11 月 11 日は公共建築の日、11 月は公共建築月間

公共建築の日及び公共建築月間 関連イベント情報
令和元年度に開催される「公共建築の日」及び「公共建築月間」関連イベントのうち、
『公共建築ニュース』2019 年 10 月号掲載のもの（2019 年
10 月 1 日現在）を紹介しています。イベントの内容は変更される場合があります。参加の際は最新情報をご確認ください。
なお、2019 年 11 月号発刊後（11 月 10 日予定）に情報を更新いたします。
（編集室）
地区

開催

実施名称

主催者等

会場等

問い合わせ先

（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（一財）建築コスト管理システム研究所
●記念講演会「建築と都市の発展を牽引する英 主催：
ステム研究所会議室（東 03-3434-1530
国の公共建築」
（講師：南雲要輔・ホプキンス・アー
https://www.ribc.or.jp/
京都港区西新橋）
キテクツ プロジェクト・アーキテクト）／「BI M
の普及に伴う建築プロジェクト全体への影響に
ついて」
（講師：石田航星・早稲田大学理工学
術院創造理工学部建築学科講師）
11/7
●研究発表会
「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（一社）公共建築協会 総務部講演会担当
11/11
●記念講演会「S DG s と建築」
（講師：尾島俊 主催：
03-3523-0381
雄・早稲田大学名誉教授／岩村和夫・東京都市 ／後援：国土交通省、文部科学省、法務省、全国知事（東京都文京区）
https://www.pbaweb.jp/seminar/events/
（一社）日本建築学会、
（公
大学名誉教授／佐々木真人・
（株）日本設計 環 会、全国市長会、全国町村会、
r01 _ pbday/
社）日本建築家協会、
（公社）日本建築士会連合会、
（一社）
境・設備設計群グループ長）
（一社）日本建設業連合会、
（一社）公共建築協会 総務部講演会担当
11/18
●公共建築研究会「「災害と公共建築」平成か 日本建築士事務所協会連合会、
（一社）日本電設工業協会、
（一社）
03-3523-0381
ら令和へ～安全・安心への願い～」
（講師：和田章・（一社）全国建設業協会、
（公社）空気調和・衛生工学会、
https://www.pbaweb.jp/seminar/events/
東京工業大学名誉教授／宇根寛・前・国土交通 日本空調衛生工事業協会、
（一社）日本設備設計事務所協会
r01 _ pbkenkyukai/
省国土地理院地理地殻活動研究センター長／（一社）電気設備学会、
（一社）建築設備技術者協会、
（一社）建設電気
青木淳・東京藝術大学美術学部建築科教授／ 連合会、
佐藤彰芳・国土交通省大臣官房官庁営繕部整 技術協会、他
備課長）
（一財）建築保全センター ／後援：国土交通省、建築会館ホール（東京都（一財）建築保全センター 試験研修部
11/21
●保全技術研究会（研究発表「公共建築マネジ 主催：
03-3553-0070
（一社）港区芝）
メントの状況調査報告」
「BIM オブジェクト標準 全国知事会、全国市長会、全国町村会 ／協賛：
https://www.bmmc.or.jp/
（一財）建築コスト管理システム研究所、
（一
と最近の動向」
「保全指導に関する最近の取組 公共建築協会、
（一社）日本建築学会、
（公社）
み」／パネルディスカッション「戦略的な公共 社）日本建設業連合会、
（一社）日本建築士事務所協会連
建築マネジメントの取り組み］－公共施設等総 日本建築士会連合会、
（公社）日本ファシリティマネジメント協会
合管理計画策定後の個別施設計画の現状と課題 合会、
（その 2）－）
●記念講演会「時間の中の建築と前川國男の問
い」
（講師：松隈洋・京都工芸繊維大学教授）
7/1 ～
●「公共建築の日」2019 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 ホームページでの応募の（一社）公共建築協会 北海道地区事務局
011-214-0151
9/30
実行委員会 ／後援：北海道開発局、北海道、札幌市、み
https://www.pbaweb.jp/association/branch/
江別市、石狩市、
（一財）北海道開発協会、
（一社）北海
hokkaido/photocon/
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
7/1 ～
●「公共建築調査隊」
主催：
「公共建築の日」及び「公共建築月間」北海道地方 ホームページでの応募の（一社）公共建築協会 北海道地区事務局
011-214-0151
9/30
実行委員会 ／後援：北海道開発局、北海道、札幌市、
（一 み
https://www.pbaweb.jp/association/branch/
財）北海道開発協会
hokkaido/chosa-tai/
11/1 ～
●巡回建築パネル展～公共建築関連事業の紹 主催：
「公共建築の日」及び「公共建築月間」関連イベン 仙台市青葉通地下ギャラ 東北地方整備局 営繕部 調整課
022-225-2171（内 5622）
29
介～
ト実行委員会 ／共催：
「公共建築の日」及び「公共建築 リー、他 7 会場
http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00093/
月間」東北地方協力支援会議
K00490/eizen/event/eventtop.html
（一社）公共建築協会 東北地区事務局
11/15
●施設見学会～大震災から再建した公共建築 主催：
「公共建築の日」及び「公共建築月間」関連イベン 女川町庁舎
022-797-8257
を紹介します～
ト実行委員会 ／共催：
「公共建築の日」及び「公共建築
https://www.pbaweb.jp/seminar/events/
月間」東北地方協力支援会議 ／後援：女川町
touhoku _ r01 _ 01/
11/26
●施設見学会～山形県の魅力を発信する新しい 主催：
「公共建築の日」及び「公共建築月間」関連イベン 山形県総合文化芸術館 （一社）公共建築協会 東北地区事務局
022-797-8257
施設を紹介します～
ト実行委員会 ／共催：
「公共建築の日」及び「公共建築
https://www.pbaweb.jp/seminar/events/
月間」東北地方協力支援会議
touhoku _ r01 _ 02/
主催：国土交通省関東地方整備局営繕部 ／後援：埼玉 さいたま新都心合同庁舎 国土交通省関東地方整備局 営繕部計画課
11/3 ～ 4 ●公共建築の日イベント
048-601-3151（内 5178）
県、さいたま市、さいたま市教育委員会、
（一社）公共建 2 号館
さいたま新都心小学生絵画展 2019
http://www.ktr.mlit.go.jp/eizen/chiiki/eizen _
築協会、
（一財）建築保全センター、
（一財）建築コスト管
・公共建築パネル展
chiiki00000023.html
理システム研究所、
（一社）文教施設協会
・体験工作
11/1 ～
●公共建築工事のパネル展
共催：東京第一営繕事務所、埼玉県
埼玉県庁（本庁舎～第 2 東京第一営繕事務所 技術課
12
庁舎 3 階渡り廊下）
03-3363-2694
http://www.ktr.mlit.go.jp/tokyo1ez/
11/22 ～ ●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
29
03-3531-6550
http://www.ktr.mlit.go.jp/tokyo2ez/
11/11 ～ ●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 甲武営繕事務所 技術課
15
ラザ
042-529-0011
http://www.ktr.mlit.go.jp/koubuez/
11/26
●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
03-5388-2834
11/1 ～
●公共建築月間 2019 公共建築キーワードラ 主催：神奈川県官公庁営繕協議会
秦野市、伊勢原市、南足 神奈川県 県土整備局建築住宅部営繕計画課
30
リー
柄市、箱根町、真鶴町、045-210-6580
湯河原町、小田原市の公 http://www.pref.kanagawa.jp/div/1172/
共施設 15 箇所
11/14
●「公共建築の日」記念講演会
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 千葉県 県土整備部営繕課
●施設見学会
花、見学会：未定
043-223-3216
11/2
●建設フェスタ 2019
主催：建設フェスタ実行委員会（茨城県土木部、
（一社）笠松運動公園
茨城県 土木部営繕課 企画 G
茨城県建設業協会 他）
029-301-4546
11/9 ～
●公共建築パネル展
主催：栃木県公共建築連絡協議会、宇都宮営繕事務所
栃木県庁本館 15 階展示 栃木県 県土整備部建築課
15
ギャラリー
028-623-2516
11/6
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11 月下旬 ●工事現場見学会

主催：群馬県公共営繕事業者連絡協議会

未定

群馬県 県土整備部建築課
027-226-3710

1

11/20
関
東

北
陸

中
部

6/10

7/31

●北陸地方整備局見学デー

主催：北陸地方整備局営繕部

11 月（日
は未定）
11 月（日
は未定）
11 月（日
は未定）
11 月（日
は未定）
11 月（日
は未定）
11 月（日
は未定）

●公共建築月間 現場見学会（仮称）

主催：新潟県都市局土木部営繕課

県 庁 舎内パネル展示ス 山梨県 県土整備部営繕課
ペース
055-223-1400
eizen@pref.yamanashi.lg.jp
高岡公共職業安定所建設 金沢営繕事務所 技術課
現場
076-263-4585
http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawaeizen/
新潟美咲合同庁舎 1 号館 北陸地方整備局 営繕部計画課
及び 2 号館
025-280-8880（内線 5153）
http://www.hrr.mlit.go.jp/eizen/index.html
未定
新潟県 都市局土木部営繕課

●金沢城復元「匠の技」セミナー（仮称）

主催：石川県土木部営繕課

未定

9 月中旬
～

10/1 ～
12/23
11/18
11/22

近
畿

中
国

四
国

九
州

善光寺大勧進 紫雲閣
（仮）長野県庁建設部 施設課
026-235-7344

●信濃美術館整備事業について（仮）
「公共施 主催：長野県官公庁営繕技術連絡協議会、長野県公立文
設の整備における住民参加について」
化施設協議会、長野県 ／後援（予定）：
（一社）公共建
築協会
●パネル展示「令和元年度住みよい県土建設週 主催：山梨県
間」住みよい県土建設功労者知事表彰作品（営
繕工事関係）
●営繕工事での意見交換会及び現場見学会
主催：北陸地方整備局 金沢営繕事務所

石川県 土木部営繕課

●公共建築月間 現場見学会（仮称）
●公共建築月間 施設見学会（仮称）
●公共建築月間 パネル展（仮称）
●公共建築月間 パネル展（仮称）

●公共建築パネル展

主催：新潟市建築部公共建築第一課、新潟県都市局土木 未定
部営繕課、北陸地方整備局営繕部
主催：富山県土木部営繕課、北陸地方整備局金沢営繕事 未定
務所
主催：北陸地方整備局金沢営繕事務所
未定

新潟市 建築部公共建築第一課
富山県 土木部営繕課

金沢営繕事務所 技術課
076-263-4585
http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawaeizen/
主催：
「公共建築の日」
「公共建築月間」中部実行委員会 岐阜県庁、静岡県庁、愛（一社）公共建築協会 中部地区事務局
／後援：中部地方整備局、愛知県、岐阜県、三重県、知県庁、三重県庁、中部 052-243-0789
地方整備局（巡回展示） https://www.pbaweb.jp/association/branch/
静岡県、名古屋市、静岡市、浜松市
chubu/
名古屋大学減災館

●「公共建築の日」シンポジウム
主催：
（一社）公共建築協会近畿事務局 ／後援：
「公共 大阪 歴 史博 物 館 4 階 講（一社）公共建築協会近畿地区事務局 西日
●公共建築の日及び公共建築月間・講演会
本建築技術センター
基調講演「リノベーションと地域再生」／事例 建築の日」及び「公共建築月間」近畿地方協力支援会議 堂
06-6943-7571
紹介「大阪城公園の変遷」／事例紹介「大阪城
http://www.pbaweb.jp/branch
パークマネジメント事業と既存施設の活用事例」
～ミライザ大阪城の誕生～／事例紹介「未来に
繋ぐ新たなまち」～立誠小学校跡地活用事例～
●パネル展示「第 28 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）
●施設見学「ミライザ大阪城」
鳥取県 総務部営繕課
11/10
●鳥取県立中央病院施設見学会
主催：鳥取県、
「公共建築の日」及び「公共建築月間」中 鳥取県立中央病院
0857-26-7779､7394
国地方実行委員会 ／後援：広島高等検察庁、広島法務
https://www.pref.tottori.lg.jp/eizenka/
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 総務部営繕課
10/18 ～ ●県庁庭園水燈路～結いとうろ～
主催：県庁庭園水燈路（結いとうろ）実行委員会、
「公共 島根県庁舎・県庁周辺
0852-22-6593
20
建築の日」及び「公共建築月間」中国地方実行委員会
https://www.pref.shimane.lg.jp/eizen/
／共催：
（一社）日本建築学会島根支所・
（一社）松江観
光協会 ／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
11/9・
●くらしき歴史散歩～近代建築ガイドツアー～ 主催：岡山県、おかやま建築 5 会まちづくり協議会（（一社）大原美術館、有燐荘、倉 岡山県 土木部都市局建築指導課
086-226-7499
11/23
岡山県建築士会、
（一社）岡山県建築士事務所協会、
（公社）敷国際ホテル
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）、
「公共建
築の日」及び「公共建築月間」中国地方実行委員会 ／
後援：
（公財）大原美術館、
（株）倉敷国際ホテル、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
11/16
●岡山市オリエント美術館体験・見学ツアー
主催：岡山市、
「公共建築の日」及び「公共建築月間」中 岡山市オリエント美術館 岡山市 都市整備局住宅・建築部公共建築課
086-803-1455
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
11/8 ～
●ひろしまたてものがたりフェスタ 2019
主催：国土交通省中国地方整備局、広島県、広島市、
「公 国立広島原爆死没者追悼 広島県 土木建築局営繕課
10
共建築の日」及び「公共建築月間」中国地方実行委員会 平和祈念館、広島県庁舎、082-513-2311
／後援：広島高等検察庁、広島法務局、広島矯正管区、広島市立基町高等学校、h t t ps ://w w w. p ref. h i ro s h i m a . l g . j p/s ite/
tatemonogatari/festa2019.html
（一社）日本建築学会中国支部、
（公社）日本建築家協会 ほか広島市内施設
中国支部
11/9
●歴史散策 公共建築ミステリーツアー in 萩（仮 主催：山口県、
「公共建築の日」及び「公共建築月間」中 萩市民館、萩市役所、萩 山口県 土木建築部建築指導課
称）
国地方実行委員会 ／後援：広島高等検察庁、広島法務 総合庁舎、県立萩美術館 083-933-3843
局、広島矯正管区、
（一社）日本建築学会中国支部、
（公社）浦上記念館、萩博物館（予 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/
日本建築家協会中国支部、山口県地域を支える建設産業 定）
担い手確保・育成協議会、
（一社）山口県建築協会 ／協力：
N PO 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）山口県建築士会青年・女性委員会
11/19
●公共建築講演会「公共建築物における木材活 主催：
「公共建築の日」及び「公共建築月間」四国地方実 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
用について」
行委員会 ／後援：国土交通省四国地方整備局
087-873-2266
http://www.pbaweb.jp/
11/18 ～ ●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 国土交通省四国地方整備局 営繕部計画課
22
低層棟 アイプラザ
087-851-8061（内 5153）
11/11 ～ ●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
15
087-832-3577
11/11 ～ ●公共建築パネル展
主催：愛媛県
愛媛県庁第一別館 1 階玄 愛媛県 建築住宅課営繕室
15
関ホール
089-912-2762
11 月（日 ●公共建築パネル展
主催：高知県
オーテピア高知図書館
（予 高知県 土木部建築課
は未定）
定）
088-823-9865
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/172101/
11/1 ～
●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 九州地方整備局 営繕部 計画課
30
（玄関ホール）
092-471-6331
11/11 ～ ●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 九州地方整備局 熊本営繕事務所技術課
15
玄関ホール
096-355-6122
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●創造的復興への挑戦～公共建築の復旧、復 主催：熊本公共建築フォーラム 2019 実行委員会、
（ 一財）熊本城ホール 2 階シビッ 熊本県 営繕課
096-333-2539
興の現場で目指したこと～
熊本県建築住宅センター（実行委員会構成：国土交通省 クホール
九州地方整備局、熊本県、
（一社）公共建築協会） ／後援
（予定）
：九州各県・政令市、熊本県市長会、熊本県町村会、
（公社）熊本県建築士会、
（一社）熊本県建築士事務所協会、
（一社）熊本県建築協会
11/5 ～
●公共建築パネル展
主催：宮崎県
宮崎県庁
宮崎県 県土整備部営繕課
15
1 号館 1 階ロビー
0985-26-7548
10/18 ～ ● 2019 かごしま住まいと建築展「魅力あるか 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 かごしま県 民 交 流 セン（公財）鹿児島県住宅・建築総合センター 建
（一社）鹿 ター（鹿児島市山下町 14 設課
20
ごしま 楽しめる住まいづくり～温故知新！みん 児島県、鹿児島市、鹿児島県住宅供給公社、
099-224-4599
児島県建設業協会、
（公社）鹿児島県建築士会、
（一社）番 50 号）
なで考える令和の住まい～」
h t t p s : //w w w. p r ef. k a g o s h i m a . j p/a h14/
鹿児島県建築士事務所協会、
（一社）鹿児島県建築協会、
event/2019kenchikuten.html
（一社）鹿児島県電設協会、鹿児島県空調衛生工事業協
会、
（一社）鹿児島県林材協会連合会、
（公財）鹿児島県
住宅・建築総合センター、
（一社）日本建築学会九州支部
鹿児島支所、鹿児島県経済農業協同組合連合会、日本住
宅パネル工業協同組合西日本支所鹿児島営業所、鹿児島
大学学術研究院理工学域工学系、住宅金融支援機構九州
支店、鹿児島県建築・住宅行政連絡協議会）
11/1 ～ 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 サンエー那覇メインプレ（一社）公共建築協会 沖縄地区事務局
（予定）
行委員会、
（一社）公共建築協会沖縄地区事務局、
（公社）イス 店（11/1 ～ 10）、 那 098-879-2097
沖縄県建築士会、
（一社）沖縄県建築士事務所協会、
（公社）覇 第 2 合 同 庁 舎 2 号 館 http://www.pbaweb.jp/
日本建築家協会沖縄支部、
（一社）沖縄県設備設計事務（11/11 ～ 15）、那覇市役
所協会 ／後援：内閣府沖縄総合事務局、沖縄県、那覇 所（11/18 ～ 22）、 沖 縄
県庁（11/25 ～ 29）
市
那覇市ぶんかテンブス館
11/22
●記念講演会「公共のみらい」
（講師：内藤廣
4 階 テンブスホール
東京大学名誉教授／（株）内藤廣建築設計事務
所代表）
11/5
●施設見学会「カフーナ旭橋」
カフーナ旭橋
（予定）
沖縄県建設業協会青年部会 第 11 回フォトコ
主催：沖縄県建設業協会青年部会 ／後援：内閣府沖縄 沖縄県庁
11/18
●第 11 回フォトコンテスト～島の魅力～
ンテスト－島の魅力－係
総合事務局、沖縄労働局、沖縄県、沖縄県市長会、沖縄
・｢ みんなの公共建築賞」2 点を選定
098-876-5211
県町村会 ／協賛：
（一社）公共建築協会
・表彰式および作品展示
http://www.okikenkyo.or.jp/photo _ contest.
htm
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