
国 会 議 事 堂 
 こっ  かい   ぎ    じ   どう  

53466 

パブリック ビルディング カード  ＮＯ：２０１４０００1 

横浜地方気象台 
 よこ はま ち  ほう き しょうだい  

1540 

パブリック ビルディング カード  ＮＯ：２０１４０００２ 

横浜税関本関 
 よこ はま ぜいかん ほんかん  

16049 

パブリック ビルディング カード  ＮＯ：２０１４０００３ パブリック ビルディング カード  ＮＯ：２０１４０００４ 

国立国語研究所 
 こくりつ こくご けんきゅうじょ  

13820 

パブリック ビルディング カード  ＮＯ：２０１４０００５ 

国際子ども図書館 
 こく さい こ      と しょ かん 

6671 

パブリック ビルディング カード  ＮＯ：２０１４０００６ 

国立西洋美術館本館 
 こく りつせいようびじゅつかん ほんかん 

４３５３ 

パブリック ビルディング カード  ＮＯ：２０１４０００7 

横浜植物防疫所 つくばほ場 
 よこ はましょくぶつぼう えき しょ          じょう 

689 

パブリック ビルディング カード  ＮＯ：２０１４０００８ 

さいたま新都心合同庁舎 １号館 
          しん と しん ごうどうちょうしゃ    ごうかん 

123015 

パブリック ビルディング カード  ＮＯ：２０１４０００９ 

さいたま新都心合同庁舎 ２号館 
          しん と しん ごうどうちょうしゃ    ごうかん 

99427 

パブリック ビルディング カード  ＮＯ：２０１４００１０ 

九段第３合同庁舎 
 くだんだい      ごうどうちょうしゃ 

35748 



ーＤＡＴＡー 

Ｓ ＲＣ 

１１月１１日は、「公共建築の日」 

国土交通省関東地方整備局営繕部 

国会 

★明治期の外観及び、内装の保存に配慮して、復元作業が行われ、 

 
 免震レトロフィット工法が採用されています。 

めいじき   がいかんおよ   ないそう ほぞん  はいりょ     ふくげんさぎょう 

めんしん            こうほう さいよう 

施設名：国際子ども図書館 
 
所在地：東京都台東区上野公園１２－４９ 
 
構 造：ﾚﾝｶﾞ組積造一部鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造３階地下1階 
 
面 積：6,671平方㍍  完 成：明治39年(1906年) 

 こくさい こ    としょかん しせつめい 

しょざいち 

こう  ぞう 

めん  せき  へいほう 

      そせきぞういちぶてっこつてっきん     ぞう  かいちか  かい 

 とうきょうとたいとうく うえのこうえん 

かん せい   めいじ   ねん  

ーＤＡＴＡー １１月１１日は、「公共建築の日」 

国土交通省関東地方整備局営繕部 

Ｓ ＲＣ 

施設名：横浜税関本関 
 
所在地：神奈川県横浜市中区海岸通１－１ 
 
構 造：鉄骨鉄筋コンクリート造 ５階 
 
面 積：16,049平方㍍  完 成：昭和９年(1934年) 

 よこはまぜいかんほんかん しせつめい 

しょざいち 

こう  ぞう 

めん  せき へいほう 

 てっこつてっきん  ぞう 

 かながわけん よこはまし なかく かいがんどおり 

 かい 

 かん  せい しょうわ  ねん 

財務 

★「クイーンの塔」の愛称で親しまれる横浜３塔の一つ。平成１５年に 

 

 その外観の改変を最小限でとどめて保存・活用し整備している。 

  

          とう  あいしょう した       よこはま とう       へいせい   ねん 

  がいかん  かいへん さいしょうげん       ほぞん  かつよう  せいび 

ーＤＡＴＡー １１月１１日は、「公共建築の日」 

国土交通省関東地方整備局営繕部 

ＲＣ 気象 

施設名：横浜地方気象台 
  
所在地：神奈川県横浜市中区山手町９９ 
 
構 造：鉄筋コンクリート造 ３階地下１階 
   
面 積：1,540平方㍍  完 成：昭和２年(1927年) 

 よこはまちほうきしょうだい しせつめい 

しょざいち 

こう  ぞう 

めん  せき へいほう 

  てっきん  ぞう 

 かながわけん  よこはまし なかく やまてちょう 

  かいちか  かい 

 かん  せい  しょうわ  ねん 

★気象台としての機能の刷新を図りつつ、既存建物とブラフ石積み擁壁 
  

 を保存し、山手地区の歴史的景観に調和するよう整備されている。 
  

きしょうだい      きのう  さっしん  はか      きぞんたてもの       いし づ  ようへき 

 ほぞん     やまてちく   れきしてきけいかん ちょうわ       せいび 

ーＤＡＴＡー １１月１１日は、「公共建築の日」 

国土交通省関東地方整備局営繕部 

ＲＣ 国会 

★昭和１１年（1936年）に建てられた、日本の国政を司る施設です。 

 
 中央部には高さ65.45ｍの塔があります。 

しょうわ   ねん     ねん    た         にほん  こくせい つかさどるしせつ  

ちゅうおう    たか         とう 

施設名：国会議事堂 
 
所在地：東京都千代田区永田町１－７－１ 
 
構 造：鉄筋コンクリート造 ３階地下１階 
 
面 積：53,466平方㍍  完 成：昭和11年(1936年) 

こっかいぎじどう しせつめい 

しょざいち 

こう  ぞう 

めん  せき 

とうきょうと  ちよだく  ながたちょう 

てっきん           ぞう   かい ちか  かい 

へいほう かん せい  しょうわ ねん 

ーＤＡＴＡー １１月１１日は、「公共建築の日」 

国土交通省関東地方整備局営繕部 

Ｓ ＲＣ 

★国語に関する総合的な調査・研究を行い、言語生活の向上と外国人に 

 
 対する日本語教育の進行を図ることを目的とした建物です。 

独法 

施設名：国立国語研究所 
 
所在地：東京都立川市緑町３５９１－２ 
 
構 造：鉄骨鉄筋コンクリート造 ４階地下１階 
 
面 積：13,820平方㍍  完 成：平成16年(2004年) 

 こくりつこくごけんきゅうじょ しせつめい 

しょざいち 

こう  ぞう 

めん  せき へいほう 

 てっこつてっきん ぞう かい ちか  かい 

  とうきょうとたちかわしみどりちょう 

かん せい  へいせい  ねん 

ーＤＡＴＡー 
１１月１１日は、「公共建築の
日」 

ＲＣ 

★基本設計はル・コルビュジェが手がけており、オリジナルデザインの 

 

 保存として日本初のレトロフィット工法で保存整備をしている。 

きほんせっけい                  て             

ほぞん     にほんはつ              こうほう  ほぞんせいび 

施設名：国立西洋美術館本館 
 
所在地：東京都台東区上野公園７－７ 
 
構 造：鉄筋コンクリート造 ３階 地下１階 
 
面 積：4,353平方㍍  完 成：昭和34年(1959年) 

 こくりつせいようびじゅつかんほんかん しせつめい 

しょざいち 

こう  ぞう 

めん  せき へいほう            かん せい  しょうわ  ねん 

てっきん           そう   かい ちか   かい 

 とうきょうとたいとうく うえのこうえん 

独法 

ーＤＡＴＡー １１月１１日は、「公共建築の日」 

国土交通省関東地方整備局営繕部 

★国土交通省で手がけた木造庁舎第１号で、日本の「農業」と「緑」 

 
 を守るために、輸出入植物及び国内植物の検疫を実施しています。 

こくどこうつうしょう て     もくぞうちょうしゃだい ごう  にほん    のうぎょう   みどり 

  まも       ゆしゅつにゅうしょくぶつ こくないしょくぶつ けんえき じっし 

農水 Ｗ 

施設名：横浜植物防疫所 つくばほ場 
 
所在地：茨城県つくば市長峰１－７ 
 
構 造：木造 ２階 
 
面 積：689平方㍍  完 成：平成24年(2012年) 

 よこはましょくぶつぼうえきしょ       じょう しせつめい 

しょざいち 

こう  ぞう 

めん  せき へいほう      かん せい  へいせい  ねん 

 もくぞう    かい 

 いばらぎけん     し ながみね 

ーＤＡＴＡー １１月１１日は、「公共建築の日」 

国土交通省関東地方整備局営繕部 

合同 

★21世紀を目指す開かれた新世代の庁舎として建設され、シビックコア 

 

 地区整備制度による新都心の街づくりに深く関わっています。 

   せいき   め ざ  ひら      しんせだい ちょうしゃ    けんせつ  

  ちく せいびせいど       しんとしん  まち       ふか かか 

施設名：さいたま新都心合同庁舎 １号館 
 
所在地：埼玉県さいたま市中央区新都心１－１ 
 
構 造：鉄骨造 ３１階 地下２階 
 
面 積：101,405平方㍍ 完 成：平成12年(2000年) 

      しんとしんごうどうちょうしゃ   ごうかん しせつめい 

しょざいち 

こう  ぞう 

めん  せき へいほう      かん せい  へいせい  ねん 

てっこつぞう    かい ちか   かい 

さいたまけん       しちゅうおうくしんとしん 

Ｓ 

ーＤＡＴＡー １１月１１日は、「公共建築の日」 

国土交通省関東地方整備局営繕部 

★広域防災拠点としての機能を備え、災害対策用の大型ヘリポートを 

 
 最上部に設置している。関東地方整備局営繕部の入居施設でもある。 

こういきぼうさいきょてん      きのう   そな   さいがいたいさくよう おおがた 

 さいじょうぶ せっち        かんとうちほうせいびきょくえいぜんぶ  にゅうきょしせつ 

施設名：さいたま新都心合同庁舎 ２号館 
 
所在地：埼玉県さいたま市中央区新都心２－１ 
 
構 造：鉄骨造 ２６階 地下３階 
 
面 積：99,427平方㍍ 完 成：平成12年(2000年) 

        しんとしんごうどうちょうしゃ ごうかん しせつめい 

しょざいち 

こう  ぞう 

めん  せき へいほう          かん せい  へいせい  ねん 

てっこつぞう      かい  ち か   かい 

 さいたまけん       しちゅうおうくしんとしん 

合同 Ｓ 

ーＤＡＴＡー １１月１１日は、「公共建築の日」 

国土交通省関東地方整備局営繕部 

Ｓ 

★ＰＦＩ事業として、国の庁舎と千代田区役所本庁舎を合築して整備。 

 
 一体整備とする利点が生かされ利用者の利便性向上に繋がっている。 

ぴーえふあいじぎょう      くに  ちょうしゃ ちよだくやくしょほんちょうしゃ  がっちく  せいび 

 いったいせいび     りてん   い     りようしゃ  りべんせいこうじょう つな 

施設名：九段第３合同庁舎 
 
所在地：東京都千代田区九段南１－２－１ 
 
構 造：鉄骨造 ２３階 地下３階 
 
面 積：35,748平方㍍ 完 成：平成19年(2007年) 

くだんだい  ごうどうちょうしゃ しせつめい 

しょざいち 

こう  ぞう 

めん  せき へいほう         かん せい  へいせい  ねん 

てっこつぞう      かい  ち か   かい 

とうきょうと  ちよだく  くだんみなみ 

PFI 

こくご  かん   そうごうてき ちょうさ けんきゅう おこな  げんごせいかつ こうじょう がいこくじん 

たい    にほんごきょういく しんこう はか      もくてき     たてもの 


	オモテ【編集】パビカ0スペシャル10枚組み合わせＶｅｒ
	ウラ【編集】パビカ0スペシャル10枚組み合わせＶｅｒ

