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会議名 開催月等 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 3（書面開催）

●【情報提供】「建築設計業務委託の進め方、働き方改革に配慮した
公共建築設計業務委託のためのガイドライン、ほか」（北海道開発
局）／「令和 3 年度北海道建設部営繕工事積算要領の改定案につ
いて、営繕工事特記仕様書の改定案について、ほか」（北海道）／「北
総研防火木外壁の利点と使用範囲」（北海道立総合研究機構建築
研究本部）／「建築事業のご案内」（北海道建設技術センター）

全道営繕行政推進連絡会議 10（書面開催）

●【情報提供】「知的財産推進計画 2020 を踏まえた官庁営繕の対応
について、ほか」（国土交通省北海道開発局営繕部）／「営繕工事積
算標準単価表について、北海道建設部建築局における営繕行政の
取組、ほか」（北海道）／「北総研防火木外壁・公共建築整備支援」（北
海道立総合研究機構建築研究本部）／「北海道建設技術センター
における建築事業の市町村支援」（北海道建設技術センター）

●【事例紹介】「北見市立瑠辺蘂小学校・学校給食センター・児童館」（北
見市）

青森県

青森県・市営繕主務課長会議 7・9・10

● 公共工事に関する取り組みについて（国土交通省東北地方整備局）
／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

● 現地研修会（平川市）

岩手県

岩手県公共建築技術連絡会議 中止【年 1 回】

秋田県

秋田県営繕業務連絡会議 4（書面開催）【年 1 回】
● 建設業法について／県各種基準について／令和 2 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（総会：書面開催）

【年 3 回（役員会 1 回、総会 1 回、
課題検討会 1 回）】

●【課題検討会】［情報提供］「品確法改正等を受けた官庁営繕事業に
係る設計業務等の取組みについて」（国土交通省）／公共建築物の
木造化について／ウェブ会議の活用状況について

栃木県

栃木県公共建築連絡協議会
6（書面開催）
【年 1 回】

●【全体会議】令和元年度事業報告について／令和 2 年度事業計画
（案）について／令和 2 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、ほか

群馬県

群馬県
公共営繕事業者連絡協議会

3（書面開催）
● 建築技術支援体制の整備に関する協議会規約の改正及び連絡担

当者名簿の整備

埼玉県

埼玉県営繕技術者会議 7（総会：書面開催） ● 令和元年度事業報告／令和 2 年度事業計画

千葉県

千葉県公共建築等連絡協議会総会 7（書面開催） ● 前年度事業報告及び本年度事業計画について

千葉県
公共建築等連絡協議会研修会

3（ウェブ開催）
●【ウェブ講演会】「建築関係者が SDGs に取り組む意義」
●【資料配付】官庁営繕における環境対策について／千葉市新庁舎

整備工事設計説明書

全国都道府県

営繕関係会議等の実施状況
令和2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令和 2 年度実施状況
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東京都

東京都・特別区・26 市
建築技術連絡協議会

7（書面開催）

● 全国営繕主管課長会議について／設計等委託における最低制限
価格制度について／「省エネ・再エネ東京仕様」の改正について／
東京都工事標準仕様書（建築・電気・機械）の改定について／都発
注工事における熱中症予防対策の徹底について／「担い手育成モ
デル工事」の試行について／「東京都における公共工事の新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止対策ガイドライン」について

神奈川県

神奈川県官公庁営繕協議会

6（総会：書面開催）
【総会年 1 回、幹事会 3 回、公共
建築月間事業 1 回、実務研修会
1 回、施設見学会 1 回】（実務研

修会：中止、施設見学会：中止、公
共建築月間：中止）

●【総会】令和元年度事業報告、決算報告／令和 2 年度事業計画案、
予算案／令和 2 年度の公共建築月間の取り組みについて／営繕
事業に関する会員からの情報提供

新潟県

新潟県市町村
公共建築（営繕）主務課長会議

9（書面開催）【年 1 回】
● 週休 2 日制度の改定について／ 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
繕工事における新型コロナウイルス感染症対策の取組について

福井県

公共建築における市町協働会議
9・10・2

【年 3 回程度】

● 営繕単価について／委託料について／アスベストについて
●【現場見学会】一乗谷朝倉氏遺跡博物館（仮称）建設工事／旭小学

校外壁改修工事

山梨県

山梨県営繕協議会 （総会：書面開催）

長野県

長野県官公庁営繕連絡協議会

2（書面開催）・8
【定例会年 2 回程度】

（公共建築月間：中止、学生を対
象とした現場見学会：中止［高校

独自実施 2 件］）

● 新型コロナウィルスによる工事の影響等について／庁舎への自
家発電設備の設置について／市町村の公共建築相談について

●【提出議題】浸水対策の現状について／新型コロナウイルス感染
症拡大防止対策・熱中症対策に係る設計変更について、ほか

岐阜県

東海ブロック
営繕主管課長会議

9（書面開催）
●【提出議題】設計委託業務に関する総合評価方式（技術提案型）等）

について
● 全国営繕主管課長会議幹事会の報告

静岡県

静岡県公共建築推進協議会

7（総会：ウェブ開催）・9（技術研修会：
ウェブ開催）・11（公共建築の日
講演会：ウェブ開催、技術研修会：

ウェブ開催）
【総会：年 1 回、技術研修会：年 4

回程度】

●【研修会】国土交通省出前講座「官庁営繕事業における BIM の取組」
（講師：国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課施設評価室課長補佐・

田中裕涼氏）
●【講演会】『ICT が変える未来』「生産性向上に向けた最先端の取

組～コロナ禍対策による加速化～」（講師：（株）イエイリ・ラボ／（株）
建設 IT ワールド代表取締役・家入龍太氏）／「BIM の可能性～ファ
シリティマネジメントへの応用～」（講師：芝浦工業大学建築学部
建築学科教授・志手一哉氏）

●【見学会】焼津市新庁舎建設工事

　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。令和 2 年度開催の会議等は多くの都道府県で新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から、書面開催やウェブ開催で実施されています。本稿記載の情報は、原則として例年行われている会議等で、特
に書面開催やウェブ開催等での実施と回答されたものについては、その旨を記載しています。（編集室）
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愛媛県

愛媛県営繕主管課連絡会議 中止【年 1 回】

高知県

高知県営繕業務担当者連絡会議
7

【年 1 回】

●「働き方改革に配慮した建築設計業務委託のためのガイドライン」
について／「建築設計業務等変更ガイドライン（案）」について／
公共建築工事に関する木材利用について

●【事例発表】中土佐町、高知市

令和 2 年度四国ブロック
営繕主管課実務担当者会議及び
令和 2 年度四国地区
営繕積算システム実務担当者会議

11（書面開催）
【年 1 回（各県輪番開催）】

● 情報提供について／提出議題について／令和 2 年度営繕積算シ
ステム等開発利用協議会活動中間報告について

熊本県

令和 2 年度九州・沖縄ブロック
営繕主務者会議

10（書面開催）
【年 1 回（各県、政令市輪番主催）】

● 快適トイレの実施状況等について／新型コロナウイルス感染予
防対策による工期の見直しについて／改修工事管理業務委託の
積算基準について／ LED 照明への改修について

宮崎県

宮崎県営繕連絡会議 中止

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3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）

 岩手県 
県土整備部長 中平　善伸
まちづくり担当技監 杣　　亨　
建築住宅課総括課長 小野寺哲志
建築住宅課営繕課長 平　　貴文

 宮城県 
土木部長 佐藤　達也
土木部副部長（技術担当） 狩野　淳一
土木部営繕課長 佐々木正明
土木部設備課長 柳澤　昭博
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 及川　秀夫
土木部営繕課技術副参事
　兼総括課長補佐
　兼出納局契約課技術補佐
　兼検査課総括専門検査員 小松　友啓

土木部設備課技術副参事兼総括課長補佐
　兼出納局検査課総括専門検査員
 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 佐藤　秀治
建設産業振興統括監 浅井　学　
建設部参事（兼）営繕課長 佐藤　温　

 山形県 
県土整備部長 前内　永敏
県土整備部次長 土屋　倫朗
整備推進監（兼）次長 早坂　浩也

 北海道 
建設部長 北谷　啓幸
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 坂野　伸治
計画管理課長 髙橋　信二
建築保全課長 関根　伸　
建築技術・検査担当課長 本間　智志
建築整備課長 石丸　貴康
設備・環境担当課長 笹崎　芳行
大規模施設整備担当課長 芥川　昌久

 青森県 
県土整備部長 岡前　憲秀
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

全国都道府県営繕関係会議等の実施状況令和 2 年度
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 東京都 
建築保全部長 渡辺　正信
施設整備担当部長 飯泉　洋　
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 小野寺弘樹
技術管理課長 織田　淳　
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
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 岡村　将夫
施設整備第一課長 尾上　洋司
施設改修担当課長 神谷清太郎
設備担当課長 吉田　順一
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 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 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 原嶋　茂　
調整・支援担当課長 柳瀬　一路
施設計画課長 須山　政弘
計画調整担当課長 里舘　慶晃
公共建築担当課長 佐藤　英樹
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

 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 大友　直樹
学校整備課長 小林　達　
電気設備課長 秋山　高広
機械設備課長 奥津喜久雄

 新潟県 
土木部長 金子　法泰
都市局長 大阪　剛　
土木副部長 星　　丈志
土木部技監兼政策監 棚橋　元　
営繕課長 石塚　元　
営繕課参事（設備・環境担当） 岩渕　幸栄

 新潟市 
建築部長 若杉　俊則
公共建築第 1 課長 明間　寛治
公共建築第 1 課施設保全推進室長
 石川佐智子
公共建築第 2 課長 田中　正博

 石川県 
土木部長 城ヶ崎正人
参与 畝本　秀一
土木部次長（建築・営繕） 熊田　康也
営繕課長 三谷浩二郎

 福井県 
土木部長 西出　俊亮
公共建築課長 坂川　慶介

 山梨県 
県土整備部長 大儀　健一
県土整備部次長 百瀬　友輝
県土整備部技監 飯野　照仁
営繕課長 横山　伸二

 長野県 
建設部長 田下　昌志
建設部次長 田中　衛　
建築技監 小林　弘幸
施設課長 塩入　一臣
企画幹 久保田達也

 岐阜県 
課長 長尾　武　
設備管理監 佐藤　雅樹

 静岡県 
交通基盤部長 和田　直隆
交通基盤部理事（建築担当） 青野　直己
交通基盤部参事
　（土木設備・建築設備担当） 大木　担　
建築管理局長 水野　和彦
建築企画課長 稲垣　勝美
建築企画課参事 長谷川智己
建築工事課長 小林　浩一

建築住宅課長 佐藤　泰宏
営繕室長 井沢　佳則

 茨城県 
土木部長 仙波　義正
土木部次長 松山　和規
土木部次長 皆川　和彦
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 田城　均　
県土整備部次長（技術） 益子　崇　
県土整備部次長（技術） 仲谷　俊昭
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） 三澤　隆裕

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

 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 榎本　恒彦

 さいたま市 
建設局長 村上　孔　
建築部長 池田　哲郎
建築部次長 髙木　範道
営繕課長 浅野　泰斗
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

 千葉県 
県土整備部長 河南　正幸
営繕課長 太田　英生
施設改修課長 小杉　暢　

 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
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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「（21 年度）」と表記しているものは、継続事業に
おける2021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「2021（令和3）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

2021（令和 3）年度

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

札幌医科大学附属病院既存棟 21～ 24 札幌市 SRC・
RC・S 13/3 92,632 5,257 24.8

函館市道営住宅新築工事（日吉町A団地C） 21～ 22 函館市 RC 5/0 2,157 781 22.3
［営繕関係職員数］事務系 16人、技術系 72人　　［営繕関係総予算金額］22,017 百万円（工事 20,157 百万円、委託 1,860 百万円）※
当年度発注分のみ（継続含まず）　　［営繕関係総工事件数］470件（工事 184件、委託 286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～

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
小柳団地 4号棟 19～ 21 青森市 RC 7/0 5,969 1,179 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 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 22.3
八戸工業高等学校校舎棟改築 19～ 21 八戸市 S 4/0 1,195 641 22.3
三戸警察署庁舎建築 20～ 21 三戸町 RC 3/0 2,158 922 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 6,095 25.3
［営繕関係職員数］事務系人、技術系 21人　［営繕関係総予算金額］約 18,009 百万円（継続含む）　［営繕関係総工事件数］106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

釜石祥雲支援学校 21～ 22 釜石市 W 2/0 2,000 1,979
（21年度） 22.8

久慈警察署 20～ 21 久慈市 RC 4/0 3,606 2,450
（21年度） 22.3

「平泉の文化遺産」ガイダンス施設 20～ 21 平泉町 RC 2/0 2,300 117
（21年度） 21.5

伊保内高校 20～ 21 九戸村 RC 3/0 1,821 292
（21年度） 21.7

［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］9,314 百万円（継続含む）　　［営繕関係総工事件数］98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
林業技術総合センター本館新築工事 20～ 21 大衡村 W 2/0 1,243 804 21 年内
角五郎単身用待機宿舎新築工事 20～ 22 仙台市 RC 4/0 1,672 953 22 年内

南部地区職業教育拠点校新築工事 20～ 23 大河原町 RC、S
一部 SRC 3/0 9,200 7,019 23 年内

宮城第一高校舎改築工事 19～ 23 石巻市 RC 4/0 10,872 6,927 23 年内
志津川高屋内運動場改築工事 19～ 22 南三陸町 S 1/0 1,584 935 22 年内
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2021（令和 3）年度 全国都道府県・政令指定都市の営繕関係予算概要

［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］15,622 百万円（継続含む）　［営繕関係総工事件数］94件
［営繕関係の重点施策・方針］／県有建築物の円滑な営繕事業の推進／県有建築物の計画的な保全の推進

仙台市
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
令和 3年度仙台市高砂（西）市営住宅 K-1、2
棟エレベーター設置及び外壁等改修工事 21～ 22 宮城野区 RC 4/0 1,236 592 22.11

仙台市立七北田中学校校舎増改築工事 21～ 23 泉区 RC 4/0 6,740 1,651 23.3
仙台市青葉区役所大規模改修工事 21～ 26 青葉区 SRC 10/2 16,130 649 26.1
仙台市泉文化創造センター大規模改修工事 21～ 23 泉区 SRC 3/2 12,949 1,210 23.12
［営繕関係職員数］事務系 0人、技術系 62人　　［営繕関係総予算金額］28,626 百万円（継続含む）　　［営繕関係総工事件数］247件
［営繕関係の重点施策・方針］市有建築物及び付属施設の建築及び修繕／長寿命化計画の推進

秋田県
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

あきた芸術劇場 19～ 21 秋田市 SRC一部
S 6/1 22,600 8,729

（21年度） 22.3

比内支援学校 18～ 22 大館市 RC 2/0 8,200 628
（21年度） 22.7

能代科学技術高等学校 19～ 23 能代市 RC一部 S 4/0 19,900 647
（21年度） 23.2

横手高等学校 20～ 25 横手市 RC 4/0 14,500 1,639
（21年度） 25.11

大曲高等学校 21～ 26 大仙市 RC 3/0 12,500 695
（21年度） 26.8

新複合化相談施設（仮称） 21～ 22 秋田市 RC 2/0 3,400 341
（21年度） 23.3

［営繕関係職員数］事務系人、技術系 35人　　［営繕関係総予算金額］18,887 百万円（継続含む）　　［営繕関係総工事件数］87件
［営繕関係の重点施策・方針］①県民に親しまれる建築物の計画／②利用者にやさしい建築物の推進／③環境にやさしい建築物の推進／
④県産材を活用した建築物の推進／⑤安全・安心に使える建築物の推進／⑥広報の充実／⑦公共建築物の環境マネジメントの推進／⑧
天井等耐震化の推進

山形県
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

庄内総合高等学校改築整備工事 20～ 21 庄内町 RC 2/0 3,025 609
（21年度） 21.9

朝日学園寮改築その他工事 21年 大江町 W 1/0 475 418 22.3
［営繕関係職員数］事務系人、技術系 33人　　［営繕関係総予算金額］4,538 百万円（継続含む）　　
［営繕関係総工事件数］103件（内、設計・業務委託 36件）

茨城県
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
カシマサッカースタジアム屋根鉄骨修繕工事
（第 9期） 22～ 23 鹿嶋市 S 6/0 85,019 502 23.3

筑西保健所移転・改修工事 21 筑西市 RC/S 5/0 9,795 93 22.3
県立高校長寿命化改修工事 21 取手市他 － － － 1,752 22.3
中高一貫教育校設置関連工事 21 下妻市他 － － － 247 22.3
児童相談所施設改修工事 21 日立市他 － － － 142 22.3
［営繕関係職員数］事務系 3人、技術系 26人　　［営繕関係総予算金額］9,871 百万円（継続含む）　　［営繕関係総工事件数］189件

栃木県
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
警察本部庁舎空調設備ほか改修工事
（長寿命化） 21～ 22 宇都宮市 S 13/2 22,351 4,200 23.3

宇都宮産業展示館内外部改修工事 21～ 22 宇都宮市 RC 2/0 8,548 1,117 22.11
那須庁舎新築工事 20～ 22 大田原市 RC 5/0 7,500 4,600 23.3
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