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全国都道府県・政令指定都市

営繕関係部課長等名簿（4月20日現在）
令和4年度

　全国都道府県・政令市のご協力を得て行いましたアンケート調査「全国都道府県 ･ 政令指定都市 営繕関係部課長等名簿」の結果を報告
いたします。調査へのご協力、誠にありがとうございました。掲載情報は記事制作時点（4 月 20 日）の営繕関係部課長等名簿です。こ
れ以降に予定されている組織変更や人事異動の情報、また未定の場合はその旨を記載しております（編集室）

徳島県

徳島県公共建築連絡協議会
8（書面開催）
【年 1 回】

● 新型コロナウイルス対策について／ DX への転換による取り組
みについて／工事完成図書の印鑑廃止について／長寿命化改修
について

香川県

令和 3 年度香川県市町
営繕主管課担当者会議（技術部会）

8
【年 1 回】

● 公共建築工事における最近の県及び国の動きと周知事項等につ
いて（建設業法の改正について／石綿関係法令の改正について／
週休 2 日制モデル工事の実施について／全国営繕主管課長会議
資料について　など）

愛媛県

愛媛県営繕主管課連絡会議
2（書面開催）
【年 1 回】

●【情報提供】全国営繕主管課長会議（国交省）／ BIM の活用方針
について、週休2日確保工事（試行）の対応について（愛媛県営繕室）

高知県

高知県営繕業務担当者連絡会議
7

【年 1 回】

●「営繕積算方式」活用マニュアルについて／ CLT 建築を含む非
住宅木造建築の事例と補助金について／大気汚染防止法の改正
について

●【事例発表】四万十市
福岡県

該当会議無し
佐賀県

佐賀県公共建築推進連絡協議会 12（書面開催）

●【情報提供】九州・沖縄ブロック営繕主管課長会議／佐賀県にお
ける公共建築工事等に係る各種取組、業界団体からの要望事項に
ついて　など（佐賀県）

●【提案議題】
長崎県

主催の会議開催無し
宮崎県

宮崎県営繕連絡会議 中止

全国都道府県営繕関係会議等の実施状況令和 3年度

 北海道 
建設部長 北谷　啓幸
建築企画監 細谷　俊人
建築局長 石丸　貴康
施設整備・脱炭素化担当局長 髙橋　信二
計画管理課長 関根　　伸
建築保全課長 影山　友規
建築技術・検査担当課長 櫻田　秀幸
建築整備課長 芥川　昌久
設備・環境担当課長 平野　修一
施設整備・脱炭素化担当課長 菅原　　誠

総務部次長 豊島　信幸
財産管理課長 山口　竜太
財産管理課長代理（総括副参事）
 千葉　健夫

 岩手県 
県土整備部長 田中　隆司
県土整備部まちづくり担当技監
 上澤　和哉
建築住宅課総括課長 小野寺哲志
建築住宅課営繕課長 刈谷　洋祐

 札幌市 
都市局長 中村　範仁
建築部長 小島　孝仁
設備担当部長 田縁　明弘
建築保全課長 東山　葉一
建築工事課長 富樫　　剛
工事担当課長 笹森　長武
電気設備課長 天野　雅之
機械設備課長 田中　政美

 青森県 
総務部長 小谷　知也
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 埼玉県 
都市整備部長 村田　暁俊
都市整備部副部長 関根　昌己
営繕課長 松井　直行
設備課長 大澤　春樹
営繕・公園事務所長 牧野　秀昭

 さいたま市 
建設局長 𠮷岡　哲幸
建築部長 髙木　範道
建築部次長 桜井　慎二
営繕課長 浅野　泰斗
保全管理課長 金子　文勇
設備課長 塚越　一良

 千葉県 
県土整備部長 池口　正晃
県土整備部次長 太田　英生
営繕課長 小杉　　暢
施設改修課長 麻生　宗明

 千葉市 
建築部長 浜田　恒明
建築管理課長 三田日出美
営繕課長 豊田　　宏
建築設備課長 山本　勝男

 東京都 
建築保全部長 渡辺　正信
施設整備担当部長 小野寺弘樹
技術管理担当部長 金子　陽子
オリンピック・パラリンピック
　施設整備担当部長 草野　智文
技術管理課長 茂木　竜一
土木技術担当課長 新谷　壮明
機械技術担当課長 大藤　泰典
電気技術担当課長 渡邉　俊幸
建築構造専門課長 三和　辰二
保全担当課長 上杉　衛史
省エネ再エネ・計画推進担当課長
 齋藤　雅文
庁舎整備課長 保泉　正雄
建築担当課長 村岡　恒典
設備担当課長 軸薗　　健
施設整備第一課長 尾上　洋司
設備担当課長 吉田　順一
施設整備第二課長 猪又　　謙
施設改修担当課長 大木　秀一
設備担当課長 日比　和宏
オリンピック・パラリンピック
　施設整備課長 谷井　　隆
建築担当課長 井上　公之
機械設備担当課長 清水　信吾
電気設備担当課長 杉木　康成

 神奈川県 
県土整備局長 大島　伸生
建築住宅部長 羽太　美孝
営繕計画課長 岬　　真一
住宅営繕事務所長 大河原　昇
住宅営繕事務所営繕設備部長 萩原　教貴

 川崎市 
まちづくり局長 藤原　　徹
まちづくり局施設整備部長 原嶋　　茂
調整・支援担当課長 柳瀬　一路
施設計画課長 三柴　秀明
計画調整担当課長 西垣　　誠
公共建築担当課長 竹村　　普
長寿命化推進担当課長 宮田　暢之
電気設備担当課長 竹下　和洋
機械設備担当課長 真鍋　輝好
川崎病院再編担当課長 大石　直生

 相模原市 
財政局長 岩本　　晃
財政局財政担当部長 秋山　　亮
参事（兼）公共建築課長 小杉　雅彦
参事（兼）学校施設課長 米山　　守
参事（兼）清掃施設課長 重田　　聡

 横浜市 
公共建築部長 肥田　雄三
営繕企画課長 曽根　　進
技術管理担当課長 花房慎二郎
保全推進課長 菅野　和広
保全管理担当課長 松下　由佳
施設整備課長 波多野陽介
学校整備課長 寺口　達志
電気設備課長 草刈　　岳
機械設備課長 神田　　岳

 新潟県 
土木部長 金子　法泰
都市局長 岩男　忠明
土木部副部長 星名　秋彦
土木部技監兼政策監 高橋　秀典
営繕課長 石塚　　元
営繕課参事（設備・環境担当） 岩渕　幸栄
営繕課参事 白井　　諭

 新潟市 
建築部長 若杉　俊則
公共建築課長 田中　正博
【組織変更】
　公共建築第 1 課　→　建築保全課
　公共建築第 2 課　→　公共建築課

 宮城県 
土木部長 千葉　　衛
土木部副部長（技術担当）
　兼建築宅地課長 小出　　昇
土木部営繕課長 佐々木正明
土木部設備課長 荒　　宏幸
土木部副参事兼営繕課総括課長補佐
　兼設備課総括課長補佐 鈴木　　誠
土木部技術副参事兼設備課総括課長補佐
　兼出納局検査課総括専門検査員
　兼検査課上席専門検査員 千葉　隆史
総括課長補佐
兼環境生活部消費生活・文化課総括技術
補佐兼出納局契約課技術補佐兼検査課上
席専門検査員 狩野　徳広

 仙台市 
公共建築住宅部長 狩野　秀一
営繕課長 一戸　　仁
設備課長 加藤　民夫

 秋田県 
建設部長 田中　倫英
建設産業振興統括監 浅井　　学
営繕課長 備前　賀成

 山形県 
県土整備部長 小林　　寛
県土整備部次長 土屋　倫朗
整備推進監（兼）次長 竹内　　晃
建築住宅課長 佐藤　泰宏
営繕室長 長谷川　学

 茨城県 
土木部長 田村　　央
土木部次長 松山　和規
土木部次長 羽成　英臣
営繕課長 木村　忠夫
営繕課技佐（設備担当） 萩谷　　靖

 栃木県 
県土整備部長 坂井　康一
県土整備部次長（技術） 林　　　真
県土整備部次長（技術） 谷　　英夫
参事兼建築課長 大塚　孝徳
建築課主幹 杉本　義亜
建築課主幹（企画営繕担当） 小又　一憲

 群馬県 
県土整備部長 眞庭　宣幸
県土整備部技監 宮前　勝美
建築課長 杉田　琢己
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［表記上の注意］予算額は総予算を示す（特記以外）。予算額の単位は百万円。予算額欄に「（22 年度）」と表記しているものは、継続事業に
おける2022年単年度金額を表す。工事期間や継続事業における予算額のカッコ内特記、竣工年は西暦の末尾2桁で表記。
階数は「地上 /地下」を表す。営繕関係職員数には設備系を含む（特記以外）。

全国都道府県および政令指定都市のご協力を得て、アンケート調査「2022（令和4）年度営繕予算について」を行いました。
本稿では、その結果を公表いたします。アンケートへのご協力、誠にありがとうございました。

全国都道府県・政令指定都市の営繕関係予算概要

2022（令和 4）年度

札幌市
名称 工事期間 工事場所 構造 階数 延べ面積（m2） 予算額 竣工年月
元町北小学校改築ほか工事（児童会館含む） 22～ 23 東区 RC 4/0 8,770 3,360 24.2
光陽小学校改築ほか工事（児童会館含む） 22～ 23 北区 RC 3/0 7,360 3,000 24.2
山の手小学校改築ほか工事（児童会館含む） 22～ 23 西区 RC 3/0 7,090 2,790 24.2
二十四軒団地新 2号棟新築工事 22～ 23 西区 RC 5/0 4,910 1,780 23.11

札幌圏消防指令システム更新工事 22～ 25 中央区
ほか － － － 3,800 26.3

札幌圏消防救急デジタル無線システム
更新工事 22～ 25 中央区

ほか － － － 3,130 26.3

（仮称）動物愛護センター新築工事 22 中央区 W 2/0 990 860 23.1
［営繕関係職員数］事務系 4人、技術系 90人　［営繕関係総予算金額］41,800 百万円（継続含まず）　［営繕関係総工事件数］407件

青森県
名称 工事期間 工事場所 構造 階数 延べ面積（m2） 予算額 竣工年月
警察本部庁舎耐震・長寿命化改修 20～ 24 青森市 RC 8/1 15,822 6,095 －
弘前実業高等学校管理室等改修 21～ 22 弘前市 RC 2/0 1,869 463 －
八戸工業高等学校校舎等改築 21～ 22 八戸市 RC 3/0 1,717 674 －
三沢高等学校校舎等改築 20～ 22 三沢市 RC 4/0 7,411 2,297 －
青森中央高等学校暖房設備改修 22～ 23 青森市 RC 3/0 10,580 324 －
青森第二養護学校改修 ～ 青森市 RC 1/0 835 390 －
八戸水産高等学校大規模改修 ～ 八戸市 RC 3/0 2,147 223 －
［営繕関係職員数］事務系 11人、技術系 25人　［営繕関係総予算金額］12,637 百万円　［営繕関係総工事件数］57件
［営繕関係の重点施策・方針］県有施設の品質確保／県有施設の適正な維持・保全の支援

岩手県
名称 工事期間 工事場所 構造 階数 延べ面積（m2） 予算額 竣工年月

みたけの杜 21～ 22 盛岡市 RC 1/0 2,078 645
（22年度） 22.8

釜石祥雲支援学校 20～ 22 釜石市 W・RC 2/0 4,667 495
（22年度） 22.8

［営繕関係職員数］事務系 0人、技術系 13人　［営繕関係総予算金額］3,056 百万円（継続含まず）　［営繕関係総工事件数］45件　
［営繕関係の重点施策・方針］現場事故ゼロ／働き方改革への対応（発注者・受注者とも）

宮城県
名称 工事期間 工事場所 構造 階数 延べ面積（m2） 予算額 竣工年月

船形の郷C棟改築工事 20～ 22 大和町 W一部S 1/0 3,663 2,363
（C棟・活動棟） 22年内

船形の郷活動棟改築工事 20～ 22 大和町 S 1/0 1,983 2,363
（C棟・活動棟） 22年内

南部地区職業教育拠点校新築工事 20～ 22 大河原町 RC等 3/0 12,212 4,999 22 年内
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