
資料 3 建築士会が受託した業務・補助（助成）事業リスト（過去 5年間) 
 ご回答のあった建築士会の受託事業名等をそのまま掲載した。なお、連合会の受託事業も記述した。 
士会名 委託先名 補助(助成)事業名 事 業 名 称 実施年 補助割合 
北海道 札幌市 街並み景観形成活動等 景観スペシャリスト養成講座 平成 23年度 ２/３ 
北海道 札幌市 街並み景観形成活動等 景観スペシャリスト養成講座 平成 24年度 ２/３ 
宮城 国土交通省 住宅市場整備推進等事業 木造住宅施工能力向上・継承事業 平成 25年度 100％ 
宮城 国土交通省 住宅市場整備推進等事業 木造住宅技能者育成・技術力向上事業 平成 26年度 100％ 
宮城 宮城県 宮城県文化遺産地域活性化推

進事業 
地域の文化財調査とまちづくり事業 平成 26年度 100％ 

宮城 宮城県 宮城県被災建築物応急危険度

判定技術者講習 
宮城県被災建築物応急危険度判定技術者講習 平成 11 年度以

降毎年度実施 
100％ 

宮城 宮城県 緊急雇用対策事業 介護環境アドバイザー事業業務 平成 23・24 年
度 

100％ 

山形 山形県教育庁文化

財・生涯学習課 
 茅葺屋根建造物継承事業 平成 25 年度～

平成 26年度 
100％ 

茨城 国土交通省都市局 歴史的風致維持向上推進等調
査 

地域文化財の専門技術者育成手法検討調査 平成 24年度 100％ 

栃木 国土交通省 住宅技術高度化・展開推進事業 機銃や技術の普及促進他、技術基盤の強化に関する事業の

うち住宅省エネ化事業推進体制強化を行う事業 
平成 24 年度～
現在 

 

栃木 林野庁 木材利用ポイント付与事業 木材利用ポイント付与事業 平成 25 年度～
現在 

 

栃木 栃木県  省エネ・創エネ化提案力アップ支援事業 平成 25 年度～
平成 26年度 

 

栃木 文化庁  重要文化財（建造物）耐震予備診断業務 平成 25年度  
千葉 千葉県 文化芸術振興費補助金（文化遺

産を活かした地域活性化事業）

歴史的建造物の保全・活用の促進による地域の活性化事業 平成 22 年度～
平成 27年度 

100％ 

神奈川 国土交通省 住まい・まちづくり担い手事業 文化的価値のある建築物の保全・活用手法のケーススタデ

ィ 
平成 21年度 100％  

山梨 甲府市・中心市街

地ｽﾄﾘｰﾄ再生事業

実行委員会 

平成 26 年度 中心市街地スト
リート再生事業 

2040プロジェクト グリーンリノベーション「オリエント
イースト」事業 

平成 26年度 150万円 



長野 松本市 歴史文化基本構想建造物調査

委託 
 平成 24 年度～

平成 26年度 
 

長野 松本市 三の丸地区整備方針策定業務

委託 
 平成 26年度  

長野 飯田市 老朽化し危険な空家詳細調査

業務委託 
 平成 26年度  

長野 安曇野市 民家調査  平成 24 年度～
26年度 

 

長野 筑北村 空き家バンク登録物件調査及

び改修提案書作成受託金 
 平成 26年度  

静岡 浜松市 鴨江別館改修工事 「浜松市鴨江別館」改修工事建築・設備設計業務 平成 21年度 100％ 
静岡 浜松市上下水道部 旧住吉浄水場ポンプ室等調査 浜松市上下水道部旧住吉浄水場ポンプ室等調査業務 平成 22年度 100％ 
静岡  浜松市  大規模建築物等の景観誘導方策検討業務 平成 22年度 194万円 
静岡 国土交通省 住まい・まちづくり担い手事業 建築基準法特例制度を活用した歴史的建築物の保全・活用

業務 
平成 22年度 160万円 

静岡 文化庁  歴史的建築物の保全・活用による地域の活性化事業 平成 22年度 120万円 
静岡 （財）建築技術教

育普及センター 
平成 23年度調査・研究助成 歴史的建造物の保全・活用のための住民・行政・専門家に

よるネットワーク構築に関する調査 
平成 23年度 100万円 

静岡 文化庁  文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業 平成 23年度 110万円 
静岡  浜松市東区 「地域未来遺産・伊豆石の蔵」

調査 
「地域未来遺産・伊豆石の蔵」調査業務 平成 24年度 100％ 

静岡 国土交通省 歴史的風致維持向上推進等調

査 
歴史まちづくりネットワーク構築検討調査 平成 24年度 100％ 

(510万円) 
静岡 浜松市浜北区 森岡の家記録文書作成 浜松市森岡の家記録文書作成業務 平成 25年度 100％ 
静岡 国土交通省 歴史的風致維持向上推進等調

査 
建築士等が災害時に歴史的価値保全復旧手法を提示する

活動のためのマニュアル整備と当該活動への参加意識調

査を通じたマニュアルの実用性向上 
 

平成 25年度 100％ 
(642万円) 

愛知 文化庁 文化芸術振興費補助金（文化遺

産を活かした観光振興・地域活

性化事業） 

あいちヘリテージマネージャー養成講座 平成 23年度. 90％ 



愛知 文化庁 文化芸術振興費補助金（文化遺

産を活かした観光振興・地域活

性化事業） 

あいちヘリテージマネージャー養成講座 平成 24年度 80％ 

愛知 文化庁 文化芸術振興費補助金（文化遺

産を活かした観光振興・地域活

性化事業） 

あいちヘリテージマネージャー事業 平成 25年度. 86％ 

愛知 文化庁 文化芸術振興費補助金（文化遺

産を活かした観光振興・地域活

性化事業） 

あいちヘリテージマネージャー事業 平成 26年度. 88％ 

愛知 文化庁 文化芸術振興費補助金（文化遺

産を活かした観光振興・地域活

性化事業） 

あいちヘリテージマネージャー事業 平成 27年度. 51％ 

岐阜 岐阜県  「岐阜県被災建築物応急危険度判定士」養成登録業務 平成 22 年度～
平成 26年度 

100％ 

岐阜 岐阜市  建築市民相談委託業務 平成 22 年度～
平成 26年度 

100％ 

岐阜 各務原市  建築相談業務委託 平成 22 年度～
平成 26年度 

100％ 

岐阜 可児市  住宅（建築）相談運営委託業務 平成 22 年度～
平成 26年度 

100％ 

岐阜 中津川市 耐震促進事業 中津川市木造住宅耐震診断事業委託 
中津川市木造住宅耐震促進事業啓発委託業務 

平成 22 年度～
平成 26年度 

100％ 

岐阜 垂井町  垂井町歴史的建造物調査業務 平成 25年度 100％ 
岐阜 大野町  大野町北岡田家調査業務 平成 22年度 100％ 
岐阜 岐阜県  岐阜県歴史的建築物等調査業務 平成 26年度 100％ 
岐阜 岐阜県（教育委員

会） 
 岐阜県近代和風建築物調査業務 平成 26年度 100％ 

富山 文化庁 ＮＰＯ等による文化財建造物

の管理活用事業  
歴史的建造物修復技術講習会 平成 23年度 100％  

富山 文化庁 ＮＰＯ等による文化財建造物

の管理活用事業   
歴史的建造物修復技術講習会とその社会実装 平成 24年度 100％  



石川 金沢市 
 

かなざわ町家情報 
バンク登録建物調査 
業務 

（かなざわ町家情報バンク登録建物調査業務） 
 金沢市の美しいまちなみを形成する町家等の利活用を

促進し、町家の保全を図るため、かなざわ町家情報バンク

に登録するための建物について調査し、町家利用希望者に

わかりやすい情報を提供するための基礎資料を作成する

業務を、石川県建築士会が金沢市より委託され、石川県建

築士会まちづくり委員会が調査業務にあたった。 
実施年 実施期間 参加建築士

の人数 
調査建物

数 
平成 20
年度 

H20.4.21 ～

H21.3.31 
３名 

２４

平成 21
年度 

H21.4.13 ～

H22.3.19  
４名 

１８

平成 22
年度 

H22.4.23 ～

H23.3.24 
３名 

１５
 

平成 20年度～ 
平成 23年度 

 

石川 NPO法人 
金澤町家研究会

（金沢市より委

託） 
 
 

金澤町家流通コーデイネート

事業のうち「金澤町家情報バン

ク」に係る登録建築物調査業務

を受託 

（金澤町家登録関連建物調査業務） 
 業務の内容は上記に同じ。 
実施年 実施期間 参加建築士

の人数 
調査建物

数 
平成 23
年度 

H23.4.15 ～

H24.3.6 
３名 １６

平成 24
年度 

H24.4.5 ～

H25.3.25 
３名 １４

平成 25
年度 

H25.4.30 ～

H26.3.4 
３名 ８

平成 26
年度 

H26.5,26 ～

H27.2.6 
６名 １７

 

平成 23年度～ 
平成 27年度 

 

石川 金沢市 景観地区指定に係る長町武家 （景観地区指定に係る長町武家屋敷群地区土塀調査業務） 平成 24年度～  



 屋敷群地区土塀調査業務を受

託 
「金沢市景観計画」に基づき、今後、景観特性を活かした

良好かつ魅力的な景観形成が特に求められる地区を『景観

地区』に指定するために、地元住民等の意向を踏まえつつ、

指定に向けた検討を行うため、長町地区の景観特性である

土塀群の調査業務が建築士会に委託された。まちづくり委

員会から１３名が調査に参加。４０件を調査。 

平成 25年度  
 

石川 金沢市 
 

金澤町家マネージャー事業業

務を受託 
（金澤町家マネージャー事業業務） 
金澤町家所有者及び居住者に対して、町家の価値や役割等

の意識を高め、より一層の町家の保全・活用推進を図るた

め、まちなか区域における町家の所有者及び居住者に面談

等により町家の維持や活用に係る相談・助言等を行うほ

か、その内容を報告書にとりまとめ、今後の金沢市金澤町

家事業へ活用することを目的としている。 
建築士会が委託された業務は、（１）指定区域内における要

件に該当する町家の抽出調査、（２）調査対象町家の居住者

等との面談、（３）写真撮影、（４）町家マネージャーカー

ドの作成、（５）報告書の作成等であった。 
業務完了期限は 平成 26年 7月から平成 27年 2月末日。
まちづくり委員会から４名がこの業務に参加した。 
当初４０軒を調査の依頼だったが、結果は６４軒となっ

た。 

平成 26年度  

福井 福井県 福井県緊急雇用創出事業臨時

特例基金事業 
伝統的民家等保存活動促進業務 平成 22 年度～

平成 23年度 
 

福井 文化庁 文化遺産を活かした地域活性

化事業 
ふくいヘリテージマネージャー養成講座 平成 25 年度～

平成 26年度 
 

大阪 文化庁 文化芸術振興費補助金（文化遺

産を活かした地域活性化事業）

近代建築文化遺産総合活用活性化事業 平成 26年度 73％ 

大阪 文化庁 文化芸術振興費補助金（文化遺

産を活かした地域活性化事業）

文化遺産総合活用活性化事業 平成 27年度 80％ 

兵庫 兵庫県 景観形成支援事業 近代化住宅定期点検活動 平成 23 年度～
平成 25年度 

 



兵庫 神戸市 まちづくりに係る建築士会等

と自治体との連携強化のため

の方策検討事業 

・歴史的建築物保全・再生・活用のための自治体連携の共

同事業 
・歴史的建築物の建物調査業務 

平成 26 年度～
平成 27年度 

 

兵庫 神戸市 現地簡易アドバイス制度事業 現地簡易アドバイザー派遣に係る委託 平成 22 年度～
平成 26年度 

 

兵庫 神戸市  ・神戸建築データバンク基礎調査業務に係る委託 
・建物実態調査業務に係る委託 

平成 24 年度～
平成 25年度 

 

兵庫 神戸市  ・住教育の取組み支援に関する委託 
 
・神戸市すまいの耐震診断員派遣事業 

平成 23 年度～
平成 25年度 
平成 25 年度～
平成 27年度 

 

兵庫 姫路市 リフォームヘルプ事業 リフォームヘルプ事業建築関係職種業務委託 平成 25 年度～
平成 27年度 

 

兵庫 国土交通省 空き家管理等基盤強化推進事

業 
建築士会等による空き家の適正な管理方策検討事業 平成 27年度 100％  

奈良 文化庁 
 
 

文化遺産を活かした観光振興・

地域活性化事業 
地域の歴史的建造物の保全・活用に係る専門家育成事業 
専門家育成事業により育成された人材を活用した、地域に

根ざした歴史的建造物の掘り起こし事業 

平成 22年度 100％ 

奈良 文化庁 
 
 

文化遺産を活かした観光振興・

地域活性化事業 
地域の歴史的建造物の保全・活用に係る専門家育成事業 
専門家育成事業により育成された人材を活用した、地域に

根ざした歴史的建造物の掘り起こし事業 

平成 23年度 100％ 

奈良 文化庁 
 
 

文化遺産を活かした地域活性

化事業 
地域の歴史的建造物の保全・活用に係る専門家育成事業 
専門家育成事業により育成された人材を活用した、地域に

根ざした歴史的建造物の掘り起こし事業 

平成 24年度 100％ 

奈良 文化庁 
（奈良県） 

文化遺産を活かした地域活性

化事業 
歴史的建造物の保全・活用の促進による地域の活性化事業 平成 25年度 100％ 

奈良 文化庁 
（奈良県） 

文化遺産を活かした地域活性

化事業 
歴史的建造物の保全・活用の促進による地域の活性化事業 平成 26年度 100％ 

奈良 文化庁 
（奈良市） 

文化遺産を活かした地域活性

化事業 
奈良市における近世・近代の歴史的建造物の掘り起こし

による地域活性化事業 

 

平成 26年度 100％ 



和歌山 文化庁 平成 25 年度文化芸術振興費補
助金 

和歌山県ヘリテージマネージャー育成事業 平成 25年度 50％ 

和歌山 国土交通省 平成 25 年度住宅市場整備推進
等事業 

住宅省エネルギー技術者講習会 平成 25年度 100％ 

和歌山 文化庁 平成 26 年度文化芸術振興費補
助金 

和歌山県ヘリテージマネージャー育成事業 平成 26年度 50％ 

和歌山 国土交通省 平成 26 年度住宅市場技術基盤
推進事業 

住宅省エネルギー技術者講習会 平成 26年度 100％ 

鳥取 文化庁 地域伝統文化総合活性化事業 歴史的建造物の保全・活用に関する専門家育成研修 平成 22 年度～
平成 23年度 

３/５ 

島根 島根県農林水産部

林業課 
木造建築普及促進事業 平成 23年度しまね木造塾 

平成 24年度しまね木造塾 
平成 25年度しまね木造塾 
 

平成 23 年度～
平成 25年度 

100％ 

島根 斐伊川流域林業活

性化センター 

平成 26年度木造建築に精通し
た建築士の養成研修事業（平

成 26年度森林整備加速化・林
業再生事業） 

平成 26年度しまね木造塾 平成 26年度 100％ 

島根 松江市歴史まちづ

くり課 
城下町等歴史的建造物調査業

務 
松江市歴史的建造物調査（旧城下町地区） 平成 26年度 100％ 

島根 松江市歴史まちづ

くり課 
旧田野医院調査業務委託 
旧野津邸調査業務委託 

 平成 26年度 100％ 

島根 斐伊川流域林業活

性化センター 

平成 27年度木造建築に精通し
た建築士の養成研修事業（平

成 27年度森林整備加速化・林
業再生事業） 

 

平成 27年度しまね木造塾 平成 27年度 100％ 

島根 文化庁文化財部伝

統文化課 
平成 27 年度文化遺産を活かし
た地域活性化事業（地域の文化

遺産次世代継承事業） 
 

島根県ヘリテージマネージャー養成講習会 平成 27年度 50％ 



香川 香川県 空き家バンク登録支援業務 
 

空き家バンク登録支援業務 平成 27年度  

高知 高知県 高知県文化財建造物基礎調査

委託事業 
重要文化財（建造物）の立地環境・構造特性・保存状況に

ついて、所有者・管理責任者・管理団体が自ら耐震上の課

題を把握する。5件の診断実施。 

平成 24年度 随契 

高知 高知市 高知市指定文化愛施設耐震予

備診断委託業務 
文化財建造物の地震被害の対応等を検討していくため、耐

震診断を行い基礎的なデータを収集する。 
平成 25年度 随契 

福岡 福岡県三潴郡大木

町 
調査設計業務等委託 景観・土地利用計画にかかる準備業務 平成 26年度  

福岡 福岡県 募集及びパンフレット作成業

務委託 
平成 26 年度福岡県美しいまちづくり建築賞募集及びパン
フレット作成 

平成 26年度  

福岡 福岡県 募集及びパンフレット作成業

務委託 
平成 27 年度福岡県美しいまちづくり建築賞募集及びパン
フレット作成 

平成 27年度  

佐賀 佐賀県 景観行政推進事業 景観まちづくりリーダ養成色彩ワークショップ企画運営

等業務委託 
平成 22年度 100％ 

佐賀 佐賀県 景観行政推進事業 景観まちづくりリーダ養成ワークショップ企画運営等業

務委託 
平成 23年度 100％ 

佐賀 小城市 中心市街地景観形成ガイドラ

イン推進事業 
重点景観形成地区デザイン指針作成業務委託 平成 24年度 100％ 

佐賀 佐賀県 交流機会創出事業 景観まちづくりワークショップ企画運営業務委託 平成 25年度 100％ 
佐賀 小城市 中心市街地景観形成ガイドラ

イン推進事業 
重点景観形成地区ガイドライン作成業務委託 平成 25年度 100％ 

長崎 長崎市建設局土木

部土木維持課 
岩原川ワークショップ運営等

業務委託 
岩原川ワークショップ運営 平成 25年度 100％ 

長崎 長崎市建設局土木

部土木維持課 
平和公園地区道路詳細設計に

係るワークショップ運営等業

務委託 

平和公園地区道路詳細設計委員会係るワークショップ運

営 
平成 26年度 100％ 

熊本 国土交通省都市局

公園緑地・景観課 
歴史的風致維持向上推進等調

査 
歴史的建造物の被災調査・復旧支援体制検討調査 平成 24年度 100％ 

熊本 文化庁 ＮＰＯ等による文化財建造物

の管理活用事業 
組織間連携と支援ネットワーク構築による文化財保護の

新たな体制づくり 
平成 25年度 100％ 



熊本 阿蘇市教育委員会 隼鷹天満宮調査業務 隼鷹天満宮調査業務 平成 25年度 100％ 
宮崎 宮崎県 民間活力を生かした景観地域

づくり事業補助金（啓発） 
宮崎～景観・地域（まち）づくり講演会 平成 22年度 100％ 

宮崎 宮崎県 民間活力を生かした景観地域

づくり事業 
まちづくり塾 in高岡町武家屋敷 平成 22年度 100％ 

宮崎 宮崎市 宮崎市景観整備機構 高岡ワークショップ 平成 22年度 100％ 
宮崎 宮崎県 民間活力を生かした景観地域

づくり事業補助金（啓発） 
宮崎～景観・地域（まち）づくり講演会 平成 23年度 100％ 

宮崎 宮崎県 民間活力を生かした景観地域

づくり支援事業 
まちづくり塾 in高鍋駅 平成 23年度 100％ 

宮崎 宮崎市 宮崎市景観整備機構 アートセンター景観サロン 平成 23年度 100％ 
宮崎 日向市 美々津地区夜間景観社会実験

業務 
ライトアップ社会実験 平成 24年度 100％ 

宮崎 高鍋町 Ｈ24景観整備機構補助金 さくら通りサインデザイン案検討 平成 24年度 100％ 
宮崎 宮崎市 宮崎市景観整備機構 景観教室 平成 24年度 100％ 
宮崎 宮崎県 民間活力を生かした景観地域

づくり事業補助金（啓発） 
民間活力を景観啓発事業 in綾 平成 24年度 98％ 

宮崎 宮崎県 人と絆でつくる景観まちづく

り事業 
宮崎まちづくり道場 in都城 平成 24年度 95％ 

宮崎 宮崎県 民間活力を生かした景観地域

づくり事業補助金（啓発） 
みやざき・景観まちづくりセミナー 平成 25年度 100％ 

宮崎 宮崎県 人と絆でつくる景観まちづく

り事業 
宮崎まちづくり塾 in小林 平成 25年度 84％ 

宮崎 宮崎市 宮崎市景観整備機構 景観教室 平成 25年度 100％ 
宮崎 高鍋町 Ｈ25景観整備機構補助金 建築士の職能を活かしたデザイン、サイン計画 平成 25年度 100％ 
宮崎 宮崎県 民間活力を生かした景観地域

づくり事業補助金（啓発） 
にしめら景観フォーラム 平成 26年度 100％ 

宮崎 宮崎県 人と絆でつくる景観まちづく

り事業 
宮崎まちづくり塾 in県庁クス並木通り 平成 26年度 78％ 

宮崎 高鍋町 Ｈ26景観整備機構補助金 町内案内サインのデザイン案検討及び配置箇所の検討 平成 26年度 100％ 
宮崎 宮崎市 宮崎市景観整備機構 景観教室 平成 26年度 100％ 



宮崎 高鍋町 Ｈ27景観整備機構補助金 蚊口浜案内サインのデザイン案検討及び配置箇所の検討 平成 27年度 100％ 
沖縄 沖縄県  平成 21年度耐震診断技術者育成支援事業 平成 22 年 3～7月 100％ 
沖縄 沖縄県  沖縄県バリアフリー推進事業（アドバイザー派遣業務） 平成 22年度 100％ 
沖縄 沖縄県  平成 22年度被災建築物の応急危険度判定体制整備業務 平成 22年度 100％ 
沖縄 新建築士制度普及

協会 
 引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の実態調査 平成 22年度 100％ 

沖縄 沖縄県  平成 22年度技術者育成事業 平成 23 年 2 月
～3月 

100％ 

沖縄 県助産師会  沖縄県母子未来センター建設基本構想策定業務 平成 23 年 6 月
～10月 

100％ 

沖縄 住まい・まちづく

り担い手支援機構 
 住まい・まちづくり担い手事業における地域事務局運営業

務 
平成 23年度 100％ 

沖縄 沖縄県  （仮称）浦添大公園南エントランス管理事務所設計競技選

考委員会運営委託業務 
平成 23年 10月
～12月 

100％ 

沖縄 沖縄県  平成 23年度被災建築物の応急危険度反対体制整備業務 平成 23年度 100％ 
沖縄 文化庁 ＮＰＯ等による文化財建造物

の管理活用事業 
沖縄における文化財修理に関わる伝統技術の普及 平成 23年度 100％ 

沖縄 沖縄県  平成 23年度技術者育成事業 平成 23年度  100％ 
沖縄 沖縄県  平成 24年度被災建築物の応急危険度判定体制整備業務 平成 24年度 100％ 
沖縄 沖縄県  沖縄らしい風景づくりに係るポータルサイト構築業務 平成 24年度 100％ 
沖縄 国土交通省  地域における住宅省エネ化推進事業運営業務 平成 24年度 100％ 
沖縄 沖縄県  平成 24年度技術者育成事業 平成 24年度 100％ 
沖縄 那覇市  那覇市内バス停上屋意匠選定設計競技業務委託 平成 24年度 100％ 
沖縄 沖教済  沖縄県教職員共済会本部会館建て替えに係る調査・企画業

務 
平成 24年度 100％ 

沖縄 木活協 住宅市場整備推進等事業  平成 25年度 100％ 
沖縄 沖縄県  平成 25年度被災建築物の応急危険度判定体制整備業務 平成 25年度 100％ 
沖縄 那覇市  那覇市緑ヶ丘公園エントランススペース意匠選定設計競

技業務委託 
平成 24年度 100％ 

沖縄 沖教済  沖縄県教職員共済会本部会館設計競技実施業務 平成 25 年 3 月
～6月 

100％ 



沖縄 沖縄県  ナングスクコンペ 2013設計競技運営委託業務 平成 25年度 100％ 
沖縄 沖縄県  平成 25年度技術者育成事業 平成 25年度 100％ 
沖縄 沖縄県  平成 25年度沖縄らしい風景づくりに係る人材育成業務 平成 25年度 100％ 
沖縄 木活協 平成 26 年度住宅市場整備推進

等事業 
 平成 26年度 100％ 

沖縄 沖教済  平成 26年度被災建築物の応急危険度判定体制整備業務 平成 26年度 100％ 
沖縄 沖縄県  平成 26年度技術者育成事業 平成 26年度 100％ 
沖縄 沖縄県  平成 26年度沖縄らしい風景づくりに係る人材育成業務 平成 26年度 100％ 
沖縄 沖縄県  ケンソーコンペ 2014設計競技運営委託業務 平成 26年度 100％ 
沖縄 沖縄県  風土に根ざした家づくり手引書改訂業務 平成 27 年 1 月

～6月 
100％ 

連合会 文化庁 地域伝統文化総合活性化事業 歴史的建造物の保全・活用の促進による地域の活性化事業 平成 22年度 100％  
(550万円) 

連合会 文化庁 文化遺産を活かした観光振興・

地域活性化事業 
地域の伝統文化の理解・普及・発展を目指した歴史的建造

物の保全・活用策提案事業及び発表会 
平成 23年度  
 

100％  
(416万円) 

連合会  日本建築学会  東日本大震災文化財被災建造

物復旧支援事業(文化財ドクタ
ー派遣制度)  

文化財被災建造物の応急措置・復旧に向けた技術的指導お

よび被災状況詳細調査実施のための専門家派遣  
平成 23年度 100％  

  

連合会 文化庁 文化遺産を活かした観光振興・

地域活性化事業  
地域の伝統文化の普及・発展を目指したヘリテージマネー

ジャーのネットワーク化促進事業 
平成 24年度 100％  

(378万円) 
連合会 国土交通省 高齢者・障害者・子育て世帯居

住安定化推進事業 
地域高齢者居住環境アセスメント等モデル事業 平成 25年度 ２／３ 

連合会 （公財）建築技術

教育普及センター 

平成２７年度調査・研究助成 地域文化の継承に向けた価値ある歴史的建造物の保全・活

用システムの調査研究 
平成２７年度 50％   

 


