
（令和 2 年 5 月１３日決議省略により理事会承認） 

令和元年度事業報告 

自 平成３１年 4 月  1日 

至 令和  ２年 3 月 31日 

 

第１ 一般事項 

 

１ 会員の状況 

   令和元年度の会員の異動状況は、次のとおりである。 

会員種別 
前年度末 

会員数 
入会数 退会数 増 減 

当年度末 

会員数 

正 会 員 943  76 125 △49 894 

 

賛助会員 

個人会員 43 0 3 △3 40 

法人会員 288 2 6 △4 284 

法人口数 322 2 6 △4 318 

 

２ 通常総会 

   第 8 回通常総会を令和元年 5 月 30 日（木）にアルカディア市ヶ谷（東京都千代田

区九段北）において開催し、平成 30 年度事業報告及び決算の承認、令和元年度事業計

画の報告等を行った。 

 

３ 理事会 

（１）第 30回理事会（定例）を令和元年 5月 15 日（水）に開催し、次の事項につい 

て議決した。 

   ①平成 30年度事業報告及び決算（案）について 

②平成 31 年度会員の入退会について ほか 

（２）第 31回理事会（臨時）を令和元年 5月 30 日（木）に開催し、次の事項について 

議決した。 

   ①一般社団法人公共建築協会役員の互選について 

（３）第 32 回理事会（定例）を令和元年 10月 28 日（月）に開催し、次の事項について 

報告を受けた。 

   ①令和元年度上半期決算関係について ほか 

（４）第 33回理事会（決議省略）を令和２年 3月 31 日（火）に開催し、次の事項につ 

いて議決した。 

①令和 2 年度事業計画（案）、収支予算（案）について 



②第９回通常総会の招集、議決権行使の委任について 

③令和元年度会員の入退会について ほか 

 

４ 委員会 

（１）総務委員会 

  理事会に提出する審議事項を検討するため、総務委員会を令和元年 5月 10 日 

（金）及び令和元年 10月 18 日（金）に開催した。 

（２）公益事業等運営懇談会 

  平成 25年度から従来の地区地方委員会を発展的に解消し、当協会の公益目的事業 

等に関し、幅広く関係行政機関等より意見等を収集するため、「一般社団法人公共建築 

協会公益事業等運営懇談会」を各地区に設置し、令和元年度も必要に応じて意見等の 

収集を行った。 

 

第２ 事業概要 

 

１ 研修等の実施 

（１）研修 

   共 催 （一財）全国建設研修センター 

場 所 全国建設研修センター研修会館（東京都小平市） 

研修コース 開催日 期間 参加者 

建築施工マネジメント  平成 31. 4.24 ～ 平成 31.4.26 3 日間  22 名 

建築工事監理Ⅰ 令和元 6.17 ～ 令和元 6.21 5 日間  61 名 

建築 RC構造 令和元 8.19 ～ 令和元 8.23 5 日間  42 名 

建築工事監理Ⅱ 令和元 9.30 ～ 令和元 10. 4 5 日間  98 名 

建築物の環境・省エネルギー 令和元 10.23 ～ 令和元 10.25 3 日間  16 名 

建築設備（空調）  令和元 10.28 ～ 令和元 11. 1 5 日間  64 名 

建築設計  令和元 11.11 ～ 令和元 11.15 5 日間  40 名 

建築設備（電気） 令和元 12.2 ～ 令和元 12. 6 5 日間  65 名 

（２）公共建築研究会 

 講演会 

テーマ：「災害と公共建築／平成から令和へ～安全・安心への願い」 

開催日：令和元年 11月 18 日（月） 

会 場：文化シヤッターBX ホール（東京都文京区） 

参加者：123名 

講 師：「災害と公共建築／平成から令和へ～安全・安心への願い」 

和田  章（東京工業大学名誉教授／公共建築協会公共建築賞審査委 

員会委員長） 



        「自然の営みと人の関わりから災害を捉える」 

宇根  寛（前国土交通省国土地理院地殻活動研究センター長） 

        「地域に寄り添う公共建築－西日本豪雨と三次市民ホール きりり－」 

青木  淳（東京藝術大学美術学部建築家教授／青木淳建築計画事 

務所代表） 

        「国土交通省官庁営繕部における災害への取組み」 

          佐藤 彰芳（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課長） 

（３）公共建築の日及び公共建築月間関連行事 

１） 中央行事 

  ア「公共建築の日」記念講演会 

     テーマ：「SDGｓ（Sustainable Development Goals）と建築」 

     主 催：公共建築の日及び公共建築月間実行委員会 
         [（一社）公共建築協会、（一財）建築保全センター、（一財）建築コスト管理システム研究所、（一社）文教施設協会] 

     開催日：令和元年 11月 11日（月） 

     会 場：文化シヤッターBXホール（東京都文京区） 

     参加者：140名 

講 師：「わが国における SDGｓの系譜」 

尾島 俊雄（早稲田大学名誉教授） 

「国連 17 の SDGｓと建築環境」～「SDGs 建築ガイド日本版」の出 

版にあたって～」 

岩村 和夫（東京都市大学名誉教授／日本建築家協会 SDGｓ 建築 

ガイド日本版特別委員会委員長） 

「環境建築・実現に向けての課題」 

佐々木 真人（㈱日本設計環境・設備設計群副群長） 

イ パネル展 

   テーマ：「公共建築における木材利用促進にかかる取り組み～もっと木を使おう」 

       主 催：国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課木材利用推進室 

       開催日：令和元年 11月 11日（月）～令和元年 11 月 22 日（金） 

       会 場：中央合同庁舎第 3 号館 

オ 令和元年度研究発表会／記念講演会 

       主 催：（一財）建築コスト管理システム研究所 

       開催日：令和元年 11月 6日（水）～令和元年 11月 7日（木） 

会 場：（一財）建築コスト管理システム研究所（東京都港区） 

参加者：37名 

講 師：【講演会】 

「建築と都市の発展を牽引する英国の公共建築」 

           南雲 要輔（ホプキンス・アーキテクツ プロジェクト・アーキテ 



クト）      

「BIM の普及に伴う建築プロジェクト全体への影響について」 

            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） 

【研究発表会】 

「建築コスト管理システム研究所の研究概要」 

   川元  茂（（一財）建築コスト管理システム研究所専務理事） 

「公共建築の発注者が企画段階で行う業務・検討内容について（試案）」 

－ 適切なコスト設定のために － 

   山口 浩史（（一財）建築コスト管理システム研究所審議役） 

「営繕積算システムを活用した建築工事費の研究」 

－２０１０年から現在までの価格の変動について－ 

   細谷 房夫（（一財）建築コスト管理システム研究所技術顧問） 

 カ 保全技術研究会・記念講演会 

   主 催：（一財）建築保全センター 

       開催日：令和元年 11月 21日（木） 

       会 場：建築会館ホール（東京都港区） 

       参加者：162名 

講 師：【記念講演】  

「時間の中の建築と前川國男の問い」 

               松隈  洋（京都工芸繊維大学教授） 

           【パネルディスカッション】 

           「戦略的な公共建築マネジメントの取り組み－公共施設等総合管理計画策 

定後の個別施設計画の現状と課題（その２）－」 

           事例１ 「施設包括管理とシンプルな公共施設マネジメント～個別

施設計画の二面性を踏まえて～」 

              松永 聡平（明石市総務局財務室財政健全化担当課長） 

事例 2 「日光市公共施設マネジメント計画実行計画の推進」 

小林 岳英（日光市財務部資産経営課長） 

（パネリスト） 

             飯島 健一（小平市教育部教育総務課課長補佐兼施設担当係長） 

            池澤 龍三（（一財）建築保全センター第三研究部次長） 

            小林 岳英（日光市財務部資産経営課長） 

           松永 聡平（明石市総務局財務室財政健全化担当課長） 

（コーディネーター） 

             山本 康友（（一財）建築保全センター理事・首都大学東京都市環 

境学部客員教授） 



         【研究発表】 

         「公共建築マネジメント状況調査報告」 

             山本 義貴（（一財）建築保全センター第二研究主任研究員） 

       「BIM オブジェクト標準の最近の動向」 

          十河  修（（一財）建築保全センター第一研究部長） 

「保全指導に関する最近の取組み」 

          伊藤 誠恭（国土交通省大臣官房官庁営繕部保全指導室長） 

 

２） 地方行事 

開催地 月 日 内  容 主催者等 開催場所 

北海道 
7/25 

～9/30 

●「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」

北海道地方実行委員会 ／後援：北海道開発

局、北海道、札幌市、江別市、石狩市、（一

財）北海道開発協会、（一社）北海道建築士

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 

ホームページでの応募のみ 

北海道 
7/1 

～9/30 
●「公共建築調査隊」 

主催：「公共建築の日」及び「公共建築月間」

北海道地方実行委員会 ／後援：北海道開発

局、北海道、札幌市、（一財）北海道開発協会 

ホームページでの応募のみ 

東 北 
11/1 

～11/29 

●巡回建築パネル展～公共建築関連事業

の紹介～ 

主催：「公共建築の日」及び「公共建築月間」

関連イベント実行委員会 ／共催：「公共建

築の日」及び「公共建築月間」東北地方協力

支援会議 

仙台市青葉通地下ギャラリー、

他 7 会場 

東 北 11/15 
●施設見学会～大震災から再建した公共

建築を紹介します～ 

主催：「公共建築の日」及び「公共建築月間」

関連イベント実行委員会 ／共催：「公共建

築の日」及び「公共建築月間」東北地方協力

支援会議 ／後援：女川町 

女川町庁舎 

東 北 11/26  
●施設見学会～山形県の魅力を発信する

新しい施設を紹介します～ 

主催：「公共建築の日」及び「公共建築月間」

関連イベント実行委員会 ／共催：「公共建

築の日」及び「公共建築月間」東北地方協力

支援会議 

山形県総合文化芸術館 

関 東 
11/3 

～11/4 

●公共建築の日イベントさいたま新都心

小学生絵画展 2019・公共建築パネル展・

体験工作 

主催：国土交通省関東地方整備局営繕部 ／

後援：埼玉県、さいたま市、さいたま市教育

委員会、（一社）公共建築協会、（一財）建築

保全センター、（一財）建築コスト管理シス

テム研究所、（一社）文教施設協会 

さいたま新都心合同庁舎 2 号館 

関 東 
11/1 

～11/12 
●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 庁舎 3

階渡り廊下） 

関 東 
11/11 

～11/15 
●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 階多目的プラザ 

関 東 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 

関 東 
11/1 

～11/30 

●公共建築月間 2019 公共建築キーワ

ードラリー 
主催：神奈川県官公庁営繕協議会 

秦野市、伊勢原市、南足柄市、箱

根町、真鶴町、湯河原町、小田原

市の公共施設 15 箇所 

関 東 11/14 

●「公共建築の日」記念講演会「これから

の木造公共施設」（講師：松永安光・（株）

近代建築研究所代表取締役） 

主催：千葉県公共建築等連絡協議会 ホテルプラザ菜の花 

関 東 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）茨城県建設業協会 他） 
笠松運動公園 

関 東 
11/9 

～11/15 
●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 階展示ギャラ

リー 

関 東 11/5 ●工事現場見学会 主催：群馬県公共営繕事業者連絡協議会 「G メッセ群馬」建設現場 

関 東 11/20 

●信濃美術館整備事業について 

「公共施設の整備における住民参加につ

いて」 

主催：長野県官公庁営繕技術連絡協議会、長

野県公立文化施設協議会、長野県 ／後援

（予定）：（一社）公共建築協会 

善光寺大勧進 紫雲閣（仮） 

関 東 11/11 ●公共建築工事現場見学会 主催：長野県官公庁営繕技術連絡協議会 明科南認定こども園建設現場 

関 東 11/20 ●公共建築パネル展 主催：長野県官公庁営繕技術連絡協議会 善光寺大勧進紫雲閣、ほか 

関 東 10/1～ 

●パネル展示「令和元年度住みよい県土

建設週間」住みよい県土建設功労者知事

表彰作品（営繕工事関係） 

主催：山梨県 県庁舎内パネル展示スペース 



北 陸 12/9 ●公共建築月間 現場見学会 主催：新潟県都市局土木部営繕課 施行中作業所 

北 陸 11/10 ●金沢城復元「匠の技」セミナー 
主催：石川県土木部営繕課、石川県の伝統的

建造技術を伝える会 

石川県金沢城公園内、兼六園管

理事務所内 

北 陸 11/30 ●金沢城鼠多門工事「第 3 回現場見学会」 主催：石川県土木部営繕課 金沢城公園内 鼠多門工事現場 

北 陸 
11/15 

～11/21 
●公共建築月間 パネル展 主催：石川県土木部営繕課、北陸地方整備局 石川県庁展望ロビー 

北 陸 11/10 
●「マリンピア日本海」バックヤードツア

ー 

主催：新潟市建築部公共建築第一課、新潟県

都市局土木部営繕課、北陸地方整備局営繕部 
マリンピア日本海 

中 部 
10/1 

～12/23 

●公共建築パネル展「自然災害から命を

まもる～公共建築技術者の仕事～」 

主催：「公共建築の日」「公共建築月間」中部

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 

岐阜県庁、静岡県庁、愛知県庁、

三重県庁、中部地方整備局（巡回

展示） 

中 部 11/10 

●「公共建築の日」記念講演会 

「建築デザイン革命～BIMさらにはAIの

活用」 

主催：静岡県公共建築推進協議会、（一社）

日本建築学会東海支部静岡支所 

静岡県男女共同参画センター

（あざれあ） 

中 部 11/18 

●「公共建築の日」及び「公共建築月間」

中部地区イベント「自然災害から命をま

もる～公共建築技術者の仕事～」 

・見学会：減災館で「体感・納得！」 

・講演会：基調講演「建築が直面する自然

の脅威とその対策」（講師：福和伸夫 

・名古屋大学教授）・リレートーク：「公共

建築技術者のとりくみ」 

主催：「公共建築の日」「公共建築月間」中部

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 

名古屋大学減災館 

近 畿 11/22 

●公共建築の日及び公共建築月間・講演

会 

基調講演「かわりゆくニーズ～進化する

公共建築～」／事例紹介「大阪城公園の変

遷」／事例紹介「大阪城パークマネジメン

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」 

主催：（一社）公共建築協会近畿事務局 ／

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 

大阪歴史博物館 4 階講堂 

「ミライザ大阪城」  

中 国 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 

鳥取県立中央病院 

中 国 
10/18 

～10/20 
●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、「公共建築の日」及び「公共建築月間」

中国地方実行委員会 ／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 

島根県庁舎・県庁周辺 

中 国 
11/9 

、11/23 

●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）岡山県建築士会、（一社）岡

山県建築士事務所協会、（公社）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 

大原美術館、有燐荘、倉敷国際ホ

テル 

中 国 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 

岡山市オリエント美術館 

中 国 
11/8 

～11/16 

●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、「公共建築の日」及び「公共建築月

間」中国地方実行委員会 ／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 

国立広島原爆死没者追悼平和祈

念館、広島県庁舎、広島市立基町

高等学校、ほか広島市内施設 



中 国 11/9 
●はぎ 公共建築 お宝さがしクイズラ

リー 

主催：山口県、「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：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、山口県地域を支える建設

産業担い手確保・育成協議会 ／協力：NPO

法人まちのよそおいネットワーク、山口近代

建築研究会、山口大学工学部生活空間デザイ

ン学研究室、（一社）山口県建築士会青年・

女性委員会 

萩市民館、萩市役所、萩県立美術

館・浦上記念館、萩明倫学舎（予

定） 

四 国 11/19 
●公共建築講演会「公共建築物における

木材活用について」 

主催：「公共建築の日」及び「公共建築月間」

四国地方実行委員会 ／後援：国土交通省四

国地方整備局 

サンポートホール高松 

四 国 
11/18 

～11/22 
●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 ／

共催：「公共建築の日」及び「公共建築月間」

四国地方実行委員会 

高松サンポート合同庁舎 低層

棟 アイプラザ 

九 州 11/6 
●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～ 

主催：熊本公共建築フォーラム 2019 実行

委員会、（一財）熊本県建築住宅センター（実

行委員会構成：国土交通省九州地方整備局、

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 

熊本城ホール 2階シビックホー

ル 

九 州 
10/18 

～10/20 

●2019 かごしま住まいと建築展「魅力

あるかごしま 楽しめる住まいづくり～

温故知新！みんなで考える令和の住まい

～」 

主催：鹿児島県ゆとりある住まいと街づくり

推進協議会（鹿児島県、鹿児島市、鹿児島県

住宅供給公社、（一社）鹿児島県建設業協会、

（公社）鹿児島県建築士会、（一社）鹿児島

県建築士事務所協会、（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） 

かごしま県民交流センター（鹿

児島市山下町 14 番 50 号） 

沖 縄 
11/1 

～11/29 
●公共建築パネル展 

主催：「公共建築の日」及び「公共建築月間」

沖縄地区実行委員会、（一社）公共建築協会

沖縄地区事務局、（公社）沖縄県建築士会、

（一社）沖縄県建築士事務所協会、（公社）

日本建築家協会沖縄支部、（一社）沖縄県設

備設計事務所協会 ／後援：内閣府沖縄総合

事務局、沖縄県、那覇市 

サンエー那覇メインプレイス店

（11/1～10）、那覇第 2 合同庁

舎 2 号館（11/11～15）、那覇

市役所（11/18～22）、沖縄県

庁（11/25～29） 

沖 縄 11/6 ●施設見学会「カフーナ旭橋」 

主催：「公共建築の日」及び「公共建築月間」

沖縄地区実行委員会、（一社）公共建築協会

沖縄地区事務局、（公社）沖縄県建築士会、

（一社）沖縄県建築士事務所協会、（公社）

日本建築家協会沖縄支部、（一社）沖縄県設

備設計事務所協会 ／後援：内閣府沖縄総合

事務局、沖縄県、那覇市 

カフーナ旭橋 

沖 縄 11/18 

●第 11 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 

・表彰式および作品展示 

主催：沖縄県建設業協会青年部会 ／後援：

内閣府沖縄総合事務局、沖縄労働局、沖縄県、

沖縄県市長会、沖縄県町村会 ／協賛：（一

社）公共建築協会 

沖縄県庁 

沖 縄 11/22 

●記念講演会「公共のみらい」 

 講師：内藤 廣（東京大学名誉教授、㈱

内藤廣建築設計事務所） 

主催：「公共建築の日」及び「公共建築月間」

沖縄地区実行委員会、（一社）公共建築協会

沖縄地区事務局、（公社）沖縄県建築士会、

（一社）沖縄県建築士事務所協会、（公社）

日本建築家協会沖縄支部、（一社）沖縄県設

備設計事務所協会 ／後援：内閣府沖縄総合

事務局、沖縄県、那覇市 

那覇市ぶんかテンブス館 

 

２ 地方講習会等 

（１） 全国共通事業 

講習会等名称 期  間 開催地 受講者数 

｢良質な公共建築の整備を目指して―令和２年度新営予算単価と設計

料算定―｣説明会 

元.6.26 

～元.7.26 
10 都市 1,002 名 

「公共建築工事標準仕様書（建築工事編/電気設備工事編/機械設備工 元.5.29 34 都市 5,028 名 



事編）平成 31 年版」講習会 ～元.9.13 

「建築工事監理指針（令和元年版）」、「電気設備工事監理指針（令和元

年版）」、「機械設備工事監理指針（令和元年版）」講習会 

元.11.5 

～2.2.14 
18 都市 2,770 名 

（２）地区単独事業 

地 区 講習会等名称 期 間 開催地 区 分 

近 畿 
第 29 回大阪府公共建築設計コンクール 

（あすなろ夢建築） 

2.1.8 

～2.1.15 
大阪府 協 賛 

 

３ 公共建築賞 

 

[第 17 回公共建築賞] 

  第17回公共建築賞を次のとおり実施した。 

     令和元年5月30日（木）   記者発表・募集要項公開（ＨＰ等） 

          ６月 1日（土）   作品応募受付開始 

           9月17日（火）    作品募集締切り（応募総数88点） 

     令和元年９月 

       ～ 令和２年1月 第1回地区審査委員会・現地調査 

     令和元年12月 

       ～ 令和2年1月   第２回地区審査委員会（各地区推薦作品32点を決定） 

 

４ 機関誌の発行 

（１）「公共建築」（2 回／年）を次のとおり発刊した。 

216 号「長寿命化と最適化のさらなる推進」平成 31 年 4月発行 

217 号「公共建築で振り返る「平成」」令和元年 10 月発行 

（２）「公共建築ニュース」を毎月１回発刊した。 

 

５ 調査研究等 

（１）調査研究受託業務を次のとおり実施した。 

    下記のとおり 12 件を受託した。 

 

委 託 者 業   務   名 

国土交通省（官庁営繕部） 
①2019 年度官庁施設におけるエネルギー情報の計測・評価

方法に関する調査検討業務 

国土交通省（官庁営繕部） 
②2019 年度官庁施設における木造建築物の施工管理・工事

監理に関する調査検討業務 

国土交通省（官庁営繕部） 
③令和元年度官庁施設における照明設備設計手法の高度化に関

する調査検討業務 



（独法）国立美術館 

    （国立西洋美術館） 

④国立西洋美術館総合改修その他工事（防水更新・前庭整備及

び企画展示館空間熱源等更新）に係る設計者選定支援及び施工

者選定支援等業務 

天草市 
⑤（仮称）御所浦白亜紀博物館建築及び展示に係る公募型プロ

ポーザル方式による設計者選定支援業務 

（公財）日本食肉流通センター 
⑥公益財団法人日本食肉流通センター新部分肉流通施設等設計

に係る支援業務 

（一財）建築コスト管理システ

ム研究所 
⑦平成 31 年度設計者情報システムの管理・運営等業務 

（一財）建築コスト管理システ

ム研究所 
⑧2019 年度営繕積算システムＲＩＢＣ2 講習会業務 

（一財）全国建設研修センター ⑨研修センター3 号館建替事業設計者選定支援業務 

（一財）全国建設研修センター 
⑩研修センター3 号館等建替事業による基本設計に係る支援業

務 

(株)東日本銀行 ⑪東日本銀行施設等の整備に関する支援業務  

（一財）建築コスト管理システ

ム研究所 
⑫令和元年度営繕積算システムの一次単価データの整理業務 

（２）「公共建築工事品質確保技術者(Ⅰ)・(Ⅱ)」の資格試験を実施した。また、「公共建築 

工事品質確保技術者活用モデル事業」の事前調査のため、要望のあった地方公共団体等 

２団体に当協会公共建築工事品質確保技術者（Ⅰ）の資格を有する職員を派遣した。 

     募集期間  令和元年 6月 10日（月）～令和元年 8月 20日（火） 

     面接試験  令和元年 10月 5日（土）～令和元年 11月 23日（土） 

     実施会場  東京、仙台、名古屋、大阪、広島 

     申込者数  （Ⅰ） 11名 （Ⅱ） 16 名 

     合格者数  （Ⅰ） 11名 （Ⅱ） 15 名 

 

６ 建築材料等の品質性能評価事業 

建築材料・設備機材等の品質性能評価事業を次のとおり実施した。 

（１）令和元年度に実施した随時評価の評価書の交付 

     建築材料等          2件 

     電気設備機材等          2件 

     機械設備機材等         1件 

（２）令和元年度に実施した材料等の更新評価書の交付 

     建築材料等               116件  

     電気設備機材等        66 件 

     機械設備機材等         104 件 

 

７ 公共建築設計者情報システム事業 

（１）公共建築設計者情報システム（ＰＵＢＤＩＳ）令和元年度版を利用発注機関等に提供した。 



    掲載データ数（令和 2年 3月現在）   

設計事務所数           1,189 社 

      [内 平成 30 年度の年間情報掲載申込（新規）事務所数 23 社] 

技術者数           22,315 人 

        業務カルテ数         37,981 件 

       業務実績数          36,809 件 

（２）令和元年度利用発注機関（順不同） 

利用機関数 174団体 

国土交通省（各地方整備局等を含む）、法務省、宮内庁、環境省（各地方局を含む）、

防衛省（各地方局を含む）、都道府県、政令指定都市、（独）都市再生機構等 

 

８ 営繕工事関係技術図書の刊行 

  次の図書の編集及び発行を行った。 

     建築材料等評価名簿 令和元年版  

設備機材等評価名簿 令和元年版 

公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 平成 31 年版 

公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 平成 31 年版 

公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 平成 31 年版 

公共建築木造工事標準仕様書 平成 31 年版 

建築工事監理指針（上・下） 令和元年版 

電気設備工事監理指針 令和元年版 

機械設備工事監理指針 令和元年版 

公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 平成 31 年版 

公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 平成 31 年版 

建築工事施工チェックシート 令和元年版 

電気設備工事施工チェックシート 令和元年版 

機械設備工事施工チェックシート 令和元年版 

木造計画・設計基準及び参考資料 平成 31 年版 

構内舗装・排水設計基準及び参考資料 平成 31年版 

官庁施設の設計業務等積算基準と業務量の算定 平成 31年版 

公共建築設計業務委託共通仕様書／建築工事監理業務委託共通仕様書平成 31 年版 

 

９ 営繕関係資料の発行 

   次のとおり発行を行った。 

     令和 2年度新営予算単価ほか及び参考資料 

     



10 概 括 

当年度は、調査研究受託事業及び公共建築設計者情報システム（ＰＵＢＤＩＳ）が予算を上

回る収益を計上したものの、出版等事業、地方事業講習会等事業及び材料等評価事業の各

事業の収益が予算に対して未達となり、その結果、事業収益は 862 百万円の予算に対し

812 百万円となった。一方、経常費用は、796 百万円の予算に対し、60 百万円下回る

73６百万円となった。この結果、経常収支増減額は 7５百万円のプラスとなり、予算見

込みの 65 百万円を超える結果となった。 

これは、出版等事業における「建築工事標準仕様書」、「建築工事監理指針」などの出版

物の収益の鈍化を、「工事写真撮影ガイドブック」、「建築設備工事設計基準」などの収益

が補ったこと、調査研究受託事業などの他事業が収益を伸ばしたこと、及び費用支出の抑

制などによるものであり、従来から取り組んでいる事業の拡充、事業相互の補完による均

衡のとれた事業運営の一定の成果と考えられる。 

令和 2 年度においては、新型コロナウイルスの感染拡大などによる不確実性が顕在化

してきており、引き続き新規事業の拡充、既存事業の安定的な展開などに配慮し、一層の

財務体質の強化に努めたい。 

 

（参 考）令和元年度及び平成 28 年度決算比較 

単位：千円 

 令和元年度 
平成 28年度決算 

決 算 予 算 

出版等事業 421,869 470,000 453,091 

調査研究受託事業 73,877 60,000 31,247 

次世代研究会事業 0 0 13,680 

材料等評価事業 88,058 95,000 93,664 

地方事業講習会等事業 162,846 180,000 176,325 

情報事業（PUBDIS） 44,431 41,000 34,083 

その他の事業等 21,264 16,300 19,383 

経常収益計 812,345 862,300 821,473 

経常費用計 736,558 796,510 743,791 

経常収支増減額 75,787 65,790 77,682 

備 考 建築工事標準仕様書平成 31 年版ほか発売 
建築工事標準仕様書平成 28 年版

ほか発売 

 

 



事業報告関係附属明細書 

 

令和元年度事業報告には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条第2項

及び同法施行規則第34条第3項に定める附属明細書に記載すべき事業報告の内容を補足す

る重要な事項が存在しないので、これを記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


