
平成 25 年度事業報告 

 

自 平成 25 年 4 月 1 日 

至 平成 26 年 3 月 31 日 

 

第１ 一般事項 

 １ 会員の状況 

   平成 25 年度の会員の異動状況は、次のとおりである。 

会員種別 平成24年度末

会 員 数 

入会数 退会数 増△減 平成 25年度末

会 員 数 

正 会 員 1,270 人 130 人 223 人 △93 人 1,177 人 

 

賛助会員 

個人会員 57 人 0 人 3 人 △3 人 54 人 

法人会員 328 団体 10 団体 9 団体 1 団体 329 団体 

法人口数 (365 口) （11 口） （9 口） （2 口） （367 口） 

 ２ 通常総会 

   第２回通常総会を平成 25 年 5 月 30 日にアルカディア市ヶ谷（東京都千代田区九段

北）において開催し、平成 24 年度事業報告及び決算の承認、平成 25 年度事業計画、

役員の任期満了に伴う選任等を行った。 

 ３ 理事会 

 （１）第６回理事会を平成 25 年 5 月 14 日に開催し、次の事項について議決した。 

   １）平成 24 年度事業報告並びに決算について（業務執行理事の業務報告を含む。） 

   ２）平成 24 年度公益目的支出計画実施報告について 

   ３）第 2 回通常総会議案について 

（２）第７回理事会（臨時）を平成 25 年 5 月 30 日に開催し、次の事項について議決し 

た。 

   １）業務執行理事の選任について 

   ２）業務執行理事の兼務について 

（３）第８回理事会を平成 26 年 3 月 26 日に開催し、次の事項について議決した。 

   １）役員の分掌変更その他について 

   ２）協会関係諸規程の制定について 

   ３）第 3 回一般社団法人公共建築協会通常総会の開催について（議決権行使の決定 

を含む。） 

４）平成 26 年度収支予算（案）及び平成 26 年度事業計画（案）について 

５）短期借入限度額の変更について 

６）平成 25 年度業務執行理事の業務執行について 



 ４ 委員会 

（１）総務委員会 

   理事会に提出する審議事項を検討するため、総務委員会を平成 25 年 5 月 10 日及 

び平成 26 年 3 月 20 日に開催した。 

（２）公益事業等運営懇談会 

   本年度より従来の地区地方委員会を発展的に解消し、当協会の公益目的事業等に 

関し、幅広く関係行政機関等より意見等を収集するため、新たに「一般社団法人公 

共建築協会公益事業等運営懇談会」を各地区に設置し、必要に応じて意見等の収集 

を行った。 

 ５ 役員の異動 

   第 2 回通常総会において、役員の任期満了に伴う改選を行い、次のとおり役員が選 

任された。また、総会終了後に開催された第７回理事会（臨時）において業務執行理 

事の選任等を行った。 

［理 事］ 

  再 任 春田浩司（会長：代表理事）、藤田伊織（副会長兼専務理事：業務執行理事）、 

時田 繁（常務理事：業務執行理事）、勝山正嗣、小峰 信、齋藤信春、 

田代純司、筒井信也、野村 修、町田秀一、山本康友 

新 任 今浦良夫、野村敬明（副会長：業務執行理事） 

 [監 事] 

再 任 中里政春 

新 任 紙野愛健 

 

第２ 事業概要 

 １ 研修等の実施 

  （１）研修 

   共 催 （一財）全国建設研修センター 

   場 所 全国建設研修会館（東京都小平市） 

    建築施工マネジメント 5.22 ～ 5.24  3 日間  受講者  23 名 

建築 RC 構造     5.30 ～ 6.01   3 日間  受講者  47 名 

建築設備（空調）   7.18 ～ 7.26  9 日間  受講者  62 名 

建築環境       9.25 ～ 9.27  3 日間  受講者  25 名 

建築工事監理     10.28 ～11.01  3 日間  受講者  111 名 

建築設計       11.25 ～11.29  5 日間  受講者  39 名 

建築設備（電機）     12. 3 ～12.12  10 日間  受講者  65 名 

（２）公共建築研究会 

  講演会 



テーマ: 「公共建築の長寿命化を考える」 

開催日: 平成 25年 12月 12日（木） 

会 場: 浜離宮建設プラザ 

講 師: 深尾 精一  首都大学東京名誉教授 

     本橋 健司   芝浦工業大学教授 

     川瀬 貴晴   千葉大学大学院教授 

参加者: 140名 

（３）次世代公共建築研究会 

  パネルディスカッション 

   共 催:  次世代公共建築研究会、（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 

テーマ: 「次世代公共建築を語る」 

開催日: 平成 25年 9月 11日（木） 

会 場: KDDIホール 

講 師: 尾島 俊雄 次世代公共建築研究会座長、（一財）建築保全センター理事長  

伊香賀俊治 超グリーン建築部会長、慶應義塾大学教授 

深尾 精一 リノベーション・コンバージョン部会長、首都大学東京名誉教授 

安田 幸一 IFC／BIM部会長、東京工業大学教授 

後藤 秀明 公共建築地域連携部会アドバイザー、早稲田大学都市・地域研究所 

寺本  英治  (一財)建築保全センター専務理事 

     参加者: 120名 

（４）東日本大震災復興支援講習会その他 

    １）営繕積算システム講習会（東日本大震災復興支援） 

共 催: （公社）日本建築積算協会、（一社）公共建築協会、（一財）建築コ 

スト管理システム研究所 

開催日: 平成 25年 10月 3日（木）、４日（金） 

会 場: 仙都会館ビル 

参加者: 120名 

    ２）地方講習会 

テーマ: 「ＢＩＭ／ＣＩＭ Seminar OKINAWA 2013」 

開催日: 平成 25年 9月 20日（金） 

会 場: 沖縄県立博物館・美術館 

講 師:  山梨 知彦 ㈱日建設計執行役員 

日高 靖晃 沖縄科学技術大学院大学施設管理部マネージャー 

大槻 泰士 沖縄総合事務局開発建設部営繕課長 

堤 純一郎 琉球大学工学部教授 



     野原  勉 （一社）沖縄県建築士事務所協会副会長 

参加者: 200名 

（５）公共建築の日及び公共建築月間関連行事 

    １）中央行事 

テーマ: 「公共建築－その過去から未来を見つめて－」 

共 催: 公共建築の日及び公共建築月間実行委員会（（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） 

開催日: 平成 25年 11月 11日（月） 

会 場: 日本消防会館 

講 師 「わが国古代における営繕令、倉庫令の構成にみる公共事業」 

      古瀬奈津子 お茶の水女子大学大学院教授 

    「公共建築に求められる役割と整備手法を中心として」 

      野城 智也 東京大学副学長、東京大学生産技術研究所教授 

参加者: 130名 

 

    ２）地方行事 

 
地区 開催日 実施名称 主催者等  会場等 
中央 11/11 ●「公共建築の日」記念講演会 主催／「公共建築の日」及び「公共建築

月間」実行委員会［(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修所、（一社）

文教施設協会］ 

後援／国土交通省、法務省、文部科学省、

全国知事会、全国市長会 他 

日本消防会館（ニッショ－

ホ－ル）大会議室 

  11/27 ●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 

      後援／国土交通省、全国知事会 他   

      協賛／（一社）公共建築協会、（一財）

建築コスト管理システム研究所 他 

  

  11/6～11/8 ●平成 25 年度研究発表会 主催／（一財）建築コスト管理システム

研究所 

同研究所会議室 

    ●講習会 主催／（一財）公共建築協会   

  12/12 ●平成 25 年度公共建築研究会 後援／国土交通省 浜離宮建設プラザ 

    「公共建築の長寿命化を考える」    

北海道 8/10 ●「公共建築の日」フェスティバル 2013ｉｎ北彩都 

 

・旭川の街並みをつくろう 

・公共建築パネル展、他 

・ペーパークラフト作成 

・公共建築探検クイズ 

主催／（一社）公共建築協会ほか３団体、

北海道開発局 

後援／北海道、旭川市、地方独立行政法

人北海道立総合研究機構北方建築総合

研究所、同林産試験場、旭川建設業協会、

旭川市建築士会ほか 

旭川地方合同庁舎 

アトリウム 

  10/5 ●「公共建築の日」フェスティバル 2013ｉnモエレ 

 

・ダンボールまちづくり（親子１６組対象） 

・ペーパークラフト作成 

・ものづくり体験コーナ（ＥＭ電線細工、配管楽器、

木工細工） 

・コンサート 

主催／（一社）公共建築協会ほか３団体、

北海道開発局 

後援／北海道、札幌市、江別市、石狩市、 

国立大学法人北海道大学、地方独立行政

法人北海道立総合研究機構北方建築総

合研究所ほか 

札幌市モエレ沼公園ガラ

スのピラミット 

  11/3 ●「公共建築の日」フェスティバル 2013in釧路 

 

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 

釧路地方合同庁舎アトリ

ウム、こども遊学館 

  11/11～

11/13 

●「公共建築の日」フェスティバル 2013 in チカホ 

 

・フォトコンテスト、ポスターコンテスト、こども絵

画展の展示 

・公共建築パネル展 

 

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、 

国立大学法人北海道大学、地方独立行政

法人北海道立総合研究機構北方建築総

合研究所ほか 

札幌駅前地下歩行空間 



  11/15 「公共建築の日」フォーラム 

 

主催／（一社）公共建築協会ほか３団体、

北海道開発局 

後援／北海道、札幌市、江別市、石狩市、 

国立大学法人北海道大学ほか 

札幌第１合同庁舎 

２階講堂 

関東 11/8～10 ●さいたま新都心 小学生絵画展 

・公共建築パネル展 

・体験工作 

主催／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

１号館インフォメーショ

ンセンター 

  11/15～

11/21 

●公共建築工事のパネル展 主催／東京第一営繕事務所、埼玉県共催 埼玉県庁３階連絡通路 

  11/9～15 ●公共建築パネル展 主催／栃木県公共建築連絡協議会、栃木

県、宇都宮営繕事務所共催 

栃木県庁本館 15 階展示ギ

ャラリー 

  ①②11/４～

11/14                               

③11/6～

11/26 

●公共建築月間 2013 ～ まちとともに、人とともに、

公共建築 ～ 

 

①わたしのおすすめ公共建築 写真展 

②わたしのおすすめ公共建築 写真撮影ツアー 

③建築系学生向けの現場見学会 

主催／神奈川県官公庁営繕協議会、神奈

川県、横浜営繕事務所 

①馬車道駅イベントスペ

ース 

②神奈川県歴史博物館ほ

か 

③神奈川県警察学校、平塚

市新庁舎ほか 

  ①11/5～

11/29                                            

②11/12・

20・21 

①公共建築パネル展・信州の公共建築                                                                               

②学生のための現場見学会 

主催／長野県官公庁営繕技術連絡協議

会、長野県、長野営繕事務所 

（長野県、長野市、松本市、上田市、塩

尻市、千曲市、佐久市、須坂市、駒ヶ根

市、岡谷市、諏訪市、飯山市、東御市、

茅野市、伊那市、飯田市、大町市、安曇

野市、小諸市、中野市）  

後援／（一社)公共建築協会 

①佐久市、上田市、飯田市、

長野市                       

②群馬県前橋合同庁舎 

  11/8 ●公共建築に関する講演会、施設見学会 主催／千葉県公共建築等連絡協議会、千

葉県、千葉市、東京第二営繕事務所 

ホテルプラザ菜の花 

  11/15 ●公共建築文化講演会 

演題：「東京駅丸の内駅舎保存・復原工事の記録」 

講師：鹿島建設(株)東京建築支店 上浪鉄郎氏（東京

駅丸の内駅舎保存・復原工事共同企業体副所長） 

主催／山梨県 甲府市内 

防災新館 

1 階ｵｰﾌﾟﾝｽｸｴｱ 

（県庁構内） 

  11/7 ●東京都建築技術発表会 主催／東京都財務局 都民ホール 

北陸 11 月 20 日 ●ＢＩＭ講演会「ＢＩＭの現状と展望」 主催／「公共建築の日及び公共建築月

間」実行委員会 

共催／北陸地方整備局、新潟県、新潟市 

新潟市生涯学習センター 

  11 月 ●公共建築パネル展 

  

主催／「公共建築の日及び公共建築月

間」北陸地方実行委員会 

共催／北陸地方整備局、新潟県、他 

①美咲合同庁舎 1 号館 

②妙高市役所 

③長岡市（アオーレ） 

  11 月 17 日 ●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守る会 

後援／「公共建築の日及び公共建築月

間」北陸地方実行委員会 

金沢城公園内 

橋爪門工事現場 

中部 10/18-12/26 ●「公共建築月間」イベント 

パネル展「木の文化と技術の継承」 

～木の新たな可能性～ 

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 

東海４県 

＋中部地方整備局（巡回展

示） 

  11/8 ●「公共建築月間」イベント 

講演会「木の文化と技術の継承」 

～木の新たな可能性～ 

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 

愛鉄連厚生年金基金会館

（名古屋市） 

  11/8 ●｢公共建築の日」記念講演会 

「公共空間-ランドスケープアーキテクチャ」 

講師：長谷川逸子 

主催／静岡県公共建築推進協議会、（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（静岡

市） 

  11/20 

11/22 

●現場体験学習会 

 （11/20 島田工業高等学校） 

 （11/22 静岡産業技術専門学校） 

主催／静岡営繕事務所 静岡地方法務局藤枝出張

所工事現場 

近畿 11/19 ●見学会二条城（展示・収蔵館及び防火設備） 主催／（一社）公共建築協会近畿地区事

務局共催／「公共建築の日」及び「公共

建築月間」近畿地方支援協力会議 

二条城 

  11/26 ●講演会 

演題：彦根の近代文化遺産と彦根地方気象台（仮題） 

講師：筒井正夫氏（滋賀大学教授） 

主催／（一社）公共建築協会近畿地区事

務局 

共催／「公共建築の日」及び「公共建築

月間」近畿地方支援協力会議 

滋賀大学経済学部講堂 

  11/26 ●見学会 

彦根地方気象台 

主催／（一社）公共建築協会近畿地区事

務局 

共催／「公共建築の日」及び「公共建築

月間」近畿地方支援協力会議 

彦根地方気象台 

  11/27 ●見学会 

大阪府咲洲庁舎 

（長周期地震動対策工事） 

主催／（一社）公共建築協会近畿地区事

務局 

共催／「公共建築の日」及び「公共建築

月間」近畿地方支援協力会議 

大阪府咲洲庁舎 

中国 10/1～12/2 公共建築月間 in 中国地方公共建築探訪２０１３ 

「知ってもらう、見てもらう、行ってもらう」 

●愛 LOVE 中国地方公共建築フォトギャラリー 

●愛 LOVE 中国地方公共建築川柳・俳句ギャラリー 

「公共建築の日」及び「公共建築月間」

中国地方実行委員会 

（一社）公共建築協会中国

地区事務局ホームページ 

  10/19,20 ●「公共建築写真パネル展」 

。公共建築クイズに挑戦！ 

「公共建築の日」及び「公共建築月間」

中国地方実行委員会 

きらら元気ドーム（山口市

阿知須山口きらら博記念

公園内） 



 11/9,11/13,

11/16 

～創造まちづくり～（学生によるまちづくり提案） 

 11 月９日（土）第２０回ワンデーエクササイズ 

～再生まちづくり～ 

 １１月１３日（水）音楽とまち育ての響きあう夕べ 

～安全安心まちづくり～ 

 １１月１６日（土）第３回防災イベント 

主催／岡山建築５会＋１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、ＮＰＯ法人ま

ちづくり推進機構岡山、「公共建築の日」

及び「公共建築月間」中国地方委員会] 

後援／岡山県、岡山市、上之町商店街、

山陽新聞社 

第２０回ワンデーエクサ

サイズ 旧内山下小学校

体育館 

音楽とまち育ての響きあ

う夕べ ルネスホール 

第３回防災イベント 上

之町商店街 

  11/10 ●施設見学会「海上保安大学校」 主催／「公共建築の日」及び「公共建築

月間」中国地方実行委員会 

広島県呉市若葉町５番１

号 

海上保安大学校 

  

 

11／12、13 ●「公共建築の日」イベント 

 パネル展；公共施設の木造建築 

主催／「公共建築の日」及び「公共建築

月間」中国地方実行委員会 

とりぎん文化会館（鳥取県

立県民文化会館） 

11/12～

11/15 

●公共建築パネル展 主催／「公共建築の日」及び「公共建築

月間」中国地方実行委員会 

島根県庁本庁舎 

１階ホール 

四国 11/18～

11/21 

●公共建築パネル展 主催／香川県 香川県庁 

東館 1 階ﾛﾋﾞｰ 

  

  

11/11～

11/15 

●公共施設写真パネル展 主催／愛媛県土木部道路都市局建築住

宅課営繕室 

県庁舎第１別館 

玄関ホール 

11/8 ●講演及びパネルディスカッション「四国における公

共施設の津波対策（仮題）」                

講師：中田慎介氏（高知工科大学教授） 

主催／「公共建築の日」及び「公共建築

月間」運営委員会                                                      

後援（予定）／徳島県、香川県、愛媛県、

高知県、四国地方整備局 

四国地方整備局会議室 

九州 

 

10/25～

10/27 

●2013 かごしま住まいと建築展   『公共建築コー

ナー』 

主催／鹿児島県ゆとりある住まいと街

づくり推進協議会 

かごしま県民交流センタ

ー 

  11/1～11/15 ●公共建築の日パネル展 主催／熊本県公共建築行政連絡協議会 熊本県庁新館ロビー 

  

  

11/1～11/15 ●県有建物の保全パネル展 主催／宮崎県県土整備部営繕課 宮崎県庁１号館ロビー 

11/14 ●九州公共建築フォーラム 2013   

時代のニーズに挑む ～「長く使い続ける」公共建築

づくりのために～ 

第１部 事例紹介 

谷山病院、武雄市図書館、国の庁舎 

第２部 パネルディスカッション 

主催／九州公共建築フォーラム実行委

員会 

共催／九州地方整備局 

後援（予定）／福岡県、北九州市、福岡

市 

福岡県自治会館 

２階大会議場 

11/14 ●公共建築の日シンポジウム 

「新しい庁舎建築とユニバーサルデザイン（仮題）」 

・基調講演 

・パネルディスカッション 

主催／熊本県公共建築行政連絡協議会、

熊本県、熊本市 

共催／（一財）熊本県建築住宅センター 

熊本市国際交流会館ホー

ル 

沖縄 ①10/25～

11/1 

②11/5～8 

③11/11～15 

④11/19～25 

⑤11/26～29 

●公共建築パネル展 主催／「公共建築の日」及び「公共建築

月間」沖縄地区実行委員会 

委員長（一社）公共建築協会沖縄地区事

務局 

委員 （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 

①那覇市役所 

②沖縄県庁 

③那覇第 2 合同庁舎 

④ｻﾝｴｰ那覇ﾒｲﾝﾌﾟﾚｲｽ店 

⑤うるま市市民会館 

  11/8 ●記念講演 

～沖縄の原風景・島との共存・ゆくるリゾート～ 

「星のや 竹富島」をもとに考える 

・講演 

・パネルディスカッション 

主催／「公共建築の日」及び「公共建築

月間」沖縄地区実行委員会 

委員長（一社）公共建築協会沖縄地区事

務局 

委員 （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 

沖縄県立博物館・美術館 

  10 月下旬～

11 月中旬 

●完成施設見学会 

「浦添大公園南エントランス事務所及びその周辺景

観地区」 

主催／「公共建築の日」及び「公共建築

月間」沖縄地区実行委員会 

委員長（一社）公共建築協会沖縄地区事

務局 

委員 （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 

浦添大公園 

 ①②11/18 ●第５回フォトコンテストの表彰及び作品展示   

～島の魅力～ 

各部門賞の中に「みんなの公共建築賞 2 点」を設定 

※7/1～8/31 作品応募期間 

※10 月中旬 審査 

主催／沖縄県建設業協会青年部会 

後援／沖縄総合事務局、沖縄県、沖縄労

働局 

協賛／（一社）公共建築協会沖縄地区事

務局 

①表彰式 

②作品展示 

沖縄県庁県民ホール 

 

 ２ 地方行事 

（１）全国共通事業 

事      業 期 間 開催地 受講者数 

平成 26 年度新営予算単価と設計料算定説明会 25．6.21 

～25.7.12 

10都市 888 名 



平成 25 年版公共建築工事標準仕様書（建築・電気・

機械）等講習会 

25．5.22 

～25．8.30 

35都市 

 

5,721 名 

平成 25 年版公共建築工事監理指針（建築・電気・機

械）講習会 

25．11.5 

～26.1.17 

18都市 3,054 名 

平成 25 年版公共建築木造工事標準仕様書講習会 26.2.20 

～26．3.11 

9 都市 483 名 

※１）標準仕様書講習会：35 都市中には地元開催要望 1 都市（水戸市）を含む。 

   ２）監理指針講習会：18 都市中には地元開催要望 2 都市（函館市、津市）を含む。 

 （２）地区単独事業 

地 区 事      業 期 間 開催地 受講者数 

北 陸 平成 25 年度営繕研修会 26.2.26 新潟市 147 名 

近 畿 第 23 回大阪府公共建築設計コンクール 

（あすなろ夢建築） 

26.1.6 

～26.1.10 

大阪府 協 賛 

３ 公共建築賞 

[第 14 回公共建築賞] 

 第 14 回公共建築賞を次のとおり実施した。 

（１）スケジュール 

         平成 25年 6月 28日  記者発表・募集要項公開（ＨＰ等） 

            8月  1日  作品応募受付開始 

            9月 30日  作品募集締切   

         平成 25年 10月 

          ～平成 26年 2月   第 1回地区審査委員会 現地調査 

         平成 26年 2月       

             ～平成 26年 3月     第 2回地区審査委員会(各地区推薦作品決定) 

 （２）第一次審査   

     88 点の応募作品の中から 30 点の建築物の推薦が決定された。 

４ 機関誌の発行 

（１）「公共建築」（季刊）を次のとおり発刊した。 

    204 号「災害時における公共建築の役割と機能確保」 平成 25 年 4 月発行 

205 号「公共建築物の老朽化対策 前篇」      平成 25 年 10 月発行 

 （２）「公共建築ニュース」を毎月１回発刊した。 

５ 調査研究 

（１）調査研究受託業務を次のとおり実施した。 

  １）東日本建築技術センター 

    下記のとおり 15 件を受託した。 

 



委 託 者 業   務   名 

国土交通省 官庁施設の建築設計に関する資料収集等業務 

近畿地方整備局 京都営繕事務所技術審査支援業務 

東京都 「省エネ・再エネ東京仕様」等検証委託 

東京都 東京都財務局（２５）総合評価技術資料整理業務委託 

青森県 
県庁舎耐震・長寿命化改修設計プロポーザル実施検討委員

会運営支援業務 

(独法）国立公文書館 国立公文書館つくば分館改修工事計画策定業務 

(独法）国立西洋美術館 

国立西洋美術館建築設備改修に関する基本構想検討並びに

本館熱源機器設備等改修工事等に係る設計業者選定支援及

び施工業者選定支援等業務 

(一財）建築コスト管理シ

ステム 
平成 25年度設計者情報システム管理・運営業務 

(一財）建築コスト管理シ

ステム研究所 
RIBC２の一次単価データの整理業務（その２） 

(一財）建設業振興基金 
富士教育訓練センター施設建替え基本構想等検討業務（そ

の１） 

(一財）建設業振興基金 
富士教育訓練センター施設建替え基本構想等検討業務（そ

の 2） 

(一財）建設業振興基金 「建築施工管理 CPD制度」規則・ガイドライン等検討業務 

(一財）電力中央研究所 
横須賀地区新研究等施設概要書の作成等に関するコンサル

タント業務 

(一財）電力中央研究所 
横須賀地区新研究棟（仮称）設計者選定プロポ－ザルに係

るコンサルタント業務 

東日本銀行 東日本銀行施設整備に関する支援業務 他 

 （２）「公共建築工事品質確保技術者」の登録試験を実施した。 

     募集期間  平成 25年 6月 10日 ～ 平成 25年 8月 23日 

     面接試験  平成 25年 10月８日 ～ 平成 25年 10月 31日 

     実施会場  東京、大阪、名古屋、福岡 

     申込者数  （Ⅰ種） 29 名 （Ⅱ種） 31 名 

     合格者数  （Ⅰ種） 29 名 （Ⅱ種） 31 名 

６ 建築材料等の品質性能評価事業 

建築材料・設備機材等の品質性能評価事業を次のとおり実施した。 

（１） 平成 25 年度随時評価の評価書の交付 

     建築材料等        7 件 



     電気設備機材等       13 件 

     機械設備機材等      15 件 

（２）平成 7 年度、平成 10 年度、平成 13 年度に募集した材料等の更新評価書の交付 

     建築材料等       124 件 

     電気設備機材等       61 件 

     機械設備機材等      104 件 

７ 公共建築設計者情報システム事業 

（１）公共建築設計者情報システム（ＰＵＢＤＩＳ）平成25年度版を利用公共発注機関等に提供 

した。 

    掲載データ数（平成 26 年 3 月現在）  設計事務所数         1,115 社 

                       技術者数          18,835 人 

                        業務実績数         33,994 件 

                        業務カルテ数        15,850 件 

（２）平成 25 年度の情報掲載申込事務所数                  43 社 

（３）平成 25 年度利用発注機関（順不同） 

    国土交通省（各地方整備局等を含む）、都道府県、政令指定都市、法務省、宮内庁、 

（独）都市再生機構、環境省（各地方局を含む）、防衛省（各地方局を含む）等 

利用機関数 158 団体 

８ 営繕工事関係技術図書の刊行 

  次の図書の編集及び発行を行った。 

     建築材料等評価名簿                  平成 25 年版 改定 

設備機材等評価名簿                  平成 25 年版 改定 

公共建築工事標準仕様書（建築工事編）         平成 25 年版 改定 

公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）       平成 25 年版 改定 

公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）       平成 25 年版 改定 

公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）       平成 25 年版 改定 

公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）       平成 25 年版 改定 

建築物解体工事共通仕様書（平成 24 年）・同解説     平成 25 年版 改定 

建築工事監理指針（上巻）               平成 25 年版 改定 

建築工事監理指針（下巻）               平成 25 年版 改定 

電気設備工事監理指針                 平成 25 年版 改定 

機械設備工事監理指針                 平成 25 年版 改定 

     建築工事施工チェックシート              平成 25 年版 改定 

電気設備工事施工チェックシート            平成 25 年版 改定 

機械設備工事施工チェックシート            平成 25 年版 改定 

機械設備工事機材承諾図様式集             平成 25 年版 改定 



９ 営繕関係資料の発行 

  次のとおり発行を行った。 

   平成 26 年度新営予算単価資料 

10 営繕技術関係教育図書の発行 

 なし 

11 概 括 

当協会の今期の決算においては、出版事業及び他の事業において見込みを超える増収

となったこと、また費用支出の伸びが抑制されたこと等により、前期に比べて正味財産

が約 9 千万円余の増加となった。しかしながら、依然として正味財産残高が低水準にと

どまっていることから、期中における事業展開に対応した資金確保に万全を期すため、

役員退職慰労金（後掲第３号議案）、役員報酬、各種経費の見直しにより、キャッシュベ

ースで約 4,000 万円程度のコスト縮減を見込むほか、更なるコスト縮減の取り組みを進

めます。また、出版物、各種講習会等の各種情報媒体を通じた販売促進等収益の増加に

努めることとしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附属明細書 

 

 

平成25年度事業報告には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条第2項及

び同法施行規則第34条第3項に定める附属明細書に記載すべき事業報告の内容を補足する

重要な事項が存在しないので、これを記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


