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 3 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』2021 年 10 月号掲載のもの（2020 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、2021 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

期日

実施名称

主催者等

会場等

問い合わせ先

中
央

11/17 ●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
同時 【記念講演会】
「建築生産に携わる者の 後援：国土交通省、全国知事会、全国市長会、
（東京都港区芝）
ライブ 役割と責任」
全国町村会 ／協賛：
（一社）公共建築協会、
（一
配信 【保全技術研究会】
・研究発表「公共建 財）建築コスト管理システム研究所、
・
築マネジメントの状況調査報告」
（一社）日本建設業連合会、
（一社）日本建築学会、
11/29、・基調講演「墨田区における公共施設（公社）日本建築士会連合会、
30
マネジメントの取組み」
（一社）日本建築士事務所協会連合会、
VOD ・パネルディスカッション「戦略的な（公社）日本ファシリティマネジメント協会
配信 公共建築マネジメントの取組み」―計
画の見直しと動向―

北
海
道

7/7 ～ ●「公共建築の日」2021 フォトコン 主催：
「公共建築の日」及び「公共建築月間」北 ホームページ上での（一社）公共建築協会 北海道地区事務
10/11 テスト
海道地方実行委員会 ／後援：北海道開発局、応募のみ
局
北海道、札幌市、江別市、石狩市、
（一財）北海
011-214-0151
道開発協会、
（一社）北海道建築士会、
（一社）北
https://www.pbaweb.jp/associa
海道建築士事務所協会、
（公社）日本建築家協会
tion/branch/hokkaido/photocon/
北海道支部、
（一社）北海道建設業協会、
（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）建築保全センター 試験研修部
03-3553-0070
https://www.bmmc.or.jp

11/1 ～ ●巡回建築パネル展
26
～公共建築関連事業の紹介～
東
北

主催：
「公共建築の日」及び「公共建築月間」関 仙台市青葉通地下道（一社）公共建築協会 東北地区事務局
連イベント実行委員会（
（一社）建築設備技術者 ギャラリー、他 7 会 022-797-8257
協会、
（一社）公共建築協会、
（公社）日本建築家 場
https://www.pbaweb.jp/seminar/
協会、
（一社）日本建築構造技術者協会、
（公社）
（ホームページ上でも
日本建築積算協会） ／共催：
「公共建築の日」公開予定）
及び「公共建築月間」東北地方協力支援会議（青 やまぎん県民ホール
11/19 ●施設見学会
～山形の魅力発信と防災機能を兼ね備 森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、
仙台市、東北地方整備局）
えた複合文化施設の紹介～

11/1 ～ ●公共建築工事のパネル展
12

関
東

北
陸

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
（本庁舎～第 2 庁舎 3 03-3363-2694
階渡り廊下）
http://www.ktr.mlit.go.jp/tokyo1ez/

10/25 ●公共建築パネル展
～
11/5

主催：東京第二営繕事務所

千葉県庁
（1F 連絡通路）

11 月 ●公共建築パネル展
（予）

共同主催：立川市役所・関東地方整備局甲武営 立川市役所 1 階
繕事務所

11/6 ～ ●公共建築パネル展
12

主催：栃木県公共建築連絡協議会、宇都宮営繕 ホームページ上で展示 栃木県 県土整備部建築課
事務所
028-623-2516

甲武営繕事務所
042-529-0011

技術課

11/1 ～ ●「公共建築グランプリ！～厚木市・ 主催：神奈川県官公庁営繕協議会
30
大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・
愛川町～」

インターネットを利 神奈川県 県土整備局建築住宅部営
用した人気投票を実 繕計画課
施
045-210-6580
http://www.pref.kanagawa.jp/div/
1172/

10 月～ ●公共建築工事現場見学会
11 月

未定

11 月

●公共建築パネル展

11 月
中旬

●公共建築フォーラム（仮）

主催：長野県官公庁営繕技術連絡協議会

長野営繕事務所 技術課
026-235-3481
http://www.ktr.mlit.go.jp/nagano
ez/

主催：長野県官公庁営繕技術連絡協議会、長野 未定
県 ／後援（予定）
：
（一社）公共建築協会

長野県庁建設部
026-235-7343

施設課

11 月 ●新潟 公共建築月間パネル展（仮称） 主催：新潟市建築部公共建築第一課、新潟県都 未定
市局土木部営繕課、北陸地方整備局営繕部
（予定）

北陸地方整備局
025-280-8880

営繕部計画課

未定

金沢営繕事務所
076-263-4585

技術課

11 月頃 ●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

石川県

10/1 ～ ●現場見学会
26

富山県防災・危機管 富山県 土木部営繕課
理 セ ン タ ー（ 仮 称 ）076-444-8915
新築工事 外

未定

●富山 公共建築月間パネル展（仮称） 主催：北陸地方整備局金沢営繕事務所

未定

●石川 公共建築月間パネル展（仮称）

未定

中
部

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

主催：富山県建設業協会 ／
協力：富山県土木部営繕課

●学生（高校生）を対象とした現場見 主催：新潟県土木部都市局営繕課
学会

未定

土木部営繕課

新潟県 土木部都市局営繕課
025-280-5446

11/11 ●「公共建築の日」記念講演会
主催：静岡県公共建築推進協議会 ／
ウェブ講演
静岡県 交通基盤部建築管理局建築
・「学校の ZEB 化の取組」
（講師：
（株）共催：
（一社）公共建築協会中部地区事務局、
（一（YouTube でライブ 企画課
日建設計）
社）日本建築学会東海支部静岡支所
配信）
054-221-3091
・静岡県内の ZEB プランナーによる
取組紹介

1

中
部

近
畿

11/1 ～ ●公共建築 Web 展示館 II ～公共建築 主催：
「公共建築の日」
「公共建築月間」中部地 ウェブ開催
12/20 技術者等の取組み～
方実行委員会 ／後援：中部地方整備局、愛知県、
岐阜県、三重県、静岡県、名古屋市、静岡市、浜
松市

（一社）公共建築協会 中部地区事務局
052-243-0789

11/1 ～ ●公共建築 Web ギャラリー
30

（一社）公共建築協会 近畿地区事務局
06-6943-7571
https://www.pbaweb.jp/associa
tion/branch/kinki/

主催：
「公共建築の日」及び「公共建築月間」近 ウェブ開催
畿地方実行委員会 ／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

12/11 ●見学ツアー「リニューアルした倉吉 主催：鳥取県、
「公共建築の日」及び「公共建築 鳥取県立倉吉未来中 鳥取県 総務部営繕課
未来中心の舞台装置を見てみよう」 月間」中国地方実行委員会
心
0857-26-7779
11/13 ●講演会「松江における近代公共建築」主催：島根県、
「公共建築の日」及び「公共建築 島根県職員会館多目 島根県 総務部営繕課
●見学会「県庁本庁舎屋上から見る県 月間」中国地方実行委員会
的ホール
0852-22-6593
庁周辺建築」

中
国

① 10/25 ●公共建築パネル展
主催：岡山県、おかやま建築 5 会まちづくり協 ①岡山県庁舎県民室 岡山県 建築営繕課
～ 29 「戦後の昭和期における岡山の近現代 議会、
「公共建築の日」及び「公共建築月間」中 ②イオンモール岡山 086-226-7508
② 11/6 建築展」
国地方実行委員会
～8
11/17 ●公共建築パネル展
～ 18

主催：岡山市、
「公共建築の日」及び「公共建築 岡山市役所 1 階展示 岡山市 住宅・建築部公共建築課
月間」中国地方実行委員会
スペース
086-803-1455

11/5 ～ ●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 国立広島原爆死没者 広島県 土木建築局営繕課
7 「ひ ろ し ま た て も の が た り フ ェ ス タ 島市、
「公共建築の日」及び「公共建築月間」中 追悼平和祈念館、広 082-513-2311
2021」
国地方実行委員会
島県庁舎、広島県立 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/
美術館ほか広島市内 site/tatemonogatari/festa2021.html
施設
11/14 ●公共建築博士からの挑戦状！目指 主催：山口県、
「公共建築の日」及び「公共建築 山口県庁舎、山口県 山口県 土木建築部建築指導課
せ！公共建築クイズ王 👑
月間」中国地方実行委員会
旧県会議事堂、山口 083-933-3843
県旧県庁舎
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/

四
国

11/8 ～ ●公共建築パネル展
12

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 国土交通省四国地方整備局
庁舎 低層棟 アイ 計画課
プラザ
087-851-8061（内 5153）

11/8 ～ ●公共建築パネル展
12

主催：香川県

香川県庁 1 階ギャラ 香川県 総務部営繕課
リー
087-832-3577

11/15 ●公共建築パネル展
～ 19

主催：愛媛県

愛媛県庁第一別館 1 愛媛県 建築住宅課営繕室
階玄関ホール
089-912-2762

11/11 ●公共建築パネル展
～ 24
（予定）

主催：高知県

オーテピア高知図書 高知県 土木部建築課
館
088-823-9865
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshi
ki/172101/

11/1 ～ ●公共建築パネル展
19

主催：九州地方整備局営繕部

福岡第 2 地方合同庁 九州地方整備局
舎（玄関ホール）
092-471-6331

10/23 ● 2021 かごしま住まいと建築展
～ 24 「魅力あるかごしま 楽しめる住まい
づくり ～新たな日常と新たな価値観
～」
九
州

11/8 ～ ●公共建築パネル展
12
10/29 ●公共建築パネル展
～
11/26
未定
沖
縄

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 九州地方整備局
棟玄関ホール
術課
096-355-6122

熊本営繕事務所技

主催：
「公共建築の日」及び「公共建築月間」沖 サンエー那覇メイン（一社）公共建築協会 沖縄地区事務局
プレイス店、沖縄県 098-879-2097
縄地区実行委員会
立図書館、那覇市役 http://www.pbaweb.jp/
所
ウェブ開催
主催：沖縄県建設業協会青年部会 ／
沖縄県庁
後援：内閣府沖縄総合事務局、沖縄労働局、沖
縄県、沖縄市長会、沖縄県町村会 ／
協賛：
（一社）公共建築協会

12/14 ●「首里城とノートルダム大聖堂―文 主催：
（公社）沖縄県建築士会
～ 19 化遺産の再建を考える」企画展
12/18

計画課

主催：鹿児島県ゆとりある住まいと街づくり推 かごしま県民交流セ（公財）鹿児島県住宅・建築総合セン
進協議会（鹿児島県、鹿児島市、鹿児島県住宅 ンター
ター 企画部 建設課
供給公社、
（一社）鹿児島県建設業協会、
（公社）
（鹿児島市山下町 14- 099-224-4599
鹿児島県建築士会、
（一社）鹿児島県建築士事務 50）
所協会、
（一社）鹿児島県建築協会、
（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）

●記念講演会

11/15 ●第 13 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
・表彰式及び作品展示

営繕部

営繕部

沖縄県建設業協会 青年部会第 13 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

那覇市民ギャラリー （公社）沖縄県建築士会
098-879-7727
http://shikai.or.jp
パレット市民劇場

2

