官 庁 営 繕
GOVERNMENT BUILDINGS SERVICE

国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure and Transport

官庁営繕とは
官庁施設に対する国土交通省の役割

OUTLINE

The Roles of the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MLIT) with Respect to Government Buildings

営繕とは「建築物の建築、修繕又は模様替え」のこと
をいいます。
国土交通省は、「官公庁施設の建設等に関する法律」
（以下「官公法」といいます。）に基づき、国家機関の
建築物の質の確保と均衡をはかるため技術基準類を策定
し、事務庁舎、研究所、教育文化施設、社会福祉施設等
を整備しています。施設の整備後は、官庁施設が常に適
正な機能・性能を維持できるよう保全指導や勧告を行っ
ています。
また、国民の共有財産である官庁施設に関して、良質
な施設及びサービスを効率的に提供し、公共建築分野に
おいて常に先導的な役割を果たすとともに、国家機関の
建築物についてのトータルコーディネーターとしての役
割を果たしています。
As indicated by its name, the fundamental role of the
Government Buildings Department is to construct, repair, and
modify government buildings. The Ministry of Land,
Infrastructure and Transport (MLIT) establishes technical
standards to secure and balance the qualities of the buildings of
government agencies in accordance with the Act concerning
Construction etc. of Government and Other Public Office
Facilities (hereinafter referred to as "Act concerning Public
Office Facilities"), and constructs and maintains office buildings,
research institutes, educational and cultural facilities, and
welfare facilities of the national government. After constructing
these facilities, the Ministry provides guidance and instructions
regarding facilities management and maintenance so that the
facilities managers of other government agencies will be able to
appropriately maintain the functions and capabilities of these
facilities.
MLIT efficiently provides high-quality facilities and
services for government and municipal office buildings that are
the common property of the people, constantly playing a
leading role in the field of public architecture as well as its role as
a total coordinator for the buildings of government agencies.
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The roles of the Ministry of Land, Infrastructure and Transport

営繕計画書に関する意見書制度の仕組み
Recommendation System for Building and Repair Plans

国土交通省は、官公法第９ 条の規定に基づき、毎年度
概算要求に先立ち、各省各庁の施設整備計画に対して、
｢国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構
造に関する基準｣に照らし、技術的な見地から意見を述べ
る、営繕計画書に関する意見書制度を運用しています。
本制度の実施により、国として統一的で均衡の図れた官庁
施設の整備を図ることを目的としています。
MLIT uses the recommendation system for building and
repair plans whereby opinions are presented from a technical
viewpoint, based on the Standards for Location, Scale and
Structure of National Organs' Buildings and Associated
Facilities, for each government agency's facilities development
plan prior to requesting its annual budgetary funds based on
Article 9 of the Act concerning Public Office Facilities. By means
of this system, MLIT aims to construct and maintain
government buildings that are unified and well balanced
throughout the country.
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What is the Government Buildings Department?

良質な官庁施設整備のために
For the Construction and Maintenance of High-Quality Government Buildings

すべての官庁施設における施設整備の基本方針として、「官庁施設の位置・規模・構造の基準」を
定めるとともに、防災・環境・福祉・情報化・品質確保などの各種施策を企画・立案し、社会のニー
ズに対応した施設整備を実施しています。

官庁施設の位置・規模・構造の基準
安全で安心できる国民生活の支援

地球環境保全の取り組み

高齢者・障害者等の利用への配慮

高度情報化社会への対応

まちづくりへの貢献

国民共有の資産としての官庁施設

社会的ニーズに対応
・耐震安全性の向上
・バリアフリー化
・シビックコア地区整備制度

また、積極的に国民や地域とのコミュニケーシ
ョンを図るなど、施設整備における事業の透明性・
効率性の向上に努めています。

OUTLINE

As the basic principle for the construction and
maintenance of all government buildings, MLIT
establishes the Standards for Location, Scale and
Structure of Government Buildings; prepares plans
dealing with various policies for disaster prevention, the
environment, welfare, advanced information systems,
and quality assurance;, and implements government
building construction to meet social needs.

施策

・グリーン庁舎の推進
・行政の情報化への対応
・ストックマネジメント技術
・官庁施設のPFI方式による整備

良質な官庁施設の整備
・アカウンタビリティの向上
・事業評価
・コミュニケーション型国土行政

・建設コストの縮減
・建設リサイクルの推進
・連携と民間活用の推進

施策

透明性・効率性の向上

MLIT has been making efforts to upgrade the
transparency of project processes related to facilities
construction and enhance work efficiency by actively
promoting communication, including with local residents
of the areas concerned.

コストと品質のバランス

安全で安心できる国民生活の支援
入札・契約手続きの一層の改善

循環型社会への対応

効率性と実施過程の透明性の確保

効率的・効果的な官庁営繕行政

For the construction of high-quality government buildings

官庁施設の計画的かつ効率的な保全のために
For Planned and Efficient Management and Maintenance of Government Buildings

国土交通省は、官庁施設の保全を計画的か
つ効率的に実施するため、「国家機関の建築
物等の保全に関する基準」や保全関連施策の
実施により、各省各庁に対して保全指導や支
援を行っています。

MLIT provides instructions and support to
each government ministry and agency so that they
can conduct planned and efficient management
and maintenance of government buildings based on
the Technical Standards for Maintenance and
Modernization of Government Buildings and other
measures related to facilities maintenance.

・執務環境及び安全性の向上
・長期的耐用性の確保
・ライフサイクルコストの低減
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・国家機関の建築物等の

・環境負荷低減への貢献

保全に関する技術的基準

・官庁施設のストック
マネジメント技術の確立

・官庁施設保全連絡 会議による
情報提供

各
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・文書による保全関連の情報提供
・保全実態調査
・建築保全業務共通仕様書等
の整備

For efficient management and maintenance
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まちづくりに寄与する官庁施設の整備
地域との連携の推進
Promotion of Cooperation with Local Communities

MEASURES

官庁施設は都市の中核施設であるとともに、地方生活圏における交流機能の拠点となる「地域の顔」として整
備されることが期待されています。
国土交通省は、官庁施設を地域の活性化のための資源として捉え、継続的な地域社会とのコミュニケーション
を図っています。また、それぞれの地域の特性やニーズを踏まえた地域と連携した取組みにより、地域の個性を
重視した、良好なまちなみづくりに貢献する施設整備を推進しています。

Government buildings are expected to be "local features" that become the center of exchange functions in local
communities as well as core facilities of urban areas. MLIT regards government buildings as resources for community
activation and has been promoting the construction of building facilities that contribute to the positive development of local
areas by placing emphasis on the individuality of the community. This is achieved by cooperating with the community based
on the characteristics and needs of the area and by maintaining communication with the local residents.

ワークショップ
Workshop

地域の歴史と文化に調和した高知地方法務局伊野支局(1997)
Ino Branch Office of Kochi District Legal Affairs Bureau harmonized
with local history and culture

広場等におけるイベント開催
Events in open space

良好な都市空間に配慮した青森官公庁街
Aomori government and municipal office district designed taking a high-quality urban space into consideration
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Construction of Government Buildings that Contribute to Community Development

シビックコア地区整備制度
Civic-Core Program

官公庁施設を核とする魅力と賑わいのあるまちづくりを推進することを目的とした「シビックコア地区整備
制度」により、国の施設と地方公共団体や民間の施設を総合的・一体的に整備し、快適で質の高いまちづくり
の実現へ貢献しています。現在、さいたま新都心、釧路、岡崎など14地区において、それぞれの地域の創意
工夫を生かした整備計画が策定されています。

MEASURES

MLIT contributes to the achievement of comfortable and high-quality community development by developing
government, municipal, and private facilities in a comprehensive and integrated manner in accordance with the Civic-Core
Program, so as to promote the advancement of attractive and dynamic communities with national and local government
buildings serving as the core. Presently, development plans have been approved using local original ideas and plans in 14
areas including the Saitama New Urban Area, Kushiro, and Okazaki.

活発に人の交流や情報の交換が行われる
新しい都市環境を提案
「さいたま新都心シビックコア地区」
The Saitama New Urban Civic Core,
representing a new urban environment that
encourages active communication and
information exchange among people

一団地の官公庁施設の整備
Development of Integrated Government and Public Office Facilities under the City Planning Act:

国土交通省は、官公庁施設を集約配置すること
を通じて、利便性の向上を図り良好な地域環境を
形成するため、都市計画法に基づく「一団地の官
公庁施設」の整備を進めており、これまでに霞が
関をはじめ、全国12地区で整備を進めています。

MLIT is promoting the development of national
and local government buildings as integrated
government and municipal offices under the City
Planning Act in order to improve convenience and
upgrade regional environments. Such development
projects have already been accomplished in 12
areas, including the Kasumigaseki Government
Buildings Cluster.

計画的な整備により調和のとれた都市環境を形成
一団地の官公庁施設（名城郭内団地・名古屋市）
Formation of a well-balanced urban environment by
planned development of integrated government and
public office facilities (Government Buildings Cluster,
Nagoya Castle Grounds)
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人にやさしい官庁施設の整備
Construction of Barrier-Free Government buildings

バリアフリー化の推進
Promotion of Barrier-Free Facilities

MEASURES

国土交通省では、少子・高齢社会の到来とともに、高齢者、障害者はもとより、すべての人が円滑かつ快
適に施設を利用できるよう、質の高いバリアフリー化に配慮した庁舎の整備を実施しています。既存官庁施
設についても計画的な改修を実施しており、今後、官庁施設のバリアフリー化率を 57％（H14）から 77％
（H19）にする計画としています。
また、更に質の高いバリアフリー化推進の先導的役割を果たすため、ユニバーサルデザインの考え方の導入
に向けた検討や基準類の充実を実施するとともに、周辺地域と一体的なバリアフリー化を推進するため、地方
公共団体等と連携したまちづくりを進めています。

With the advent of an aging society in which there are fewer children, MLIT has been constructing high-quality barrierfree government buildings so that everyone, including the elderly and people with disabilities, can safely and comfortably
use these facilities. MLIT has also been implementing the planned repairs of existing government buildings and intends to
improve the barrier-free rate of all government buildings from 57% in 2002 to 77% in 2007.
In order to achieve a leading role in the promotion of high-quality barrier-free building facilities, MLIT conducts studies
toward introducing the concept of universal design, prepares standards for universal design, etc., and promotes barrierfree facilities together with the surrounding area in collaboration with local governments and public organizations.

窓口業務事務室出入口の自動ドア
Automatic door at the entrance of a reception room

誰もが利用できる多機能トイレ
Multipurpose toilets suitable for all users
Gentle slope with handrails

緩やかな勾配の手すり付き階段

車いす使用者も楽に通過できる廊下

車いす利用者が使いやすい電話台
玄関出入り口の自動ドア

まちなみに配慮した憩いの空間
Resting place designed with consideration for
the surrounding landscape
車いす使用者の駐車スペース

質の高いバリアフリー化のイメージ図
Image of high-quality barrier-free facilities
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視覚障害者誘導用床材の敷設
緩やかな勾配の手すり付きスロープ
Tactile ground surface indications installed on floor
Gentle slope with handrails

安全なくらしを支える官庁施設の整備
Construction of Government Buildings to Support Safe Living

安全・安心の確保のために
Securing Safety and Peace of Mind

大規模災害時に広域的な防災活動の拠点となる
神戸防災合同庁舎（１９９９）
Kobe National Government Building for Disaster Prevention,
which will serve as a center for disaster prevention activities
at the time of a large-scale disaster (completed in 1999)

MLIT has established the Standards for General
Aseismic Plans and the Standards for General Aseismic
Diagnosis and Repair of Government Facilities, and
constructs buildings so as to secure comprehensive
earthquake-resistance of the entire structure. In addition,
the Ministry is reinforcing and repairing existing
government buildings giving priority to those having a
higher level of urgency, and plans to improve the
proportion of earthquake-resistant buildings among
those designated as disaster prevention centers from
66% in 2003 to 69% in 2007. MLIT is also promoting the
improvement of facilities that will serve as disaster
prevention centers at the time of a disaster by applying the
Civic-Core Program, so that the central government
responsible for disaster prevention, municipalities, local
governments, and other related public agencies will be
able to smoothly and effectively cooperate with each other.

MEASURES

国土交通省では、安全で安心できる社会の形成
に寄与するため「官庁施設の総合耐震計画基準」
及び「官庁施設の総合耐震診断・改修基準」を定
め、建築物全体としての総合的な耐震性能を確保
するよう整備を行っています。
既存官庁施設についても、緊急性の高いものか
ら計画的に補強、改修等を実施しており、今後、
防災拠点官庁施設の耐震対策化率を 66％（H14）
から 69％（H19）にする計画としています。ま
た、地域の防災拠点を担う国、地方公共団体、公
共公益機関との相互の円滑かつ効果的な連携が可
能となるよう、シビックコア地区整備制度を活用
した防災拠点としての施設整備も推進しています。

国内最大級規模の免震レトロフィットにより災害応急対策活動
拠点としての機能強化を図る耐震改修工事
中央合同庁舎第３号館（2002）
Central Government Building No. 3, improved by a seismic
retrofitting project to strengthen the building's functions so that it
can serve as a center for disaster relief activities. This was the largest
seismic retrofitting project ever carried out in Japan (completed in 2002).

防災機能を備えた安全性の高い街区に、地域の特色を
活かして市民の憩いの空間を創出した釧路シビックコア地区
Kushiro Civic-Core Program: The space was created to be a place of relaxation for the citizens
by utilizing local features in a highly safe district incorporating disaster prevention functions.
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地球環境に配慮した官庁施設の整備
環境配慮型官庁施設（グリーン庁舎）
Environment-Friendly Government Buildings ("Green Government Buildings"):

MEASURES

建築物は、その計画から建設、運用、廃棄にいたる
まで、常に環境に負荷を与えており、その低減にはラ
イフサイクル全体を視野に入れた環境負荷低減対策が
必要です。
国土交通省では、官庁施設の整備にあたり、ライフ
サイクルを通じた環境負荷の低減に配慮し、我が国の
建築分野における環境保全対策の模範となる官庁施設
として「環境配慮型官庁施設（グリーン庁舎）」の整
備を推進しています。

資機材の製造

建設

運搬

運用

改修

廃棄

建物のライフサイクル
Life cycle of a building

住宅建設 5.2%
非住宅建設 5.6%
建物補修 1.3%

Buildings generally burden the environment with an
environmental load from their planning and construction
through to their operation and demolition. It is therefore
necessary to take steps to reduce the environmental load
throughout the entire life cycle of a building.
MLIT is moving forward with the coordination of
environment-friendly government buildings (green
government buildings) that will become models of
environmental preservation measures in Japan's
architectural field.

1990年における
日本のCO2排出量
329Mt-C

その他産業

住宅
エネルギー
12.5%

非住宅
エネルギー
11.4%

建築関連

63.9%

産業別ＣＯ２建物のライフサイクル排出量割合
（出典：
（社）
日本建築学会、資料）
CO２ emission rates during the life
cycle of buildings in various industries

周辺環境への配慮
運用段階の省エネルギー・省資源
長寿命化
エコマテリアルの使用
太陽熱
太陽光発電
太陽熱利用

適正使用・適正処理

太陽光
十分な断熱

屋上緑化

自然採光

自然通風

敷地内緑化

自動洗浄

屋内緑化

透水性舗装

場外搬出残土減

ゴミリサイクル

雨水貯留槽

高炉セメント

グリーン庁舎のイメージ図
Image of green government building

08

36％

Construction of Environment-Friendly Government Buildings

グリーン庁舎の整備事例
Construction of Green Government Buildings

グリーン庁舎は、小松日の出合同庁舎等22施設が完成しているほか、新潟第2地方合同庁舎等14施設
を整備中です。（平成16年3月現在）。小松日の出合同庁舎では、主なグリーン化技術として自然通風、
屋上緑化、高機能ガラス、太陽光発電、Hf照明器具・照明制御、雨水利用等について採用しています。

MEASURES

MLIT has been promoting the construction of green
government buildings and has already completed 22 such
facilities including the Komatsu Hinode National
Government Building. Construction is now in progress on
14 facilities including the Niigata No. 2 National Government
Building (as of March 2004).
Among the main greenification technologies adopted
for the Komatsu Hinode National Government Building were
natural ventilation, roof tree planting, high-functionality
window panes, solar power generation, Hf lights and
lighting systems, and the use of rainwater.
環境負荷の少ない「グリーン庁舎」として
整備されている小松日の出合同庁舎
Komatsu Hinode National Government Building

グリーン化技術による整備事例
Application of Greenification technologies

グリーン庁舎の整備にあたっては、各種のグリーン化技術を採用しています。これらは、環境保全効果、
地域性、経済性等を総合的に判断し、採用を決定しています。
In its construction of green government buildings, MLIT applies greenification technologies according to an overall
assessment based on the environmental preservation effects, regional conditions, economic efficiency, and various
other factors.
太陽光発電 Solar power generation
クリーンなエネルギーの導入とエネルギーの多様化を
図るため、太陽電池によって太陽光を電気にかえる太陽
光発電を活用しています。

For the supply of clean energy and diversification
of energy sources, the solar power generation
system is used in which energy from the sun is
converted into electricity by solar cells.

屋上緑化 Roof planting
都市景観の向上や都市部のヒートアイランド
現象の抑制に資するため、屋上緑化の積極的な
導入を図っています。
MLIT intends to actively adopt roof planting in
order to upgrade the urban landscape and alleviate
the heat island phenomenon in urban areas.

グリーン診断・改修
Green Assessment and Green Renovation

建築物から排出される二酸化炭素は、運用段階での排出量が最も多く、ライフサイクルでの総排出量の約
７割を占めます。したがって、環境負荷の低減を図るためには、膨大なストックとなっている既存の官庁施
設についても対策を講じる必要があります。そのため、施設の環境配慮度合いを定性的・定量的に評価する
グリーン診断を実施しています。また、その診断結果に基づいて適切なグリーン化技術を採用した改修を行
うグリーン改修を実施しており、今後、グリーン改修の達成度を16％（H14）から70％（H19）にする
計画としています。
The amount of carbon dioxide discharged from a building is greatest when the building is in operation, accounting
for approximately 70% of the total amount emitted by a building during its life cycle. To decrease the environmental load,
it is therefore necessary to take appropriate measures for the huge amount of existing government building stock. MLIT
has been taking measures to reduce the environmental load by promoting "green assessment" as a means of evaluating
existing government buildings in environmental terms, as well as "green renovation" for the renewal of government
buildings incorporating efforts to reduce the environmental load throughout a building's life cycle from planning and
construction through to operation and demolition. Plans are being implemented to increase the accomplishment rate of
green renovation from the 16% level realized in 2002 to 70% in 2007.
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官庁施設の保全とストックの有効活用
Maintenance and Effective Use of Existing Government Buildings

官庁施設のストックの有効活用
Effective Use of Existing Government Buildings

官庁施設のストックは約9,000万㎡（平成14年3月現在）と膨

The total floor area of existing
government buildings was approximately
91 million m2 as of March 2002. The
percentage of aged buildings that are
considered to be deteriorating very rapidly
is growing each year. The number of
buildings that become either dangerous to
use or totally unusable will increase, which
could significantly affect government office
work and project implementation. There
are also concerns that repair costs may
increase and that the securing of buildings'
expected service life may become
extremely difficult. For these reasons, it is
important to conduct planned and efficient
maintenance of the large stock of
government buildings. MLIT will
continuously take necessary measures for
this purpose based on the "Report on
Management Instructions for Effective Use
of Existing Government Buildings"
(dated March 25, 2002) issued by the
Social Infrastructure Development Council.

大な面積に達しており、施設の劣化が急激に進行すると考えられる
築後経過年数が長い官庁施設の割合が年々高くなっています。
今後、建築物によっては、危険又は機能不全の状態に陥るものが
増加し、国の事務・事業に大きな影響が出るおそれがあると同時に、
修繕費の増大や想定耐用年数が確保できない状態が発生することが
懸念されます。このため、膨大なストックとなっている官庁施設の

MEASURES

保全を計画的かつ効率的に実施することが重要となっています。
国土交通省は、 ｢官庁施設のストックの有効活用のための保全の
指導のあり方に関する答申｣(平成14年3月25日

社会資本整備審

議会)を踏まえ、今後も引き続き、必要な施策を講じていきます。
延べ面積
（千㎡）

100,000

約9,100万

約9,300万

80,000

27%

10年未満

60,000

18%

10年以上20年未

40,000

22%

20,000

33%

20年以上30年未

30年以上

約9,400万
17%

20%

26%

25%

16%

18%

37%

41%

0
2001年度

2006年度

2011年度
2002年3月31日を基準に算定

国家機関の建築物のストックの長寿命化（将来予測）
財務省 国有財産情報公開システムデータより推計（独立行政法人含む）
Life extension of building stock of national organs (forecast), estimated based
on data released by the National Property Information Disclosure System of
the Ministry of Finance (including those of independent administrative institutions)

官庁施設のストックマネジメント技術
Management Method for Existing Government Buildings

国土交通省の役割、各省各庁の役割、
保全に関する業務の内容について整理
するとともに、保全関連技術について
体系化した「官庁施設のストックマネ
ジメント技術」を確立し、各省各庁が
行う保全業務の指導・支援に努めてい
ます。
MLIT has established the Management
Method for Existing Government Buildings by
clarifying its roles and those of other ministries
as well as the details of work related to the
management of government buildings, and is
making efforts to provide instructions and
support for building management work to be
conducted by other ministries and agencies.
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保全業務の適正化の推進
Promotion of Rationalization of Management Work

保全業務の適正化に向けて
Rationalization of Management Work

官庁施設のストックの有効活用を図るため、保全業務の計画、実施、評価及び改善の各段階におい
て、保全業務を支援するためのツールや基準類を整備し、官庁施設の保全業務の適正化を目指してい
ます。

In order to effectively use existing government buildings, MLIT aims to rationalize the management work for these
buildings by preparing tools and standards to support building management work at each step of the process, from
planning and implementation to evaluation and improvement measures.

官庁施設の長寿命化やストックの有効活用に資するため、
すべての官庁施設の保全に関する基本的な情報の継続的な管
理、集計・分析が可能となるデータベースを構築し、施設管
理者を支援するための各種ツールを提供する保全業務支援シ
ステムの整備を図ります。

MLIT has prepared the Government
Buildings Management Information System,
which provides various tools to support the
management personnel of government
buildings. This system incorporates a
database that allows the continuous
accumulation, organization, and analysis of
basic information related to the management
of all government buildings in order to extend
the service life of existing buildings and
effectively use them.

MEASURES

保全業務の支援
Support System for the Management of Government Buildings

官庁施設の保全業務支援システム図
Government Buildings Management Information System

保全の実地指導
Guidance for Rationalization of Management Work

保全指導において、各種基準類の提供を行うと共に、施設管理
者へのアドバイスや現地施設への実地指導を行っています。

MLIT provides advice and information on various standards as well
as guide to building management personnel.
保全の実地指導
Guide to building management personnel
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行政情報化に資する官庁施設の整備
Improvement of Government Building Projects Utilizing Advanced Information Technologies

CALS/ECへの取り組み
Application of CALS/EC

MEASURES

国土交通省は、飛躍的に進展しているIT（情報通信技術）を活用したCALS/EC（Continuous
Acquisition and Life-cycle Support/Electronic Commerce: 公共事業支援総合情報システム）によ
る官庁施設整備を進めています。CALS/ECとは、官庁施設整備のライフサイクル全般（計画〜保全）に
おける情報の共有・有効活用を通じて業務プロセスの見直しを図るための取り組みです。
CALS/ECでは、インターネット上でのやり取りのみで入札等ができる「電子入札」、設計・工事など
の各業務段階の最終成果を電子データで納品する「電子納品」、受発注者間の「情報共有」などに取り組
んでいます。これらの取り組みを通じて手続きの透明化、業務効率の向上、建設コスト削減等に努めてい
ます。
MLIT is improving government building projects by means of CALS/EC（Continuous Acquisition and Life-cycle
Support/Electronic Commerce）, which utilizes advanced information technologies. CALS/EC allows work processes
to be reviewed by the sharing and effective use of information during the life cycle of government buildings from their
design to the management stage. MLIT has also been using CALS/EC for electronic bidding, which enables the bidding
process to be conducted via the Internet; electronic delivery, for the delivery of electronic files containing final results of
each work process such as design, construction; and electronic information sharing. By using this system, MLIT is
making efforts to improve transparency of procedures, improve work efficiency, and reduce construction costs.

電子入札のイメージ
Image of electronic bidding

CALS/ECのイメージ
：Image of CALS/EC

情報化基盤の構築への取り組み
Establishment of Basis for Information Technologies

国土交通省では行政情報プラザ・情報表示装
置の設置、情報ネットワークの整備、信頼性の
高い電源の確保等の官庁施設の情報化基盤の構
築に取り組んでいます。

館内情報端末

館内情報端末（案内画面）

庁舎内に設置されたタッチパネル式情報端末は、誰でも簡単に、
庁舎内の様々な情報を取り出すことができます。
Anyone can easily obtain various information stored in the government
offices by using the touch panel terminal installed in the building.
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MLIT has been establishing a basis to equip government
buildings with information technologies, such as the
installation of administrative information plazas and
information display equipment, establishment of information
networks, and securing of highly reliable power sources.

LED案内表示装置

庁舎のロビー等に設置し、催し物や会議開催情報、
文字放送等の表示を行うことができます。
The equipment set up in the lobby of the government
building can display information on events, meetings,
etc. as well as character-display broadcasting.

ＰＦＩ 方式による官庁施設の整備
Construction of Government Buildings by the PFI Method
ＰＦＩ への取り組み
Use of the PFI Method

ＰＦＩ（Private Finance Initiative）とは、公共サービス提供手法のひとつであり、民間の資金、
経営能力、技術的能力を活用することにより、より効率的かつ効果的に公共サービスを提供すること
を目的としています。
一般にＰＦＩ方式においては、民間事業者に設計から建設、資金調達、運営を一体化して発注し、
役割及びリスクを官民で適切に分担します。ＰＦＩ方式は英国で1992年に導入され、フランスのコ
ンセッション方式など、世界各国において公共サービスの提供に民間の資金やノウハウを活用しよう
とする取り組みが行われています。
日本では、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（ＰＦＩ法）が平
成11年7月に制定されました。
現在、中央合同庁舎第7号館、九段第3合同庁舎などでＰＦＩ事業を実施しています。

霞ヶ関三丁目南地区の現況
Construction site in Kasumigaseki 3-chome area

MEASURES

The private finance initiative (PFI) method, which is one means of providing government services, aims to more
efficiently and effectively provide services to the public by utilizing the financial resources, management know-how,
and technologies of the private sector. In general, the PFI method entrusts private contractors to design, construct,
finance, and operate a public facility as a single package to appropriately disperse the roles and risks involved. This
method was first introduced in England in 1992 and is now widely used throughout the world, similarly to the French
concession method, to provide public services by utilizing the funds and management know-how of the private sector.
In Japan, the Law regarding Promotion of the Provision of Public Facilities and Other Related Services by Use of
Private Capital and Other Resources (PFI Law) was enacted in July 1999. The Central Government Building No. 7
Project and Kudan National Government Building No. 3 Project are currently being implemented as PFI projects.

整備後
Image after completion

中央合同庁舎第7号館の整備イメージ
Image of Central Government Building No. 7

九段第３合同庁舎の整備イメージ
Image of Kudan National
Government Building No. 3

官庁施設のＰＦＩ事業手続きの標準化
Standardization of Procedures for PFI Projects to Construct Government Buildings

中央合同庁舎第7号館整備等事業は、国として先導的にPFI事業を実施したものであり、業務要求水準の設
定、総合評価による事業提案審査などの諸手続きをその都度検討して事業を進めてきました。これらのPFI
事業手続きに関するノウハウを今後のPFI事業に活かし、より効率的で効果的な官庁施設のPFI事業の実現に
役立てるため、
「官庁施設のPFI事業手続き標準（第1版）」として取りまとめています。

MLIT is implementing the project for construction of Central Government Building No. 7 using the PFI method as a
leading project of the country. The project is being carried out by examining various procedures at each step, such as
establishment of the required level of services and appraisal of proposed project features from a comprehensive
viewpoint. Utilizing its know-how related to the procedures for PFI projects for government buildings, MLIT has
prepared the "Standard Procedures for PFI Projects for Government Buildings" (First Edition).
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様々な官庁営繕事業
我が国の行政の中枢機能を担う中央官庁施設
Central Government Buildings Accommodating Various Functions as the Nation's Administrative Center

PROJECTS

中央官衙地区は、我が国の立法・司法・行政の中枢管
理機能が集積する地区です。
国土交通省は、この地区を「霞ヶ関一団地の官公庁施
設」として一体的に整備することにより、首都東京を代
表する、優れた都市環境の形成に努めています。
歴史的建築物である旧司法省庁舎（1895年竣工）に
ついては、1996年、中央合同庁舎第6号館赤れんが棟
として復原改修を行いました。
また、中央合同庁舎第2号館は、新しい時代のモデル
庁舎として、防災中枢機能、高度情報機能、地球環境保
全への対応を図っています。

The central government buildings district is the area
where Japan's legislative, judiciary, and administrative
functions are concentrated. MLIT has been making efforts to
create a high-quality urban environment in this area as a single
district called the Kasumigaseki Government Buildings Cluster.
The historical former building of the Ministry of Justice that was
built in 1895 was restored as Central Government Building No.
6 (the "Red Brick Building") in 1996. In addition, Central
Government Building No. 2 is being rebuilt as a model for
government buildings in the new era equipped with central
disaster-prevention functions and advanced information
technologies while contributing to global environmental
protection.

中央合同庁舎第6号館赤れんが棟（1895 竣工、1996 復原）
Central Government Building No. 6 (Red Brick Building),
built in 1895 and restored in 1996

新しい時代を展望し幅広いニーズに
対応する中央合同庁舎第2号館
Central Government Building No. 2,
which meets the wide range
of needs in the new era

地域のくらしを支える官庁施設
Government Buildings Supporting People's Lives in the Local Community

法務局、税務署、公共職業安定所など様々な国の行政機関は、地域のくらしの中で、安全で豊かな生活を
実現するための行政サービスを提供しています。
国土交通省は、これらの施設の整備にあたって、地域に点在している施設を集約し合同庁舎化することを
基本方針として、高齢者、障害者等すべての利用者に使いやすい官庁施設を整備するとともに、その地域の
歴史・文化や気候・風土にも配慮した施設づくりを進めています。

Various administrative agencies such as regional
legal affairs bureaus, tax offices, public employment
security offices, and many others provide administrative
services to realize safe and affluent lives for people of the
local community. When constructing these facilities, MLIT
tries to bring them together in government buildings to the
greatest extent possible as a basic principle, and
promotes the construction of government buildings that
can be easily used by every citizen, including the elderly
and people with disabilities, while taking into
consideration the local history, culture, climate, and other
natural features.
地域の歴史・文化に配慮した施設づくり
横浜税関本関(2003)
Main building of the Yokohama Customhouse (completed in 2003),
constructed taking local history and culture into consideration
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Construction Projects for Various Government Buildings

文化・国際交流をはぐくむ公共建築
Public Buildings for Cultural Events and International Exchanges

国土交通省は、旧赤坂離宮を改修した迎賓館をはじ
め、国立国会図書館、国立劇場、国際会議場など、我
が国の国際交流や文化事業の主要な拠点となる施設の
整備を行っています。

MLIT has been undertaking various building
construction projects, such as conversion of the former
Akasaka Palace into the State Guesthouse, and
construction of the National Diet Library, national theaters,
national convention halls, and other buildings that serve as
important venues for cultural events and international
exchanges.

広く芸術活動を享受できる場となる
新国立劇場（1997）
New National Theater for a wide
range of performing arts

豊かな生活を実現するためには、科学技術の振興を
図ることが重要です。
国土交通省は、大学・民間企業と連携して先端的技
術の共同研究開発を進め日本の産業の発展に貢献する
ことを目的とした研究施設について、その整備を行っ
ています。

PROJECTS

社会を支える科学技術を築く研究施設
Research Facilities for Scientific and Technological Development to Support Society

Scientific and technological development is important
for the realization of an affluent life. MLIT constructs research
facilities to contribute to joint research of cutting-edge
technologies through cooperation between universities and
the private sector, thereby supporting the development of
the country's industries.
先進技術の共同開発などの研究機能が発揮できると共に、隣接する森林公園の緑とのつながりに配慮し良好な
空間を持った施設づくりを目指した産業技術総合研究所 中部センター（2001）
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Chubu Center, a facility for joint research
and development of advanced technologies located in a fine space well matched with
the greenery of the adjacent forest park (completed in 2001)

様々なニーズに応える官庁施設
Government Buildings to Meet Various Needs

国土交通省は、労災特別介護施設や障害者職業訓練校
などの各省各庁の様々な施設について、企画段階から参
画し、様々な社会のニーズに対応した整備を行っていま
す。

MLIT cooperates with other ministries and public
agencies from the stage of planning buildings such as
special care facilities for injured and disabled workers and
vocational training schools for people with disabilities, and
constructs these facilities to meet social needs.
我が国の障害者施策をより一層推進し、障害者の
「完全参加と平等」の理念の具体的な実現を図る
国際障害者交流センター（ビッグアイ）（2001）
International Communication Center for Persons with Disabilities ("Big Eye," completed in 2001),
built to further promote policies for people with disabilities in Japan
and realize the concept of full participation and equality of the disabled
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最近の主要プロジェクト
総理大臣官邸
Prime Minister's Office

PROJECTS

総理大臣新官邸は、近年における行政の多様化、国際化および情報化に対応して官邸がその機能を的確に発揮で
きるよう、危機管理機能、迎賓機能および情報通信機能等の充実を図ることを目的に整備されています。
また、災害時等においてもその機能を十分発揮できるよう耐震性、安全性に配慮するとともに、地球環境、高齢
者・障害者等への配慮など、様々な面で先導的な取り組みが実施されています。
本館は、平成10 年度から建設を始め平成13 年度に完成しました。引き続き旧官邸を曳き家し保存・改修を行
い新公邸とする整備、及び、外部の工事を平成14 年度から平成16 年度の予定で行っています。

MLIT constructed the Prime Minister's Office, which is
equipped with emergency management functions, reception
functions, and information and communication functions in
order to respond to the recent movements toward
administrative diversification, internationalization, and the
advent of the information technology society. In addition,
this facility incorporates various features including
earthquake-resistance, safety, environmental consideration,
and barrier-free design, so that it will be able to fulfill all of
its functions even at the time of a natural disaster.
Construction of the main building began in 1998 and was
completed in 2001. The former Prime Minister's Office
building was relocated and is being renovated for use as the
Prime Minister's Official Residence. Exterior work has been
carried out since 2002 and is expected to be completed in 2004.

国立原爆死没者追悼平和祈念館
Hiroshima National Peace Memorial Hall for the Atomic Bomb Victims

原爆死没者追悼平和祈念館は、原爆の資料・情報
を幅広く収集整理して後代に継承していくとともに、
原爆死没者全体に対する永続的な慰霊・追悼を行い
永遠の平和を祈念することを目的に計画され、広島
市と長崎市に整備されました。
MLIT constructed National Peace Memorial Halls
for Atomic Bomb Victims to mourn all victims of the
atomic bombs and pray for eternal peace as well as to
clarify historical materials and information related to the
atomic bombs and hand them down to future
generations. These Memorial Halls have been built in
Hiroshima and Nagasaki.

京都和風迎賓館（仮称）
Japanese-Style State Guesthouse (Tentative Name)

京都和風迎賓館（仮称）は、日本の空間を感じられる雰
囲気とたたずまいの中で、海外からの賓客を接遇すること
により、国際社会における幅広い対日理解を醸成するため、
日本の歴史・文化を象徴するとして国際的にも広く知られ
ている京都の地に整備が進められています。
この施設の建設にあたっては、建設地である京都御苑の
国民公園としての役割、周辺の環境及び景観との調和等に
配慮しています。
MLIT is constructing the Japanese-Style State
Guesthouse (tentative name) in Kyoto, which is internationally
renowned as a city representing Japanese history and culture.
The Guesthouse will be used to welcome foreign guests in a
traditional Japanese atmosphere and foster understanding of
various aspects of Japan among the international community.
It has been designed taking into account the role of the Kyoto
National Park, located adjacent to the Guesthouse site, as well
as harmony with the surrounding environment and landscape.
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Recent Major Projects

国立国際美術館
National Museum of Art, Osaka

昭和４５年に開催された日本万国博覧会の美術館を活
用した国立国際美術館は、老朽及び収蔵庫の狭隘等の問
題が生じたため、大阪の新たな芸術・文化の中心地区と
して整備されつつある中之島へ移転することとなりまし
た。
本施設は日本初の完全地下型美術館で、人と美術との
交流を生み出すパブリックゾーン、多様な現代美術作品
に配慮した展示空間等を設け、市民が親しみやすい美術
館として計画されています。
The National Museum of Art was originally housed in the
former art museum used for the Japan World Exposition held
in 1970. As the facility deteriorated and became too small for
its purpose, a decision was made to build a new museum in
the Nakanoshima district of Osaka as a center of art and
culture. The new National Museum of Art is planned to be the
first underground-type museum in Japan. The public zone has
been designed to create the feeling of interchange between
people and art, and the exhibition spaces take into
consideration the varieties of modern art to be exhibited so
that visitors will experience a welcoming atmosphere.

国立国会図書館関西館は、年々増加する資料を収蔵す
るための書庫と電子図書館機能を備え、近年の急速な情
報通信技術の発展に対応した図書館サービスを提供する
ことを目的とし、関西文化学術研究都市内に整備を行い
ました。

PROJECTS

国立国会図書館関西館
Kansai Branch of the National Diet Library

MLIT constructed the Kansai Branch of the National
Diet Library, which is equipped with electronic library
functions and a large storage space to accommodate a
large number of materials that are increasing every year.
This facility is planned to serve as a focal point of library
services for the advanced information society of the 21st
century, fully exhibiting its functions together with the
existing National Diet Library in Tokyo.

国立劇場おきなわ
National Theater Okinawa

国立劇場おきなわは、沖縄において独自に発展した組
踊を中心とする伝統芸能の殿堂として、沖縄伝統芸能の
公開、伝承者養成、調査研究等のための施設として計画
され、沖縄の歴史や風土に根ざした建物として整備が行
われました。

The National Theater Okinawa was constructed by
MLIT as a center of traditional performing arts, especially
kumiodori dances that were originally created in Okinawa. It
is a venue for exhibiting traditional Okinawan performing
arts, training performers who will hand down traditional
performing arts to the next generation, and study and
research activities. The theater is designed as a building
born from the history and culture of Okinawa.
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公共建築の日と技術基準
Public Buildings Day and Technical Standards

公共建築の日及び公共建築月間での取り組み
Activities on Public Buildings Day and during the Month of November

公共建築の果たす役割を一般の方々に広く知っていただくため、国土交通省は、11月11日を「公共建築
の日」、また、11月を「公共建築月間」として地方公共団体、関係省庁、関係団体等と協力して、シンポジ
ウムの開催や施設見学会など様々な行事を実施しています。
公共建築の日及び公共建築月間での取り組みを通じて国民の公共建築に対する意識が高まり、真に優れた
公共建築の整備・運営に結びつくように努めています。
In order to make the roles of public buildings known to the public, MLIT has designated November 11 as Public
Buildings Day and holds various symposiums and field trips during the month of November in cooperation with local
agencies and related national ministries and agencies.
MLIT has been making efforts to improve people's understanding of public buildings by means of these activities on
November 11 and throughout that month, in order to facilitate the construction and operation of high-quality public
buildings.

公共建築の日記念シンポジウムの様子
Symposium held on Public Buildings Day

絵画作品展「小学生から見たさいたま新都心の作品展2003」
Exhibition of Paintings of a New Metropolis from Children's Viewpoint

STANDARDS

官庁営繕の技術基準
Technical Standards of the Government Buildings Department

国土交通省は、官公法に基づき「官庁施設の位置、規模及び構造の基準」を定めており、これに基づく様々
な技術基準を制定することで、環境への配慮、災害に対する安全の確保、利用者の利便性の向上等に努めると
ともに、社会のニーズに積極的に対応することで、真に豊かなくらしの実現に努めています。
また、営繕事務の一層の合理化・効率化のために、官庁営繕関係技術基準類等に関する「統一基準」が定め
られています。各府省庁は、共通して「統一基準」を使用しています。
なお、これらの技術基準は国家機関等への適用のみならず、地方公共団体等でも広く活用されています。
MLIT has established the Standards for Location, Scale and Structure of Government Buildings and has been
making efforts to improve environmental preservation, secure safety against disasters, and upgrade convenience for
people, as well as to positively meet social needs and realize truly affluent living, by establishing various technical
standards in accordance with the above-mentioned standards. In addition, to achieve further rationalization and
efficiency of the work carried out by the Government Buildings Department, MLIT has formulated Unified Standards
for the various technical standards of the Department. Each government agency uses the Unified Standards for
unification purposes. These standards are widely used not only by government agencies, but also local municipalities
and public agencies.

統一基準
The Standard concerned with Location, Scale and
Structure of the Government Buildings

Act concerning Construction etc. of
Government and Other Public Office Facilities

官
公
庁
施
設
の
建
設
等
に
関
す
る
法
律

官
庁
施
設
の
位
置
︑
規
模
及
び
構
造
の
基
準

計画・予算等
関連基準
Planning and
Budget etc.

新営予算単価（一般庁舎、国家公務員宿舎）

新営計画緊急度判定基準

国家機関の建築物等の保全に関する技術的基準

新営一般庁舎面積算定基準

官庁施設の基本的性能基準
官庁施設の基本的性能基準に関する技術基準

建築保全業務共通仕様書
各所修繕費要求単価

公共建築工事積算基準
公共建築工事標準歩掛り

官庁施設の総合耐震診断・改修基準
環境配慮型官庁施設計画指針
官庁施設の環境配慮診断・改修計画指針
設計料算定基準

公共建築数量積算基準
公共建築設備数量積算基準

建築設計基準
建築改修設計基準

公共建築工事共通費積算基準

建築構造設計基準
建築鉄骨設計基準
建築工事設計図書作成基準
建築工事標準詳細図

国家公務員宿舎面積算定基準

官庁施設の総合耐震計画基準
公共建築設計業務委託共通仕様書

調査・設計・施工
関連基準
Architectural and
Equipments Design,
Supervision etc.
保全関連基準
Maintenance and
Modernization

公共建築工事内訳書標準書式
公共建築工事見積標準書式
公共建築工事標準仕様書
公共建築改修工事標準仕様書
公共建築設備工事標準図
公共住宅建設工事共通仕様書
木造建築工事標準仕様書

建築設備工事設計図書作成基準

公共建築工事標準書式

排水再利用・雨水利用システム計画基準

構内舗装・排水設計基準
建築設備計画基準
建築設備設計基準

Technical Standards of the Government Buildings Department
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建築保全業務積算基準

官庁営繕の国際協力
International Exchage Activities of MLIT

技術協力
International Cooperation Activities of the Government Buildings Department

フィリピンやペルーなど、諸外国から寄せられる
建築物の設計、施工などに関する技術協力要請に対
し、独立行政法人国際協力機構（JICA）等を通じた
技術協力を積極的に進めてきています。

歴史的建築物の保存改修の講習会風景（ペルー）
Seminar for Maintenance and Repair
of Historical Buildings (Peru)

In response to requests from other countries,
including the Philippines and Peru, for the design and
construction of buildings, MLIT actively provides
technical cooperation to those countries through the
Japan International Cooperation Agency (JICA).

ペルー南部地震調査
Field study of earthquake in Southern Peru

国土交通省は、営繕事業に関連する国際会議に
参加し、営繕技術や建築の基準などにかかる我が
国の取組みに関する発表、諸外国の公共建築整備
実施機関等との情報交換、外国の政府機関の公共
建築整備に関する調査団の受け入れなどを通じて、
積極的に国際交流を行っています。

ＴＷＮ2003でのワークショップの風景（オランダ）
TWN 2003 Workshop (Netherlands)

MLIT actively participates in international
conferences and symposiums related to building
construction and maintenance and introduces the
work being carried out in Japan, as well as Japanese
technologies and technical standards for building
construction, maintenance, and repair. The Ministry
also exchanges information and opinions on various
subjects with personnel of public works
implementation agencies from other countries, and
accepts study teams from foreign government
agencies related to the construction of public
buildings.

COOPERATION

国際交流
International Exchange

ＩＣＩＳ総会での発表風景（イギリス）
Presentation of paper at ICIS
General Conference (England)
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官庁営繕のマネジメント改革
Reform of the Management of the Government Buildings Department
マネジメント改革への取り組み
Efforts Being Made for Management Reform

MLIT has conducted a fundamental review of the
roles of the Government Buildings Department,
clarified how it should be in the future, and been
implementing management reform since 2001 so that
the Department will be able to perform work accurately
and efficiently to meet the environmental changes and
demands of the new era. Management reform involves
activities to drastically and continuously change work
methods. MLIT has clarified the "Fundamental Mission
of the Government Buildings Department" and
formulated the "Visions and Four Basic Strategies" of
the Department, and is making every effort to achieve
them.

MANAGEMENT

国土交通省では、官庁営繕の使命を原点から問い
直すとともに、官庁営繕の将来像を明確にし、環境
の変化や新たな時代の要請に対応し的確かつ効率的
な業務を進めることを目的として、平成13年度から
マネジメント改革を実施しています。
マネジメント改革とは、業務のやり方を根本的か
つ継続的に改革・改善していく活動のことであり、
官庁営繕の「根幹的指命（ミッション）」を明らか
にするとともに、官庁営繕の目標（ビジョン）」と
「4つの基本戦略」を定め、その着実な実現を図る
こととしています。

「官庁営繕マネジメント改革」の全体構成
Overall framework of management reform of
the Government Buildings Department

若手職員と本省幹部とのフリートーキングの様子
Younger members talking with the general manager
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「官庁営繕のマネジメント改革」の具体的内容
（４つの基本戦略）
Detailed contents of management reform of the Government
Buildings Department (Four Basic Strategies)

官庁営繕の組織
Organization of the Government Buildings Department

組織の構成
Organizational Structure

国土交通省の官庁営繕の組織は、本省の大臣官房
（官庁営繕部）と地方整備局及び北海道開発局の営
繕部から構成されています。さらに、内閣府沖縄総
合事務局にも同様の組織を有し、日本全国をカバー
しています。今回、マネジメント改革の一環として
組織を全面的に見直し、平成１６年度から新体制で
業務を実施しています。
Organization of the Government Buildings Department

The organization of the Government Buildings
Department consists of the Minister's Secretariat
(Government Buildings Department), Regional
Development Bureau, Hokkaido Development Bureau,
and Okinawa Development Bureau. MLIT thus
encompasses the whole of Japan under its jurisdiction.
As part of the management reform process, the
organization has been completely reviewed and the
Department is operating as a new organization from
fiscal year 2004.

国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure and Transport

大臣官房
Minister’s Secretariat

官庁営繕部
Government Buildings Department

審議官
Deputy Director-General

管理課
Administration Division

計画課

保全指導室

Government Buildings Planning Division

Facility Management and Maintenance Planning Office

営繕計画調整官

Director for Building Planning Coordination

営繕積算システム官

Director for Cost Management

整備課
Architecture and Building Engineering Division

特別整備室

Special Project Management Office

建築技術調整官

施設評価室

施設管理官

総理大臣官邸建設室

Director for Architectural Affairs
Director for Facility Management

設備・環境課
Building Equipment Division

Facility Evaluation Office
Planning Office for the Prime Minister’s Official Residence Project

営繕環境対策室

Environmental Affairs Office

ORGANIZATION

設備技術対策官

Director for Building Equipment Engineering

地方整備局
Regional Development Bureau

計画課

営繕部

Government Buildings Planning Division

Government Buildings Department

筑波研究学園都市施設管理官（関東のみ）
Director for Tukuba Academic City Facility Management

営繕調査官

建築課（関東・北陸・四国を除く）
Architecture and Building Engineering Division

建築第一課（関東のみ）

Director for Government Buildings Affairs

The First Architecture and Building Engineering Division

営繕調整官（関東のみ）

建築第二課（関東のみ）

Director for Government Building Coordination

The Second Architecture and Building Engineering Division

営繕特別事業対策官（関東のみ）
Director for Special Project Management

積算課（関東のみ）

営繕積算調査官（北陸・四国を除く）

Cost Estimate Division

Director for Cost Estimation

設備課（関東・北陸・四国を除く）

官庁施設管理官

Building Equipment Division

Director for Government Buildings Administration

設備第一課（関東のみ）
The First Building Equipment Division

設備第二課（関東のみ）
The Second Building Equipment Division

設計課（北陸・四国のみ）
Architecture and Building Engineering Division

技術・評価課
Technology and Facility Evaluation Division

保全指導・監督室
Facility Management and Construction Supervision Office

営繕事務所
Government Buildings Offices

北海道開発局

内閣府

Hokkaido Development Bureau

営繕部
Government Buildings Department

Cabinet Office

営繕管理課

Administration Division

営繕計画課

沖縄総合事務局
Okinawa Development Bureau

Government Buildings Planning Division

建築課

Architecture and Building Engineering Division

設備課
Building Mechanical and Electrical Engineering Division

開発建設部
Development and Construction Department

営繕調査官
Director for Government Buildings Affairs

営繕課
Government Buildings Division

営繕監督保全室
Construction Supervision and Facility Management Office

技術・評価課
Technology and Facility Evaluation Division

保全指導・監督室
Facility Management and Construction Supervision Office

営繕調査官

Director for Government Buildings Affairs
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官庁営繕の歩み
1869~1950
1869
1888
1924
1930
1943
1946

大蔵省営繕司
内閣直属臨時建築局
大蔵省営繕管財局
営繕統一に関する閣議決定
大蔵大臣官房営繕課
戦災復興院建築局営繕部
戦災復興院建築局営繕課
1948 建設省特別建設局営繕部
1949 建設省管理局営繕部

・東宮御所
・国会議事堂
・会計検査院
・総理大臣官邸
・警視庁
・内務省
（旧中央合同庁舎第2号館）
・大蔵省

・文部省
・特許局（旧庁舎）
・帝国学士院（旧庁舎）
・横浜税関

・中央合同庁舎第1号館
・外務省庁舎
・長崎地方法務局島原支局
・兵庫税務署
・中京税務署
・関東労災病院

・中部労災病院旭分院
・関西労災病院
・大手前病院
・国立衛生試験所大阪支所
・住宅金融公庫（旧庁舎）
・駐留軍三鷹小学校

・中央合同庁舎第3号館
・国立国会図書館本館
・気象庁
・大阪地方合同庁舎第2号館
・大阪港湾合同庁舎
・広島港湾合同庁舎
・高松高等裁判所※２
・大阪労災病院

・山陰労災病院
・参議院議長公邸
・中央労働委員会
・日本万国博覧会 政府館
・大分県庁（建築学会賞）

・中央合同庁舎第4号館
・仙台第2地方合同庁舎
・大手町第3地方合同庁舎
・九段地方合同庁舎
・大阪地方合同庁舎第3号館
・下関地方合同庁舎
・福岡第2地方合同庁舎
・門司港湾合同庁舎

・名古屋高等・地方・簡易裁判所
・国立大洲青年の家
・札幌冬季オリンピック
大倉山ジャンプ競技場
・奈良国立博物館 別館※２
・国立京都国際会館プレスセンター
・日本学士院※２
・チョーライ病院（ベトナム）

1951~1960
1951 官庁営繕法制定
1952 建設省営繕局
国立国会図書館コンペ
1956 官庁営繕法の一部改正に
より「官公庁施設の建設等
に関する法律」となる。
1958 霞が関一団地の官公庁施
設都市計画決定

国会議事堂（1936）
National Diet Building

1961~1970
1962 国立劇場コンペ
1963 国立京都国際会館コンペ
研究学園都市筑波地区決定
（閣議了解）
1968 建設大臣官房官庁営繕部
（1省1局削減）
最高裁判所コンペ
1970 筑波研究学園都市
建設法制定

国立競技場（1963）
National Athletic Stadium

1971~1980
1972 沖縄総合事務局開発建設部
設置
1973 筑波研究学園都市
営繕建設本部設置
1979 筑波研究学園都市概成

CHRONOLOGY

国立屋内総合競技場（1964）

22

National Indoor Sport Arena

国立劇場（1966）

国立京都国際会館（1966）

奈良県庁（1965）

National Theater

Kyoto International Conference Hall

Nara Prefectural Office Building

迎賓館（1906建築,1973改築）

最高裁判所（1974）

沖縄国際海洋博覧会政府出典施設・水族館（1975）

State Guest House

Court House of the Supreme Court

Aquarium, Okinawa International Oceanic Exposition

History of the Government Buildings Department

1981~1990
・中央合同庁舎第５号館
・国立国会図書館新館
・国立大隈少年自然の家
・通産産業省総合庁舎
・特許庁
・横浜公共職業安定所
・国立劇場能楽堂※２
・京都国立近代美術館※２

・国立日高少年自然の家
・国立若狭湾少年自然の家
・国立山口徳地少年自然の家
・国際科学技術博覧会 テーマ館
・札幌第１地方合同庁舎
・関東信越国税総合庁舎
・国立文楽劇場
・日本社会事業大学

1981 筑波研究学園都市
施設管理センター設置
筑波研究学園都市
（建築学会賞 業績）
1985 第二国立劇場（仮称）コンペ
1988 国の行政機関等の移転について
（閣議決定）
1989 日米建設合意

1991~2000
国立室戸少年自然の家（1977）
National Museum of Japanese History

・中央合同庁舎第６号館
・中央合同庁舎第６号館
赤れんが棟復原※２
・宇部地方合同庁舎
・福井春山合同庁舎
・京都七条公共職業安定所
・神戸地方・簡易裁判所
・国立妙高少年自然の家
・会計検査院研修所
・新国立劇場※１※２
・国立横浜国際会議場
・東京国立博物館
・国立西洋美術館
法隆寺宝物館※１※２
・神戸税関本関※２
・税務大学校 和光庁舎※２
・東京国立文化財研究所※２ ・さいたま新都心合同庁舎
・総理大臣官邸
・昭和館
・科学警察研究所
・国土交通大学校
・２０００九州・沖縄
サミットプレスセンター

1992 国会等の移転に関する法律
1993 シビックコア地区整備制度創設
1994 国家機関の建築物及びその附帯
施設の位置、規模、構造に関する
基準の制定（告示2379号）
営繕技術５箇年計画策定
1996 国立国会図書館関西館（仮称）
コンペ
官庁施設の総合耐震計画
基準の制定

2001~

国立歴史民俗博物館（1981）
National Museum of Japanese History

・警察大学校
・東京国立近代美術館
・国立国会図書館関西館
・国立広島原爆死没者追悼
平和祈念館
・国立劇場おきなわ
・国立オリンピック記念
青少年総合センター※２

・国際障害者交流センター
・自治大学校
・横浜税関本関
・国立長崎原爆死没者追悼
平和祈念館
・国立国際美術館
・国際子ども図書館

2001 国土交通省大臣官房官庁営繕部
官庁施設の基本的性能基準の制定
2003 各府省での官庁営繕関係基準
類等を統一化

（＊１ 日本建築学会賞 Architectural Institute of Japan Award）
（＊２ ＢＣＳ賞 BCS Award）

CHRONOLOGY

国立横浜国際会議場（1993）
National Conference Hall of Yokohama

国立オリンピック記念青少年総合センター（1997）

国立西洋美術館（1959建築,1998改築）

東京国立博物館法隆寺宝物館（1998）

National Olympics Memorial Center

National Museum of Western Art

Tokyo National Museum the Gallery of Horyuji Tresures

神戸税関本関（1998）

国際子ども図書館（2001）

横浜地方・簡易裁判所（2001）

Kobe Customs Headquarters

The International Library of Children's Literature

Yokohama District and Summary Court
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官庁営繕関係所在地一覧
Addresses of Agencies related to the Government Buildings Department
国土交通省大臣官房官庁営繕部

Ministry of Land, Infrastructure and Transport

〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-2
中央合同庁舎第２号館
（03）5253-8111

Government Buildings Department
No. 2 Central Government Building
2-1-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8918
Tel: (03) 5253-8111

http://www.mlit.go.jp/gobuild/index.html

北海道開発局｜営繕部営繕計画課
〒060-8511 札幌市北区北8条西2
札幌第１合同庁舎
（011）709-2311

Hokkaido Development Bureau
Government Buildings
Nishi 2-chome, Kita 8-jo Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 060-8511
Tel: (011) 709-2311

http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z̲eizen/frame.htm

東北地方整備局｜営繕部計画課
〒980-8602 仙台市青葉区二日町9-15
（022）225-2171

Tohoku Regional Development Bureau
9-15 Futsuka-machi, Aoba-ku,
Sendai-shi, Miyagi 980-8602
Tel: (022) 225-2171

青森営繕事務所
Aomori Government
Buildings Work Office
秋田営繕事務所
Akita Government
Buildings Work Office

〒030-0801
青森市新町2-4-25 青森合同庁舎
2-4-25 Shinmachi, Aomori-shi, Aomori 030-0801

（017）773-2407
Tel: (017) 773-2407

〒010-0951
秋田市山王7-1-4 秋田第２合同庁舎
（018）862-5771
No. 2 Government Building 7-1-4 Sanno, Akita-shi, Akita 010-0951 Tel: (018) 862-5771

http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00093/K00490/eizen/index.html

関東地方整備局｜営繕部計画課
〒330-0835 さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎第２号館
（048）601-3151

Kanto Regional Development Bureau
No. 2 Government Building 2-1 Shintoshin,
Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama 330-0835
Tel: (048) 601-3151

筑波分室
Tsukuba Office
東京第一営繕事務所
Tokyo 1st Government
Buildings Work Office
東京第二営繕事務所
Tokyo 2nd Government
Buildings Work Office
甲武営繕事務所
Kobu Government
Buildings Work Office
宇都宮営繕事務所
Utsunomiya Government
Buildings Work Office
横浜営繕事務所
Yokohama Government
Buildings Work Office

〒305-0031

長野営繕事務所
Nagano Government
Buildings Work Office

〒380-0812

つくば市吾妻1-12-1

筑波合同庁舎

1-12-1 Azuma, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-0031
〒169-0073

新宿区百人町3-28-8

新宿地方合同庁舎

3-28-8 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073
〒131-0043

墨田区立花1-24-1

立川市緑町3567

立川防災合同庁舎

3567 Midori-cho, Tachikawa-shi, Tokyo 190-0014
〒320-0043

宇都宮市桜5-1-13

Tel: (029) 851-2711
（03）3363-2694

Tel: (03) 3363-2694
（03）3618-3191

1-24-1 Tachibana, Sumida-ku, Tokyo 131-0043
〒190-0014

（029）851-2711

宇都宮地方合同庁舎

5-1-13 Sakura, Utsunomiya-shi, Tochigi 320-0043

Tel: (03) 3618-3191
（042）529-0011

Tel: (042) 529-0011
（028）634-4271

Tel: (028) 634-4271

〒231-0023
横浜市中区山下町37-9 横浜地方合同庁舎
（045）681-8104
37-9 Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 231-0023 Tel: (045) 681-8104
長野市早苗町50-3

（026）235-3481

50-3 Sanae-cho, Nagano-shi, Nagano 380-0812

Tel: (026) 235-3481

金沢営繕事務所
Kanazawa Government
Buildings Work Office

〒920-0024
金沢市西念3- 4- 1
3-4-1 Sainen, Kanazawa-shi, Ishikawa 920-0024

（076）263-4585
Tel: (076) 263-4585

静岡営繕事務所
Shizuoka Government
Buildings Work Office

〒420-0823

（054）255-1421

京都営繕事務所

〒606-8395

Kyoto Government
Buildings Work Office
神戸営繕事務所

〒651-0073

http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/eizen/index.htm

北陸地方整備局｜営繕部計画課
〒951-8505 新潟市白山浦1-425-2
（025）266-1171

Hokuriku Regional Development Bureau
1-425-2 Hakusanura, Niigata-shi,
Niigata 951-8505
Tel: (025) 266-1171

http://www.hrr.mlit.go.jp/eizen/index.html

中部地方整備局｜営繕部計画課
〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1
名古屋合同庁舎第２号館
（052）953-8185

静岡市春日2-4-25

2-4-25 Kasuga, Shizuoka-shi, Shizuoka 420-0823

Tel: (054) 255-1421

Chubu Regional Development Bureau
No. 2 Nagoya Government Building
2-5-1 Sannomaru, Naka-ku,
Nagoya-shi, Aichi 460-8514
Tel: (052) 953-8185

http://www.cbr.mlit.go.jp/eizen/index.html

近畿地方整備局｜営繕部計画課
〒540-8586 大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎第１号館
（06）6942-1141

Kinki Regional Development Bureau
No. 1 Osaka Government Building
1-5-44 Otemae, Chuo-ku,
Osaka-shi, Osaka 540-8586
Tel: (06) 6942-1141

京都市左京区丸太町通川端東入
東丸太町34-12京都第２地方合同庁舎
（075）752-0505
No. 2 Kyoto Local Government Building 34-12 Higashi-Marutacho,
Marutacho-Torikawabata, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8395
Tel: (075) 752-0505
神戸市中央区脇浜海岸通1-4-3
神戸防災合同庁舎

（078）222-8979

Kobe Government
Buildings Work Office

1-4-3 Wakinohamakaigan-dori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0073 Tel: (078) 222-8979

岡山営繕事務所
Okayama Government
Buildings Work Office
山口営繕事務所

〒700-0984
岡山市桑田町1-36 岡山地方合同庁舎
1-36 Kuwata-cho, Okayama-shi, Okayama 700-0984

http://www.kkr.mlit.go.jp/build/index.html

中国地方整備局｜営繕部計画課
〒730-8530 広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎第２号館
（082）221-9231

Chugoku Regional Development Bureau
No. 2 Hiroshima Government Building
6-30 Kamihachobori, Naka-ku,
Hiroshima-shi, Hiroshima 730-8530
Tel: (082) 221-9231

Yamaguchi Government
Buildings Work Office

山口市中河原町6-16
山口地方合同庁舎第２号館
No. 2 Yamaguchi Local Government Building
6-16 Nakagawara-cho, Yamaguchi-shi, Yamaguchi 753-0088

（086）223-2271
Tel: (086) 223-2271

〒753-0088

（083）921-1511

Tel: (083) 921-1511

http://www.cgr.mlit.go.jp/cginfo/syokai/busyo/eizen/main/index.html

四国地方整備局｜営繕部計画課
〒760-8554 高松市福岡町4-26-32
（087）851-8061

Shikoku Regional Development Bureau
4-26-32 Fukuoka-cho, Takamatsu-shi, Ehime 760-8554
Tel: (087) 851-8061

http://www.skr.mlit.go.jp/eizen/index.html

九州地方整備局｜営繕部計画課
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7
福岡第２合同庁舎
（092）471-6331

Kyushu Regional Development Bureau
2-10-7 Hakata Eki-higashi, Hakata-ku,
Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0013
Tel: (092) 471-6331

長崎営繕事務所
Nagasaki Government
Buildings Work Office
熊本営繕事務所
Kumamoto Government
Buildings Work Office

〒852-8024
長崎市花園町26-11
26-11 Hanazono-cho, Nagasaki-shi, Nagasaki 852-8024

（095）861-5251
Tel: (095) 861-5251

〒862-0971
熊本市大江3-1-53 熊本第２合同庁舎
No. 2 Kumamoto Government Building
3-1-53 Ohe, Kumamoto-shi, Kumamoto 862-0971

（096）366-2200

鹿児島営繕事務所
Kagoshima Government
Buildings Work Office

〒892-0816
鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎
13-21 Yamashita-cho, Kagoshima-shi , Kagoshima 892-0816

（099）222-5188
Tel: (099) 222-5188

Tel: (096) 366-2200

http://www.gsr.mlit.go.jp/n-tatemono/index.html

沖縄総合事務局｜開発建設部営繕課
〒900-8530 那覇市前島2-21-7
（098）866-0031

Okinawa General Bureau
2-21-7 Maejima, Naha-shi, Okinawa 900-8530
Tel: (098) 866-0031

http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/index.htm
2004.4.1作成

