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※ 開催月は平成 31 ／令和元年度の実績

全国都道府県

営繕関係会議等の実施状況

平成31／
令和元年度

都道府県単位で、管内の自治体等を構成メンバーとする会議等の平成 31／令和元年度実施状況

会議名 開催月
（開催頻度等） 会議での主な議題、講演題目、見学先など

北海道

建築技術研修 2

● 情報提供（市町村支援について、週休 2 日について、外断熱建物に関する性能
基準について、他 3 題）

● 事例紹介「ニセコ町役場庁舎、北海道立北の森づくり専門学院」
● 関係要領・仕様書の改定及び設計業務等積算基準・業務料算定演習（北海道建

設部営繕工事積算要領、北海道建設部営繕工事特記仕様書、設計業務等積算基
準関連の改定、設計業務等委託料算定演習）

●［施設見学］北海道議会庁舎

全道営繕行政推進連絡会議 10

● 情報提供（営繕工事における働き方改革の取組、「営繕積算方式」活用マニュア
ルの改定について、他）

● 市町村支援等の取り組み
● 事例紹介「上士幌町生涯学習センターわっか」
●［講演］建築とカラーユニバーサルデザイン
●［専門部会］建築部会：「設計委託料算定基準の改定について」他 7 議題、設備部

会：「学校施設等の改修について」他 2 議題

青森県

青森県・市営繕主務課長会議 7・9・10

●［講演］「公共工事に関する取り組みについて」（講演：東北地方整備局盛岡営繕
事務所・工藤技術課長）

● 全国営繕主管課長会議及び東北ブロック営繕主管課長会議の報告
●［現地研修］つがる市：つがる市民健康づくりセンター、旧木造中央公民館講堂

岩手県

岩手県公共建築技術連絡会議 2
（年度 1 回）

● 公共工事に関する取り組みについて（国土交通省）
● 内陸における災害公営住宅建設について（岩手県）

秋田県

平成 31 年度
秋田県営繕業務連絡会議

4
（年 1 回）

● 建設業法について
● 県各種基準について
● 平成 31 年度県工事の発注予定について

茨城県

茨城県営繕主務者会議

5
（年 4 回［役員会 1、
総会及び技術研修会
1、議題検討会 1、現地

研修会 1］）

●［総会］（講演）「官庁施設の設計業務等積算要領の改定とその運用」
●［議題検討会］働き方改革（週休 2 日）の取組みについて
●［議題検討会］設計業務等委託料の積算について
●［現地研修会］アダストリアみとアリーナ

栃木県

栃木県公共建築連絡協議会
6（全体会議）・2（研修会）

（年 2 回［全体会議 1、
研修会 1］）

●［全体会議］平成 30 年度事業報告について／令和元年度事業計画（案）につい
て／令和元年度積算基準類の改定等について／公共建築工事の円滑な施工確
保対策等について、他

●［研修会］総合スポーツゾーン新スタジアム現場見学会
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　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「全国都道府県営繕関係機関の連絡会議、主務者会議等の概要」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。（編集室）

群馬県

群馬県公共営繕事業者連絡協
議会（平成31年に名称変更［旧：
群馬県公共建築・住宅整備事
業者連絡協議会］）

11 ● 群馬県コンベンションセンター（G メッセ群馬）の工事現場見学

埼玉県

埼玉県営繕技術者会議 5（総会・講演）・
11（研修会）

●［講演］市町村における公共施設の整備支援について
●［講演］官庁営繕における働き方改革に関する取組み等について
●［研修会］川越市斎場施設見学

東京都

東京都・特別区・26 市
建築技術連絡協議会

7
（年 1 回）

● 東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルの改訂等について
● 全国営繕主管課長会議について
● 施工時期等の平準化について
● 工事災害防止に向けた優良事例集について

神奈川県

神奈川県官公庁営繕協議会

6（総会）・
11（公共建築月間）・

1（実務研修会、施設見
学会）

（年 7 回［総会 1、幹
事会 3、公共建築月間
事業 1、実務研修会 1、

施設見学会 1］）

●［総会］
● 平成 30 年度事業報告、決算報告
● 令和元年度事業計画案、予算案
● 令和元年度公共建築月間取組案
● 営繕事業に関する会員からの情報提供

●［公共建築月間］
「公共建築キーワードラリー」広く一般の方に公共建築への理解と関心を持っ
ていただくことを目的として、対象とする公共建築物に足を運んでもらい、そ
の建築物に掲示されたキーワードを集めるキーワードラリーを実施した。（対
象：子ども科学館、足柄の古民家、箱根関所、湯河原駅前広場、など）

●［実務研修会］（講義）「川崎シンフォニーホール舞台音響及び舞台照明設備改
修工事について」（川崎市まちづくり局施設整備部施設計画課）／「横浜市の特
定天井の耐震改修について」（横浜市建築局公共建築部施設整備課）／「横浜市
立市民病院再整備事業について」（横浜市医療局病院経営本部市民病院管理部
伸病院整備課担当）

●［施設見学会］横浜市立市民病院

新潟県

新潟県市町村
公共建築（営繕）主務課長会議

8
（年 1 回）

● 週休 2 日制度の取組について
● Made in 新潟新技術普及 ･ 活用制度について
● 営繕工事における県内調達の取組について
● 営繕工事における熱中症対策に係る費用について

富山県

市町村営繕主管課長会議 2

● 北陸地方整備局から情報提供（営繕工事における働き方改革の取組について、
他）

● 富山県から情報提供（「週休 2 日制モデル工事（営繕工事）」試行要領（案）につ
いて、他）

● 提出議題（告示 98 号の適用された業務委託の発注について、他）
● 事例発表（高岡公共職業安定所新築工事について、他）

令和元年度（後期）
北陸地区営繕主管課長会議 10・11（2 日間）

● 全国営繕主管課長会幹事会の報告、他
●［見学会］富山県立大学学生会館、新棟新築工事現場、富山県美術館
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 札幌市 
都市局長 大島　佳之
建築部長 小島　孝仁
設備担当部長 中村　範仁
建築保全課長 二宮　　力
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 高松　静知
機械設備課長 田中　政美

 青森県 
県土整備部長 下村　　誠
県土整備部理事 宮本　健也
建築住宅課長 駒井　裕民
東青地域県民局
　地域整備部営繕課長 平井　行信

 北海道 
建設部長 小林　敏克
建築企画監 長浜　光弘
建築局長 大野　雄一
施設整備担当局長 若井　　衛
計画管理課長 髙橋　信二
建築保全課長 石丸　貴康
建築整備課長 山口　　元
設備・環境担当課長 高田　　誠
大規模施設整備担当課長 飯沼　善範
工事検査室長 中田　浩司

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）

　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）のもので、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）

令和2年度

佐賀県

佐賀県
公共建築推進連絡協議会 6

● 九州・沖縄ブロック営繕主管課長会議の内容説明について
● 佐賀県営繕関係運用基準の改訂及び令和元年度公共建築工事標準単価等につ

いて
● 提出議題討議について

長崎県

令和元年度
九州・沖縄ブロック
営繕主務者会議

10（2 日間）
（年 1 回。九州・沖縄
各県及び政令指定都

市輪番開催）

●［会議］設計業務等委託料算定について
●［会議］週休 2 日促進工事について
●［会議］解体工事設計委託及び解体工事について
●［現場見学］長崎県庁行政棟

熊本県

令和元年度
九州・沖縄ブロック
営繕主管課長会議（第 2 回）

5（第 1 回。九州地整
局主催）・11

（第 2 回。各県、政令
市輪番主催）

●［会議］全国営繕主管課長会議幹事会の報告／営繕積算システム等開発利用協
議会幹事会の報告／九州地方整備局からの情報提供／意見交換（分離発注した
関連工事の不調・不落時の対策について他）

●［見学会］熊本城復旧工事

公共建築の日・公共建築月間
記念フォーラム「創造的復興
への挑戦～公共建築の復旧、
復興の現場で目指したこと～」

11
（年 1 回）

●［特別公演］熊本の象徴としての熊本城の復旧と復興
●［基調報告］熊本地震における公共建築の復旧復興
●［パネルディスカッション］応急活動や復旧復興の現場から語る創造的復興

宮崎県

宮崎県営繕連絡会議 10（2 日間）
（年 1 回）

●［会議］国からの情報提供国の営繕工事における最近の取組他
● 県からの情報提供営繕工事における週休 2 日工事の施工について他
● 議題審議
●［見学会］宮崎県防災拠点庁舎建設現場見学会
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 栃木県 
県土整備部長 熊倉　一臣
県土整備部次長（技術） 田城　　均
県土整備部次長（技術） 益子　　崇
参事兼建築課長 竹久保　洋
建築課主幹 高木　郁夫
建築課主幹（企画営繕担当） 杉本　義亜

 群馬県 
県土整備部長 岩下　勝則
県土整備部技監 清水　昭芳
建築課長 川端　洋介

 埼玉県 
都市整備部長 濱川　　敦
都市整備部副部長 柳沢　孝之
営繕課長 知久　裕之
設備課長 大澤　春樹
営繕・公園事務所長 榎本　恒彦

 さいたま市 
建設局長 反町　　央
建築部長 原田　元康
建築部次長 池田　哲郎
建築部参事
　営繕課長事務取扱 髙木　範道
建築部参事
　設備課長事務取扱 安部　道久
保全管理課長 金子　文勇

 千葉市 
建築部長 浜田　恒明
建築管理課長 杉山　信弘
営繕課長 前田　健治
建築設備課長 山本　勝男

 東京都 
建築保全部長 佐藤　千佳
技術管理担当部長 飯泉　　洋
オリンピック・パラリンピック
　施設整備担当部長 小野寺弘樹
技術管理課長 織田　　淳
土木技術担当課長 香月　高広
機械技術担当課長 吉田　順一
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
庁舎整備課長 小泉　正一
建築担当課長 山田　耕司
設備担当課長 岡村　将夫
施設整備第一課長 尾上　洋司
設備担当課長 吉田　晃章

施設整備第二課長 猪又　　謙
設備担当課長 橋本　　貴
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 田村　　順
機械設備担当課長（統括） 前川　　修
電気設備担当課長（統括） 杉木　康成

 神奈川県 
県土整備局長 上前　行男
建築住宅部長 塩川　圭一
営繕計画課長 伊藤　　浩
住宅営繕事務所長 羽太　美孝
住宅営繕事務所
　営繕設備部長 岬　　真一

 川崎市 
まちづくり局長 奥澤　　豊
まちづくり局施設整備部長 木村　弘一
調整・支援担当課長 柳瀬　一路
施設計画課長 須山　政弘
長寿命化推進担当課長 佐々木朗子
長寿命化推進担当課長 齊藤　　浩
公共建築担当課長 佐藤　英樹
施設整備部担当部長
　担当課長（電気設備担当）
　　事務取扱 長谷川智巳
機械設備担当課長 大石　直生

 相模原市 
財政局長 石井　光行
財政部長 天野　秀亮
参事（兼）公共建築課長 小杉　雅彦
学校施設課長 栄　　宏海
参事（兼）清掃施設課長 森崎　　進

 横浜市 
公共建築部長 鈴木　和宏
営繕企画課長 肥田　雄三
技術管理担当課長 郷間　　宏
保全推進課長 藤井康次郎
保全管理担当課長 中村　信樹
施設整備課長 大友　直樹
施設整備課担当課長 小林　　達
新市庁舎整備担当課長 菅野　和広
電気設備課長 秋山　高広
機械設備課長 奥津喜久雄

 岩手県 
県土整備部長 中平　善伸
道路都市担当技監 田中　隆司
技術参事
　兼建築住宅課総括課長 辻村　俊彦
建築住宅課営繕課長 平　　貴文

 宮城県 
土木部長 佐藤　達也
土木部次長（技術担当） 奥山　隆明
土木部営繕課長 佐藤　廣喜
土木部設備課長 柳澤　昭博
土木部副参事兼営繕課長補佐（総括担当）
　兼設備課長補佐（総括担当）
 及川　秀夫
土木部営繕課技術副参事
　兼課長補佐（総括担当） 阿部　眞也
土木部設備課技術副参事
　兼課長補佐（総括担当） 千葉　隆史

 仙台市 
公共建築部長 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 小林賢太郎
建設産業振興統括監 佐藤　和義
営繕課長 佐藤　　温

 山形県 
県土整備部長 角湯　克典
県土整備部次長 髙橋　正美
整備推進監（兼）次長 早坂　浩也
建築住宅課長 櫻井　　信
営繕室長 髙橋　光一

 福島県 
土木部長 猪股　慶藏
土木部技監 安田　博道
土木部次長 新関　　永
営繕課長 田母神秀顕

 茨城県 
部長 伊藤　　高
次長 鴫原　俊秀
技監（総括） 鯉渕　宏一
営繕課長 木村　忠夫
技佐（設備担当） 藤ヶ崎一美
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北海道
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

札幌医科大学教育研究施設Ⅱ 18～ 21 札幌市 SRC 10/1 7,898 4,558 21.3
札幌医科大学大学管理施設 18～ 21 札幌市 RC 7/0 7,173 5,248 21.3
北海道立北の森づくり専門学院 19～ 21 旭川市 W・RC 2/1 776 1,241 21.1
滝川警察署 19～ 20 滝川市 RC一部 S 3/0 3,277 1,390 20.10
［営繕関係職員数］事務系18人、技術系72人　　［営繕関係総予算金額］28,305百万円（工事26,528百万円、委託1,777百万円）（継続含まず）　　
［営繕関係総工事件数］538件（工事 245件、委託 293件）（※現時点の予定）　　［営繕関係の重点施策・方針］基本理念：確かな建築技術と
ストックマネジメントにより地域とともに歩み続ける公共建築物を目指して～北海道 150年から次世代への継承～

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

二十四軒小学校改築工事
（地域会議室、児童会館を含む） 20～ 22 西区 RC 3/0 7,775.28 3,125 22.2

発寒南小学校改築工事
（まちづくりセンター、児童会館を含む） 20～ 21 西区 RC 3/0 7,688.31 2684 21.12

発寒団地 4号棟新築工事 未定～ 22 西区 RC 9/0 5,459.32 1,960 22.8
伏古団地 A5号棟新築工事 20～ 22 東区 RC 5/0 3,019.89

2,650
22.3

伏古団地 A6号棟新築工事 20～ 22 東区 RC 5/0 3,024.04 22.3
伏古団地 A7号棟新築工事 20～ 22 東区 RC 5/0 3,019.89 22.3
［営繕関係職員数］事務系 4人、技術系 94人　　［営繕関係総予算金額］27,773 百万円（継続含まず）　　［営繕関係総工事件数］314件
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公共建築協会
一般社団法人

この度、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域が全都道府県に拡大されましたこと

に伴い、『公共建築ニュース』につきましても、6 月号（本号）につきましては内容を縮小し

て発行させていただき、また 7 月号は休刊とさせていただきます。会員の皆様・読者の皆様・

関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしましてすが、何卒ご了承賜りますよう宜しくお願い

申し上げます。

［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「（20 年度）」と表記しているものは、継続事業に
おける2020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「2020（令和2）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

2020（令和 2）年度
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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

道の駅よこはまエリア地方創生拠点事業 19～ 20 横浜町 S 2/0 1,560 496
（20年度） 21.3

小柳団地 4号棟 19～ 21 青森市 RC 7/0 5,969 1,179
（20年度） 21.8

八戸水産高等学校長寿命化改修 19～ 21 八戸市 RC 4/0 6,518 1,099
（20年度） 22.3

野辺地高等学校校舎集約化改修 19～ 21 野辺地町 RC 3/0 5,380 746
（20年度） 22.3

八戸工業高等学校校舎棟改築 19～ 21 八戸市 S 4/0 1,532 772
（20年度） 22.3

五所川原農林高等学校食品製造実習棟改築 20 五所川原市 S 1/0 749 603 21.2
三本木農業高等学校食品製造実習棟新築 20 十和田市 S 1/0 889 689 21.2

三戸警察署庁舎建築 20～ 21 三戸町 RC 3/0 2,395 386
（20年度） 21.12

警察本部庁舎耐震・長寿命化改修 20～ 24 青森市 RC 8/1 15,822 1,283
（20年度） 25.3

［営繕関係職員数］技術系 21人　　［営繕関係総予算金額］約 11,273 百万円（継続含む）　　［営繕関係総工事件数］約 112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

障がい児入所施設 19～ 20 盛岡市 RC 1/0 3,988 1,670 20.8
福岡工業高等学校 19～ 20 二戸市 RC・W 2/0 4,117 1,707 21.3
野外活動センター 19～ 20 陸前高田市 RC・W 2/0 5,102 3,281 21.3
下似内除雪車庫 19～ 20 花巻市 S 1/0 1,265 497 20.12
［営繕関係職員数］事務系 1人、技術系 13人　　［営繕関係総予算金額］13,762 百万円（継続含む）　　［営繕関係総工事件数］86件
［営繕関係の重点施策・方針］県民の期待に応える営繕、現場事故ゼロ

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

南部地区職業拠点校新築工事 20～ 22 大河原町 RC・S
一部 SRC 3/0 9,200 6,810

（全体事業費）23年内

石巻好文館高校舎等改築工事 19～ 21 石巻市 RC 4/0 6,500 3,491
（全体事業費）21年内

船形コロニーA棟改築工事 19～ 20 大和町 W 1/0 3,689
（3工区合算）

1,701
（全体事業費）20年内

船形コロニーB棟改築工事 19～ 20 大和町 W 1/0 3,676
（3工区合算）

1,700
（全体事業費）20年内

船形コロニーC棟改築工事 20～ 22 大和町 W 1/0 3,689 1,867
（全体事業費）23年内

船形コロニー活動棟新築工事 20～ 22 大和町 S 1/0 2,333 1,393
（全体事業費）23年内

南三陸警察署庁舎新築工事 19～ 21 南三陸町 RC 3/0 2,035 1,584
（全体事業費）21年内

松島自然の家改築工事（第二期） 19～ 21 東松島市 RC・S 1－ 2/0 3,682 2,186
（全体事業費）21年内

［営繕関係職員数］事務系 4人、技術系 34人　　［営繕関係総予算金額］22,370 百万円（継続含む）　　［営繕関係総工事件数］113件
［営繕関係の重点施策・方針］県有建築物の復興等円滑な営繕事業の推進／県有建築物のストックマネジメントの推進


