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 国土交通省の公共建築に関する広報活動の内、11月11日を「公共建築の日」及び11月を「公

共建築月間」に定め、全国的な取り組みを実施している。北海道開発局営繕部においても、平

成15年度よりこの広報活動に重点を置き、全道各地で公共建築に関わる機関と実行委員会を組

織し取り組んで来ている。今年度で12回を向えたこの広報活動の内容について総括し、今後の

広報活動の取り組みのあり方について検討する。 
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1. はじめに 

 北海道開発局営繕部では、官庁営繕事業の広報・広聴

の取り組みとして、広報誌の発行、建築設計セミナーの

開催、出前講座、現場見学会などを実施している。これ

らは主に、建築業界関係者や建築学科の学生を対象とし

て、技術的な情報提供や学習を目的にしている。これに

対し、一般の市民の方々が気軽に公共建築に触れること

が出来る取り組みとして、施設見学会や「公共建築の日」

記念イベント（以下記念イベントという）が実施されて

いる。 

この内、記念イベントの取り組みは、幅広い年齢層を

対象に、平成15年度より全国的で実施し、北海道におい

ても同年から札幌市にて開催してきている。その後、平

成18年度には旭川市、平成20年度からは釧路市に開催地

を拡大し、これまで多くの方々が参加している。 

本年度で12年目を向えた記念イベントについて、これ

までの経過を取りまとめると共に、全国の最近3年間の

取り組み内容を参考に、記念イベントに関する課題を抽

出し、地域の方々に公共建築に対しての理解と関心を更

に深めていくための取り組みの充実方策について検討を

行う。 

 

2. 「公共建築の日」について 

 公共建築の日の創設については、平成13年の全国営繕

主幹課長会議にて次の内容が提案（付託事項）されたこ

とより始まり、その内容を表-1に示す。 
この提案に関して、以後検討会が設置され、「公共建

築の日」創設趣旨の検討、イベント事例の検討、設定時

期の検討などを行い、平成14年11月には試行的にイベン

ト等を実施し、更に検討を重ね、平成15年4月全国営繕

主幹課長会議幹事会にて、「公共建築の日及び公共建築

月間」の創設の趣旨及び日の設定理由が了承され、平成

15年11月より全国において各種記念イベントを開催して

きている。なお、創設の趣旨等については以下に示す。 

 

(1) 趣旨 

  行政、教育文化、福祉等様々な分野に関わる各種の

公共建築は、地域の人々の生活に密接な係わりをもち、

地域の活性化、生活・文化水準の向上、街並み・景観

の形成等を図る上で重要な役割を果たしている。また

近年、地域との連携を図りながら、公共建築の整備や

運営のあり方を考えるべきという気運がますます高ま

っている。このため、公共建築に対する国民の意識が

高まり、国民それぞれが公共建築を通じて、街づくり、

地域づくりに直接・間接に参画し、真に優れた公共建

表-1  付託事項 

公共建築は、地域の人々の生活に密接に関わ

り、地域の活性化、街並みや景観形成にも重要

な役割を果たしている。一方、公共建築の整備

のあり方については、国民から必ずしも充分な

理解が得られておらず、一部において批判的な

見解もある。このため、公共建築に対する国民

の理解と関心を一層高めることを目的として、

意識啓発の契機となる「公共建築の日」という

ような機会を創設することについての問題点及

び課題等について検討する。 
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築の整備・運営に一定の役割を担うことが期待される。 

  このような状況を踏まえ、公共建築のあり方に対す

る国民の意識向上を図るため、「公共建築の日」及び

「公共建築月間」を創設し、関係団体、地方公共団体、

関係省庁等が幅広く協力しつつ、より一層国民に密着

した、より良い公共建築を目指していく。 

 

(2) 公共建築の日及び公共建築月間の設定理由 

  公共建築の日を11月11日、公共建築月間を11月に設

定された概要は以下のとおりとなっている。 

・「1111」と１が４つ並ぶことから、建築物の４本の

柱をイメージし、建築の基本的な構造を象徴して

いる。 

・過去11月に建築関連の出来事が多く、代表的には国

会議事堂が昭和11年11月に完成したことにちなん

でいる。 

 

(3) イベントの実施体制 

  公共建築の日創設当初の主催者については、実行委

員会とし、（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）文教施設協会の４団体を主体で構成する。ま

た、実行委員会が検討した「公共建築の日」の企画及

び事業を推進するに際して、国、地方公共団体等の立

場から協力支援を行うために、「協力支援会議」（実

行委員会、法務省、文部科学省、国土交通省、主要地

方公共団体）を設置する。 
 

3. 北海道の取り組みについて 

(1) 「公共建築の日」イベント概要と経過 
 北海道における記念イベントの取り組みは、平成15年
より、札幌市にて公共建築の日フォーラム（全国共通テ

ーマにて実施）やフォトコンテスト応募・展示及び公共

建築パネル展などを実施してきている。 
平成17年度には、体験プログラムを多数組み合わせて、

公共建築パネル等の展示を併設したイベントを、札幌市

モエレ沼公園のガラスのピラミッドにて「公共建築の日

フェスティバルｉｎモエレ」として開催している。この

会場の選定は、イサム・ノグチ氏がデザインした札幌市

を代表する公園のシンボル的な公共建築にて継続的に実

施することで、市民に記念イベントを定着させる目的が

ある。 
その後、北海道内の各地区での開催を検討し、平成18

年度からは、全道で2番目にシビックコア地区整備制度

に認定され、それに基づき整備された旭川地方合同庁舎

の完成を期に、旭川市にて「公共建築の日フェスティバ

ルｉｎ北彩都」を開催している。なお、北彩都とは、旭

川市が駅周辺開発整備事業のＰＲ用として一般公募した

愛称で、地区の活性化に寄与する意味でイベント名に取

り入れている。また、平成20年度には道東地区として、

全国で初めてシビックコア地区整備制度に認定され、複

数の公共建築が立ち並ぶ釧路市において、「公共建築の

日フェスティバルｉｎ釧路」を開催している。 
 平成24年度からは、札幌市の記念イベントにて併設開

催してきた展示を、市街地（地下歩行空間）で試行的に

開催するなど、更なる広報活動の向上にも取り組んでい

る。 
 
(2) 各イベント及びプログラムの取り組み状況 

a) フォト・ポスターコンテスト 

「公共建築の日フォトコンテスト（当初はモバイ

ルＰ１グランプリ）」は、一般の方々を対象に、「公

共建築の日」のＰＲ及び公共建築に対する地域住民の

認知度の向上という目的で、全国に先駆け平成15年度

の記念イベント初開催から今年度まで継続して実施し

ている。 
また、平成17年度からは、高校生から大学生を対象

とした「公共建築の日ポスターコンテスト」と、小学

生を対象とした「こども絵画展」を募集することで、

幅広い年齢層への対応策として実施している。 
コンテストの募集は、ホームページ（以下ＨＰと

いう）による掲載や、庁舎内・後援団体・関係店舗及

び美術関連学校へのポスターやチラシの設置など、応

 

【公共建築の日 共通ポスター】 

 

 

【平成25年度 ポスターコンテストグランプリ作品】 
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募者が募集情報を得やすいように取り組み、応募期間

も４ヶ月程度とすることで、より良い作品制作の時間

を確保している。また、「ことも絵画展」は、札幌市

のイベント会場近隣の小学校に協力依頼するなど、作

品募集に取り組んでいる。 
応募状況は図-1に示すが、年度毎に若干の変動はあ

るが一定の応募がある。フォトコンテストの応募者の

中には毎年応募される方々も多くなり、また、ポスタ

ーコンテストに応募した学生からは、作品制作を通じ

公共建築を再認識したという感想を貰うなど、コンテ

ストが地域に浸透しつつあり、イベントの目的が果た

せてきている。しかし、「こども絵画展」は9年間実

施し、ピーク期は300点以上の応募があったが、最近

は札幌市内の小学校との調整が難しく応募数が減少す

る傾向にある。 
b) 公共建築に気軽に触れ関心を深めるイベント企画 
「公共建築の日フェスティバル」は、来場者参加

型のイベントとして「建築」に繋がる多数のプログラ

ムを組み入れた、楽しく・賑やかな体験と展示型イベ

ントを併設することで、地域の方々が公共建築に気軽

に触れて関心を高めていただくことを目的に開催して

いる。 
札幌市でのメインプログラムは10年間変わらず、小

学校生を含む家族を対象とした「ダンボールシティー

を作ろう」（図-2）であり、廃ダンボールを使用して

小型の建物を自由に制作し完成した作品で街並みを造

る構成としている。普段は出来ない大型工作に触れら

れることから、このプログラムはここ数年、申し込み

期限前に定員になる状況となっており、参加者アンケ

ートでも毎年高評価をいただいている。 
その他のプログラムとして、木材・エコ電線・ペ

ットボトルなどの、建築材料を主に使用した工作指導

を行い、年令を問わず楽しめるプログラムを実施して

いる。 
旭川市及び釧路市の記念イベントでは共に地方合

同庁舎のホールを会場とし、メインプログラムを設け

ずに、耐力壁コンテスト・公共建築クイズ・免震装置

見学など、建築に関連した多数のプログラムを毎年工

夫して実施している。 
この３地域の記念イベントは、初開催から多数の

来場者が有り、現在では記念イベントの主体となって

いる。また、プログラムは当初から若干変化している

ものの大筋は継承し、参加者アンケートでも「大変楽

しめたイベント」として常に多くの来場者から高評価

をいただいている。この結果は、開催当初イベントの

企画・立案に取り組んだ、個々の職員の創意工夫の成

果といえる。 
展示型イベントとしては、公共建築パネル（公共

建築の事業概要・組織業務）や公共建築賞の作品紹介

の他、旭川市及び釧路市では後援団体の事業紹介のモ

ックアップや気象機器など趣向を凝らしたものを展示

し、また、観覧の誘導策としてクイズラリーのヒント

に活用するなどの工夫をしている。（図-3）その外、

各コンテストの応募作品も同会場内に展示しているが、

札幌市会場では、郊外の公園施設より手軽に見学でき

る市街地（地下歩行空間）へと展示場所を拡大してき

ている。 

 

 
図-2 ダンボールシティーを作ろう（札幌市） 

 

図-3 工夫した展示の例（旭川） 

図-1 各コンテスト応募数の推移 
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イベント案内は、ＨＰの外、後援団体、公共施設

及び公共交通機関等にポスターやチラシを設置してい

る。昨年の札幌市の記念イベントでは、一般紙・情報

誌に記載されたことから、多くの来場者に訪問いただ

いた。また、旭川市と釧路市の記念イベントではシビ

ックコア内の機関と連携して広報を行う外、記念イベ

ント当日は、隣接施設内でも広報を行い来場者の誘導

をしている。 
なお、釧路市のイベントにおいては、市内全小学

校や道の駅等へポスター・チラシを配布しており、来

場者アンケートの30％が「チラシを見て来場」と回答

されていることからも、大きな効果が現れているもの

と思われる。 
 

c) 講演と表彰式を合わせたプログラム 
 「公共建築の日フォーラム」（以下フォーラムとい

う）は、一般の方々を対象に、平成15年度から今年度

まで継続して11月（公共建築月間）に開催している。

地域の方々に公共建築のあり方や課題などを「見て・

聞いて」理解を深めていただくことを目的として、講

演やパネルディスカッションを主としたプログラムで

実施している。 
毎年の開催テーマは、その時々の公共建築を取り

巻く情勢や話題の中から検討・決定しており、現在ま

で、環境対策・防災対策・街並み形成・施設デザイン

等を取り上げている。（表-2） 
また、プログラムの一つとして各コンテストの入

選作の講評や表彰式を実施することで、一般の参加者

拡大にも取り組んでいる。参加者アンケートでは、プ

ログラムの内容については「概ね興味を持てた」とい

う回答が過半を占めている。 
参加募集の取り組みは、開催当初は、ＨＰは基よ

り関係機関紙への掲載や、官公庁施設・学校・公共交

通機関・後援団体施設等にポスター掲示するなど幅広

く広報をしてきたが、現在は、ＨＰ及び後援団体への

ＰＲ程度に留まっている。また、参加者数は、平成21
年度から減少傾向にあり、これは参加者募集の取り組

みの低下と比例しているように思われる。参加の職種

についても関係者が過半を占める状況となっており、

当初の目的が果たせていない状況となっている。 
 
 d) 取り組みの体制の拡大と課題 
  記念イベントの実施体制は、2.（3）に示すとおり、

平成15年度は、（一財）公共建築協会を主体とした４

団体の実行委員会と、後援に国土交通省・文部科学

省・北海道・札幌市の体制としている。平成16年度に

は、北海道内で公共建築事業を実施している主要地方

公共団体や北海道大学と、「公共建築の日北海道ブロ

ック協力支援会議」（実行委員会、国土交通省、北海

道、札幌市及び北海道大学）を設置し、体制を強化し

てきている。 
平成17年度からは、「公共建築フェスティバル」の

開催に伴い、主催に国土交通省北海道開発局が加わり

体制を強化すると共に、開催地の公共建築に関わる多

くの諸団体へ、イベントの趣旨を理解いただき後援承

諾を受けており、その経過を表-3に示す。後援団体か

らは人・物資両面の支援を受けることで、今まで官公

庁の体制だけでは出来ない、廃ダンボールの手配、木

材工作指導等のプログラムの実施、イベント規模の拡

大などが実施でき、後援団体のＰＲの場としても活用

するなど、複合的に相乗効果を作り出し、官公庁のイ

ベントから地域協働のイベントへ変化してきている。

また、イベントの経過と共に、後援団体による広報の

協力や新しいプログラムの提案など、協力体制も向上

してきている。しかし、これらの多くは、個々の担当

者の力量に依存している部分が大きく、継続して実施

 

表-2 公共建築フォーラムの年度別テーマ 
 

年度       テーマ 
H15 人･自然･生活･文化と公共建築について考える 

 H16 みんながはぐくむ公共建築 
 H17 ランドスケープの中で・・・ 
 H18 まちの再生と公共建築 
 H19 私達にできるＣＯ２排出削減の取組 
 H20 環境対策と公共建築 
 H21 耐震と公共建築 
 H22 ユニバーサルデザインと公共建築 

H23 北海道の木と建物づくり 
H24 サスティナブル社会と公共建築 
H25 災害時における公共建築の果たす役割 
H26 街並み・公共建築の再生 

 

 

表-3 「公共建築の日」記念イベントの協力団体の推移 
（公共建築の日北海道ブロック協力支援会議は除く） 
 
年度    後援団体名（法人名は省略する） 
H15  文科省(単年) 

H16  法務局(単年)、北海道開発協会 

H17  日本建築家協会北海道支部、北海道建築士会、 

北海道建築士事務所協会、札幌建設業協会、 

北海道電業協会、北海道空調衛生工事業協会、 

北海道技能士会 

H18  江別市、石狩市、北海道立総合研究機構、 

旭川地方気象台、旭川市、 

H20  旭川建設業協会、釧路地方気象台、釧路市、 

釧路建設業協会、釧路市こども遊学館 

H21  日本構造技術者協会(単年) 

H23  北海道森林管理局(単年) 

H25 北海道建具工業協同組合連合会 

H26  NPO旭川障害者連絡協議会 
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で来るよう引継ぎが行われていない状況もあげられる。 
 

4. 全国の取り組みについて 

 全国の記念イベントの取り組みは、初開催の平成15年

度は21件だったが翌年には58件と拡大し、それ以降、毎

年50件程度の記念イベントを全国各地で開催している。 

最近の3年間、計129件のイベント概要は図-4のとおり

で、展示が3割、見学会、講演会、フェスティバルはそ

れぞれ約1割を占めている。 

展示については、公共建築の事業パネルが主で、取り

組みやすいイベント形態のため全国で開催されている。

しかし、展示するだけでは見学者は少ないため、コンテ

ストの作品・完成模型・モックアップなどの展示やクイ

ズラリーの出題利用など、様々なプログラムに付加する

ことにより展示への誘導を図っている。また、都府県内

の建築関係フェアでのブース展示や歴史的建造物内での

展示をするなど、会場選定等の工夫をすることで多くの

来場者を狙うなど、公共建築のＰＲ活動を強化している。 

 現場見学会（現場体験・講習会も含む）は学生を対象

者にしたものが多く、その内容は設計説明・現場内見学

だけに留まらず、測量実習や施工体験（鉄筋結束・墨出

しなど）などを行い、建築現場を体験してもらうことで、

公共事業と建築を理解してもらう取り組みを行っている。

学生からは、「授業で学ぶより体験することで分かる・

現場に興味がわいた」など、好評を得ている。（図-5） 

施設見学会（ツアーも含む）は一般を対象に、歴史的

建造物や特殊施設及び学校や消防署などの身近な公共建

築まで幅広い施設で実施している。また、見学者とのパ

ネルディスカッションや写真撮影ツアー・ウォーキング

ツアーなどの同時開催や、車椅子や擬似メガネなどを用

いて擬似的な体験を加えるなど、公共建築を見学するだ

けではなく、様々な興味を掘り起こすような工夫をして

いる。 

 講演関係（ディスカッション含む）については、最近

3年間のテーマが、東日本大震災の教訓を生かす上で、

耐震や防災に関するものが多く、その次に木材活用とい

う順になっている。参加者は建築設計者や建築業者が主

となっており、学生にも興味を持ってもらうために、参

加案内をしている。また、CPD制度の認定プログラムと

することで単位取得ができるなど、参加者増加に向けた

取り組みも行っている。なお、参加者数はディスカッシ

ョン形式の方が講演形式より6割程度多い傾向にある。

これは、多人数の対話形式のディスカッションの方が

様々な意見交換が聞けて面白いという考えがあるのかも

しれない。 

 記念イベント開催に関する広報については、各地方整

備局、地方公共団体、関係施設、観光案内所での広報

誌・ＨＰへの掲載や、各学校、交通機関でのチラシ配布

やポスター掲示を実施している。しかし、これらの情報

提供は、相手方の興味により効果が左右される部分が多

いため、記念イベントへの参加対象のターゲットを絞り、

そこに直接的（訪問）に広報したほうが効果を上げてい

る。 

 取り組みの体制については、全国的においても各団体

と協力し実行委員会（国土交通省の各地方整備局も参加）

を設けて、記念イベントを運営しているおり、地方公共

団体の協力体制も広報協力や施設見学会の主催など年々

強くなってきている。また、官公庁（建築関係）以外の

団体との協力体制は建築業界だけではなく、学校・教育

委員会・商店街及び消防署など、その時々のイベントテ

ーマにより幅広く関係団体と調整されている。 

 

図-4 全国の記念イベント概要 
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図-5 現場体験学習の様子 

Yamaguchi Masayuki, Yoshida Kinya 



5. 北海道における今後の取り組み 

現在実施している各地域での記念イベントでは、参加

者にアンケートを実施しており、各プログラムについて

は、ほぼ良好な回答を得ている。しかし、公共建築の日

フェスティバルの参加者アンケートからは「いいイベン

トなので広くＰＲを」との指摘がある通り、こども絵画

展やフォーラムなどは、参加者や応募者が開催当初より

も減少している状況にある。 
今後「公共建築の日」の目的を継続的に果たす上でも、

これらの対応策についてこれまでの実績や全国の状況を

踏まえ、以下の取り組みを検討する。 

(1) 取り組み内容の抜本的な見直し 
「こども絵画展」については、低迷している状況を変

えるため、今年度は、各地の記念イベント会場にて、公

共建築をテーマにした「ぬり絵」の作品提供を求めるプ

ログラムに変更することで、参加者が子供から大人まで

と幅広い層になり、作品提供も増加している。（図-1）

このプログラムを今後継続していくことで、こども絵画

展の目的を継承する。 
 

(2) 参加者のターゲットを絞った広報とイベント 
来場者参加型のイベントについては、開催案内の方法

を、釧路市や全国の取り組みを参考に、参加対象者のタ

ーゲットを絞る（主に小学生及びその家族）と共に、直

接的なアプローチを学校や児童会館及び社会教育施設な

どに継続的に実施していくことで改善を図る。 

展示に関しては、モックアップやスタンプラリーとの

融合など、観覧方法に付加価値をつける取り組みを継続

することで、参加者を誘導し公共建築に対する理解向上

を促すことを目指す。 
フォーラムについては、過去の実績や全国の取り組み

から、パネルディスカッション形式の再開やＣＰＤ制度

の活用、及び参加者の位置づけを建築関係者（官公庁、

業界団体、建築関係の学生など）に主体を変更すること

で、「優れた公共建築の整備・運営に一定の役割を担う」

技術者への動機付けを目的に実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新しい取り組みとしては、全国の開催状況から好評な

記念イベントを参考として、体験学習型の現場見学会を

実施し、参加対象者を学生中心とすることで、建築業界

へ誘引し、新しい担い手の創造・育成についても推進し

ていく。 
 
(3) 地域連携による取り組みの強化 
北海道には国土の約22%を占める広大な面積に179市町 
村がある。この中で、現在、記念イベントに関わりがあ

る地方公共団体は5市という状況である。この数値から

見ても、北海道において「公共建築の日」の趣旨を広げ

る余地はまだ多くある。 
今後、記念イベントの企画の一部については、地方公

共団体が単独でも取り組みやすく小規模でも実施可能な

「展示」とするなど広域な組織体系との連携をし、全道

の各地域での記念イベントの実施、参加者全体の底上げ

についても検討を進めたい。 
 

6. まとめ 

記念イベントの目的は、最初に記載したとおり、「国

民の公共建築に対する意識向上により、街づくり、地域

づくりに直接・間接に参画し、より良い公共建築の整

備・運営に繋げる」ことである。今年度で12年を向えた

北海道でのイベントは、成熟期にあるといえるが、個人

の力量により支えられてきている状況もぬぐいきれない。 

今後更なる検討を加え、内容を充実することで、一層

の効果の発揮、継続的な目的の達成に寄与できればと考

える。 
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局職員及び関係団体のスタッフの方々並びに同イベント

を支えていただいた後援団体の方々に、この場をお借り

して謝意を表したい。 

 

付録 

公共建築の日ホームページアドレス 
http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_eizen/eizenfes/eizenfes01.html 
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