
10月以降に開催される平成 29 年度「公共建築の日」「公共建築月間」記念イベントを紹介しています。
イベントの内容は随時更新いたしますが、参加の際は問い合わせて最新情報をご確認ください。

公共建築の日 関連イベント情報
11月11日は公共建築の日、11月は公共建築月間

地区 開催 実施名称 主催者等 会場等 問合わせ先

中
央

11/1 ～
11/30

●パネル展「公共建築物における木材
利用促進にかかる取組～もっと木を使
おう～」

主催／国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課木材
利用推進室

中央合同庁舎第 3 号館
1 階 玄 関 ホール（ 国 会
側）

国土交通省官庁営繕部　整備課木材利用推
進室
03-5253-8111（内 23474）
http://www.mlit.go.jp/index.html

11/7 ●研究発表会 主催／（一財）建築コスト管理システム研究所 建築コスト管理システム
研究所会議室（東京都
港区）

（一財）建築コスト管理システム研究所
http://www.ribc.or.jp/11/8 ●講演会

11/10 ●公共建築の日・公共建築月間記念講
演会「価値ある公共建築をめざして～公
共建築工事の発注者の役割」

主催／「公共建築の日」及び「公共建築月間」実行委
員会

文化シヤッター BX ホー
ル（東京都文京区）

（一社）公共建築協会 総務部
03-3523-0381
http://www.pbaweb.jp/public_event

11/17 ●平成 29 年度 公共建築研究会「未来
に遺す公共建築―歴史的建築物の保
存・再生・活用」

主催／（一社）公共建築研究会 東京消防庁スクワール麹
町（東京都千代田区）

（一社）公共建築協会 事業企画部
03-3523-0382
http://www.pbaweb.jp/pub

11/30 ●保全技術研究会・記念講演会 主催／（一財）建築保全センター 建築会館ホール（東京都
港区）

（一財）建築保全センター 試験研修部
TEL：03-3553-0070
http://www.bmmc.or.jp/

北
海
道

9/25 ●さっぽろ子供情報誌・巻頭特集「公
共建築」

監修／「公共建築の日」及び「公共建築月間」北海道
地方実行委員会

札幌市内全小学生に配
布の他、市内各所に配架

北海道開発局 営繕部 営繕計画課
011-709-2311（内 5720）
http://www.syaa.jp/syaa/asobo/

10/21 ●「公共建築の日」フェスティバル
2017 in モエレ
・ダンボールシティをつくろう !
・積み木のまちづくり
・作ってみよう ! ものづくり体験（電線・
木工細工ほか）
・ぬりえでまちづくり
・公共建築パネル展
・公共建築クイズ　ほか

主催／「公共建築の日」及び「公共建築月間」北海道
地方実行委員会、北海道開発局　後援／北海道、札
幌市、江別市、石狩市、（国大）北海道大学、（一社）
北海道建築士会、（一社）北海道建築士事務所協会
札幌支部、（公社）日本建築家協会北海道支部、（一
社）札幌建設業協会、（一社）北海道電業協会、（一社）
北海道空調衛生工事業協会、（一社）北海道技能士会、
（一財）北海道開発協会、北海道建具工業協同組合
連合会

札幌市モエレ沼公園ガラ
スのピラミット

北海道開発局 営繕部 営繕計画課
011-709-2311（内 5720）
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ez/ei_kei/
ud49g7000000fslx.html

10/28 ●「公共建築の日」フェスティバル
 2017 in 釧路
・飛び出すたてものを作ろう
・たてものまちがいさがし
・グラグラ建物チャレンジカップ
・地下免震装置見学会
・公共建築パネル展　ほか

主催／「公共建築の日」及び「公共建築月間」北海道
地方実行委員会、北海道開発局　後援／釧路総合振
興局、釧路市、釧路市こども遊学館、釧路地方気象台、
（一社）北海道建築士会釧路支部、（一社）北海道
建築士事務所協会釧路支部、（一社）釧路建設業協会、
（一財）北海道開発協会

釧路地方合同庁舎アトリ
ウム

北海道開発局 営繕部 営繕調整課
011-709-2311（内 5734）
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ez/ei_kei/
ud49g7000000fslx.html

11/1 ～
11/6

●公共建築パネル展
●「公共建築の日」フォトコンテスト作
品展

主催／「公共建築の日」及び「公共建築月間」北海道
地方実行委員会、北海道開発局　後援／北海道、札
幌市、江別市、石狩市、（国大）北海道大学、（一社）
北海道建築士会、（一社）北海道建築士事務所協会
札幌支部、（一財）北海道開発協会

大通ビッセ 北海道開発局 営繕部 営繕計画課
011-709-2311（内 5720）
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ez/ei_kei/
ud49g7000000fslx.html

11/9 ●「公共建築の日」フォーラム
・基調講演「人口減少時代の公共建築
ストックの活用」
・パネルディスカッション「既存建築を
利用した地域の再生～廃校の有効活用
～」

主催／「公共建築の日」及び「公共建築月間」北海道
地方実行委員会、北海道開発局　後援／北海道、札
幌市、江別市、石狩市、（国大）北海道大学、（一社）
北海道建築士会、（一社）北海道建築士事務所協会
札幌支部、（公社）日本建築家協会北海道支部、（一
財）北海道開発協会

札幌エルプラザ札幌市
男女共同参画センター

東
北

10/30
～ 12/1

●巡回建築パネル展
公共建築関連事業の紹介

主催／「公共建築の日」及び「公共建築月間」関連イ
ベント実行委委員会　共催／「公共建築の日」及び
「公共建築月間」東北地方協力支援会議

仙台市青葉通り地下ギャ
ラリー、他 7 会場

東北地方整備局 営繕部 調整課
022-225-2171（内 5612）
http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00093/
K00490/eizen/event/eventtop.html

11/9 ●施設見学会
～津波被災施設の再建～

石巻港 湾合同庁舎、宮
城県石巻合同庁舎、ほか

関
東

11/4・5 ●公共建築の日イベント
・さいたま新都心小学生絵画展 2017
・公共建築パネル展
・体験工作

主催／国土交通省 関東地方整備局 営繕部　後援／
埼玉県、さいたま市、さいたま市教育委員会（一社）
公共建築協会（一財）建築保全センター（一財）建築
コスト管理システム研究所（一社）文教施設協会

さいたま新都心合同庁
舎 2 号館

国土交通省関東地方整備局 営繕部計画課
048-601-3151（内 5178）
http://www.ktr.mlit .go.jp/eizen/chiiki/
index00000005.html

11/1 ～
10

●公共建築パネル展 主催／東京第一営繕事務所　共催／埼玉県 埼玉県庁 東京第一営繕事務所 技術課
03-3363-2694
http://www.ktr.mlit.go.jp/tokyo1ez/

11/20
～ 26

●公共建築パネル展 主催／東京第二営繕事務所 千葉県庁
（1 階連絡通路）

東京第二営繕事務所 技術課
03-3531-6550
http://www.ktr.mlit.go.jp/tokyo2ez/

11/2 ～
10

●公共建築パネル展 共催／甲武営繕事務所、立川市 立川市役所 1 階多目的
プラザ

甲武営繕事務所 技術課
042-529-0011
http://www.ktr.mlit.go.jp/koubuez/

11/1 ～
11/30

● 2017 公共建築月間写真コンテスト
（展示）

主催／神奈川県官公庁営繕協議会 鎌倉市・逗子市・葉山町・
横須賀市・三浦市の公共
施設 13 個所

神奈川県 県土整備局建築住宅部営繕計画課
045-210-6580
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1172/

11/10
11/13

●公共建築工事現場見学会（対象 : 高
校生）

主催／長野県官公庁営繕技術連絡協議会　後援／
（一社）公共建築協会

長野市、大町市の
公共施設

長野営繕事務所 技術課
026-235-3481

11/17 ● 公共建築講演会「今、公共建築に求
められるもの」
● 公共建築パネル展

主催／長野県官公庁営繕技術連絡協議会
後援／（一社）公共建築協会

あがたの森文化会館 長野県建設部施設課
026-235-3481

11/1 ●東京都建築技術発表会 主催／東京都財務局 都民ホール 東京都財務局
建築保全部技術管理課
03-5388-2811（27-641）

11/17 ●「公共建築の日」記念講演会『公共施
設マネジメントとして考える「省エネ・省
コスト・温暖化防止」』
●施設見学会『キッコーマンアリーナ』
（流山市）

主催／千葉県公共建築等連絡協議会 講演 : ホテルプラザ菜の
花
見学会 : キッコーマンア
リーナ

千葉県 県土整備部営繕課企画調整班
043-223-3216

10/29 ●建設フェスタ 主催／建設フェスタ実行委員会（茨城県土木部、（一
社）茨城県建設業協会　他）

笠松運動公園 茨城県 土木部営繕課 企画グループ
029-301-4546

1



地区 開催 実施名称 主催者等 会場等 問合わせ先

関
東

11/11
～ 11/17

●公共建築パネル展 主催／宇都宮営繕事務所、栃木県公共建築連絡協
議会共催

栃 木 県庁本 館 15 階 展
示ギャラリー

栃木県 県土整備部建築課
028-623-2516

11 下旬 ●工事現場見学会（富岡市新庁舎） 主催／群馬県公共建築・住宅整備事業者連絡協議
会

富岡市新庁舎 群馬県 県土整備部建築課
027-226-3710

9/25 ～ ●パネル展示「平成 29 年度住みよい
県土建設週間」住みよい県土建設功労
者知事表彰作品（営繕工事関係）

主催／山梨県 県庁舎内パネル展示ス
ペース

山梨県 県土整備部営繕課
055-223-1400
eizen@pref.yamanashi.lg.jp

北
陸

11/5 ～
17

●公共建築パネル展（新潟会場①） 主催／北陸地方整備局営繕部 新潟県佐渡市（サンテラ
佐渡スーパーアリーナ）

北陸地方整備局 営繕部計画課
025-280-8880（内線 5153）
http://www.hrr.mlit.go.jp/eizen/index.html11/23 ～

27
●公共建築パネル展（新潟会場②） 主催／北陸地方整備局営繕部・新潟県 新潟市（新潟県スポーツ

公園 レストハウス 休憩
ホール）

11/27 ～
30（予定）

●公共建築パネル展（富山会場） 主催／北陸地方整備局金沢営繕事務所 富山市（富山市内の公共
施設）（予定）

北陸地方整備局 金沢営繕事務所技術課
076-263-4585
http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawaeizen/12/1 ～

4
●公共建築パネル展（石川会場） 金沢市

（石川県庁展望ロビー）
11/16 ●工事現場見学会（専門学校生対象） 金沢市

（石川運輸支局工事現場）
11/1 ●高校生の建築現場見学会 主催／富山県建設技術協会 富山県立大学看護学部

施設整備工事現場他 2
カ所

富山県 土木部営繕課
076-225-1781
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1508/
富山県 土木部営繕課
076-225-1781
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1508/

11/7 ●高校生の建築現場見学会 富山県薬事研究所未来
創薬開発支援センター
新築工事現場他 2 カ所

11/4 ●公開講座金沢城復元「匠の技」セミ
ナー

主催／石川の伝統的建造技術を伝える会 金沢城公園内金沢城・
兼六園管理事務所

石川県 土木部営繕課
076-225-1782
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/cgi-bin/
event_cal/cal_day.cgi

11/11 ●建築からくりクイズラリー in りゅーと
ぴあ

主催／新潟市建築部公共建築第 1 課 新潟市民芸術文化会館
（りゅーとぴあ）

新潟市建築部公共建築第 1 課
025-226-2861

中
部

10/16 ～
12/22

●公共建築パネル展「東海 4 県におけ
る建築関係の表彰制度」

主催／「公共建築の日」及び「公共建築月間」中部地
方実行委員会

愛知県、岐阜県、三重県、
静岡県、中部地方整備局
（巡回展示）

（一社）公共建築協会 中部地区事務局
052-243-0789
http://www.pbaweb.jp/

10/12 ●公共建築工事現場見学会（対象 : 岐
阜女子短大）

主催／営繕部保全指導・監督室 岐阜県（岐阜裁判大垣
支部）

営繕部 保全指導・監督室
052-953-8196
http://www.cbr.mlit.go.jp/eizen/index.htm11/1 ●公共建築工事現場見学会（対象 : 岐

阜高専）
11/15 ●公共建築講演会「まちづくりに寄与す

る施設づくりを考える」
主催／「公共建築の日」及び「公共建築月間」中部地
方実行委員会

JP タワー名古屋（名古
屋市）

（一社）公共建築協会 中部地区事務局
052-243-0789
http://www.pbaweb.jp/

11/30 ●「公共建築の日」記念講演会「建築の
レガシー　～次世代に残る公共建築は
なにか～」

主催／静岡県公共建築推進協議会及び（一社）日本
建築学会東海支部静岡支所　共催／（一社）公共建
築協会

静岡県産業経済会館 3
階大会議室

静岡県 経営管理部営繕企画課
054-221-3374

近
畿

11/14 ●公共建築の日及び公共建築月間・講
演会「都市のコモンズの再構築」・パネ
ル展示「第 26 回あすなろ夢建築」（大
阪府公共建築設計コンクール入賞作品
展）

主催／（一社）公共建築協会近畿事務局　後援／「公
共建築の日」及び「公共建築月間」近畿地方協力支
援会議

大阪府立労働センター
（エル・おおさか）

（一社）公共建築協会 近畿地区事務局 西日
本建築技術センター
06-6943-7571
http://www.pbaweb.jp/branch

11/28 ●公共建築の日及び公共建築月間・施
設見学会「さかい利晶の杜」

さかい利晶の杜

中
国

11/11 ●国重要文化財「仁風閣」建物見学及
び講演会（タイトル「仁風閣と鳥取の近
代化」）

主催／鳥取県、「公共建築の日」及び「公共建築月間」
中国地方実行委員会　後援／広島高等検察庁、広島
法務局、広島矯正管区、（一社）日本建築学会中国支
部、（公社）日本建築家協会中国支部

仁風閣 島根県 総務部営繕課
0852-22-6593
http://www.pref.shimane.lg.jp/eizen/

11/4 ●松江歴史館の建物見学及び講演会 主催／島根県、「公共建築の日」及び「公共建築月間」
中国地方実行委員会　共催／松江市　後援／広島
高等検察庁、広島法務局、広島矯正管区、（一社）日
本建築学会中国支部、（公社）日本建築家協会中国
支部

松江歴史館

11/3 ●「おかやま有名建築みてあるき」フォー
ラム～近現代建築を「知る・観る・楽しむ」
～

主催／岡山県、おかやま建築 5 会まちづくり協議会
（（一社）岡山県建築士会・（一社）岡山県建築士事
務所協会・（一社）日本建築学会中国支部岡山支所・
（公社）日本建築家協会中国支部岡山地域会・岡山
建築設計クラブ）、（公社）岡山県文化連盟、おかや
ま県民文化祭実行委員会、「公共建築の日」及び「公
共建築月間」中国地方実行委員会　協力／（公社）
岡山市スポーツ・文化振興財団　後援／広島高等検
察庁、広島法務局、広島矯正管区、岡山市、倉敷市、
津山市、（一社）日本建築学会中国支部、（公社）日
本建築家協会中国支部

天神山文化プラザ第二
会議室

岡山県 土木部都市局建築指導課
086-226-7499

10/23
･24

●「公共建築のリニューアル」パネル展 主催／岡山市、「公共建築の日」及び「公共建築月間」
中国地方実行委員会

岡山市役所1階市民ホー
ル

岡山市 都市整備局公共建築課
086-803-1455

11/11 ●オープンハウス「新しい消防署・水道
局を見学しよう」（はたらく車・人・たても
の探検ツアー）

主催／岡山市、「公共建築の日」及び「公共建築月間」
中国地方実行委員会　後援／広島高等検察庁、広島
法務局、広島矯正管区、（一社）日本建築学会中国支
部、（公社）日本建築家協会中国支部

岡山市北消防署岡山市
水道局

11/10 ～
11/12

●公共建築一斉公開イベント 主催／国土交通省中国地方整備局、広島県、広島市、
「公共建築の日」及び「公共建築月間」中国地方実
行委員会　後援／広島高等検察庁、広島法務局、広
島矯正管区、（一社）日本建築学会中国支部、（公社）
日本建築家協会中国支部、（一社）広島県建築士事
務所協会、（公社）広島県建築士会（予定）

国立広島原爆死没者追
悼平和祈念 館、広島県
庁舎、広島城 二の丸太
鼓櫓、広島大学附属中・
高等学校講堂ほか広島
市内計 18 施設

広島県 土木建築局営繕課
082-513-2311
https://www.pref.hiroshima.lg .jp/site/
tatemonogatari/festa2017.html

11/11 ●歴史散策・公共建築ミステリーツアー
in下関

主催／山口県、「公共建築の日」及び「公共建築月間」
中国地方実行委員会　後援／広島高等検察庁、広島
法務局、広島矯正管区、山口県地域を支える建設産
業担い手確保・育成協議会、（一社）日本建築学会
中国支部、（公社）日本建築家協会中国支部協力／
NPO 法人まちのよそおいネットワーク、（一社）山口
県建築士会下関支部青年部

下関市唐戸地区の公共
建築 5 施設

（田中絹代ぶんか館、旧
秋田商会、下関南部町郵
便局、旧下関英国領事
館、海響館）

山口県 建築指導課企画保全班
083-933-3843
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/
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地区 開催 実施名称 主催者等 会場等 問合わせ先

四
国

9/20 ●公共建築見学会「高松サンポート合
同庁舎南館建設工事」

主催／国土交通省四国地方整備局営繕部　共催／
「公共建築の日」及び「公共建築月間」四国地方実
行委員会

高松サンポート合同庁舎
南館

（一社）公共建築協会 四国地区事務局
087-873-2266
http://www.pbaweb.jp/

11/7 ～
10

●公共建築パネル展 主催／国土交通省四国地方整備局営繕部 高松サンポート合同庁舎
低層棟アイプラザ

国土交通省四国地方整備局営繕部計画課
087-851-8061（内 5153）

10/30
～ 11/2

●香川県の公共建築パネル展 主催／香川県 香川県庁 1 階ギャラリー 香川県 総務部営繕課
087-832-3577

11/13
～ 11/17

●公共建築パネル展 主催／愛媛県 県庁第一別館 1 階 玄関
ホール

愛媛県 土木部道路都市局建築住宅課営繕室
089-912-2762

11/11 ●公共建築見学会「鬼北町庁舎」 主催／鬼北町 鬼北町庁舎本館 鬼北町 総務財務課
0895-45-1111（内 2209）

九
州

10/20
～ 10/22

2017 かごしま住まいと建築展 主催／鹿児島県ゆとりある住まいと街づくり推進協
議会（鹿児島県、鹿児島市、鹿児島県住宅供給公社
他）　共催／国土交通省、鹿児島県教育委員会他

かごしま県民交流セン
ター

（公財）鹿児島県住宅・建築総合センター 建
築課
099-224-4599
http://kjc.or.jp/

11/1 ～
11/30

●公共建築パネル展 主催／九州地方整備局営繕部 福岡第 2 地方合同庁舎
（玄関ホール）

九州地方整備局 営繕部 計画課長補佐（技
術）
092-471-6331

10/16 ～
10/31

●公共建築パネル展 主催／熊本県 熊本県庁地下通路 熊本県 土木部建築住宅局営繕課
096-333-2539
eizen@pref.kumamoto.lg.jp

12/10 ●くまもとアートポリス建築展 2017
シンポジウム

主催／熊本県・くまもとアートポリス建築展 2017 実
行委員会

熊本県庁地下大会議室 熊本県 土木部建築住宅局建築課
096-333-2537
kap@pref.kumamoto.lg.jp11/15 ～

2018/
1/8

●くまもとアートポリス建築展 2017
展覧会

熊本市現代美術館

沖
縄

11/6 ～
12/1

●公共建築パネル展 主催／「公共建築の日」及び「公建築月間」沖縄地
区実行委員会（一社）公共建築協会沖縄地区事務局、
（公社）沖縄県建築士会、（一社）沖縄県建築士事
務所協会、（公社）日本建築家協会沖縄支部、（一社）
沖縄県設備設計事務所協会　後援／内閣府沖縄総
合事務局、沖縄県、那覇市

・サンエー那覇メインプ
レイス店（11/6 ～ 13）
・那覇市役所（11/13 ～
17）
・沖 縄 県 庁（11/20 ～
24）
・那覇第 2 合同庁舎 2
号館（11/27 ～ 12/1）

（一社）公共建築協会 沖縄地区事務局
098-879-2097
http://www.pbaweb.jp/

11/8 ●記念講演会「公共性の構想」
講師：原 広司（（株）原広司 + アトリエ・
ファイ建築研究所）

那覇市ぶんかテンブス館
4 階　テンブスホール

11/11 ●施設見学会うるま市庁舎 うるま市庁舎
11/20 ●施設見学会国立劇場おきなわ 国立劇場おきなわ
11/13 ●第 9 回フォトコンテスト～島の魅力～

｢ みんなの公共建築賞」2 点を選定・表
彰式および作品展示

主催／沖縄県建設業協会青年部会　後援／内閣府
沖縄総合事務局、沖縄県、沖縄労働局　協賛／（一
社）公共建築協会

沖縄県庁 沖縄県建設業協会青年部会第 9 回フォトコン
テスト～島の魅力～係
098-876-5211
http://www.okikenkyo.or.jp/photo_contest.
htm
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