
「平成 30 年度　建築改修技術講習会」

「建築物の長寿命化を図る建築改修工事技術」
ー　講習会開催のご案内　ー

■ 講習会の開催に当たって

■ 講習日程・会場

　我が国の公共建築物の総量は、約７億１千万㎡に及ぶと言われています。このうち約半分が完成から30年を超えており、これら建築物をよ
り長く大切に使うことが求められています。このような状況の中で平成25年11月には政府の「インフラ長寿命化基本計画」が策定され、国及
び地方公共団体は所有する公共施設について、適切な点検・診断、修繕・更新等により、長寿命化の行動計画を策定することが求められてい
ます。
　また、将来の人口減少が見込まれ、必要な建物用途が変化する可能性があることから建築物の長寿命化においては、改修とともに建物の
用途変更を行うコンバージョンも重要な技術です。
　すなわち、建築も都市も「新しくつくること」から「賢く使うこと」への転換が求められております。
　この様な状況を踏まえ、当法人では、平成21年より「建築改修技術講習会」として開催し、その後、関係する技術や基準等の講習会を行っ
ております。
　今年度の講習会では「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(平成28年版)及び「建築改修工事監理指針」(平成28年版)をテキストとし
て、改修工事技術について、技術の要点と改定点を総合的に解説いたします。また、「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」及び「建築
改修工事監理指針」は、現在我が国で唯一の改修工事に関する仕様書、指針であり、官公庁施設のみならず、一般の建築物にも広く活用でき
るものとなっております。
　既存ストックの有効活用が強く求められている今日、公共建築のみならず、一般の建築改修工事においても本書を活用していただき、適正
な工事が図られますよう、関係者の皆様方にご理解いただき、また、この講習会が公共建築の利用価値を高め、既存のストックの有効活用を
図るうえで、多くの方々にご参加されますようご案内いたします。

一般財団法人建築保全センター 
理事長 尾島 俊雄 
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全国町村議員会館　2Ｆ会議室 （半蔵門駅下車）
東京都千代田区一番町25番地 ☎03-3264-8185
仙台国際センター会議棟　白橿2 （国際センター駅下車）
仙台市青葉区青葉山無番地 ☎022-265-2211
福岡建設会館　703会議室 （東比恵駅下車）
福岡市博多区博多駅東3-14-18 ☎092-472-2777
大阪科学技術センター　401号室 （本町駅下車）
大阪市西区靭本町1丁目8-4 ☎06-6443-5324
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(東京） 6月12日（火）
 全国町村議員会館　２F会議室
 ＜地下鉄＞ ・半蔵門線　「半蔵門駅」4番出口徒歩0分
 　　　　　・有楽町線　「麹町駅」3番出口徒歩6分
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(福岡） 6月19日（火）
 福岡建設会館　703会議室
 ＜ J　R ＞ 博多駅　筑紫口　徒歩15分
 ＜地下鉄＞ 東比恵駅　１番出口徒歩2分

（大阪） ６月２０日（水）
 大阪科学技術センター　４０１号室
 ＜地下鉄＞ 四つ橋線　「本町駅」２８号出口　北へ徒歩５分

(仙台） 6月14日（木）
 仙台国際センター会議棟　白橿２
 ＜地下鉄＞ 東西線　「国際センター駅」下車

■ 会場案内図
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■ 受講希望地

時　　　　間 項 目

テキスト代 冊
7,300 冊
6,600 冊

平成30年度　建築改修技術講習会
「建築物の長寿命化を図る建築改修工事技術」

平成30年度建築改修技術講習会

受　付
開会挨拶 
１章～４章（監理指針と標準仕様書）
一般共通、仮設、防水改修、外壁改修 
休　憩
５章～７章、９章（監理指針と標準仕様書）
建具改修、内装改修、塗装改修、環境配慮改修
休　憩
８章　耐震改修（監理指針と標準仕様書）

（一財）建築保全センター　理事・保全技術研究所長　寺本英治

（一財）建築保全センター　参事　新宅浩明

（一財）建築保全センター　技術開発部長　相場　洋

（一財）建築保全センター　理事・保全技術研究所長　寺本英治

１０：００～１０：30
１０：３０～１０：３５

１０：３５～１２：３０

１２：３０～１３：３０

１３：３０～１５：３０

１５：３０～１５：４５

１５：４５～１６：３０

※「受講のみ」の場合は、講習資料が含まれております。

□ 東京　6月12日（火） □ 仙台　6月14日（木）
□ 福岡　6月19日（火） □ 大阪　6月20日（水）

影山、押切

一般財団法人建築保全センター
〒104-0033　東京都中央区新川1-24-8 TEL 03-3553-0070　FAX 03-3553-6767
E-mail : kousyukai@bmmc.or.jp 担当：影山、押切

会　員　　　8,000円（レジメ・資料、消費税等を含む。）
非会員　　　9,000円（レジメ・資料、消費税等を含む。）
納付された受講料は、特別な理由（事故、入院等）以外は原則として返金いたしません。
※会員とは、以下の公共機関、団体の会員をいいます。
・（一財）建築保全センター賛助会員　・国・地方公共団体、公団・公社公的機関の職員　・後援、協賛団体の会員

■受講料

①「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（平成2８年版）」国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
受講者特別価格　4,800円（税込み）

②「建築改修工事監理指針（平成2８年版）（上巻）」国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
受講者特別価格　7,300円（税込み）

③「建築改修工事監理指針（平成2８年版）（下巻）」国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
受講者特別価格　6,600円（税込み）

■テキスト

■申込方法　（※申込後、受講票を送信いたします）

■申込締切

■申込先 お問い合せ

各会場共に定員になり次第、又は講習日程表の申込受付期間で締め切らせていただきます。

⇒当財団のホームページ http://www.bmmc.or.jp/ から申し込む場合
トップページの「業務のご案内」⇒「講演会・講習会」⇒「受講申込書（ボタン）」の順にクリックすると、参加申込フォームが表示されます。

必要事項を入力頂き「送信（ボタン）」をクリックしてください。

⇒ＦＡＸで申し込む場合
「開催のご案内」の申込書を切り取り必要事項を記入し、ＦＡＸ（03-3553-6767）で送信してください。
※お申込みを受け付けましたら ①ホームページ申込の場合、（自動返信の）受講票をご持参ください。

②ＦＡＸ申込の場合、受付後「受講票」を送付しますので、ご持参ください。

○講習会教材の「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（平成28年版）」、「建築改修工事監理指針（平成28年版）（上巻）」
及び「建築改修工事監理指針（平成28年版）（下巻）」をお持ちの方はご持参ください。
お申込み時に購入することもできます。

○この講習会は、継続能力／職能開発研修に参加しようとする建築士、建築設備士及び建築施工管理技士の「建築ＣＰＤ情報提供
制度」のプログラムに認定(予定）されています。また、国土交通省後援講習会として「営繕業務関係特別認定講習会」（ポイント
加算対象）にも認定（予定）されています。

■ 講習会プログラム

★このセミナーは「認定ファシリティマネジャー(CFMJ)資格」登録 更新講習Ｂ方式ポイント（２ポイント）の対象です。
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平成30年度建築改修技術講習会

受　付
開会挨拶 
１章～４章（監理指針と標準仕様書）
一般共通、仮設、防水改修、外壁改修 
休　憩
５章～７章、９章（監理指針と標準仕様書）
建具改修、内装改修、塗装改修、環境配慮改修
休　憩
８章　耐震改修（監理指針と標準仕様書）

（一財）建築保全センター　理事・保全技術研究所長　寺本英治

（一財）建築保全センター　参事　新宅浩明

（一財）建築保全センター　技術開発部長　相場　洋

（一財）建築保全センター　理事・保全技術研究所長　寺本英治
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※「受講のみ」の場合は、講習資料が含まれております。

□ 東京　6月12日（火） □ 仙台　6月14日（木）
□ 福岡　6月19日（火） □ 大阪　6月20日（水）

影山、押切

一般財団法人建築保全センター
〒104-0033　東京都中央区新川1-24-8 TEL 03-3553-0070　FAX 03-3553-6767　
E-mail : kousyukai@bmmc.or.jp 担当：影山、押切

会　員　　　8,000円（レジメ・資料、消費税等を含む。）
非会員　　　9,000円（レジメ・資料、消費税等を含む。）
納付された受講料は、特別な理由（事故、入院等）以外は原則として返金いたしません。
※会員とは、以下の公共機関、団体の会員をいいます。
・（一財）建築保全センター賛助会員 ・国・地方公共団体、公団・公社公的機関の職員 ・後援、協賛団体の会員

■受講料

①「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（平成2８年版）」国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
受講者特別価格　4,800円（税込み）

②「建築改修工事監理指針（平成2８年版）（上巻）」国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
受講者特別価格　7,300円（税込み）

③「建築改修工事監理指針（平成2８年版）（下巻）」国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
受講者特別価格　6,600円（税込み）

■テキスト

■申込方法　（※申込後、受講票を送信いたします）

■申込締切

■申込先 お問い合せ

各会場共に定員になり次第、又は講習日程表の申込受付期間で締め切らせていただきます。

⇒当財団のホームページ http://www.bmmc.or.jp/ から申し込む場合
トップページの「業務のご案内」⇒「講演会・講習会」⇒「受講申込書（ボタン）」の順にクリックすると、参加申込フォームが表示されます。

　必要事項を入力頂き「送信（ボタン）」をクリックしてください。

⇒ＦＡＸで申し込む場合
「開催のご案内」の申込書を切り取り必要事項を記入し、ＦＡＸ（03-3553-6767）で送信してください。

　※お申込みを受け付けましたら ①ホームページ申込の場合、（自動返信の）受講票をご持参ください。
②ＦＡＸ申込の場合、受付後「受講票」を送付しますので、ご持参ください。

○講習会教材の「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（平成28年版）」、「建築改修工事監理指針（平成28年版）（上巻）」
　及び「建築改修工事監理指針（平成28年版）（下巻）」をお持ちの方はご持参ください。

お申込み時に購入することもできます。
○この講習会は、継続能力／職能開発研修に参加しようとする建築士、建築設備士及び建築施工管理技士の「建築ＣＰＤ情報提供

制度」のプログラムに認定(予定）されています。また、国土交通省後援講習会として「営繕業務関係特別認定講習会」（ポイント
加算対象）にも認定（予定）されています。

■ 講習会プログラム
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用途変更を行うコンバージョンも重要な技術です。
　すなわち、建築も都市も「新しくつくること」から「賢く使うこと」への転換が求められております。
　この様な状況を踏まえ、当法人では、平成21年より「建築改修技術講習会」として開催し、その後、関係する技術や基準等の講習会を行っ
ております。
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改修工事監理指針」は、現在我が国で唯一の改修工事に関する仕様書、指針であり、官公庁施設のみならず、一般の建築物にも広く活用でき
るものとなっております。
　既存ストックの有効活用が強く求められている今日、公共建築のみならず、一般の建築改修工事においても本書を活用していただき、適正
な工事が図られますよう、関係者の皆様方にご理解いただき、また、この講習会が公共建築の利用価値を高め、既存のストックの有効活用を
図るうえで、多くの方々にご参加されますようご案内いたします。

一般財団法人建築保全センター 
理事長 尾島 俊雄 

■ 主　催 一般財団法人　建築保全センター
■ 後　援 国　土　交　通　省
 一般社団法人　公共建築協会
 一般財団法人　建築コスト管理システム研究所 
■ 協賛協力団体 

平成30年6月12日（火）
１０：３０～１６：３０
平成30年6月14日（木）
１０：３０～１６：３０
平成30年6月19日（火）
１０：３０～１６：３０
平成30年6月20日（水）
１０：３０～１６：３０

平成30年4月2日(月）
～6月5日（火）

平成30年4月2日(月）
～6月7日（木）

平成30年4月2日(月）
～6月12日（火）

平成30年4月2日(月）
～6月13日（水）

全国町村議員会館　2Ｆ会議室 （半蔵門駅下車）
東京都千代田区一番町25番地 ☎03-3264-8185
仙台国際センター会議棟　白橿2 （国際センター駅下車）
仙台市青葉区青葉山無番地 ☎022-265-2211
福岡建設会館　703会議室 （東比恵駅下車）
福岡市博多区博多駅東3-14-18 ☎092-472-2777
大阪科学技術センター　401号室 （本町駅下車）
大阪市西区靭本町1丁目8-4 ☎06-6443-5324

開 催 地 開催日時 申込受付期間

220

72

96

135

募集
人員会　　場

東 京 都

仙 台 市

福 岡 市

大 阪 市

一般社団法人全国建設業協会
公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
一般社団法人日本左官業組合連合会
一般社団法人日本塗装工業会
公益社団法人ロングライフビル推進協会
一般社団法人日本サッシ協会
一般社団法人ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ・防火開口部協会
公益社団法人日本建築士会連合会

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会
一般社団法人日本建設業連合会
一般社団法人全国防水工事業協会
一般社団法人日本タイル煉瓦工事工業会
公益社団法人日本建築積算協会
一般社団法人日本ビルヂング協会連合会
一般社団法人全国タイル業協会
一般社団法人日本建築板金協会

一般社団法人全国中小建設業協会
一般社団法人日本建築あと施工アンカー協会
全国ビルリフォーム工事業協同組合
一般社団法人　建築改装協会
日本外壁仕上業協同組合連合会
日本樹脂施工協同組合
低圧樹脂注入工法協議会
日本建築仕上材工業会

(東京） 6月12日（火）
 全国町村議員会館　２F会議室
 ＜地下鉄＞ ・半蔵門線　「半蔵門駅」4番出口徒歩0分
 　　　　　・有楽町線　「麹町駅」3番出口徒歩6分

郵便局

半
蔵
門

ホテルモントレ
半蔵門

半蔵門病院
麹町消防署

警視庁
麹町警察署

国道20号線

マネックス証券

全国農業
共済協会

駐日英国
大使館

全国町村
議員会館

(福岡） 6月19日（火）
 福岡建設会館　703会議室
 ＜ J　R ＞ 博多駅　筑紫口　徒歩15分
 ＜地下鉄＞ 東比恵駅　１番出口徒歩2分

（大阪） ６月２０日（水）
 大阪科学技術センター　４０１号室
 ＜地下鉄＞ 四つ橋線　「本町駅」２８号出口　北へ徒歩５分

(仙台） 6月14日（木）
 仙台国際センター会議棟　白橿２
 ＜地下鉄＞ 東西線　「国際センター駅」下車

■ 会場案内図


