冦��)���ｹ�i&h���

習会(平成18年度に開催) 丿倆(ﾗX��

(28) ���侈r�茨城県木造住宅耐震診断技術考講 冦��)���ｹ�i&h���

習会(平成16年度に開催) 兀倆(ﾗX��

(29) ���侈r�茨城県木造住宅耐震診断士養成講 冦��)���ｹ�i&h���

習会(平成-17年度及び18年度に開 催) 丿倆(ﾗX��



(30) 倆�&9d��ﾈ綬�侈xﾉｩ'ｨ齎檍ｷ��木造住宅の耐震診断と補強方法講 冦��)���ｹ�i&h���

び-般財団法人日本建築防 炎協会 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ)D颯�7�,丶ｨﾜ2��格者講習 

(31) 倆�&9d��ﾈﾞ仂ｨﾉｩ'ｨ齎檄H���木造住宅の耐震診断と補襲方法講 冦��)���ｹ�i&h���

団法人埼玉県建築士事務所 做ｸ檐竕[ﾙ�ﾃ#ID�7�,丶ｨﾜ86r�格者講習 

協会､社団法人埼玉建築設 計監理協会及び一般財団法 人日本建築防災協会. 亦�

(32) ��ywHｽR�千葉県既存建築物耐震診断.革鹿 冦��)���ｹ�i&h���

講習会(木造住宅)(平成19年度 から25年度までに開催) 丿倆(ﾗX��

(33) ��ywH�8���千葉市木造住宅耐震診断講習会(平 冦��)���ｹ�i&h���

成23年度から25年度までに南海) 丿倆(ﾗX��

(34) 俥�&9d��ﾉ8ﾈｹ�79f胃�靄ｩ'｢�東京都木造住宅耐震診断技術者育 冦��%����ｹ�i&h���

まちづくりセンター(平成 ��ﾈﾗX�檍ｷ�-��9{俟ﾈﾛｉ[ﾙ�ﾃ�吋��格者講習 

24年度から公猿財団法人畢 京都防災.建築まちづくり センターに改称) �7�*�.s#YD�7�-ﾈ,X,丶ｨﾜ2��

(35). 倆�&8鳬�ﾉ8ﾈｹ靄ｩ'ｨ齎橙閏ﾙ�ﾂ�木造住宅の耐震診断と補強方法講 冦��)���ｲﾒi&h���

25年度から一般社団法人東 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ#ID�7姐�-�#YD�7�,丶｢�格者講習 

京建築士会に改称)及び-級 財団法人日本建築防災協会 俐2��

(36) 倆�&9d��ﾉ��=��ﾈﾊxﾉｩ'ｨ皦饕�木造住宅の耐震診断と補強方法講 冦��)���ｹ�i&h���

務所協牟 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ�yD�7姐�-��るD�7衣丶｢�ﾜ2��格者講習 

(37) 倆�&9d��ﾉ��=��ﾈﾊxﾉｨﾘﾈ齎饕�木造住宅の耐震診断と補強方法講 冦��)���ｹ�i&h���

務所協会及び一頃社団法人 日本建築防災協会 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ#ID�7�,丶ｨﾜ2��格者講習 

(3~8) ��hｨ8ﾊzH��&9d��ﾉ�hｨ8ﾊxﾉ｢�新潟県学校施設耐震診断.補強設 �58ｽ�5(984�8｢ﾒ�

築士会､社団法人新潟県琴 佗hｵｨ���)�ｩ�ﾈﾗX�橙閏ﾙ�ﾃ#�D�7��ト造耐震診断資 

築士事務所協会及び社団法 人日本建築構造技術者協会 JSCA新潟 �,丶ｨﾜ2��格者講習■ 

(39) ��hｨ8ﾊx�萎�&9d��ﾉ?ｩgｸ����新潟県木造住宅耐震診断講習会(平 冦��)���ｹ�i&h���

･木材技術センター及び住 宅産業研修財団 ��ﾃ吋�7�,丶ｨﾜ2��格者講習 



(40) ��hｨ8ﾊzHﾞ�&9d��ﾉ�hｨ8ﾊxﾉ｢�新潟県木造住宅耐震診断講習会(平 冦��)���ｹ�i&h���

築住宅センター､財団法人 日本住宅.木材技術センタ ｣及び住宅産業研修財団 ��ﾃ吋�7姐�-�僖�7�,丶ｨﾜ8,丶ｨﾜ2��格者講習 

(41) ��hｨ8ﾊy���ｸ淙�9�9�俾ﾘｶ8橙�新潟塊木造住宅耐震診断講習会(平 冦��)���ｹ�i&h���

成20年度から25年度までに開催) 做�(XﾗX��

(42) 倆�&9d��ﾉ�hｨ8ﾊxﾉｩ'ｨ齎橙�耐震診断.改修(鉄骨造建築物) �58ﾙﾉ�)���ｹ�i&b�

講習会(平成8年度に開催) 倬�ｦ倆(ﾗX��

(43) 倆�&9d��ﾉ�hｨ8ﾊxﾉｩ'ｨ齎橙�耐震診断.改修(鉄筋コンクリート �58ｽ�5(984�8｢ﾒ�

造建築物)講習会(平成7年度及tF �6y�)���ｹ�i&h���

9年度に開催) 丿倆(ﾘﾈ��

(44) 倆�&9d��ﾉ�hｨ8ﾊxﾉｩ'ｨ齎檠fｲ�木造住宅耐衰診断士養成講習会(平 冦��)���ｹ�i&h���

蒲原支部 ��ﾃ�僖�7�*�.s#YD�7�-ﾈ,X,丶ｨﾜ2��格者講習 

(4!) ��hｨ8�8ｷ�-���&9d��ﾉ�hｨ8ﾊr�新潟市木造住宅耐震姦断講習会(辛 冦��)���ｹ�i&h���

建築設計事務所協会 ��ﾃ�僖�7�,丶ｨﾜ2��格者講習 

(46). 倆�&9d��ﾉ�hｨ8ﾊxﾉｩ'ｨ齎駟k���木造住宅の耐震診断と補強方法講 冦��)���ｹ�i&h���

所協会及び財画法人日本建 築防災協会 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ�yD�7�,丶ｨﾜ2��格者講習 

(47) 傅ﾉ�y$ｨ�2�木造住垂耐震診断士講習会(平成 冦��)���ｹ�i&h���

19■年度に開催) 丿倆(ﾗX��

(48) 儻亥(ﾊxｷ�-���&9d��ﾉW亥(ﾊr�既存鉄飯コンクリート造建築物の 刋(ｽ�5(984�8｢ﾒ�

建築士事務所協会 ����ｹ�i&b陝ﾈ�8ﾗX�橙閏ﾙ�ﾃyD�7��ト造耐震診断資 

に開催) 丿倆(ﾗX��

(49) 倆�&9d��ﾉW亥(ﾊxﾉｩ'ｨ齎駟k��木造住宅の耐震診断と療強方法革 冦��)���ｹ�i&h���

･所協会及び一般財団法人日 本建築防災協会 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ#ID�7�,丶ｨﾜ2��格者講習 

･(50) 倆�枴d��ﾉW亥(ﾊxﾉｨﾘﾈ贓�ｩk��既存鉄筋■コンクリ⊥ト造建築物d) �58ｽ�5(984�8｢ﾒ�

所協会､社団法人石川廉建 ����ｹ�i&hｮ顏�����ｸ淙�9�ﾘﾇh轌�ｨﾗR�ト造耐震診断資 

築士事務所協会及び社団法 人福井県建築士事務所協会 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ�9D�7�,丶ｨﾜ2��格音詩.習 

(51) 倆�&9d��ﾉW亥(ﾊxﾉｩ'ｨ齎駟k��既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築 �58ﾙﾉ58ｽ�5(984��

所協会､社団法人石川県建 兒�,ﾉ���ｹ�i&hｮ顏�����ｸ淙�9�ﾘﾇh輦�リート造耐震診 

築士事務所協会及び社団法 人福井県建築士事務所協会 ��ｨﾗX�橙閏ﾙ�ﾃ��D�7�,丶ｨﾜ2��断資格者講習 

(52) 倆�&9d��ﾉ���ﾈﾊxﾉｩ'ｨ皦駟k��木造住宅の耐震診断と補強方法講 冦��)���ｹ�i&h���

所協会及び財団法人日永建 築防災協会 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ�僖�7�,丶ｨﾜ2��格者講習 



(53) 倆�&9d��ﾉ���ﾈﾊxﾉｩ'ｨ齎駟k��耐震改修促進法のための既存鉄骨 �58ﾙﾉ�)���ｹ�i&b�

所協会及び財団法人日本建 ��(ﾉｩ'ｩZ�,ﾉ���ｹ�i&h*�.h-����ｸ淞�資格者講習 

築防災協会 做8轌�ｨﾗX�橙閏ﾙ�ﾃ#9D�7�,丶ｨﾜ2��

(54) 倆�&9d��ﾉY�Hﾊxﾉｩ'ｨ齎駟k��既存鉄骨造建築物の耐震診断およ �58ﾙﾉ�)���ｹ�i&b�

所協会及び財団法人日本建 �-����ｸ淙�8轌�ｨﾗX�橙閏ﾙ�ﾃ吋�7��資格者講習 

築防災協会 �,丶ｨ���

(55) 倆�&9d��ﾉY�Hﾊxﾉｨ卻訷駟k��耐震診断.改修(鉄筋コンクリ十ト �58ｽ�5(984�8ｨ耳爾�

所協会及び財団法{日本建 ��(ﾉｩ'ｩZｘﾗX�橙閏ﾙ�ﾃrﾙD�7�,丶ｪB�ト造耐震診断資 

築防災協会 俐2��格者講習 

(56) 倆�&9d��ﾈ�)yﾈﾊxﾉｩ'ｨ齎駟k��山梨県木造住宅耐震診断.補強計 冦��)���ｹ�i&h���

所由会 �h7ﾘ6ｨ8X4�8ｸﾗX�橙閏ﾙ�ﾃ#ID齏��,丶ｩU��格者講習 

(57) ��8圷ﾊx��鶇ﾉｩ'ｩZ����ｸ峇�静岡県耐震診断補強相談主講習会 冦��)���ｹ�i&h���

推進協議会及び静岡県 忠[ﾙ�ﾃ#)D�7姐�-�#9D�7�,丶ｨﾜ2��格者講習 

(58) ��8圷ﾊx��粐靄ｩ'ｩZ����ｸ峇�木造住宅の耐震診断と補強方法講 冦��)���ｩ�i&h���

推進協議会､一般財団法人 做ｸ檍ﾉ9�8圷ﾊy���ｹ�i&i^(���ｩ&ｸ贅�格者講習 

日本建築防災協会及び静岡 県 冽ｹ�ﾈﾗX�橙閏ﾙ�ﾃ#ID�7�,丶ｨﾜ2��

(591 ��8圷ﾊx��粨ﾉｩ'ｩZ����ｸ峇�静岡県耐震診断補強相談士養成講 冦��)���ｹ�i&h���

推進協議会及び静岡_輿 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ#YD�7�,丶ｨﾜ2��格者講習 

(60) 倆�&9d��ﾉ�8圷ﾊxﾉｩ'ｨ齎駟k��既存鉄骨建築物の耐震診断､改修 �58ﾙﾉ�)���ｹ�i&b�

所協会 ��ﾘﾇhｷ�-�淙�8邵ﾔ�9俎X�橙閏ﾙ�ﾃ��D�7�,丶ｨﾜ2��資格者講習_ 

(61) 倆�&9d��ﾉ�8圷ﾊxﾉｩ'ｨ�(駟k��既存鉄筋コンクリーへト造建築物耐 �58ｽ�5(984�8｢闔ｨ爾�

所協会 几i�i&hｮ顏�陝ﾈ�9�ﾘﾇh轌�ｨﾗX�橙�ト造耐震診断資 

(車成13年度に開催) 丿豫Xﾎﾈ��

.(62) 倆�&9d��ﾉ�8圷ﾊxﾉｩ'ｨ齎駟k��既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築 �58ﾙﾉ58ｽ�5(984��

所協会 兒�,ﾉ���ｹ�i&hｮ顏�����ｸ淙�9�ﾘﾇh輦�リート造耐震診 

針講習会(平成10年度に開催) �&h��ｦ倆(ﾗX��

(63) �I&ﾘﾊxﾉｩ'ｩZ�&��ｹ�鞜I�I���木造住宅の_耐震診断と補強方法講 冦��)���ｹ�i&h���

協議牟及び一般財団法人日 本建築防災協会 做ｹkB閏ﾙ�ﾃ#ID�7�,丶ｨﾜ2��格者講習 

(64) �I&ﾘﾊxﾉｩ'ｩZ�&��ｹ�鞜I�I���木造住宅の耐震診断と補強方法革 冦��)���ｹ�i&h���

協議会､公益社団法人愛知 建築士会豊橋支部及び-般 財団法人日本建築防災協会 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ#YD�7�,丶ｨﾜ2��格者講習 



(65) 倆�&9d��ﾈ蓼�ﾊxﾉｩ'ｨ齎駟k��耐震改修促進法のため,の既存鉄骨 �58ﾙﾉ�)���ｹ�i&b�

房協会 ��(ﾉｩ'ｩZ�,ﾉ���ｹ�i&h*�.h-����ｸ淞��8轌�ｨﾗX�橙閏ﾙ�ﾃ吋�7�,丶ｨﾜ2��資格者講習 

(66) 倆�&9d��ﾈ蓼�ﾊxﾉｩ'ｨ齎駟k��既存鉄筋コンクリート造建築物の �58ｽ�5(984�8｢ﾒ�

所協会 ����ｹ�i&hｮ顏�陝ﾈ�9�ﾘﾇh轌�ｨﾗX��ト造耐震診断資 

会(平成7年度笹開催) 丿倆(ﾗX��

(67) 倆�&9d��ﾈ蓼�ﾊxﾉｩ'ｨ齎駟k��既存鉄筋コンクリート逸建築物の �58ｽ�5"�984�8｢ﾒ�

所協会及び日本建築構造技 ����ｹ�i&hｮ顏�����ｸ淙�9�ﾘﾇh轌�｢�ト造耐震診断資 

術者協会中部支部三重部会 俎X�橙閏ﾙ�ﾃ�ID�7�,丶ｨﾜ2��格者講習 

(68) �<�.碓��9y嬰��ﾈ蓼�ﾊym��"�木造住宅の耐震診断と補強方法講 冦��)���ｩY�&h���

住宅耐震促進協議会及び- 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ#ID�7姐�-�#YD�7�,丶｢�格者講習 

般財団法人日本建築防災協 会. 俐2��

(69) 坪敲��&9d��ﾈｹ�79Wｸﾉｩ'ｨ贅ﾒ�木造住宅の耐震診断と補強方法講. 冦��)���ｹ�i&h���

事務所協会及び一般財団法 人日本建築防災協会 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ#RﾙD�7�,丶ｨﾜ2��格者講習 

(70) 倆�&94��ﾉ�Xﾞ9Wｸﾉｩ'ｨ齎檄B�既存木造住宅e)耐零診断.改修講 冦��)��Y�i&h���

社団法人大阪府建築士事務 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ#ID�7姐�-�#YD�7�,丶｢�格者講習 ｢ 

所協会､.社団法人日本建築 構造技術者協会関西支部､ 社団法人日本建築家協会近 畿支部及び一般財団法人大 阪建築防災センター ∫(平成25年度から公益社団 法人大阪府建築士会､一般 社団法人大阪府建築士事顔 所協会｣一般社団法人日本 建築構造技術者協会関西支 部及び公益社団法人日本建 築家協会近畿支部に改称) ����

(71) 倆�&9d��ﾉ�Xﾞ9Wｸﾉｩ'ｨ齎檄B�既存鉄骨造建築物の耐震診断.改 �58ﾙﾉ�)���ｹ�i&b�

社団法人大阪府建築士事務 做8亙�ｨﾗX�橙閏ﾙ�ﾃ吋�7�*�.s�"�資格者講習 

所協会､社団痕人日本建築 構造技術者協会関西支部､ 社団法人日本建築家協会近 蛮支部 僖�7�-ﾈ�,丶ｨﾜ2��



(72) 倆�&9d��ﾉ�Xﾞ9Wｸﾉｩ'ｨ齎檄B�廉存鉄骨造建東物の耐震診断.改 �58ﾙﾉ�)���ｹ�i&b�

社団法人大阪府建築士事務 做8轌�ｨﾗX�橙閏ﾙ�ﾃ�9D�7�*�.s#R�資格者講習- 

所協会､社団法人日本建築 構造技術者協会関西支部､ 社団法人日本建築家協会近 畿支部及び財団法人大阪建 築防災センター (平成24年度から一般社団 魔人日本琴築構造技術者協 会関西支部及び⊥般財団法 人大阪建築防炎センタTに､ 平嘩25年度から公益社団法 人大坂府建築士会､一般社 団法人大阪府建築士事務所 協会及び公益社団法人日本 建築家協会近畿支部に改称) 僖�7�-ﾈ,X,丶ｨﾜ2��

(73) 倆�&9d��ﾉ�Xﾞ9Wｸﾉｩ'ｨ齎檍+R�耐震診断.改修(鉄筋コンクリート �58ｽ�5(984�8｢ﾒ�

社団法人大阪府建築士事務 ��(ﾉｩ'ｩZｘﾗX�檍�ﾂ閏ﾙ�ﾃyD�7�*�.r�ト逸耐震診断資 

所協会､社団法人日本建築 構造技術者協会関西支部､ 社団法人日本建築家協会近 畿支部 等D�7�-ﾈ,X,丶ｨﾜ2��格者講習 

(74) 倆�&9d��ﾉ�Xﾞ9Wｸﾉｩ'ｨ齎檄B�既存鉄琴コンクリート造建築物の 俥Hｽ�5(984�8｢ﾒ�

社団法人大阪府建築士垂務 ����ｹ�i&b陝ﾈ�8轌�ｨﾗX�橙閏ﾙ�ﾂ�ト造耐震診断資 

所協会､社団法人日本建築 構造技術者協会関西支部､ 社団法人日本建築家協会近 畿支部ー ���D�7�*�.s�)D�7�-ﾈ,X,丶ｨﾜ2��格者講習 



(75) 倆�&9d��ﾉ�Xﾞ9Wｸﾉｩ'ｨ齎檄B�既存鉄筋-=シク.リート造建築物の �58ｽ�7ﾘ985�8ｨ�ｲ�

社団法人大阪府建築士事務 ����ｹ�i&b陝ﾈ�8轌�ｨﾗX�橙�[ﾙ�ﾂ�ト造耐震診断資 

所協会､社団法{日本建築 構造技術者協会関西支部､ 社団法人日本建築家協牟近 畿支部及び財団法人大阪建 築防災センター (平成24年度から一般社団 猿人日本建築構造技術者協 会関西支部及び一般財団法 人大阪建築防災センターに､ 平駐25年度から公益社団法 人大阪府建築士会､.一般社 団法人大阪府建築士事務所 協会及.び公益社団法人日■本 建築家協会近畿支部に改称) ��9D�7�*�.s(ｹﾙD霹8馼,X,丶ｨﾜ2��格者講習 

(76) 倆�&2馘��ﾉ+偃hﾊxﾉｩ'ｨ齎駟k��木造住宅の耐震診断と補強方法講 冦��)���ｹ�i&h���

所協会及び一般財団法人日 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ#ID�7姐�-�#YD�7�,丶｢�格者講習 

本建築防災協会 俐2��

(77) �8xﾚｨﾊr�木造住宅の耐震診断に関する講習 冦��)���ｹ�i&h���

会及び木造住宅の耐震診断に関す る実務講習会(平成22年度及び23 年度に開催)(二種の講習のいずれ も受講した場合に限る○)I 丿倆(ﾗX��

(78) 價���nﾂ�木造住宅の耐震轟断に関する指定 冦��)���ｹ�i&h���

講習会及び木造住宅の耐震診断に 関する実務講習会(平成_24年度に 開催)(二種の講習のいずれも受講 した場合に限る○) 丿倆(ﾗX��

(79) 倆�&8倬�ﾈ圷�(ﾊxﾉｩ'ｨ齎駟k��木造住宅の耐震診断と補強方法講 冦��)���ｹ�i&h���

所協会 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ�僖�7�*�.y[ﾙ�ﾂ�#�D�7��-ﾈ,X,丶ｨﾜ2��碍者講習 

(80) 倆�&9d��ﾈ圷ｺ侈xﾉｩ'ｨ齎駟k��木準住宅の耐震診断と補強方法講 冦��)���ｹ�i&h���

所協会及び-般財団法人日 本建築防災協会 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ#ID�7�,丶ｨﾜ2��蕗者講習 

(81) 倆��&9d��ﾈﾔﾉ8xﾊxﾉｩ'ｨ齎駟k��木造住宅の耐震診断.補強計画云 冦��)���ｹ�i&h���

所協会 �4ﾈ8ｸ4�6(7h5ｨ7�6��ｲ閏ﾙ�ﾃ#9D�7��,丶ｨﾜ2忠�c"陝�ｷ�-��c8��,ﾈ*(+��.ｨ.��8ﾗX+X+ﾘ�ｨﾘx,侘�.��ｲ��格者講習 



(82) 倆�&9d���ﾈﾘ)&ﾘﾊxﾉｩ'ｨ齎駟k��木造住宅の耐震診断と補強方法講 冦��)���ｹ�i&h���

所協会 做ｸ橙閏ﾙ�ﾃ�吋�7�,丶ｨﾜ2��格者講習 

(83) 估igｸﾊzHﾞ�&9d��ﾈﾄigｸﾊxﾉ｢�熊本県既存建築物耐震診断.設計 �58ﾙﾉ�)���ｹ�i&b�

築住宅センター､社団海人 �9們�k��(ﾗX�橙溢��云"忠[ﾙ�ﾃ#��資格者講習. 

熊本県建築士事務所協会及 僖�7�,丶ｨﾜ2茶��?｢�*C9?ｩ?ｨｷ�-�B�

び社団法人熊本県建築士会 �?ｩ?ｨ,ﾈ��*(+�.ｨ.��8ﾗX+X+ﾘ�ｨﾘx,侘��.薬��

(84) 估igｸﾊzHﾞ�&9d��ﾈﾄigｸﾊxﾉ｢�熊本県既存建築物耐震診断.設計 �58ｽ�5(984�8｢ﾒ�

築住宅センター､社団法人 �9們�k��(ﾗX�橙溢��云"忠[ﾙ�ﾃ#��ト造耐震診断資 

熊本県建築士事務所協会及 僖�7�,丶ｨﾜ2宙8i?ｩ?ｨｷ�-��)?｢駑ｨ,ﾂ�格者講習 

び社由法人熊本県建築士会 �*(+�.ｨ.��8ﾗX+X+ﾘ�ｨﾘx,侘�.停��

(85) �<�.碓�ｷｹy葵�:馘��ﾈ垰>ｨﾊr�鉄筋コンクリート住宅建築物耐蔑 �58ｽ�5(984�8ｪBﾒ�

建築設計サポートセンター 亰ｨ���(ﾗX�橙閏ﾙ�ﾃ#ID�7姐�-�#R�ト造耐震診断資 

年度に開催), 丿倆(ﾗX��


