
　趣旨

　　　　社員証等）を、ご持参ください。

　　　　　なお、本講習会は、公益社団法人　日本ファシリテイマネジメント協会が実施している認定ファシリティマネージャー

　　　　資格の「資格登録更新講習Ｂ方式」の対象講習会としての認定を受けています。

主　　　催

後　援（予定）

協　賛（予定）

建　　  築

電気設備

機械設備

九州地区関係団体

建　　築　

電気設備

機械設備

　　　　　本講習会は、「建築ＣＰＤ運営会議特別認定講習会」及び国土交通省の「営繕業務関係特別認定講習会」です。

　　　　講習会当日受講者の確認を行いますので、本人確認ができる写真付きの証明書（運転免許証、一級建築士免許証、

　　　　の整備に資するべく、講習会を開催することといたしました。

　　　　　標準仕様書及び改修標準仕様書は、公共建築工事において使用される材料、機材、工法等について標準的な仕

　　　　　「公共建築工事標準仕様書」（以下「標準仕様書」という。）、「公共建築設備工事標準図」（以下「設備標準図」という。）

　　　　　統一基準とは、国家機関による営繕事務の一層の合理化・効率化のため、各府省庁の使用する基準類が統一化さ

　　　　れたもので、平成１５年３月に開催された 「官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議」において、

　　  『 公共建築改修工事標準仕様書　令和4年版 』　講習会

　　　　なる資料を追加し、それぞれ 『公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）令和４

　　　　技術基準類及び工事書式類が「統一基準」として初めて決定されています。

　　　　年版』、 『公共建築設備工事標準図（電気設備工事編、機械設備工事編）令和4年版』 『公共建築改修工事標準仕

（一社）全国防水工事業協会、（一社）日本防水材料協会、（一社）建築開口部協会

　　　　　一方、設備標準図は、標準仕様書等で規定されている機材の形式、形状、施工要領例が示されており、標準仕様

　　　　様書 （建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）令和4年版』として取りまとめ、国土交通省大臣官房官庁

　　　　ジにおいて公表されました。

（一社）日本建設業連合会、（一社）全国建設業協会、（一社）日本建設業経営協会

（公社）日本建築積算協会、（公社）全国ビルメンテナンス協会

   　  　( 建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編 ）　　開催地：　福岡・熊本・宮崎・鹿児島

  　　　　　『 公共建築工事標準仕様書　令和4年版 』

　　　　めの「統一基準」として位置づけられています。

　　 　　 公共建築協会及び建築保全センターでは、これら標準仕様書等について、より分かりやすく編集するとともに参考と

　　　　様が取りまとめられたものであり、契約図書のひとつとして使用されています。

　　　　　今般、標準仕様書及び改修標準仕様書は、地球環境への配慮、安全・安心の確保といった国としての施策への対

　　　　営繕部の監修を受けて刊行するとともに、 これら図書について十分理解を深めていただくことにより、良質な建築物

　　　　応、関係法令、各種基準・規格類との整合、施工実態の反映等がなされ、令和4年版として国土交通省のホームペー

（一社）全国中小建設業協会、（公社）日本建築士会連合会

（一社）日本電設工業協会、（一社）建設電気技術協会、（一社）建築設備技術者協会

一般社団法人　公共建築協会、　一般財団法人　建築保全センター

（一社）日本空調衛生工事業協会、（一社）日本設備設計事務所協会連合会

（一社）鹿児島県電設協会、（一社）北九州電設協会

西日本冷凍空調工業会、（一社）鹿児島県冷凍空調工業保安協会

（一社）建築設備技術者協会、全国管工事業協同組合連合会

（一社）日本設備設計事務所協会連合会、全日本電気工事業工業組合連合会

福岡県建設業協同組合、（一社）熊本県建築協会、(一社)宮崎県建築協会

全国ビルリフォーム工事業協同組合、（一社）日本塗装工業会

公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会

（順不同）

（一社）日本建築士事務所協会連合会、（公社）日本建築家協会

（一社）日本建築構造技術者協会九州支部

（一社）日本配電制御システム工業会九州支部

（一社）鹿児島県建築協会、九州各県鉄構工業会

　　　　及び「公共建築改修工事標準仕様書」 （以下「改修標準仕様書」という。）は、各府省庁が官庁営繕事業を実施するた

　　　　書等と一体として適用することを前提に作成されているものです。

　　　　　これら標準仕様書等は、建築物の品質・性能の確保、設計図書作成の効率化及び施工の合理化が図られることを

　　　　目的としており、3年ごとに改定されています。

（一社）全九州電気工事業協会、（一社）宮崎県電業協会、（一社）熊本県電設業協会

日本建設インテリア事業協同組合連合会

国土交通省



開　催　地 予定人数

建築２階　４８名

熊　本　市 電気３階　２８名

機械３階　２８名

建築　８０名

鹿児島市 電気　４８名

機械　４８名

①建築 ８０名

②建築 ８０名

電気 ９７名

機械 ９７名

建築　５８名

宮　崎　市 電気　５８名

機械　５８名

講　　　師 一般社団法人　公共建築協会 および 一般財団法人　建築保全センター 担当職員　　　

参　加　費 （消費税を含む）

建築工事編

図書２冊及びﾃｷｽﾄ含む

国・協賛等 ２１，０００円

そ の 他 ２４，０００円

　　　　　　　 　  　　本講習会の後援、協賛団体の会員、九州地区関係団体の会員

　その他　　　 ： 上記以外の方　

使用図書

　建　　　築  『公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和4年版』　定価 ５，９４０円（税込）

 『公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版』　定価 ５，３９０円（税込）

　電気設備  『公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版』　定価 ５，５００円（税込）

 『公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 令和4年版』　定価 ４，６２０円（税込）

 『公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版』　定価 ２，７５０円（税込）

　機械設備  『公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版』　定価 ５，５００円（税込）

 『公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 令和4年版』　定価 ４，４００円（税込）

 『公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版』　定価 ２，４２０円（税込）

テキスト

時　　間　　　 （受付開始　９：３０　）

福　岡　市

建築　９月７日（水）

　　　　　　　　　 　　建築仕上げ改修施工管理技術者も国・協賛等価格です。

　『公共建築工事標準仕様書令和4年版』等講習会資料　（参加者全員に配布）

２５，０００円

２２，０００円２２，０００円

２５，０００円

１０，０００円

　 国・協賛等 ： 国及び地方公共団体並びに政府関係機関の職員、公共建築協会の会員

　宮崎県婦人会館　３階　会議室

１３，０００円

電気　９月８日（木） 　〒８８０－０８０３宮崎市旭１丁目３番１０号

機械　９月９日（金） 　ＴＥＬ　０９８５－２４－５７８５

開催地及び開催日　（令和４年）　　※開催日にご注意ください。

　　        『 公共建築改修工事標準仕様書　令和4年版 』　
  　　　　　『 公共建築工事標準仕様書　令和4年版 』

②建築　８月３１日（水） 　①②は、同じ内容です

　ＴＥＬ　０９２－６５１－４２８４

機械　８月２３日（火）

建築　８月２４日（水） 　鹿児島県市町村自治会館　４階　会議室

機械　７月２８日（木）

電気　７月２７日（水）

　ＴＥＬ　０９９－２０６－１０１０

①建築　８月３０日（火） 　福岡県自治会館　2階　会議室

電気　９月１日（木）

機械　９月２日（金）

　〒812-0044福岡市博多区千代４丁目１番２７号

　〒862-0950熊本市中央区水前寺３丁目１７番１５号

 　　　　　　（ 建築工事編 ・ 電気設備工事編 ・ 機械設備工事編 ）　　　　講習会のご案内

電気　８月２２日（月）

　区　　　分

　〒890-0064鹿児島市鴨池新町７番４号

　会場名　（所在地・電話番号）

　ＴＥＬ　０９６－３８１－６２２１

　　　　　　　　　　 　１０時００分～１６時３０分　（電気設備工事編、機械設備工事編）

 ※ 参加費に含まれる図書・テキストは、講習会受付でお渡しいたします。

図書3冊及びﾃｷｽﾄ含む

開　　催　　期　　日

　熊本県青年会館　会議室建築　７月２６日（火）

受講のみ　機械設備工事編電気設備工事編

【1日】テキスト含む図書3冊及びﾃｷｽﾄ含む

　                       １０時００分～１６時４５分　（建築工事編）



　１０：１０～１２：３０　

　　　２３章　植栽及び屋上緑化工事

　１5：００～１５：１０　休　憩

　　【 改修工事標準仕様書 】

申　込　先 　一般社団法人　公共建築協会　九州地区事務局

問合せ先 　〒812－0018　福岡県福岡市博多区住吉２丁目１６－１　メゾン住吉２０３号

　　ＴＥＬ　０９２－２６２－６７５６　　　　　FAX　０９２－２８２－８７０９

申込方法 　参加申込書に所要事項をご記入のうえ、講習会開催７日前までに郵送または

受講票の発行

支払方法　

　ＦＡＸにてお申し込みください。

　お申し込みは定員に達し次第締め切らせていただきます。

　（１）　講習会受講後1ヶ月以内に請求書記載の九州地区事務局口座にお振込みください。

　（振込手数料は、別途ご負担くださるようお願いいたします。）

　　 12章　　木工事

　　　１３章　屋根及びとい木工事　～

　　【 標準仕様書 】

　なお、振込の控えをもちまして、領収証にかえさせていただきます。

機械設備工事

【 標準仕様書・標準図 】

　　　第11編 医療ガス設備工事

　　なお、金額が変更の場合は再度変更分をＦＡＸしてください。

　変更した請求書・受講票をお送りいたします。

　申込書受付後に、請求書・受講票（受講日指定）を郵送いたします。

　受講者の変更は、差し支えありません。受講票の氏名を変更してください。

　申込10日以内に届かない場合は、申込先にお問い合わせください。

　（２）　欠席の場合は、事前にご連絡をお願いいたします。（講習会テキストの送付は致しません。）

　当日必ず受講票をご持参ください。　テキスト等を引き換えにお渡しします。

　　改定概要

　　　１章　　各章共通事項　～

　　　改定概要

　　【 標準仕様書 】　　　【 標準仕様書 】

　１０：００～１０：１０　あいさつ

　　　【 標準仕様書 】

　　【 標準仕様書 】

　　【 改修工事標準仕様書 】

　１２：００～１３：００　昼　食

　１３：３０～１5：0０

　　　第３編　空気調和設備工事

　　改定概要

　　 第１編　一般共通事項

　１５：２０～１５：３０　休　憩

　１０：１０～１２：００　

　１５：１０～１６：３０　

　　【 標準図 】

　　 第７編　中央監視制御設備工事

　１５：３０～１６：３０

　　　　　　　～

　　 第４編　電力貯蔵設備工事

　　【 標準仕様書 】

 　　第８章　医療関係設備工事

　　　第５編　給排水衛生設備工事

　　 第２編　共通工事

　　　【 改修工事標準仕様書 】

　１５：００～１５：１５　　休　　憩

　１０：００～１０：１０　あいさつ

　　 第５編　発電設備工事

  　 第１編　一般共通事項

　　 第２編　電力設備工事

　１５：１５～１６：４５

　１３：００～１５：００

　　 第６編　通信・情報設備工事

　１０：００～１０：１０　あいさつ

　　【 標準仕様書 】

　講習会時間割　（予定）

　　　第４編　自動制御設備工事

　１０：１０～１２：００

【 標準仕様書・標準図 】

　　９：３０～１０：００　受　付

 　　第３編　受変電設備工事

　１２：３０～１３：３０　昼　食

　１３：５０～１４：００　休　憩

　１４：００～１５：２０

　１２：００～１３：００　　昼　食

　　９：３０～１０：００　受　付

建築工事

　　９：３０～１０：００　受　　付

【 標準仕様書 】

電気設備工事

　　【 標準図 】

　１３：００～１３：５０

　　【 標準仕様書 】

　（１）当日の図書の貸し出し及び販売はございませんので、講習会使用図書を忘れずにご持参ください。

　（２）席は間隔を空けた指定席になるため、複数名相席での聴講はできません。使用図書は各自分をご用意

　　　ください。また、翌日への図書のお預かりも新型コロナ感染拡大防止のため行いません。



そ　の　他
　　※　書籍送付販売は、講習会優先のため、書籍がそろい次第の発送となりますのでご了承ください。

　鹿児島県市町村

　　自治会館

　宮崎県婦人会館

　建築　９/７(水）

　電気　９/８(木)

　機械　９/９(金）

　（１）新型コロナウイルス感染状況により中止又は延期となる場合がございます。

　（７）講習会の前後における公共交通機関等の利用に際しても三密の回避にご留意くださるよう

　（２）（一社）公共建築協会ＨＰ記載【令和4年度の主催(共催)講習会における新型コロナウイルス感染拡大
　　　　防止対策について】を必ずご一読ください。https：//www.pbaweb.jp/seminar/covid-19/

公共建築工事標準仕様書等（令和4年版）講習会　会場案内図

　熊本県青年会館

　　　　接触確認アプリ（COCOA)のインストールをお願いいたします。
　　　　ｈｔｔｐｓ：//www.ｍｈｌｗ.go.jp/ｓｔｆ/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

　（９）ご受講される前に、お手持ちのスマートフォン等に厚生労働省が配信している新型コロナウイルス

　（3）発熱等風邪症状がある場合はご受講を控えてください。

　　　お願いいたします。

　（4）受付時に検温と手指消毒をお願いします。（37.5℃以上ある方はご受講をお断りいたします。）
　（５）ご受講にあたり、マスク着用をお願いいたします。（マスクはご自身でご用意ください。）
　（６）飲食物等のごみは、感染防止のためご自身でお持ち帰りくださるようお願いいたします。

　建築　７/26(火）

　電気　７/２７(水）

　機械　７/２８(木）

　　建築　８/２４(水）

　　電気　８/２２(月）

 　　　　送付専用用紙に書籍名・冊数を記入のうえFAXにてお申し込みください。

　（８）新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、3回目のワクチン接種をお薦めいたします。

　　機械　８/２３(火）

　福岡県自治会館

　建築① ８/３０(火）

　建築② ８/３１(水）

　電気　　９/１(木）

　機械　　９/２(金）


