
 

（平成 30 年 5 月 16 日理事会承認） 

平成 29 年度事業報告 

自 平成 29 年 4 月  1 日 

至 平成 30 年 3 月 31 日 

 

第１ 一般事項 

 

１ 会員の状況 

   平成 29 年度の会員の異動状況は、次のとおりである。 

会員種別 
前期末 

会員数 
入会数 退会数 増 減 

当期末 

会員数 

正 会 員 1,014  90 128  △38 976 

 

賛助会員 

個人会員 48 1 3   △ 2 46 

法人会員 301 3 10 △ 7 294 

法人口数 336 3 11 △ 8 328 

 

２ 通常総会 

   第 6 回通常総会を平成 29 年 5 月 30 日（火）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 28 年度事業報告及び決算の承認、平成 29 年度事

業計画の報告等を行った。 

 

３ 理事会 

（１）第 19 回理事会を平成 29 年 5 月 15 日（月）に開催し、次の事項について議決し 

た。 

   １）平成 28 年度事業報告並びに決算について（業務執行理事の業務報告を含む。）                                    

   ２）平成 28 年度公益目的支出計画実施報告書について 

   ３）第 6 回通常総会議案について 

   ４）利益相反取引の承認について 

   ５）会員の入会について 

（２）第 20 回理事会（決議省略）を平成 29 年 5 月 30 日（火）に開催し、次の事項に 

ついて議決した。 

   １）業務執行理事選任 

   ２）業務執行理事の兼務（副会長が専務理事を兼務する件） 

（３）第 21 回理事会を平成 29 年 11 月 1 日（水）に開催し、次の事項について報告、 



審議を行った。 

   1）平成 29 年度上半期決算関係について 

2）協会発行図書の現状について 

（４）第 22 回理事会（決議省略）を平成 30 年 2 月 26 日（月）に開催し、次の事項

について議決した。 

   １）公共建築協会役員候補者選考委員会委員の選任について 

 （５）第 23 回理事会を平成 30 年 3 月 29 日（木）に開催し、次の事項について議決

した。 

１）平成 30 年度事業計画（案）及び平成 30 年度収支予算（案）について 

２）第７回通常総会の開催について（議決権行使方法の決定を含む。） 

３）利益相反取引の承認について 

 

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、総務委員会を平成 29 年 5 月 12 日

（金）、平成 29 年 10 月 30 日（月）及び平成 30 年 3 月 28 日（水）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、平成 29 年度も必要に応じて意

見等の収集を行った。 

（３）一般社団法人公共建築協会役員候補者選考委員会 

一般社団法人公共建築協会役員候補者選考委員会は、協会総会において選任すべき 

理事及び監事の候補者を選考する任意の機関として、協会理事会の下に平成 25 年 2 

月 14 日に設置され、同委員会の委員として３名が委嘱されたが、本年 2 月に岡田

今朝紀委員（日本建設インテリア事業協同組合連合会専務理事）より退任の申し出が

あり、第 22 回理事会（決議省略）において緒方瑞穂氏（株式会社緒方不動産鑑定事

務所代表取締役、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会顧問）を新たに選任

した。 

 

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 名 開 催 日 期 間 受講者数 

建築施工マネジメント 29.4.26 ～ 29.4.28 3 日間  24 名 

建築工事監理Ⅰ      5.15 ～   5.19 5 日間  51 名 

建築設備（空調） 7.24 ～  8. 1 9 日間  64 名 

建築 RC 構造 8.21 ～   8.25 5 日間  42 名 

建築工事監理Ⅱ 10. 2  ～  10. 6 5 日間 104 名 

建築物の環境・省エネルギー 10. 10 ～ 10. 12 3 日間 25 名 

建築設計     11.13 ～ 11.17 5 日間 45 名 

建築設備（電気） 12.4 ～  12. 8 5 日間 65 名 

（２）公共建築研究会 

 講演会 

    テーマ：「未来に遺す公共建築―歴史的建築物の保存・再生・活用」 

  開催日：平成 29 年 11 月 17 日（金） 

  会 場：東京消防庁スクワール麹町（東京都千代田区） 

参加者：134 名 

  講 師：藤岡洋保（東京工業大学名誉教授） 

小島康弘（富岡市経済建設部都市計画課長） 

藤井健太郎（富岡市経済建設部建築課長） 

小林裕幸（（公財）文化財建造物保存技術協会 事業部設計室設計課長） 

柳沼 茂（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課 統括工事検査官） 

（３）次世代公共建築研究会 

１）次世代公共建築研究会フォーラム 2017 

  共 催：次世代公共建築研究会、（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 

開催日：平成 29 年 8 月 24 日（木） 

会 場：木材会館ホール（東京都江東区） 

参加者：132 名 

構 成： 

第Ⅰ部 研究会各部会活動報告 

第Ⅱ部 パネルディスカッション「次世代公共建築研究会成果の普及に向けて」 

講 師：  

尾島 俊雄 座長、早稲田大学名誉教授、(一財)建築保全センター理事長 

深尾 精一 リノベーション・コンバージョン部会長、首都大学東京名誉教授 

伊香賀俊治 超グリーン建築部会長、慶応義塾大学教授 

安田 幸一 IFC／BIM 部会長、東京工業大学大学院教授  



北川原 温 木造建築部会長、東京藝術大学教授 

鈴木 千輝  (一財)建築保全センター専務理事 

２）次世代公共建築研究会超グリーン建築部会海外調査 

  わが国における ZEB や知的生産性の向上に寄与する超グリーン建築の導入、推進 

について、シンガポールなどの先行する東南アジア諸国の取組みを調査し、2016 年 

に成立した IR 推進法を視野に IR と超グリーン建築との関わりについてもその取組 

を調査し、わが国への教訓と示唆を得るべく、「次世代公共建築研究会 IR・超グリー 

ン建築調査団」を編成し、学術機関との討論等を行い、その成果を「超グリーン建築・ 

IR 調査団アジア視察報告書」として取りまとめ刊行した。 

   調査日程 平成 29 年 9 月 24 日（日）～平成 29 年 10 月 1 日（日） 

   団 長  尾島 俊雄 次世代公共建築研究会座長（早稲田大学名誉教授） 

   副団長  伊香賀俊治 超グリーン建築部会長（慶応義塾大学教授） 

訪問先  シンガポール国立大学、シンガポール建築建設局、クアラルンプール

市役所、マリーナベイ・サンズ、海南島ほか 

   参加者  14 名 

 ３）次世代公共建築研究会報告書の刊行 

各部会における研究成果の取りまとめ、普及の一環として、「主として建築設計者

のための BIM ガイド」（平成 29 年 5 月発行：次世代公共建築研究会 IFC／BIM 部

会）を、「超グリーン建築・IR 調査団アジア視察報告書」（平成 30 年 3 月発行：

次世代公共建築研究会超グリーン建築部会）を刊行した。 

（４）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：「公共建築の新たな価値をめざして―公共建築工事の発注者の役割」 

     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：平成 29 年 11 月 10 日（金） 

     会 場：文化シヤッターBX ホール（東京都文京区） 

     参加者：130 名 

講 師：【基調講演】 

「公共建築工事の発注者の役割」 

大森 文彦（弁護士・東洋大学法学部教授・社会資本整備審議会建

築分科会官公庁施設部会部会長） 

【対談】 

「公共建築工事の発注者の役割とは」 



大森 文彦 

川元  茂（国土交通省大臣官房官庁営繕部長） 

藤田 伊織（（一社）公共建築協会副会長兼専務理事） 

  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：平成 29 年 11 月 1 日（水）～平成 29 年 11 月 30 日（木） 

       会 場：中央合同庁舎第 3 号館 

ウ 平成 29 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：平成 29 年 11 月 7 日（火）～平成 29 年 11 月 8 日（水） 

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：31 名 

講 師：【講演】 

「ICT 技術の進歩により生じる建設産業の変化について」 

石田 航星（工学院大学建築学部教授） 

           「公共建築工事の積算をめぐる最近の話題と各種取組」 

         谿花 範泰（国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課営繕積算高度化対 

策官）           

【研究発表会】 

「公共工事の入札結果に関する考察」 

 森本 文忠（（一財）建築コスト管理システム研究所参事） 

「多様な入札・契約方式に関する調査・研究」 

 橋本 和明（（一財）建築コスト管理システム研究所総括主席研究員） 

 エ 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：平成 29 年 11 月 30 日（木） 

       会 場：建築会館ホール（東京都港区） 

       参加者：158 名 

講 師：【記念講演】 

「カルチュラルサステナビリティ（文化的持続可能性）」 

             新居 千秋（新居千秋都市建築設計代表取締役、東京都市大学客員教授） 

           【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－個別施設計画へのステッ

プ―」 

          （パネリスト） 



          江戸 将聖（青森県総務部行政経営管理課主幹） 

          上森 貞行（盛岡市財政部資産経営課主査） 

          中西 真記（八尾市政策企画部政策推進課係長） 

          池澤 龍三（（一財）建築保全センター保全技術研究所第三研究部次長） 

          （コメンテーター） 

                  小松 幸夫（早稲田大学理工学術院創造理工学部教授） 

         山本 康友（首都大学東京都市環境学部客員教授） 

（コーディネーター） 

           寺本 英治（（一財）建築保全センター理事・保全技術研究所長） 

         【報告会】 

         「公共建築マネジメント状況調査の報告」 

           井上 高秋(（一財）建築保全センター保全技術研究所第一研究部長) 

       「ベンチマーク研究会の報告―会議室等の利用分析と改善提案―」 

        門脇 章子（（一財）建築保全センター保全技術研究所第三研究部専門 

員） 

          「健全性の評価の簡易な劣化診断の中間報告」 

植木 暁司（国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室長） 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２） 地方行事 

地区 開催 実施名称 主催者等 会場等 

北 

海 

道 

9/25 ●さっぽろ子供情報誌・巻頭特集「公共建築」 監修／「公共建築の日」及び「公共建築月間」北

海道地方実行委員会 

札幌市内全小学生に配布の他、市内

各所に配架 

10/21 ●「公共建築の日」フェスティバル 

2017 in モエレ 

・ダンボールシティをつくろう! 

・積み木のまちづくり 

・作ってみよう!ものづくり体験（電線・木工細工ほか） 

・ぬりえでまちづくり 

・公共建築パネル展 

・公共建築クイズ ほか 

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、北海道開発局 後援／北海

道、札幌市、江別市、石狩市、（国大）北海道大

学、（一社）北海道建築士会、（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、（一財）北海道

開発協会、北海道建具工業協同組合連合会 

札幌市モエレ沼公園ガラスのピラミ

ット 

10/28 ●「公共建築の日」フェスティバル 

 2017 in 釧路 

・飛び出すたてものを作ろう 

・たてものまちがいさがし 

・グラグラ建物チャレンジカップ 

・地下免震装置見学会 

・公共建築パネル展 ほか 

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、北海道開発局 後援／釧路

総合振興局、釧路市、釧路市こども遊学館、釧路

地方気象台、（一社）北海道建築士会釧路支部、

（一社）北海道建築士事務所協会釧路支部、（一

社）釧路建設業協会、（一財）北海道開発協会 

釧路地方合同庁舎アトリウム 

11/1～ 

11/6 

●公共建築パネル展 

●「公共建築の日」フォトコンテスト作品展 

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、北海道開発局 後援／北海

道、札幌市、江別市、石狩市、（国大）北海道大

学、（一社）北海道建築士会、（一社）北海道建

築士事務所協会札幌支部、（一財）北海道開発協

会 

大通ビッセ 

11/9 ●「公共建築の日」フォーラム 

・基調講演「人口減少時代の公共建築ストックの活用」 

・パネルディスカッション「既存建築を利用した地域の再

生～廃校の有効活用～」 

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、北海道開発局 後援／北海

道、札幌市、江別市、石狩市、（国大）北海道大

学、（一社）北海道建築士会、（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、（一財）北海道開発協会 

札幌エルプラザ札幌市男女共同参画

センター 

東 

北 

10/30 

～12/1 

●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 

仙台市青葉通り地下ギャラリー、他

7会場 

11/9 ●施設見学会 

～津波被災施設の再建～ 

石巻港湾合同庁舎、宮城県石巻合同

庁舎、ほか 

関 

東 

11/4・5 ●公共建築の日イベント 

・さいたま新都心小学生絵画展2017 

・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 

11/1～ 

10 

●公共建築パネル展 主催／東京第一営繕事務所 共催／埼玉県 埼玉県庁 

11/20 

～26 

●公共建築パネル展 主催／東京第二営繕事務所 千葉県庁 

（1階連絡通路） 

11/2～ 

10 

●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 

11/1～ 

11/30 

●2017公共建築月間写真コンテスト（展示） 主催／神奈川県官公庁営繕協議会 鎌倉市・逗子市・葉山町・横須賀市・

三浦市の公共施設13個所 

11/10 

11/13 

●公共建築工事現場見学会（対象:高校生） 主催／長野県官公庁営繕技術連絡協議会 後援／

（一社）公共建築協会 

長野市、大町市の 

公共施設 

11/17 ● 公共建築講演会「今、公共建築に求められるもの」 

● 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 

後援／（一社）公共建築協会 

あがたの森文化会館 

11/1 ●東京都建築技術発表会 主催／東京都財務局 都民ホール 

11/17 ●「公共建築の日」記念講演会『公共施設マネジメントと

して考える「省エネ・省コスト・温暖化防止」』 

●施設見学会『キッコーマンアリーナ』（流山市） 

主催／千葉県公共建築等連絡協議会 講演:ホテルプラザ菜の花 

見学会:キッコーマンアリーナ 

10/29 ●建設フェスタ 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 

 

11/11 

～

11/17 

●公共建築パネル展 主催／宇都宮営繕事務所、栃木県公共建築連絡協

議会共催 

栃木県庁本館15階展示ギャラリー 

11下旬 ●工事現場見学会（富岡市新庁舎） 主催／群馬県公共建築・住宅整備事業者連絡協議

会 

富岡市新庁舎 

9/25～ ●パネル展示「平成29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 

11/5～ 

17 

●公共建築パネル展（新潟会場①） 主催／北陸地方整備局営繕部 新潟県佐渡市（サンテラ佐渡スーパ

ーアリーナ） 

11/23

～ 

27 

●公共建築パネル展（新潟会場②） 主催／北陸地方整備局営繕部・新潟県 新潟市（新潟県スポーツ公園 レスト

ハウス 休憩ホール） 

11/27 ●公共建築パネル展（富山会場） 主催／北陸地方整備局金沢営繕事務所 富山市（富山市内の公共施設）（予



～ 

30 

定） 

12/1～ 

4 

●公共建築パネル展（石川会場） 金沢市 

（石川県庁展望ロビー） 

11/16 ●工事現場見学会（専門学校生対象） 金沢市 

（石川運輸支局工事現場） 

11/1 ●高校生の建築現場見学会 主催／富山県建設技術協会 富山県立大学看護学部施設整備工事

現場他2カ所 

11/7 ●高校生の建築現場見学会 富山県薬事研究所未来創薬開発支援

センター新築工事現場他2カ所 

11/4 ●公開講座金沢城復元「匠の技」セミナー 主催／石川の伝統的建造技術を伝える会 金沢城公園内金沢城・兼六園管理事

務所 

11/11 ●建築からくりクイズラリーinりゅーとぴあ 主催／新潟市建築部公共建築第1課 新潟市民芸術文化会館（りゅーとぴ

あ） 

中 

部 

10/16

～ 

12/22 

●公共建築パネル展「東海4県における建築関係の表彰制

度」 

主催／「公共建築の日」及び「公共建築月間」中

部地方実行委員会 

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、

中部地方整備局（巡回展示） 

10/12 ●公共建築工事現場見学会（対象:岐阜女子短大） 主催／営繕部保全指導・監督室 岐阜県（岐阜裁判大垣支部） 

11/1 ●公共建築工事現場見学会（対象:岐阜高専） 

11/15 ●公共建築講演会「まちづくりに寄与する施設づくりを考

える」 

主催／「公共建築の日」及び「公共建築月間」中

部地方実行委員会 

JPタワー名古屋（名古屋市） 

11/30 ●「公共建築の日」記念講演会「建築のレガシー ～次世

代に残る公共建築はなにか～」 

主催／静岡県公共建築推進協議会及び（一社）日

本建築学会東海支部静岡支所 共催／（一社）公

共建築協会 

静岡県産業経済会館3階大会議室 

近 

畿 

11/14 ●公共建築の日及び公共建築月間・講演会「都市のコモン

ズの再構築」・パネル展示「第26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） 

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 

大阪府立労働センター（エル・おお

さか） 

11/28 ●公共建築の日及び公共建築月間・施設見学会「さかい利

晶の杜」 

さかい利晶の杜 

中 

国 

11/11 ●国重要文化財「仁風閣」建物見学及び講演会（タイトル

「仁風閣と鳥取の近代化」） 

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 

仁風閣 

11/4 ●松江歴史館の建物見学及び講演会 主催／島根県、「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／松江市 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 

松江歴史館 

11/3 ●「おかやま有名建築みてあるき」フォーラム～近現代建

築を「知る・観る・楽しむ」～ 

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・（一社）日本建築学会中国支部

岡山支所・（公社）日本建築家協会中国支部岡山

地域会・岡山建築設計クラブ）、（公社）岡山県

文化連盟、おかやま県民文化祭実行委員会、「公

共建築の日」及び「公共建築月間」中国地方実行

委員会 協力／（公社）岡山市スポーツ・文化振

興財団 後援／広島高等検察庁、広島法務局、広

島矯正管区、岡山市、倉敷市、津山市、（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 

天神山文化プラザ第二会議室 

10/23 

･24 

●「公共建築のリニューアル」パネル展 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 

岡山市役所1階市民ホール 

11/11 ●オープンハウス「新しい消防署・水道局を見学しよう」

（はたらく車・人・たてもの探検ツアー） 

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 

岡山市北消防署岡山市水道局 

11/10

～ 

11/12 

●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、（一社）

広島県建築士事務所協会、（公社）広島県建築士

会（予定） 

国立広島原爆死没者追悼平和祈念

館、広島県庁舎、広島城二の丸太鼓

櫓、広島大学附属中・高等学校講堂

ほか広島市内計18施設 

11/11 ●歴史散策・公共建築ミステリーツアーin下関 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、山口県地域を支

える建設産業担い手確保・育成協議会、（一社）

日本建築学会中国支部、（公社）日本建築家協会

中国支部協力／NPO法人まちのよそおいネット

ワーク、（一社）山口県建築士会下関支部青年部 

下関市唐戸地区の公共建築5施設 

（田中絹代ぶんか館、旧秋田商会、

下関南部町郵便局、旧下関英国領事

館、海響館） 

四 

国 

9/20 ●公共建築見学会「高松サンポート合同庁舎南館建設工事」 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南館 



11/7～ 

10 

●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 高松サンポート合同庁舎 

低層棟アイプラザ 

10/30 

～11/2 

●香川県の公共建築パネル展 主催／香川県 香川県庁1階ギャラリー 

11/13 

～

11/17 

●公共建築パネル展 主催／愛媛県 県庁第一別館1階 玄関ホール 

11/11 ●公共建築見学会「鬼北町庁舎」 主催／鬼北町 鬼北町庁舎本館 

九 

州 

10/20 

～

10/22 

2017かごしま住まいと建築展 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

公社他） 共催／国土交通省、鹿児島県教育委員

会他 

かごしま県民交流センター 

11/1～ 

11/30 

●公共建築パネル展 主催／九州地方整備局営繕部 福岡第2地方合同庁舎（玄関ホール） 

10/16

～ 

10/31 

●公共建築パネル展 主催／熊本県 熊本県庁地下通路 

12/10 ●くまもとアートポリス建築展2017 

シンポジウム 

主催／熊本県・くまもとアートポリス建築展

2017実行委員会 

熊本県庁地下大会議室 

11/15

～ 

2018/ 

1/8 

●くまもとアートポリス建築展2017 

展覧会 

熊本市現代美術館 

沖 

縄 

11/6～ 

12/1 

●公共建築パネル展 主催／「公共建築の日」及び「公建築月間」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

（11/6～13） 

・那覇市役所（11/13～17） 

・沖縄県庁（11/20～24） 

・那覇第2合同庁舎2号館（11/27

～12/1） 

11/8 ●記念講演会「公共性の構想」 

講師：原 広司（（株）原広司+アトリエ・ファイ建築研究

所） 

那覇市ぶんかテンブス館4階 テン

ブスホール 

11/11 ●施設見学会うるま市庁舎 うるま市庁舎 

11/20 ●施設見学会国立劇場おきなわ 国立劇場おきなわ 

11/13 ●第9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、沖縄県、沖縄労働局 協賛／（一

社）公共建築協会 

沖縄県庁 

 

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 

平成 30 年度新営予算単価と設計料算定  説明

会  

29.6.27 

～29.7.19 
10 都市 963 名 

公共建築工事標準仕様書に基づく建築/電気設

備/機械設備工事の施工管理（施工計画書作成要

領）平成 29 年版 講習会 

29.11.7 

～29.12.14 
10 都市 1,663 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 27 回大阪府公共建築設計コンクール 

（あすなろ夢建築） 

30.1.5 

～30.1.12 
大阪府 協 賛 

 

３ 公共建築賞 

[第 16 回公共建築賞] 

  第16回公共建築賞を次のとおり実施した。 

（１）スケジュール 



     平成２９年6月13日（火）   記者発表・募集要項公開（ＨＰ等） 

           ６月19日（月）   作品応募受付開始 

           9月30日（土）    作品募集締切り（応募総数102点） 

     平成29年10月 

       ～平成30年2月 第1回地区審査委員会・現地調査 

     平成30年1月 

       ～平成30年2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。 

212 号「歴史的建築物の保存・活用 ─制度、技術、まちづくりとの関わり─」平成

29 年 4 月発行 

213 号「公共建築工事の発注者の役割」平成 29 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 公共建築工事標準仕様書等平成 29 年度基礎調査資料作成業務 

国土交通省 
環境保全性を確保するための官庁施設の整備手法に関する調査

検討業務 

国土交通省 
H29 官庁施設における多様な木造建築物の整備手法等に関す

る調査検討業務 

国土交通省 
設計業務等委託料の算定手法に係る調査検討業務 

（Ｈ29、Ｈ30 年度） 

厚生労働省 建設工事の設計段階における労働災害防止対策の調査事業 

神奈川県 
横浜公共職業安定所横浜港労働出張所（寿庁舎）新営に係る業

務支援（平成 29 年度） 

（独法）国立美術館 
国立美術館中長期保全改修計画策定業者選定のための公告作成

等支援業務 

（独法）日本スポーツ振興

センター 
国立代々木競技場耐震改修工事総合評価審査支援業務 

（一財）全国建設研修セン

ター 

一般財団法人全国建設研修センター研修会館施設整備計画基礎

検討業務 

（一財）建築コスト管理シ

ステム研究所 
平成 29 年度営繕積算システムの一次単価データの整理業務 

（一財）建築コスト管理シ

ステム研究所 
平成 29 年度設計者情報システム管理・運営業務 

㈱東日本銀行 東日本銀行施設整備に関する支援業務  



（２）「公共建築工事品質確保技術者」の資格試験を実施した。 

     募集期間  平成 29 年 6 月 19 日（月）～平成 29 年 8 月 15 日（火） 

     面接試験  平成 29 年 10 月 14 日（土）～平成 29 年 11 月 18 日（土） 

     実施会場  東京、仙台、名古屋、大阪、福岡 

     申込者数  （Ⅰ種） 14 名 （Ⅱ種） 8 名 

     合格者数  （Ⅰ種） 14 名 （Ⅱ種） ８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）平成 29 年度に実施した随時評価の評価書の交付 

     建築材料等          3 件 

     電気設備機材等          3 件 

     機械設備機材等         0 件 

（２）平成 29 年度に実施した材料等の更新評価書の交付 

     建築材料等         94 件 

     電気設備機材等      476 件 

     機械設備機材等         89 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）平成29年度版を利用発注機関等に提供した。 

    掲載データ数（平成 30 年 3 月現在）   

設計事務所数           1,149 社 

      [内 平成 29 年度の年間情報掲載申込（新規）事務所数 30 社] 

技術者数           21,308 人 

        業務カルテ数         29,595 件 

       業務実績数          35,956 件 

（２）平成 29 年度利用発注機関（順不同） 

利用機関数 168 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 平成 29 年版  

設備機材等評価名簿 平成 29 年版  

営繕工事写真撮影要領平成 28 年版 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編（地 



業工事）及び解体工事編  

公共建築工事標準仕様書に基づく建築工事の施工管理（施工計画書作成要領）平成 

29 年版 

公共建築工事標準仕様書に基づく電気設備工事の施工管理（施工計画書作成要領） 

平成 29 年版 

公共建築工事標準仕様書に基づく機械設備工事の施工管理（施工計画書作成要領） 

平成 29 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 29 年版 

    

９ 営繕関係資料の発行 

  次のとおり発行を行った。 

    平成 30 年度新営予算単価資料 

 

10 発注者支援の取り組み 

   平成 29 年 1 月２０日に国土交通省社会資本整備審議会より「官公庁施設整備にお

ける発注者のあり方について―公共建築工事の発注者の役割―」が答申され、発注者支

援の重要性が指摘された。公共建築協会においては、従来から各事業を通じて発注者へ

の支援を行ってきているが、特に次の取り組みを行った。 

（１）答申において「本答申で示した発注者の役割に関する解説を作成する」とされている

のを踏まえて国土交通省大臣官房官庁営繕部が取りまとめた「公共建築工事の発注者

の役割 解説書」を刊行し、国、公共団体等全国の発注機関に無償で配布した。 

（２）次世代公共建築研究会各部会における研究成果のとりまとめ、普及の一環として、国、

公共団体等全国の発注機関に無償で配布するため、「主として建築設計者のための BIM

ガイド」（平成 29 年 5 月発行：次世代公共建築研究会 IFC／BIM 部会）を、「超グリ

ーン建築・IR 調査団アジア視察報告書」（平成 30 年 3 月発行：次世代公共建築研究

会超グリーン建築部会）を刊行した。 

 

11 概 括 

当協会の当年度の決算は、収益が当初予算で見込んだ 56 千万円を僅かに上回ったも

のの、新規に発行を予定する技術関係図書の編集作業、次世代公共建築研究会の成果の最

終とりまとめに向けての作業及び発注者支援に向けての資料集の刊行に要する費用など

が増加することになり、経常収支差額が３千万円ほどのマイナスとなった。しかしなが

ら、新規技術関係図書の編集などその収益の実現が次年度に持ち越されるものもあり、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。 

 



事業報告関係附属明細書 

 

平成29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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




