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10 月以降に開催される平成 30 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 問い合わせ先

中

央

11/19

～ 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

11/6 ●研究発表会 主催：（一財）建築コスト管理システム研究所 （一財）建築コスト管理シ

ステム研究所会議室（東

京都港区西新橋）

（一財）建築コスト管理システム研究所

03-3434-1530

http://www.ribc.or.jp/
11/7 ●記念講演会「公共建築工事発注者とし

ての官庁営繕部の働き方改革への取り組

み」（講師：頼本欣昌・国土交通省大臣

官房官庁営繕部計画課営繕技術企画官）

／「民間工事における施工 BIM の取り組

み」（講師：福士正洋・（一社）日本建設

業連合会 BIM 専門部会主査／藤井周太・

前田建設工業（株）TPM 推進グループ主

任／田中元明・（株）大林組 BIM 推進第二

課副課長）

11/9 ●第 16 回公共建築賞表彰式・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究所、（一社）文教

施設協会］　／後援：国土交通省、文部科学省、法務省、

全国知事会、全国市長会、全国町村会、（一社）日本

建築学会、（公社）日本建築家協会、（公社）日本建

築士会連合会、（一社）日本建築士事務所協会連合会、

（一社）日本建設業連合会、（一社）全国建設業協会、（一

社）日本電設工業協会、（一社）日本空調衛生工事業

協会、（公社）空気調和・衛生工学会、（一社）日本設

備設計事務所協会連合会、（一社）建築設備技術者協

会、（一社）建設電気技術協会、（一社）電気設備学会、

他

文化シヤッター

BX ホール

（東京都文京区西片）

（一社）公共建築協会 総務部講演会担当

03-3523-0381

https://www.pbaweb.jp/

11/22 ●保全技術研究会（研究発表／パネル

ディスカッション「戦略的な公共建築マ

ネジメントの取り組み」）

●記念講演会「明治以降の公共建築の歩

み」（講師：藤岡洋保・東京工業大学名

誉教授）

主催：（一財）建築保全センター　／後援：国土交通省、

全国知事会、全国市長会、全国町村会　／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、

（一社）日本建設業連合会、（一社）日本建築学会、（公

社）日本建築士会連合会、（一社）日本建築士事務所

協会連合会、（公社）日本ファシリティマネジメント協

会

建築会館ホール

（東京都港区芝）

（一財）建築保全センター 試験研修部

03-3553-0070

https//www.bmmc.or.jp/

北

海

道

7/1 ～

9/30

●「公共建築の日」2018

フォトコンテスト

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　／後援：北海道開発局、北海道、

札幌市、江別市、石狩市、（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、（一社）北海道建具

工業協同組合連合会

メール

（photo@pba.or.jp）

にて受付

結果公表は

ホームページ

（https://www.pbaweb.

jp/association/branch/

hokkaido/）

（一社）公共建築協会 北海道地区事務局

011-214-0151

https://www.pbaweb.jp/association/branch/

hokkaido/photocon/

東

北

10/29 ～

11/30

●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
11/13 ●施設見学会

～木材を活用した公共建築～

オーエンス泉岳自然ふれ

あい館（仙台市）、東松島

市立宮野森小学校（東松

島市）

関

東

11/24 ～

25

●公共建築の日イベント

さいたま新都心小学生絵画展 2018

・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/eizen _

chiiki00000021.html

11/1 ～

12

●公共建築工事のパネル等展示 共催：東京第一営繕事務所、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/

11/19 ～

22

●公共建築パネル展 主催：東京第二営繕事務所 千葉県庁（1F 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/

11/12 ～

16

●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 月 ●公共建築工事現場見学会 主催：長野県官公庁営繕技術連絡協議会 未定 長野営繕事務所 技術課

026-235-3481

http://www.ktr.mlit.go.jp/naganoez/
11 月

中旬

●公共建築パネル展

11/15 ●東京都建築技術発表会 主催：東京都財務局 都民ホール 財務局 建築保全部技術管理課

03-5321-1111（27-645）

11/1 ～

30

●公共建築月間 2018

公共建築クイズラリー

主催：神奈川県官公庁営繕協議会 平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・

寒川町・大磯町の公共施

設 13 箇所

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/

11/20 ●「公共建築の日」記念講演会「公共建

築物における環境対策の必要性と ZEB 先

進事例～雲南市役所新庁舎・秋田市庁舎

～」（予定）

●施設見学会「白井市庁舎」（白井市）

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 : 白井市庁舎

千葉県 県土整備部営繕課企画調整班

043-223-3216　URL



2

関

東

10/27 ●建設フェスタ 2018 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

029-301-4546

11/10 ～

16

●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 月

下旬

●工事現場見学会（開催未定） 主催：群馬県公共建築・住宅整備事業者連絡協議会 未定 群馬県 県土整備部建築課

027-226-3710

11/12

（予定）

●「公共文化施設の耐震対策セミナー」

（案）・基調講演・事例報告・事例視察・

パネル展

主催：長野県官公庁営繕技術連絡協議会、長野県公

立文化施設協議会、長野県　／後援（予定）：（一社）

公共建築協会

ホクト文化ホール 長野県 建設部　施設課

026-235-7343

9 月中旬

～

●パネル展示「平成 30 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

北

陸

8/9 ●北陸地方整備局・新潟地方気象台見学

デー

主催：北陸地方整備局新潟地方気象台 新潟美咲合同庁舎 1 号館

及び 2 号館

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.html

11/11 ●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 新潟県相川市 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.html

中

部

10/1 ～

12/21

●公共建築パネル展『写真で振り返る「明

治期以降」の建物』～明治の歩みをつな

ぐ、つたえる「明治 150 年」～

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

名古屋市、静岡市、浜松

市、岐阜県、三重県、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/

11/12 ●公共建築講演会歴史的な建物の保存活

用のマネージメント―文化財を社会資産

として生かす―

愛知県産業労働センター

　ウインクあいち（名古屋

市）

11/22 ●「公共建築の日」記念講演会「今後の

公共建築工事について考える（仮）」

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 静岡県 交通基盤部建設支援局

054-221-3091

近

畿

11/6 ●公共建築の日及び公共建築月間・講演

会「特別史跡平城宮跡における大型木造

建造物の復元」「木材活用の現在―最近

の設計事例より―」「木を使った建築物

　日本における今後の展開と期待」

●パネル展示「第 27 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

國民會館武藤記念ホール（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「平城宮跡歴史公園～朱雀門ひろ

ば～」

平城宮跡歴史公園　

中

国

11/11 ●建物見学及び砂の美術館観覧 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

鳥取砂丘ビジターセン

ター、砂の美術館

鳥取県 総務部営繕課

0857-26-7508

11/11 ●島根県庁舎の見学会、講演会及びパネ

ル展

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　／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

島根県庁舎 島根県 総務部営繕課

0852-22-6593

https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/build/

kenchiku/day/

11/4 ●おかやま有名建築みてあるき 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、

（公社）日本建築家協会中国支部岡山地域会、（一社）

日本建築学会中国支部岡山支所、岡山建築設計クラ

ブ）、（公財）岡山市スポーツ・文化振興財団、「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

岡山県庁舎、天神山文化

プラザ、林原美術館、岡

山市立オリエント美術館、

おかやま信用金庫等

岡山県 土木部都市局建築指導課

086-226-7499

h t t p : //w w w. p r e f . o k a ya m a . j p/s i t e/

presssystem/572961.html

11/17 ●親子で公共建築物を見学しよう in 市民

病院

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

岡山市立市民病院 岡山市 都市整備局住宅・建築部公共建築課

086-803-1455

11 / 2 1・

22

●「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 都市整備局住宅・建築部公共建築課

086-803-1455

11/9 ～

11

●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

国立広島原爆死没者追悼

平和祈念館、広島県庁舎、

広島市立基町高等学校ほ

か広島市内施設

広島県 土木建築局営繕課

082-513-2311

https ://www.pref. h i rosh ima . lg . j p/s ite/

tatemonogatari/festa2018.html

10/27 ●子ども探偵カメラマン ! ドームとプー

ルの謎を解け !

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、（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、山口県地域

を支える建設産業担い手確保・育成協議会、一般社

団法人山口県建築協会　／協力：NPO 法人まちのよ

そおいネットワーク、山口近代建築研究会、（一社）山

口県建築士会山口支部青年部

山口ゆめ花博周辺施設 山口県 土木建築部建築指導課

083-933-3843

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/

四

国

10/4 ●公共建築講演会「幼児から高齢者の健

康を守る公共建築デザインの科学的根

拠」

主催：「公共建築の日」及び「公共建築月間」四国地

方実行委員会　／後援：国土交通省四国地方整備局

サンポートホール高松 （一社）公共建築協会 四国地区事務局

087-873-2266

http://www.pbaweb.jp/

11/6 ～

9

●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）

調整中 ●公共建築工事現場見学会「阿南税務署

建徳工事」

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

阿南税務署 （一社）公共建築協会 四国地区事務局

087-873-2266

http://www.pbaweb.jp/

11/19 ～

22

●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

11/12 ～

16

●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 月

（日は

未定）

●公共建築パネル展 主催：高知県 未定 高知県 土木部建築課

088-823-9865

www.pref.kochi.lgjp/soshiki/172101/



3

九

州

11/1 ～

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

092-471-6331

11/5 ● BIM がもたらす建築生産のイノベー

ション

主催：（一社）公共建築協会、長崎県、九州地方整備

局　／後援：内閣府沖縄総合事務局、福岡県、佐賀県、

熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、福岡市、

北九州市、熊本市、（一社）長崎県建築士会、（一社）

長崎県建築士事務所協会、（公社）日本建築家協会九

州支部、九州建設業協会、（一社）日本電設工業協会

九州支部、（一社）日本空調衛生工事業協会九州沖縄

支部　／特別協力：グラフィソフトジャパン（株）、オー

トデスク（株）

長崎県庁 1 階大会議室 長崎県 土木部建築課計画指導班

095-894-3095

11/5 ～ 9 ●公共建築パネル展 主催：九州地方整備局 熊本営繕事務所 熊本地方合同庁舎 A 棟

（玄関ホール）

九州地方整備局 熊本営繕事務所 技術課

096-355-6122

11/16

～ 30

●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

10/19

～ 21

● 2018 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〕

　／後援：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/

沖

縄

11/5 ～

30

●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（11/5 ～ 12） ／

那覇第 2 合同庁舎 2 号館

（11/12 ～16）／那覇市

役所（11/19 ～ 22）／沖

縄県庁（11/26 ～ 30）

（一社）公共建築協会 沖縄地区事務局

098-879-2097

http://www.pbaweb.jp/

11/21 ●記念講演会「公共建築と市民社会」（講

師 : 古谷誠章・早稲田大学教授・（有）

NASCA 一級建築士事務所共同主宰）

那覇市ぶんかテンブス館

4 階 テンブスホール

11/21 ●施設見学会那覇市本庁舎 那覇市役所

11/19 ●第 10 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、沖縄労働局、沖縄県、沖縄県市長会、

沖縄県町村会　／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 10 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


