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今月の公共建築／銚子労働総合庁舎
適正な予定価格の設定のために－営繕積算方式活用マニュアル ( 改訂版 ) 及

び営繕工事積算チェックマニュアル【解説版】の公表
平成 27 年度 国土交通省国土技術研究会 開催
営繕工事請負契約における設計変更ガイドラインＱ＆Ａ ( 案 )
情報ヘッドライン
豆知識／ＥＣＩ方式
平成 27 年度 大都市営繕工事担当者会議開催報告 [ 静岡市 ]　●青沼 隆嗣
公共建築再訪　せんだいメディアテークを訪れて [ 前編 ]　●山田　稔
平成 27 年度 建築材料 ･ 設備機材等品質性能評価事業随時評価取得等
協会だより

今月の公共建築

 「銚子労働総合庁舎」は、労働条件や職場の安全衛生・健康管理、労

災保険に関する相談等を取り扱う「銚子労働基準監督署」と、雇用に

関する相談・支援、職業の相談・紹介、雇用保険の支給等を取り扱う「銚

子公共職業安定所」を集約した施設です。

　設計にあたっては、来庁者の多い公共職業安定所を 1・2 階に、労

働基準監督署を 4 階とし、会議室など二官署が共有可能な室は 3 階に

集約配置して階ごとの機能区分を明確化するとともに、平面計画では

両サイドコアを採用し、来庁者と職員の動線を明確に分けるなど、利

用者にとって使いやすくわかりやすい室配置としています。

　外観は、コア部と中央部の外装表現を変え、来庁者に親近感を与え

る包み込むような表現を意識し、中央部は伝統工芸である銚子ちぢみ

のストライプ模様をモチーフとし水平窓を採用することで、軽快で地

域に調和する落ち着きを持たせたファサードとしています。

　また、環境負荷低減のための配慮として、Low- Ｅ複層ガラスの採

用や屋上緑化による照り返し防止などにより熱負荷を軽減し、空調エ

ネルギーの低減に努めているほか、LED 照明の全面採用、明るさセン

サーによる照明器具の昼光利用制御、太陽光発電設備の採用等、環境

負荷低減に貢献する様々な建築・設備計画の採用に努めました。

　完成した新庁舎が、ながく地域に親しまれるとともに労働行政サー

ビスの向上に貢献できることを期待しています。

銚子労働総合庁舎
所在地 千葉県銚子市中央町８－１６

構造階数　鉄筋コンクリート造　

　　　　　地上４階

敷地面積　1,776 ㎡

建築面積　   801 ㎡

延床面積　2,462 ㎡

工期　　　平成 26 年 7 月～

　　　　　　平成 27 年 10 月

発注者 国土交通省関東地方整備局

設計者 (株) 昭和設計東京事務所

施工者 建築：東洋建設 (株) 関東支店

　　　　　電気：大崎電設 (株)

　　　　　機械：富士古河Ｅ＆Ｃ (株)

　　　　　ＥＶ：(株) 日立ビルシステム
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国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課営繕積算企画調整室

適正な予定価格の設定のために

営繕積算方式活用マニュアル (改訂版)及び
営繕工事積算チェックマニュアル【解説版】の公表

表２　本事業の主な試行内容

１　適正な予定価格の設定のために

　適正な予定価格の設定には、単価と数量が適正でないと

いけません。単価と数量は車の両輪のようなもので、どち

らが欠けても、品確法の適正な運用はできず、また円滑な

事業実施にも繋がりません。官庁営繕部では、そのための

ツールとして、「営繕積算方式」活用マニュアル（以下

「活用マニュアル」という。）を本年１月に、営繕工事積

算チェックマニュアル（以下「チェックマニュアル」とい

う。）を本年３月に作成・公表しました。今般、これまで

以上に実務で活用頂き、適正な予定価格の設定により寄与

できるように、活用マニュアルの改訂及びチェックマニュ

アルの解説の作成を行いましたのでその概要を紹介させ

て頂きます。

２ 「営繕積算方式」活用マニュアル（改訂）

【改訂①】品確法の適正運用のための活用マニュアル

　活用マニュアルは、東日本大震災の被災地の公共建築工

事において、円滑な施工確保を図ることを背景として作成

しました。現場実態や実勢価格を的確に予定価格に反映す

ることの重要性を再認識し、個別丁寧な積み上げの取組や

条件明示手法といった各種取組を説明しています。その各

種取組は品確法の適正な運用という面からも重要である

ことから、今回の改訂では、冒頭にて、改正品確法の文章

を引用するなどにより、活用マニュアル作成の目的に「品

確法の適正運用」がある点をより明確にしました。

【改訂②】「営繕積算方式」をよりシンプルに説明

　１月作成版は、東日本大震災の被災地の円滑施工確保が

背景にあるため、本編に円滑施工確保一覧や公共建築相談

窓口の紹介を掲載しており、円滑施工確保対策という視点

が少し強くなっていました。しかし、例えばその円滑施工

確保対策一覧には技術者の配置要件の緩和を掲載してい

るなど、積算自身には直接繋がらない内容も含んでいまし

た。そこで、より実務において営繕積算方式そのものを活

用頂くため、今回の改訂では、本編を「積算基準の説明」

と「その運用にかかる各種取組の説明」という２本立てに

シンプルに構成し直しました。

３ 「営繕工事積算チェックマニュアル」解説版

（１）なぜ解説が必要なのか

　チェックマニュアルは、数量積算における専門的な内容

が並んでおり、また設計事務所（積算事務所）におられ

る技術者（専門家）に手を動かして貰うことを念頭に作っ

ています。公共発注者はその成果物を確認する必要があ

りますが、技術系職員が少ない発注機関においては、この

チェックマニュアルの成果物を確認することはハードル

が高いものと思います。そこで、チェックマニュアルを理

解して頂くための参考資料を作ることが、普及・促進には

重要であると考え、解説を作成しました。

　以下、解説の内容を簡単に説明させて頂きます。

（２）担い手確保には適正数量が必要不可欠

　解説の冒頭では、まず数量積算の重要性を品確法と関係

付けて記載しています。品確法で、担い手確保が基本理念

に明記され、そのための発注者責務として、適正な予定価

格の設定が規定されました。適正な予定価格には適正な数

量積算が必要です。つまり、建設業界の担い手を確保する

には、事業プロセスの川上（上流）にある適正な数量積算

が必要不可欠であり、適正な数量積算は、建設業界の担い

手確保に直結するものだと再認識する必要があると考え

ます。

（３）受発注者双方が使えるチェックツール

　解説では、チェックマニュアルを、積算業務の受注者が

作成するもの（もっと言えば作業させられるもの）という

認識のみに立ってほしくないという視点から説明してい

ます。具体的には、以下のとおり積算業務の過程で、発注

者・受注者双方が有効に使えるチェックツールだと考えて

います。

【発注者】

・受注者に、発注者が考える数量積算の手法等を伝え・

共有するためのツール

・納品される成果品を確認するためのツール

【受注者】

・発注者の数量積算の手法や考え方を確認できる

・数量積算の作業や過程を記録することで、発注者の考

えに沿った数量積算であることや漏れがないことを証

明するためのツール

・主任担当者（上司）が担当者の作業内容を確認するた

めのツール

【発注者・受注者】

・受発注者が互いに適正な数量積算であることを確認し

あうためのコミュニケーションツール

　数量積算は人為的に作業を行いますので、どうしてもミ

スが発生する可能性があります。したがって、担当者のみ
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の作業では駄目であり、さらに、受注者だけでなく発注

者と確認し合い、重層的にチェックすることが重要です。

チェックマニュアルはそのためのツールとなると考えて

います。

（４）積算のどの過程で使うのか

　設計や積算の経験や知見が少ない方にとっては、そもそ

もチェックマニュアルを設計・積算過程のどこで使うのか

のイメージをまず持っていただく必要があると考えまし

た。そこで、解説の中では、業務発注においてチェックマ

ニュアルを適用基準としつつ、成果物としても納品を受け

ることや、委託業務の中における積算過程（設計図書の確

認→拾い書の作成→集計表の作成→積算数量調書（いわ

ゆる内訳書）の作成）におけるチェックマニュアルの関係

を説明しています。

（５）チェックマニュアルをどう使って確認するのか

　主に発注者の視点で、委託業務の成果物を、チェックマ

ニュアルにてどのように確認するかを解説しています。も

ちろん、発注者が行う成果物のチェック・確認方法に「こ

うでないといけない、こうすれば絶対に間違いない」とい

うものはありません。受注者の数量積算を一から十までト

レースし確認することも考えられますが、時間的な制約を

踏まえると一般的には困難です。したがって、一般的には

成果物の一部を抽出してチェックをします。解説では一部

のチェック項目を例に、発注者は受注者に説明を求め、受

注者は説明を行うというイメージを掲載しています。この

やりとりにおいて疑問点等が発見されれば、類似の事項に

ついてもチェックすることで数量積算の精度が向上します。

（６）チェック項目とする理由や留意点を解説

　チェックマニュアルは、以下３種類で構成されています。

①数量算出チェックリスト

②積算数量調書チェックリスト

③積算チェックシート (集計表、工種別チェックシート)

　解説では、それぞれのチェックリスト等からは直接読み

取れない、チェック項目としている理由、特にチェック対

象として選択すべき対象、チェックする際の留意点につい

て、例示を用いて説明しています。

①数量算出チェックリスト

　主なチェック項目として以下を例示にて説明。

・標準仕様書等に関連して区別されているか

・面積計上で、関連部分の面積を適切に加算等したか

・設計数量と所要数量の扱いは正しいか

・仕上と下地等、関連する数量を確認したか

・単位が間違っていないか

②積算数量調書チェックリスト

　主なチェック対象とする視点として以下を例示にて説明。

・比較的数量が多い項目

・比較的金額が高い項目

・他工種と関連する項目

・実績統計値又は略算による算出が可能な項目

③積算チェックシート（建築のみ）

　チェックシートは「集計表」と「工種別チェックシー

ト」から構成されています。

　集計表は、部材、階、材種別の数量をそれぞれ、又は全

体と比較することで、バランス等のチェックを行うための

シートです。例えば、基準階が続くような建物の場合に

は、各階のバランスが同程度になっているかの確認ができ

ます。

　工種別チェックシートは、過去の実績データとの比較を

行います。掘削量、コンクリート量、仕上げ面積等の工種

別に、過去の実績データを掲載しています。実際の集計し

た数量とこの実績データを比較し、数量の妥当性の参考と

します。もちろん個々の事案によって事情は異なりますの

で、範囲からはずれたから間違っているというものではな

く、比較を通じて、その理由を考察することが重要です。

４　おわりに

　積算（数量積算、単価設定）は、高度な技術と経験等に

基づくものです。例えばチェックマニュアルに掲げている

チェック項目のみでも約 480 項目（新営の建築工事）あ

ります。このような膨大な検討事項・確認事項を極めて短

時間で行っているのが実状です。その中にあって、ミスを

なくし、適切な積算を行うには、本チェックマニュアルと

いったツールを有効に活用することが必要ではないかと

思います。

　今後も、両マニュアルを適宜改訂する等、適正な予定価

格の設定に資する取組を進めて参りたいと思います。

【参考資料】

営繕積算方式活用マニュアル：http://www.mlit.go.jp/

gobuild/gobuild_tk2_000009.html

営繕工事積算チェックマニュアル及び解説：http://www.

mlit.go.jp/gobuild/shiryou_sekisan_unnyou.htm



調査対象  47 都道府県・20 政令指定都市

調査期間  平成 27 年 6 月～ 7 月

調査項目
・平成 26 年度の契約工事での BIM 活用の有無
　（各団体 3 事業ずつ）
・BIM の活用内容・理由（複数回答可）
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国土交通省大臣官房官庁営繕部

平成27年度 国土交通省国土技術研究会 開催

概要

　「平成 27 年度国土交通省国土技術研究会」が、11 月

12 日（木）・13 日（金）の 2 日間にわたり、開催された。

　本研究会は、住宅・社会資本整備行政に係る技術課題、

中長期的に又は緊急的に取り組むべき技術課題等につい

て、各関係機関が連携を図り調査・研究を行い、議論を重

ねることにより、住宅・社会資本整備に関する技術の向上

と行政への反映を図ることを目的として開催されている。

　本研究会は、研究発表（指定課題、自由課題）、ポスター

セッション、特別講演等で構成されている。研究発表のう

ち指定課題とは、政策・施策上の重要な課題に関する技

術的な取組を研究課題とするもので、今年は 7 課題が発

表された。また、自由課題とは、①イノベーション部門、

②アカウンタビリティ部門、③一般部門、の 3 部門に分

かれ、今後の技術向上、技術行政の推進に資する研究を課

題とするものであり、66 課題が発表された。さらに、新

しい技術開発等について、ポスター等を用いて研究会参加

者に紹介するポスターセッションでは、12 課題が紹介さ

れた。

　官庁営繕に関する研究として、指定課題で２課題、ポス

ターセッションで１課題を発表したので、以下にその概要

を紹介する。

指定課題

「官庁営繕事業における B I M 導入に関する調査研究」
（官庁営繕部整備課施設評価室）

１．はじめに

　本研究会では、①官庁営繕事業における BIM 試行事業

の効果等、②平成 26 年に策定した「官庁営繕事業におけ

る BIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン」、

③ガイドライン適用事案となった奈良地方気象台の設計業

務における BIM 活用の効果等、④地方公共団体における

BIM の活用に関する調査、の 4 項目について発表した。こ

のうち、本稿では③及び④について報告させていただく。

２．奈良地方気象台における BIM 活用の効果等

　奈良地方気象台の建設予定地の一部は、歴史的景観形成

重点地区に指定されており、景観に配慮して設計を進める

必要があった。そのため、地区にふさわしい気象台とする

ため、BIM を用いて外観の比較検討を行った（図1）。

　また、庁舎に設置される測風塔の影が、太陽光パネルに

影響するかどうか、BIM による日影シミュレーションに

より確認した。さらには、庁舎内の意匠に関し、BIM を

用いて詳細なモデルを作成し、関係者間での意思決定・情

報共有に活用した。

３．地方公共団体等における B I M 活用状況

（１）調査方法

　地方公共団体における施工段階での BIM の活用状況等を

把握するため、表 1 のとおりアンケート調査を実施した。

（２）調査結果

　BIM 活用の有無に関する調査では、契約工事の中に

BIM を活用している工事があった地方公共団体は、67 団

体のうち 6 団体、工事数ベースでは、201 工事のうち、9

工事で活用しているという結果となった（図 2）。

　工事において BIM をどの様に活用したかという調査で

は、BIM の活用があった 9 工事全てにおいて、部材の干

渉チェックに活用したとの回答があった。他には、施工図

の作成、プレゼン資料の作成等に BIM を活用したとの回

答があった。

　BIM を活用した理由については、手戻りのリスク回避

のため、社内教育や作業員への周知のため、関係者に対す

る分かり易い資料の作成のため、BIM を活用したとの回

答があった。

図 1　BIM による外観の比較検討

表 1　調査概要

図 2　BIM の活用状況

9工事(4％)6 団体(9％)

192工事(96％)61団体 (91％)

BIM活用ありBIM活用あり

BIM活用なしBIM活用なし

契約工事の中に、BIM の活用工事
があった地方公共団体の割合

BIM の活用があった工事の割合

格子壁の検討
(格子パターン + 植栽）

白壁の検討
(格子パターン）
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図 3　本事業の整備概要

４．おわりに

　BIM は、個々の設計や工事の各段階において、目的に

応じて利用していくことで、的確な効果が発現するものと

期待されている。官庁営繕部では、引き続き、BIM 活用

事案における BIM の効果等について検証し、それらを広

く情報発信してまいりたい。

「木造事務庁舎の合理的な設計における留意事項」
（官庁営繕部整備課木材利用推進室）

１．はじめに

　官庁営繕部では、｢公共建築物等における木材の利用の

促進に関する法律」に基づいて、官庁施設事業において木

材の利用に努めると共に、公共建築分野において木材利用

の環境づくりとして様々な取組をしている。

　これまでに「木造計画・設計基準」等の木造の官庁施設

に関する技術基準類の策定を行ってきたが、木材利用をよ

り一層進めるためには、木造建築物の整備コストの抑制に

ついて検討が必要と考えられる。

　今般、木材特有の情報を把握し合理的に設計が進められ

るよう、木材に関する様々な情報の調査・検討を行い、「木

造事務庁舎の合理的な設計における留意事項」をとりまと

めた。

２．調査内容

① 6 つの木造建築物の事例調査を実施、おおよその延

べ面積あたりの木材使用量を把握

②全国主要な製材・集成材の JAS 認定工場へ調査し、

木材の入手傾向や、納期、価格傾向について把握

③ 接合金物メーカーごとに部材寸法及び許容耐力が異

なることや、プレカット工場が対応できる接合金物に

ついて把握

④ 製材工場、中小工務店へ木造事務庁舎の構造材にあ

たる木材の単価調査を行い、木造事務庁舎モデルプラ

ン別に価格傾向を把握

３．検討内容

① 木造事務庁舎の設計に必要な地域の木材工場の生産

状況を把握するための調査方法と調査票を検討

②建設地域の木材工場で入手が容易な木材を使用するこ

とによる、木造事務庁舎の計画・設計方法について検討

③ 木造事務庁舎の設計に必要な接合金物とプレカット

工場の情報を把握し、計画・設計の検討

④スパン別による架構形式のコスト傾向について検討

４．おわりに

　今回の調査・検討より、｢木造事務庁舎の合理的な設計に

おける留意事項」を策定し、ホームページに掲載し広く情

報発信している。今後、官庁施設のみならず、地方公共団

体、民間企業等の方にも活用されることを期待している。

ポスターセッション

「石巻市との協働による津波避難ビル整備
　　　～石巻港湾合同庁舎の事例から～」

（東北地方整備局営繕部計画課）

１．はじめに

　石巻港湾合同庁舎は、東日本大震災に伴う津波により、

構造体等に甚大な被害を受け、庁舎の使用を継続すること

が不可能となったことから、復旧整備を行ったものであ

る。

２．震災の経験を生かした安心・安全な施設づくり

　被災時に災害対策活動の拠点となる執務室や、被災後の

電力・上下水等を持続的に供給するために必要な設備関係

諸室は、今回遭遇した津波浸水深よりも高い位置となるよ

う 2 階以上に配置した。

　また、水流による洗掘や地盤の液状化による被害を抑え

るため、地中に埋設するオイルタンク等の下には地盤改良

を行った。

３．石巻市と連携した津波避難ビルとしての整備

　本施設の整備計画にあたり、石巻市と情報交換を行う過

程で、計画地周辺は高層建物がない津波避難空白地域であ

り、津波避難施設が必要であることが明らかとなった。

　このため、本施設を津波避難ビルとして整備する方針を

定め、国は屋外避難階段、屋上避難スペースを整備し、最

上階には石巻市の防災備蓄倉庫を合築した。

　津波避難ビルとして多くの避難者を受け入れる事がで

きるよう、避難された方が屋上避難スペースの他、避難時

には庁舎内の会議室、各階ホール、廊下も避難スペースと

して利用することができる。

　また、避難者が庁舎内のトイレや電源コンセント等を利

用することが可能であり、ライフライン途絶時の避難生活

を支える事が可能な施設とした。

４．おわりに

　今回の整備手法は、高層建物の少ない中小規模の港湾地

区で有効と考えられ、今後の港湾地区における官庁施設整

備計画で展開が期待される。　　　　　　　

石巻市

防災備蓄倉庫
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国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課

営繕工事請負契約における
設計変更ガイドラインＱ＆Ａ(案)

１．はじめに

　平成 26 年 6 月 4 日に「公共工事の品質確保の促進に

関する法律の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 56 

号｣）(以下、｢ 改正品確法｣）が公布・即日施行され、発注

者の責務の一つとして「設計図書に適切に施工条件を明示

するとともに、設計図書に示された施工条件と実際の工事

現場の状態が一致しない場合、設計図書に示されていない

施工条件について予期することのできない特別な状態が

生じた場合その他の場合において、必要と認められるとき

は、適切に設計図書の変更及びこれに伴って必要となる請

負代金の額や工期の適切な変更を行うこと。(第 7 条第 1

項第五号 )」が明記されました。

　これを受けて、官庁営繕部では、改正品確法の基本方針

に基づき、関係団体との意見交換も踏まえて、平成 27 年

5 月に「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン

(案)」(以下、｢ガイドライン｣) の改定を行い、地方公共団体

や受注者にもわかりやすい資料となるよう記載内容や構成

を見直しました。※ 1 ※ 2  適切な設計変更の実施・普及にあ

たって、平成 27 年 10 月には「営繕工事請負契約におけ

る設計変更ガイドラインＱ＆Ａ (案)」(以下、｢Ｑ＆Ａ｣) の

作成・公表を行いましたので、本稿でご紹介します。※ ３

２．概要

 「設計変更」とは、工事請負契約書第 18 条又は第 19 条

の規定により図面または仕様書を変更する場合に、発注者

が契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ受

注者に指示することをいいます。Q&A は、設計変更の手

続きの考え方を例示したものであり、発注者と受注者の双

方がガイドラインを理解するための一助となるものです。

実際の設計変更にあたっては、工事ごとの現場条件の特性

を踏まえて、各発注者 (各地方整備局等) が設計変更可能な

ケースか不可能なケースかを判断することとなります。

　Q&A は、合計 17 の問いから成り、その構成はガイド

ライン全般、「指定」と「任意」の考え方（仮設）、個別

事例、その他の 4 つに分けられます。

　3-1．ガイドライン全般

　｢ガイドライン全般」では、施工条件を明示する目的や

内容について説明しています。受注者の発議による設計変

更可能なケースとしては、工事請負契約書第 18 条第 1 項

に該当する事実を発見した場合に限られており、そのうち

第四号及び第五号は、施工条件が関係しています。

　施工条件は、工事の目的物を完成するに当たって当該工

事の制約となる条件を指しており、工事を円滑に実施する

ために、契約条件として設計図書の中で明示することとし

ています（Q&A 問 2）。　

　発注者は、受注者が施工計画をたてるに当たって施工条

件が工期や工事費に大きく影響することを鑑み、設計段階

で判明している現場条件等については、受注者に適切に明

示する必要があります（Q&A 問 4）。特に、改修工事に

おいては、建物を使用しながら工事を実施するなどの多様

な制約を踏まえ、工程に関する施工条件を設定すること、

工程に影響を及ぼす施工手順を明示することが求められ

ます（Q&A 問 5）。

　3-2．「指定」と「任意」の考え方（仮設）

　任意仮設は、工事請負契約書第１条第３項において、原

則として受注者が定めるものとされていることから、原則

として設計変更の対象となりません。ただし、施工条件

と実際の工事現場が一致しない場合や当初発注時点で予

期しえなかった現場条件等が確認された場合は、受発注者

間の協議により、設計変更の対象となります。これに伴う

任意仮設の変更は、請負代金額の変更の対象となります

(Q&A 問 6）。

　仮設の「指定」と「任意」の考え方は、受注者にとって

設計変更の対象となるか判断が難しいことから、敷鉄板等

の仮設物、掘削時の矢板、取付・解体用の補助クレーンの

3 つの事例を挙げて説明しています（Q&A 問 8～10）。

　3-3．個別事例・その他

 「個別事例」では、材料規格を例に挙げて設計変更の対

象となる場合と対象とならない場合を比較して示したり

（Q&A 問 11、12）、交通誘導警備員に関する設計変更

事例について例示したりすることで（Q&A 問 14) 、設計

変更に対する理解の促進を図っています。

　また、｢その他」では、国土交通省の相談窓口として、

公共建築に関する技術的な相談を受け付ける「公共建築相

談窓口」と品確法の運用指針に関する情報など建設業に関

する相談を受け付ける「建設業フォローアップ相談ダイヤ

ル」を紹介しています（Q&A 問 17）。

４．おわりに

　ガイドライン及びＱ＆Ａは、設計変更や工事一時中止に

ついて一般的な考え方を示したものです。工事の性格や地

域の実情は案件により大きく異なることから、個別事案の

対応については受発注者間での協議となります。協議等の

設計変更に係る手続きを円滑に進めるために、発注者と受

注者の双方には、設計変更に対する正しい認識と判断が求

められています。

　官庁営繕部では、設計変更に対する正しい認識と判断

が、公共建築工事の品質確保及び円滑な施工確保に繋がる

ものと考え、ガイドライン及びＱ＆Ａが、広くご活用いた

だけるよう周知に努めて参ります。



日付 掲載紙 内容

20151014 建工 ･ 建産 ･ 建通
国交省は、品確法の運用指針に関する自治体からの相談窓口の対応状況をまとめた。窓口は２月に設置、9 月末まで
に 200 件を超える相談があった。総合評価方式の入札で評価項目の設定のほか、工期の設定方法や週休 2 日の確保に
関する相談もあった。相談を寄せたのは延べ 116 機関で、特に市区町村からの相談が増加。

20151016 建工 ･ 建産 ･ 建通
国交省は、改正品確法で発注者責務に位置付けられた適切な工期設定の一助とするため、3 月にまとめた「営繕工事
における工期設定の基本的考え方」を自治体にも広めていく。全国営繕主管課長会議幹事会で合意、「公共建築工事
版」として策定する見込み。

20151023 建工
国交省は、「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」をＨＰに公開。今後、都道府県・政令市の営繕担当者
が参加するブロック主管課長会議などを通じて普及促進を図る。

20151026 建工 ･ 建産 ･ 建通
国交省は、3 月に公表した「営繕工事積算チェックマニュアル」の解説版を策定。適正な予定価格を設定する上で、
欠かすことができない受発注者双方の数量積算の精度向上が狙い。マニュアルを分かりやすく解説することで全国の
自治体に発注業務での活用を促す。

20151028 建工 ･ 建通
財政審の財政制度分科会は、政府の 16 年度予算編成に向け、公共事業関係費の方向性をまとめた。事業費の一層の
抑制を図りながら、老朽化対策など「必要不可欠な社会資本を確保していく」とし、現行予算規模の枠内で必要な費
用を賄うとの方向を打ち出し。

20151030 建工 ･ 建産 ･ 建通
国交省は、16 年 1 月以降に建設業許可の更新期限を迎える社会保険未加入業者約 5.1 万社に対し、加入を指導する国
交相名の行政指導書を送付する。対象の大半は都道府県知事の許可業者となり、社会保険加入の徹底に向けた同省の
強い姿勢を示し、17 年度の「許可業者 100％加入」の目標達成を目指す。

20151105 建工 ･ 建産
全国建設業協会は、下請企業や労働者の社会保険加入を促進するため、傘下の協会・企業の担当者向けの「Ｑ＆Ａ」
と、社会保険加入の考え方を示した取り組み指針をまとめた。Ｑ＆Ａには、法定福利費を内訳明示した見積書の活用
方法、法定福利費の算出手法・契約手順、元請・下請双方の対応などを整理。

20151109 建工
日米など 12 カ国が大筋合意した環太平洋連携協定（ＴＰＰ）の英文の協定暫定案が公表、政府調達で内外無差別の
公開入札が適用される各国の対象機関や適用基準額などが明らかになり、政府は対策本部のＨＰで和訳の全章概要、
別添の付属書を公表。
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平成 27 年 10 月 11 日 　 11月10 日▼

情報ヘッドライン

Ｅ
Ｃ
Ｉ
方
式

 「設計段階から施工者が関与する方式（ＥＣＩ方

式）」とは、設計段階の技術協力実施期間中に施

工の数量・仕様を確定した上で工事契約をする方

式である。(施工者は発注者が別途契約する設計業

務への技術協力を実施）

　この方式では別途契約している設計業務に対す

る技術協力を通じて、当該工事の施工法や仕様等

を明確にし、確定した仕様で技術協力を実施した

者と施工に関する契約を締結する。また、施工者

が行う技術協力については、技術協力の開始に先

立って技術協力業務の契約を締結する。

　この方式は、事業プロセスのうち、予備設計又

は詳細設計の段階における適用が考えられる。

　また、事業の初期段階から施工者の関与を必要

とする場合には、概略設計段階における適用も考

えられる。

　詳細（効果や事例等）は以下の URL「公共工事

の入札契約方式の適用に関するガイドライン」を

参照してください。

http://www.mlit.go.jp/tec/nyuusatsu

keiyakugaido.html

※ ECI：Early Contractor Involvement

※概略設計、予備設計、詳細設計とは、土木設計

業務で標準的に活用しているもので、建築で言

う基本設計、実施設計のようなもの。

国土交通省大臣官房 技術調査課
建設システム管理企画室　神鳥 博俊

建工－日刊建設工業新聞　　建産－日刊建設産業新聞　　建通－建設通信新聞

　最後に、改正品確法を踏まえた適切な工期の設定及び確

保のための更なる取り組みについて、ご報告します。

　平成 27 年３月に公表した「営繕工事における工期設定

の基本的考え方｣ ※ 4  については、全国営繕主管課長会議で

の説明及び地方公共団体等への発注者支援アンケートの実

施を経て、平成 27 年 10 月に「公共建築工事における工期

設定の基本的考え方」として公表しました。※ 5  

　官庁営繕部としては、各種会議での説明や意見交換の実

施等により「公共建築工事における工期設定の基本的考え

方」の普及を図って参ります。

※ 1　http://www.mlit.go.jp/common/001090867.pdf

※ 2　公共建築ニュース 2015 年 7 月号 Vol.47 No.559 P.6

　　　｢営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)の改定」

※ 3　http://www.mlit.go.jp/common/001107034.pdf

※ 4　公共建築ニュース 2015 年 5 月号 Vol.47 No.557 P.10

　　　｢営繕工事における工期設定の基本的考え方」

※ 5　http://www.mlit.go.jp/common/001107035.pdf
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平成 27年度

大都市営繕工事担当者会議開催報告 [静岡市]

会議の概要について

　大都市営繕工事担当者会議は、全国の政令指定都市及び

東京都で構成される「大都市建築・住宅主管者会議」の分

科会のひとつとして開催しています。

　分科会には、営繕のほかに、住宅管理、建築行政、住宅

建設、設備技術、企画・庶務があり、それぞれ例年秋ごろ

に開催されています。

　また、会議の開催は構成としで持ち回りとなっており、

今年度の営繕工事担当者会議は、静岡市において開催いた

しました。

　大都市建築・住宅主管者会議の目的は、大都市における

建築及び住宅に関する共通の問題について、意見交換や検

討を行うことにより、問題の解決や方針の確立を図ろうと

するもので、営繕工事担当者会議では、例年、各都市から

提案のあった議題や照会事項について意見交換や情報共

有を行っています。

　なお、今年度は 10月29日～ 30日の 2 日間にかけて開

催し、全国から 21 都市 32 名の参加をいただきました。

今年度の会議について

　今年度は構成都市からの議題がなく、１日目は照会事項

全 25 件について意見交換を行い、２日目は、リニューア

ルオープンした静岡市立日本平動物園を視察していただ

く構成としました。

　静岡市では、今年、家康公四百年祭の年であり、各種イ

ベントを行っています。また、例年秋頃に開催される大道

芸ワールドカップ in 静岡に本会議の日程を合わせ、会議

や視察以外の時間でも静岡市を見ていただき、他都市の方

にシティプロモーションができるように計画しました。

会議の様子

　事前に各都市からお寄せいただいた照会事項は 25 件に

上り、その回答と関連資料を冊子にまとめ、参加者に配布

いたしました。また、冊子のデータを収めた CD も各都市

に配布いたしました。

　会議においては一つの照会事項につき特徴ある回答を

２都市程度に発表していただきました。発表のみならず質

問も多くいただき、大変熱心な意見交換が行われました。

結果的には時間が足りなくなり、すべての照会事項につい

て意見交換を行うことができず、いくつかの照会事項は書

面のみの扱いとなってしまいましたことは、事務局として

は大変申し訳なく思います。

　照会内容を振り返りますと、発注に関する手続きやア

セットマネジメント、工事監理などについて、複数の都市

から照会があり、各都市とも同様の課題がある様子が窺え

ました。

　以下、いくつかの照会事項とその照会理由の主旨を紹介

します。

照会２：営繕工事における設計・施工一括発注方式の実施状

　　況について

　工期短縮・コスト縮減効果の点から設計・施工一括発注

方式（デザインビルド方式）の検討や実施状況について、

各都市の状況を参考としたい。

照会９：計画保全年数の設定について

　公共施設を適正に保全していくための経営的なマネジメ

ントの基本的な考え方取組方策の事例や計画保全年数の設

定について、各都市の設定方法を参考としたい。

照会 14：工事監理業務における取組状況について

　工事監理業務の外部委託によって現場経験が不足する若

手職員の技術力向上に苦慮しており、自主監理へのシフト

を検討しているが、各都市の工事監理の取組状況を参考と

したい。

照会 15：工事現場における事故防止への取り組みついて

　昨今、工事現場における事故が増加傾向にあるなか、発

注者として安全管理に関する工事施工者への指導が求めら

れており、各都市の事故防止に関する取り組み状況を参考

としたい。

現地視察

　２日目は、静岡市駿河区にある「静岡市立日本平動物

園」を視察していただきました。

　この施設は、施設の老朽化に伴い 2007 年から 6 年計

画で再整備を行っており、平成 25 年春にグランドオープ

写真 1　会議風景 写真 2　静岡市建築部長挨拶 写真 3　視察全体説明

静岡市都市局建築部公共建築課 主任技師　青沼 隆嗣 あおぬま たかし
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ンしました。近年の動物園では、動物の生態などを観察

することを目的とする行動展示が主流となっていますが、

本施設においては自然豊かな都市公園に立地する施設と

して自然景観に配慮した施設であること、来園者・職員に

とっての使いやすい施設であることを加えて、「自然・動

物・人間―三者の環境づくり」を設計主旨としています。

　併せて、従来の動物園は雨による来園者の減少が大きいこ

とから、全天候型施設となるように施設を計画しています。

　なお、入園者数の推移につきましては、整備前が年間

48.4 万人であったのに対して、整備後には年間 71.2 万人

となっています。

　当日は、工事発注局の担当者から、動物園等のコンセプ

トや全体整備計画、各施設についての説明、動物園内の各

施設を自由に視察とさせていただきました。

（１）猛獣館２９９

　平成 21 年度に完成した猛獣館では、主に肉球をもった

猛獣を展示していることから、愛称として「２９９（にっ・

きゅっ・きゅう～）」と名付けられています。地上最大の

肉食獣・ホッキョクグマをはじめ、ゴマフアザラシや、ネ

コ科のアムールトラ、ライオン、ピューマ、ジャガーなど

が観察でき、擬岩や擬木を使い、生息環境をリアルに再現

した施設になります。また、動物との距離をできる限り近

くすることで、猛獣たちとの鋭い視線や息使いを感じるこ

とができる行動展示を行っています。

（２）フライングメガドーム

　平成 22 年度に完成したフライングメガドームでは、屋

内最大級の規模を誇るフライングケージであり、フラミン

ゴ、モモイロペリカン、インカアジサシ、ショウジョウト

キなど多様な種類の鳥たちが自然に近い環境下で自由に

飛び回っています。

（３）レッサーパンダ舎、ペンギン舎

　平成 23 年度に完成したレッサーパンダ舎では、レッ

サーパンダが水が苦手であるという特徴を活かし、屋外放

飼場では水路により来園者と動物を区切り、よりレッサー

パンダが観察しやすい環境を作っています。

　また、同時期に完成したペンギン舎では、天候に左右され

ることなく屋内から水中を観察することができ、「空を飛ぶ

ように泳ぐペンギン」を間近に観察することができます。

（４）オランウータン舎、草食獣舎

　平成 24 年度に完成したオランウータン舎では、空中移

動するオランウータンの力強さを観察できるように、1 階

だけでなく２階レベルからも観察できるように観覧通路

を設置しています。

　また、同時期に完成した草食獣舎では、岩山を駆け上る

バーバリシープや空くしす直、ベネットアカクビワラビー

を観察できます。特に、バーバリシープが岩山を駆け上る

のを再現するために、敷地の高低差を活かした放飼場、岩

肌を再現した擬岩工事など、実際の自然環境に近い環境を

再現しています。

開催都市を経験して

　私は昨年度の会議に参加しておりませんでしたので、今

年度に入り会議開催担当となった当初は、業務の進め方の

イメージをつかめずにいました。過去の開催都市の担当者

や本市の出席者の意見を参考にしながら、参加者の皆様に

とって有意義な会議になることを第一に心がけて準備を

進めましたが、実際の作業が始まってからわかる事柄も多

く、これまで事務局を務められてきた担当者の方の御苦労

を改めて感じました。

　会議の準備は、前年度都市から引き継ぎをいただいた

後、年度当初に担当者の確認、議題・照会事項の募集、回

答依頼と取りまとめと流れていきますが、こうした作業と

並行して、会議会場や視察先の決定、予算計画を進めてい

きました。併せて、シティプロモーションにも力を入れ、

会議の休憩時間を利用して、静岡産のお茶を知っていただ

く機会を設ける事や家康公四百年祭の各種イベント、大道

芸ワールドカップの紹介等ができるよう、限られた時間の

中静岡市に足を運んでいただく各都市の方のために静岡

らしいおもてなしができるよう自分なりに工夫をして業

務を進めました。

　当日の進行管理や資料作成方法などの反省点も多くあ

りますが、２日間を通して、大きなトラブルもなく無事に

会議を終えることができ、事務局としては良い経験となり

ました。

　また、参加された都市の皆様におかれましては、会議や

視察だけでなく、例年通り会議終了後に開催した意見交換

会においても参加都市相互間の交流が深められたと感じ

ています。

　お忙しい中で遠方から静岡市まで参加いただいた皆様、

また、各都市の連絡担当の皆様のご協力により、本市で開

催することができました。最後になりましたが、この場を

借りてお礼申し上げます。

写真 4　視察模型説明 写真 5　猛獣館外観 写真 6　ライオン舎
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公共建築再訪

(一社) 公共建築協会公共建築研究所 総括主席研究員

山田　稔 やまだ みのる

せんだい
メディアテークを訪れて

[前編]

写真１　ひさしぶりに訪れたメディアテーク、ケヤキの木も大
　　　　きく成長していました。

　今秋、せんだいメディアテークを久ぶりに訪れました。

早いもので、メディアテークも 2001 年の開館から 15 年

が経ちます。伊東豊雄氏が設計された建築そのものの魅力

のみならず、開館以来、意欲的で先進的な施設運営が、各

方面から高い評価を得てきている施設です。

　また、メディアテークは、公共建築協会で実施している

第 10 回公共建築賞の受賞施設でもあります。なお、公共

建築賞も皆様のご支援のおかげで、第 15 回目を迎えるこ

とになります。紙面を借りて御礼申し上げます。

　今回の訪問では、せんだいメディアテーク副館長の並河

紋子氏と前副館長の佐藤　泰氏(以下、敬称略）に、メディ

アテークにおける運営上の工夫やご苦労についてお話を

伺うことが出来ました。以下にリポートさせて頂きます。

●開館以後、メディアテークの取組、運営は他の公共施

設に大きな影響を与えています。メディアテークにお

ける運営上のポイントは何でしょうか。また、利用者

の意見を取り入れ、スパイラルアップさせる仕組みが

あれば教えてください。

佐藤：遠くから見ると輝いて見えるが、近づいてみると

そう見えないという面もあるとは思います。しかし、

常に考えながら、真摯に取り組んできたことが一定の

評価につながっているのではないでしょうか。メディ

アテークでは、開館と同時にコンセプトブックという

ものを作成しました。これは、建物についてだけでは

なく、市民がより関わる、一緒にやっていくというコ

ンセプトのもと、運営の考え方をとりまとめたもので

す。建築そのものの発信力に負けないよう、メディア

テークで行われる、事業、活動からの発信力を高める

ことを運営サイドとして目指しています。

並河：利用者、市民からの意見を汲みとり、取り入れ

ることにより、ホスピタリティの向上、職員のスキル

アップの努力をしてきています。例えば、雪かきが不

十分との意見を利用者の方から頂いたのですが、お話

を伺ってみると、ここに来るまでの道路の雪かきの話

でした。でも、こういった意見を頂けるのは、それだ

け、市民の方がメディアテークに期待されている、関

心を持っておられるということで、意見を頂けやすい

環境であると思っています。

●メディアテークの運営では、利用者の活動や興味を継

続的に引き出す取組がなされていますが、秘訣のよう

なものがあるのでしょうか。

佐藤：決められた空間ではなく、こういう自由でフレキ

シブルな空間ですので、運営側の都合の良いように利

用者に動いてもらうといったことは、やりたくても出

来ない施設です。利用者の方々の様々な動き、自由な

動線にあわせようとするとことで、非効率な部分が出

てくることもありますが、全体としてのバランスが崩

れないよう意識しています。

　　利用者にとって 100% の満足ではないかも知れま

せんが、すべての方が 80% ずつ満足できるような状

態にしたいと考えています。例えば、館内の張り紙ひ

とつであっても、全体の空間と情報体系に符合するよ

うにしています。ペタペタと決められたとおりに張る

のではなく、いちいち考えながら行うことに価値があ

りますし、ひとつのやり方に凝り固まらないことにも

繋がっています。

並河：開館後 7 年たった 2007 年には、市民の方の利用

状況等も反映して、フロアレイアウトの見直しを行っ

ています。動きのある活動をされる方のために、7 階

はフリーなスペースに組み替えるとともに、映像ライ

ブラリ等の落ち着いた利用をされる方のために、低層

にライブラリ諸室を集めたレイアウトとしました。

佐藤：壁や作り付けの家具といったものがほとんどあ

りませんので、何かをそこに置くこととで、そこに機

能が生まれる施設です。映像機器類のリース契約が切

れるタイミングにあわせてレイアウト変更をしました

が、一般的には、壁を入れて、専用の室を作ってとい

う話になりますが、それだけは行わないようにしまし

た。運営を模索するなかで、空間を活かしつつ、可変

的なスペースを準備するようにしてきています。

並河：ここに何があればこんなことやあんなことが出来

るのではないかと、職員が常に考え、話し合いながら

施設管理をしています。目的を決めすぎないという視

点を、普段から職員が持っている成果かなと思ってい

ます。
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写真２　今も５番チューブ内の鋼管に残る「５番
チューブ再開発計画」のロゴ。

写真３  ｢ 考えるテーブル｣、テーブルや椅子その
ものが黒板で出来ていて、自由に考えを
書くことが出来る。

●メディアテークにおけるイベントや活動、例えば、７

階のフリースペースにおける活動はどのようにして企

画を行ったり、誘致をしているのでしょうか。

佐藤：７階における機能、空間を継続的に使っていく活

動を考えようということで、例えば、仙台周辺の大学

で建築を学ぶ学生に集まってもらい、「せんだいデザ

インリーグ」という形で通年の活動を始めました。そ

の 1 年の成果を「卒業設計日本一決定戦」というイ

ベントの形でまとめあげていくというサイクルです。

メディアテークは、ある意味、建築のメッカのような

場所ですので、今では、メディアテークをプラット

フォームとした大きな活動となっています。

　　また、１階のオープンスクエアの使われ方について

は、一番目立つメインのスペースですので、開館当初

の数年間は、空間の特徴を活かせる自主イベントを意

図的に仕掛けました。定禅寺通を行き来する人達に訴

求するような使い方も意識しましたが、このような誘

導の結果もあり、徐々に定着が図られ、今の使われ方

に繋がっているのだと思います。

●「3 月 11 日をわすれないためにセンター」、｢考える

テーブル」、｢てつがくカフェ」といった震災後の取

組は、どのようにして始まったのでしょうか。

佐藤：もともと、地域の映像資料をアーカイブ化して公

開する「地域映像アーカイブ」という事業を地道に進

めていました。これが、震災の復興過程のアーカイブ

事業である「３月11日をわすれないためにセンター」

のベースになっています。

　　震災のあと、メディアテークが地域の復興にどう関

われるか、何が出来るかを考えた時に、スタジオ内で

行ってきた地域映像アーカイブという活動を広げて、

震災というテーマに集約する形で立ち上げたもので

す。建物もすべてが使える状態ではなかったため、ま

ず、やってみようという感じで始めました。震災直後

は、ボランティアや現地に入る人達にどう発信し、そ

れらをどう記録するかから始めながら、情報のノード

となっていろいろな人達とやりとりを行っているうち

に、力のある映像作家の方が来られたり、注目を集め

るようになり、予算化もされてというふうに、どんど

んと膨らんでいきました。

並河：地域映像のアーカイブにおける蓄積があり、仕

組みとか、公開のルールが整理されていたことが大き

かったと思います。

佐藤：「てつがくカフェ」も震災後の取組ですが、これ

も、2007 年に 7 階のフリースペースをどう運営しよ

うかと考えた時に、集まった人達の情報交換、議論の

場を定期的に開いていたことが、やはりベースになっ

ています。

　　13 本のチューブのなかで、5 番チューブという大

きめのチューブがあるのですが、運用上の理由で当

時、通行を禁止していました。そこで、自由な行き来

が出来る、ふらふら出来る縦動線を開発しようと、

「５番チューブ再開発計画」というものを立ち上げま

した。各階の５番チューブの周りには、いろいろな遊

びというか、イベントを仕掛けたのですが、その一環

で、７階には「５番チューブカフェ」という場所をつ

くり、変わった形のテーブルを置き、コーヒーを飲み

ながらミーティングを行ったりしつつ、ここでの活動

成果をどう蓄積し、次の人達にどう渡すか、伝えるか

を議論していました。

　　震災後、ギャラリーなどが使えなかったため、｢５

番チューブカフェ」のようなことなら、ちょっとした

スペースでも出来るということで、名前も新たに「考

えるテーブル」として始めました。

　　「３月 11 日をわすれないためにセンター」は、メ

ディアテークのメディア、情報の部分を活用した活

動。「考えるテーブル」は、メディアテークの空間と

しての役割における活動。この二つの活動を柱とし

て、震災後、まずはとりあえず始めようということに

なったのです。

　　　――以下、次号に続く――



対象／細目 申請者名 評価番号
評価取得
年月日

■ 建築材料等

自動扉機構 ①
寺岡ファシリティー

ズ㈱
151-02401708 H27.06.30

無収縮グラウト 二瀬窯業㈱ 151-03200714 H27.10.31

鉄骨柱下無収縮モルタル 二瀬窯業㈱ 151-01400710 H27.10.31

■ 電気設備機材等

盤類 ①分電盤 (OA盤及

び実験盤を含む）
根石電機工業㈱ 152-00601D44 H27.07.31

盤類 ②制御盤 根石電機工業㈱ 152-00602D48 H27.07.31

対象／細目 申請者名 評価番号
評価取得
年月日

盤類 ③キュービクル式

配電盤
根石電機工業㈱ 152-00603D37 H27.07.31

盤類 ④高圧スイッチギ

ヤ (CW 形）
㈱共立電機製作所 152-00604842 H27.07.31

盤類 ①分電盤 (OA盤及

び実験盤を含む）
㈱三山製作所 152-00601D45 H27.10.31

盤類 ②制御盤 ㈱三山製作所 152-00602D49 H27.10.31

■ 機械設備機材等

空気調和機 ①ユニット

形空気調和機
日本フローダ㈱ 153-00601111 H27.07.31
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発注者としてプロジェクトを適切に進める

ためのマニュアル類が、今月号にも紹介さ

れている「営繕積算方式活用マニュアル」

をはじめとして、続々と国交省から公表さ

れています。これらが、地方公共団体等に

おいて、活用、吟味され、さらに使いやす

いものに進化していくことで、リレーのバ

トンが繋がるように、公共建築全体の品質

向上に繋がっていくに違いありません。 Ｙ

公共建築協会 人事異動 　[ 平成 27 年 11 月期 ]

　平成 27 年 11 月期の人事異動は右の通りです。

一般社団法人 公共建築協会

平成 27 年度 随時評価取得者（4 ～ 12 月）

　平成 27 年 4 月以降 12 月までに随時評価を取得した申請者は下表の通りです。取得状況は、随時当協会ホー

ムページ（http://www.pbaweb.jp/material）において公開しています。併せてご参照ください。

平成 27 年度

建築材料 ･ 設備機材等品質性能評価事業
随時評価取得等

協会だより

採用　11月25日付　建築生産第一部　　　　　　野口真奈美

退職　11月30日付　建築生産第一部技術専門役　牧　　秀子

年末年始の営業について

平成 26 ～ 27 年度会費 納付のお願い

　年内は 12 月 28 日 (月) まで、年始は 4 日 (月) からの営業と

なります。本年中に発送を希望される書籍については、お早

めにご注文ください。

　平成 26 ～ 27 年度会費未納の皆さまへ、先月再請求書をお

送りしております。年末の慌ただしい折とは存じますが、急

ぎお手続き下さいますよう、重ねてお願い申し上げます。

　なお会費の納付には、郵便局の口座振替もご利用いただけ

ます。ご希望の方へは申込み用紙をお送りいたしますので、

右会員係までお問い合せ下さい。

　本年も、当協会の事業にご理解とご協力を賜り、まことにあ

りがとうございました。来年も引き続きよろしくお願い申し上

げます。どうぞよいお年をお迎え下さい。

【公共建築協会 会員係】　

　※事務取扱 ㈱共立

　TE：03-3551-9893　FAX：03-3553-2047

　Ｅメール：当協会ホームページ「会員のページ」

   　http://www.pbaweb.jp/member のメールフォームを

　　ご利用下さい。


