
2012年の「建築とまちづくりセミナー」は、仙台市を主会場に、未曾有の大災害となった東日本大震

災からの再建・復興をテーマに行います。復興に携わる方々の講演・被災地の視察・被災した方々の

声を通して、被災後1年余りが経過した現在も再建・復興に向けて困難な実態を認識し、今後の専門

家や市民の支援のあり方を探ります。

■日時　2012年8月24日（金）〜26日（日）　　
■会場　フォレスト仙台
　　　　（仙台市青葉区　地下鉄北四番丁駅徒歩７分、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＲ北仙台駅徒歩10分）

2012年　建築とまちづくりセミナーin仙台

東日本大震災　再建・復興に向かう現状と展望

 １日目（８月24日）

第１講座

大都市仙台の被災と今後の課題

　　　　　　　　仙台市復興事業局長

　　　　　　　　　　　　山田　文雄 氏

第２講座

岩手三陸沿岸都市の復興状況と課題

　　震災津波救援・復興岩手県民会議

　　　　　　　　　　　岩手県会議員

　　　　　　　　　　　　斉藤　　信 氏

第３講座

被災者・建築家として

　　　　〜地域・住宅復興の取組

　　　　　建築家・新建宮城支部会員

　　　　　　　　　　　　佐々木文彦 氏

意見交換会

講師の方や後援団体の皆さんとの意見交換会

 ２日目（８月25日）

パネルディスカッション

『原発事故でまちと暮らしに

　　　　　　　　　何が起きているのか』

　　　　　基調報告　　　鈴木　　浩 氏
　　　　　　　　　（福島大学名誉教授）

　　　　　パネリスト　　丹波　史紀 氏
　　　　　　　　　　（福島大学准教授）

　　　　　　　　　　　　玉川　　啓 氏
　　　　　　　　　（浪江町復興推進課）

　　　　　　　　　　　　和田　正光 氏
　　　　　　　　　（エコビレッジ代表）

　　　　　コーディネーター　遠州　尋美 氏
　　　　　　　　　（大阪経済大学教授）

被災地視察（午後）

仙台市あすと長町仮設住宅、仙台市荒浜など

 ３日目（８月26日）

被災地視察

　１．岩手コース――気仙沼、陸前高田、

　　　大船渡を回り、住田町仮設住宅を

　　　訪れて水沢江刺駅で解散

　２．宮城コース――南三陸、石巻十三浜、

　　　石巻市内を回って仙台駅で解散

主催：新建築家技術者集団
後援：（一財）宮城県建築住宅センター
　　　（一社）日本建築学会東北支部
　　　（社）日本建築家協会東北支部宮城地域会
　　　（社）宮城県建築士会
　　　（社）宮城県建築士事務所協会
　　　（公社）日本都市計画学会東北支部
　　　（社）都市計画コンサルタント協会



◆ セミナー内容 ◆

　新建の機関誌「建築とまちづくり」には　

　　　　講師の皆さんの原稿が掲載されています。

9月号：「被災地十三浜からの声」佐々木文彦氏

10月号：「被災地の抱えるジレンマ」遠州尋美氏

11月号：「福島県復興ビジョンとその後の展開」鈴木　 浩氏

11月号：「強いられる長期の避難生活」丹波 史紀氏

◆第１日目（８月24日）

●受付（13：30〜 ）

●主催者挨拶（14：00〜14：30）

●第１講座（14：30〜15：30）

講座名『大都市仙台の被災と今後の課題』

内　　　容：東北地方最大の都市仙台市は、地震津波に加えて地滑り被害も生じている。膨大な被災からいかに再建、復興を図るのか。

　　　　　　防災集団移転事業、災害公営住宅整備、地滑り対策などの現状と今後の課題を明らかにする。

講　　　師：山田　文雄 仙台市復興事業局長

　やまだ　　　ふみお

●第２講座（15：45〜16：45）

講座名『岩手三陸沿岸都市の復興状況と課題』

内　　　容：津波で甚大な被災を受けた、岩手県三陸沿岸の中小都市や集落の再建はどこまで進んでいるのか。救援・復興岩手県民

会議での活動を含めて復興の現状と課題を語る。

講　　　師：斉藤　　信 震災津波救援・復興岩手県民会議、岩手県会議員
さいとう　　　　しん

●第３講座（17：00〜18：00）

講座名『被災者・建築家として〜地域・住宅復興の取組』 

内　　　容：石巻市十三浜で自宅・事務所が津波被災した建築家として、十三浜をはじめ石巻の各集落の復興に取組んでいる実態を

述べる。

講　　　師：佐々木文彦　建築家、新建宮城支部会員

　ささき　　ふみひこ

●意見交換会（18：15〜19：30）
内　　　容：講師の方や後援団体の皆さんと意見交換します。

◆第２日目（８月25日）

●視察ガイダンス（ 8：15〜 8：30）

●パネルディスカッション（ 8：30〜11：30）

『原発事故でまちと暮らしに何が起きているのか』

内　　　容：福島第１原発の事故によって多くの町村と人々が長期避難を強いられている。このままでは町が無くなってしまう危機

をどう乗り越えるのか。脱原発を明らかにした福島で復興にかかわるパネリストが、課題と展望を熱く語る。

基 調 報 告：鈴木　　浩 福島大学名誉教授
　すずき　　　　ひろし

パネリスト：丹波　史紀 福島大学准教授
　たんば　　　ふみのり

パネリスト：玉川　　啓　浪江町復興推進課
たまがわ　　　　あきら

パネリスト：和田　正光　（株）エコビレッジ代表
　わ　だ　　　まさみつ

コーディネーター：遠州　尋美　大阪経済大学教授
　　　　　　えんしゅう　　ひろみ



●被災地視察　25日（12：00〜17：00）
バスとマイカー（参加者運転）で下記の行程で行います

　仙台市あすと長町仮設住宅　自治会の皆さんの話を聞きます
　　　⇩　　
　仙台市荒浜地区　新井信夫氏（東北工大）らの話を聞きます
　　　⇩　　
　ＪＲ中野栄駅付近　２日目までの参加者はここで解散
　　　⇩　　
　国民宿舎衣川荘（宿泊地・岩手県奥州市平泉近く）

■交流会　（19：00〜 ）

◆第３日目（８月26日）

●被災地視察
バスとマイカー（参加者運転）で下記の２コースで行います

 岩手コース　（ 9：00〜16：30）

　気仙沼市本吉町　被災の様子をお聞きします
　　　⇩
　陸前高田市
　　　⇩
　大船渡市　けせん建築職組合・佐藤国雄さんの話を聞きます
　　　⇩　　
　住田町仮設住宅　話題になった木造仮設住宅と町営住宅
　　　⇩　　
　水沢江刺駅で解散　16時51分の「はやて」に合わせます

　　

 宮城コース　（ 9：00〜17：00）

　南三陸町
　　　⇩
　石巻十三浜
　　　⇩　　
　石巻市内　ＪＩＡなど復興に係わる方々との交流
　　　⇩　　
　仙台駅で解散　17時41分の「はやて」に合わせます

 フォレスト仙台
  （財団法人　宮城県教育会館）

◆タクシーご利用の場合

　ＪＲ仙台駅より約10分

◆地下鉄ご利用の場合

　地下鉄南北線北四番丁駅下車、

　「北２出口」より徒歩約７分

◆ＪＲご利用の場合

　ＪＲ仙山線「北仙台駅」下車、徒歩約10分

◆バスご利用の場合

　ＪＲ仙台駅周辺のバス停より北仙台方面行きに乗車し、

「堤通雨宮町」下車徒歩約１分

　＜仙台市営バス＞のりば　13番、14番（バスプール）

　＜宮城交通バス＞のりば　20番、21番（仙台ホテル前）

〒981-0933
仙台市青葉区柏木1-2-45
TEL：022−271−9340 

ホームページ　http://www.forestsendai.jp/

衣川荘

●会場・案内

●NHK

KKRホテル仙台（宿）●KKRホテル仙台（宿）●

●新建事務所（宮城支部）●新建事務所（宮城支部）

●仙台ビジネスホテル（宿）●仙台ビジネスホテル（宿）

◆ 第１日目視察コース　　　● 第２日目岩手コース

　 　　　　　　　　　　　　○○ 第２日目宮城コース



　　　　　　　　　　８月24日⑥　　　　　　　　　　　　　８月25日⑦　　　　　　　　　　８月26日①

第１講座
宿　　泊 パネル

被災地視察 宿　　泊 被災地視察

第２講座 被災地視察 貸切バス代 交 流 会 貸切バス代
合　計

第３講座
朝 食 含 ディスカッション

マイカーの方は無料 朝 食 含 マイカーの方は無料

大　　人 5,000 7,000 3,000 2,000 2,000 11,000 3,000
33,000

28,000

学　　生 2,500 7,000 1,500 1,000 2,000 11,000 3,000
28,000

23,000

小・中学生 0 5,000 0 0 0 8,000 0 13,000

幼　　児 0 0 0 0 0 0 0 0

★ 参加方法
１．参加費

＊１講座毎に参加できますが、講座参加者のご家族以外は宿泊だけの参加はできません。                  

＊１講座や２講座参加の方は、１講座参加費2,000円となります。

＊25・26日の被災地視察は、マイカー参加でない、貸切バス利用の方は、実費（２日間で5,000円程）がか

かります。

＊24日の意見交換会は参加希望者は実費となります。

２．申込み方法（Ａ・Ｂどちらかの方法でお申込み下さい）              

　　　Ａ：同封の申込み書に参加必要事項をご記入の上、FAXまたはメ－ルで送信して頂き、振込み期日

　　　　　までに、申込み金5,000円を指定銀行口座にお振込み下さい。（手数料はご負担願います。）

　　　Ｂ：同封の申込み書に参加必要事項をご記入の上、申込み金5,000円を添えて現金書留にて、期間

　　　　　内に郵送して下さい。                 

　　　※ 尚、申込み締め切り後のキャンセルについては、申込み金を返却致しません。                 

                  

３．申込み時の注意事項

　　　※申込み書は、お１人様１枚ずつご記入下さい。                 

４．申込み・問い合わせ先                 

　　　新建築家技術者集団　全国事務局（担当：山本喜代子）

　　　　　　　　　　　　　〒162-0811  東京都新宿区水道町2-8    長島ビル２階      

　　　　　　　　　　　　　TEL．03－3260－9800　FAX．03－3260－9811         

　　　　　　　　　　　　　メ－ル　　　　shinken@tokyo.emai l .ne . jp

　　　　　　　　　　　　　ホ－ムペ－ジ　http://www.ne. jp/asah i/sh inken/tokyo/

　　　　　　　　　　　　　銀行振込み口座　みずほ銀行　新宿新都心支店　普通 3914020

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名義）新建築家技術者集団

　　　新建築家技術者集団　全国事務局長　今村彰宏 TEL．090－3763－9328

５．申込み締切・振込み期日

　　　2012年７月30日②                 

　　　　　　宿泊に余裕がありませんので、定員になり次第、申込みを締め切らせて頂きます。              

　　　　　　お早めにお申込み下さい。不明な点は上記までお問い合わせ願います。              

６．主　　催

　　新建築家技術者集団　　セミナー実行委員長：阿部重憲（宮城支部代表幹事）

　　　　　　代　表　幹　事：本多昭一（京都府立大学名誉教授）・三沢　浩（建築家）

　　　　　　　　　　　　　　垂水英司（前兵庫建築士会長）・中島明子（和洋女子大学教授）

　　　　　　全国幹事会議長：高橋偉之（建築家）

　　　　　　全 国 事 務 局 長：今村彰宏（建築家）

１講座でも参加できます!!１講座でも参加できます!!

（円）

マイカーの方

マイカーの方



参加するものに○印 参　加　費 備　　考
 

をご記入下さい。　 （別紙一覧表をご覧下さい）

24日㈮ 第１講座〜第３講座 　　　　　　　　円

第１講座（ 2,000円） 　　　　　　　　円

第２講座（ 2,000円） 　　　　　　　　円

第３講座（ 2,000円） 　　　　　　　　円

宿　　　　　　　泊 　　　　　　　　円

25日㈯ パネルディスカッション 　　　　　　　　円

被　災　地　視　察 　　　　　　　　円

被災地視察（バス代） 　　　　　　　　円

宿　　　　　　　泊 　　　　　　　　円

26日㈰ 被災地視察（バス代） 　　　　　　　　円

合　　　計 　　　　　　　　円

※25日・26日の被災地視察貸切バス代は、参加人数により増減します

2012建築とまちづくりセミナー in仙台

☆ 参加申込書 ☆　お１人様１枚の申込書をお書き下さい。

ふりがな

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男　　女　　　　　　　　　　　年齢

        

ご住所　〒        

        

所　属（勤務先、学校等）        

        

TEL（　　　）　　　−　　　　　FAX（　　　）　　　−　　　　　Mail   

        

緊急連絡先（事前連絡が必要な場合もありますので携帯電話等）　TEL（　　　）　　　−　　　　

□新建会員（　　　　　　　支部）　□一般　　　□学生　　　□中学生　　□小学生　　□幼児　

予定交通手段　　□自家用車　　　　□　　　　さんの車に便乗　　　　□鉄道　　　　□高速バス

★ 申込先・振込先 ★

新建築家技術者集団

 〒162−0811　東京都新宿区水道町2−8　長島ビル２階      

  TEL．03−3260−9800　　FAX．03−3260−9811

E-mail：shinken@tokyo.email.ne.jp　　web http://www.ne.jp/asahi/shinken/tokyo/

銀行口座　みずほ銀行　新宿新都心支店　普通 ３９１４０２０   （名義）新建築家技術者集団

１講座、２講座だけ

希望の方はこちらに

記入して下さい

マイカーの方は無料

マイカーの方は無料



 フォレスト仙台
  （財団法人　宮城県教育会館）

● 会場・宿泊のご案内 ●

◆タクシーご利用の場合

　ＪＲ仙台駅より約10分

◆地下鉄ご利用の場合

　地下鉄南北線北四番丁駅下車、

　「北２出口」より徒歩約７分

◆ＪＲご利用の場合

　ＪＲ仙山線「北仙台駅」下車、

　徒歩約10分

◆バスご利用の場合

　ＪＲ仙台駅周辺のバス停より

　北仙台方面行きに乗車し、

　「堤通雨宮町」下車徒歩約１分

　＜仙台市営バス＞

　　のりば　13番、14番

　　　　　（バスプール）

　＜宮城交通バス＞

　　のりば　20番、21番

　　　　（仙台ホテル前）

〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-45

TEL：022−271−9340 

ホームページ　http://www.forestsendai.jp/

●NHK

KKRホテル仙台（宿）●KKRホテル仙台（宿）●

●新建事務所（宮城支部）●新建事務所（宮城支部）

●仙台ビジネスホテル（宿）●仙台ビジネスホテル（宿）

●会場

●宿泊
◆８月24日の宿泊（２ケ所にわかれて宿泊します）

◆８月25日の交流会・宿泊

◎仙台ビジネスホテル
住　所：〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-4-25

ＴＥＬ：022-261-5711　　ＦＡＸ：022-268-5620

交通アクセス：地下鉄勾当台公園駅（北２番出口）、北四番丁駅（南２番出口）
より共に徒歩約３分。県庁のすぐ裏。１Fセブンイレブンが目印。

◎ＫＫＲホテル仙台
住　所：980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町1-8-17

ＴＥＬ：022-225-5201　　ＦＡＸ：022-265-7701

交通アクセス：ＪＲ仙台駅より徒歩15分・車で５分／地下鉄勾当台公園駅より
徒歩６分

◎国民宿舎　サンホテル衣川荘
住　所：〒029-4421 岩手県奥州市衣川区日向60-2

ＴＥＬ：0197-52-3311　　ＦＡＸ：0197-52-3686

交通アクセス：ＪＲ平泉駅より車で10分
　　　　　　　ＪＲ前沢駅より車で10分


