
『公共建築工事標準仕様書 平成 31年版』 

『公共建築改修工事標準仕様書 平成 31年版』講習会 実施要領 

 

趣  旨  

「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。）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めの「統一基準」として位置づけられています。 

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、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。 

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。 

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。 

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、平成

31年版として国土交通省のホームページにおいて公表されました。 

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なる資料を収録し、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)平成 31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)平成 31年版』『公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設

備工事編)平成 31年版』として取りまとめ、国土交通省大臣官房官庁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。 

 

１．主 催   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 
 
２．後 援   国土交通省 
 
３．協 賛 

建  築  (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 

(一社)全国中小建設業協会、 (公社)日本建築士会連合会 

(一社)日本建築士事務所協会連合会、(公社)日本建築家協会 

(公社)日本建築積算協会、(公社)全国ビルメンテナンス協会  

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 

(一社)全国防水工事業協会、(一社)日本防水材料協会、（一社）建築改装協会 

日本建設インテリア事業協同組合連合会 

(公社)日本ファシリティマネジメント協会 

電気設備  (一社)日本電設工業協会、(一社)建設電気技術協会 

(一社)日本設備設計事務所協会連合会、(一社)建築設備技術者協会 

全日本電気工事業工業組合連合会 

(公社)日本ファシリティマネジメント協会 

機械設備  (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)建築設備技術者協会、全国管工事業協同組合連合会 

(公社)日本ファシリティマネジメント協会 

※ この講習会は、認定ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞｬｰ資格登録更新講習 B方式ポイント（2ポイント）対象です。 



 

４．開催地及び開催日 

 

 

５．講  師 

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 

 

 

 

 

地区 開催地 会場
北海道 札幌市 7月8日 (月) 7月3日 (水) 7月4日 (木) 北海道建設会館

函館市 8月20日 (火) 函館建設業協会
東北 仙台市 6月25日 (火) 6月26日 (水) 6月27日 (木) 宮城県建設産業会館

青森市 6月12日 (水) 6月13日 (木) 6月14日 (金) 青森県観光物産館アスパム
盛岡市 7月9日 (火) 7月10日 (水) 7月11日 (木) いわて県民交流センターアイーナ
秋田市 7月30日 (火) 7月31日 (水) 8月1日 (木) 秋田県青少年交流センターユースパル
山形市 7月16日 (火) 7月17日 (水) 7月18日 (木) 山形ビッグウイング
郡山市 8月22日 (木) 8月20日 (火) 8月21日 (水) ビッグパレットふくしま

関東 東京 6月12日 (水) 6月13日 (木) 6月14日 (金) 木材会館
東京2 7月11日 (木) 木材会館
水戸市 8月26日 (月) 8月28日 (水) 8月27日 (火) 茨城県建設技術研修センター
宇都宮市 8月5日 (月) 8月6日 (火) 8月7日 (水) コンセーレ_栃木県青年会館
千葉市 7月29日 (月) 7月30日 (火) 7月31日 (水) 千葉市文化センター
横浜市 6月18日 (火) 6月19日 (水) 6月20日 (木) 神奈川産業振興センター
長野市 7月22日 (月) 7月23日 (火) 7月24日 (水) 長野県教育会館

北陸 新潟市 8月27日 (火) 8月28日 (水) 8月29日 (木) 新潟県建設会館
金沢市 7月23日 (火) 7月24日 (水) 7月25日 (木) 石川県地場産業振興センター

中部 名古屋市 9月4日 (水) 9月5日 (木) 9月6日 (金) フジコミュニティセンター
静岡市 8月21日 (水) 8月22日 (木) 8月23日 (金) 静岡県男女共同参画センター「あざれあ」

近畿 大阪市 8月6日 (火) 8月7日 (水) 8月8日 (木) エル・おおさか
京都市 6月20日 (木) 6月18日 (火) 6月19日 (水) 京都テルサ
神戸市 7月1日 (月) 7月3日 (水) 7月2日 (火) 兵庫県民会館
福井市 7月17日 (水) 7月18日 (木) 7月19日 (金) 福井県国際交流会館

中国 広島市 7月24日 (水) 7月25日 (木) 7月26日 (金) RCC文化センター
岡山市 7月1日 (月) 7月2日 (火) 7月3日 (水) コンベックス岡山
出雲市 9月3日 (火) 9月10日 (火) 9月9日 (月) 出雲市民会館
倉吉市 9月5日 (木) 9月3日 (火) 9月4日 (水) 伯耆しあわせの郷
山口市 9月6日 (金) 9月6日 (金) 9月3日 (火) 山口県セミナーパーク

四国 高松市 9月11日 (水) 9月12日 (木) 9月13日 (金) サン・イレブン高松
高知市 8月21日 (水) 8月22日 (木) 8月23日 (金) 高知共済会館

九州 福岡市 9月4日 (水) 9月5日 (木) 9月6日 (金) 福岡県自治会館
宮崎市 7月31日 (水) 8月1日 (木) 8月2日 (金) 宮崎県婦人会館
鹿児島市 8月28日 (水) 8月30日 (金) 8月29日 (木) 鹿児島県市町村自治会館
熊本市 8月7日 (水) 8月8日 (木) 8月9日 (金) 熊本県青年会館

沖縄 浦添市 7月9日 (火) 7月10日 (水) 7月11日 (木) 浦添市産業振興センター結の街

建築 電気 機械



６．参 加 費（消費税を含む。） 

 

７．図  書 

建  築  公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成 31年版（本体 5,000円＋税） 

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 31年版（本体 4,700円＋税） 

電気設備  公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）平成 31年版（本体 5,000円＋税） 

公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）平成 31年版（本体 4,000円＋税） 

公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）平成 31年版（本体 2,400円＋税） 

機械設備  公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成 31年版（本体 5,000円＋税） 

公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）平成 31年版（本体 4,000円＋税） 

公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）平成 31年版（本体 2,200円＋税） 

 

８．時  間（受付開始 9：30） 

10時 00分～16時 45 分（建築工事編） 

10時 00分～16時 30 分（電気設備工事編、機械設備工事編） 
 

講習会時間割（予定） 

区 分 建築工事編 
(図書 2 冊を含む) 

電気設備工事編 
(図書 3 冊を含む) 

機械設備工事編 
(図書 3 冊を含む) 

受講のみ 
(建、電、機共) 

国、地方公共団体、政府

関係機関の職員、協賛団

体の会員等 
※認定 ﾌ ｧ ｼ ﾘ ﾃ ｨ ﾏ ﾈ ｼ ﾞ ｬ ｰ

（CFMJ）資格者を含む 

20,000 円 22,000 円 22,000 円 10,000 円 

その他 23,000 円 25,000 円 25,000 円 13,000 円 

建築工事 

【標準仕様書】 

電気設備工事 

【標準仕様書･標準図】 

機械設備工事 

【標準仕様書・標準図】 

10:00～10:10 あいさつ 10:00～10:10 あいさつ 10:00～10:10 あいさつ 

10:10～12:00 
改定概要 

【標準仕様書】 
１章 各章共通事項 ～ 
11 章 タイル工事 

10:10～12:00 
改定概要   

【標準仕様書】 
第 1 編 一般共通事項 
第 2 編 電力設備工事 
第 3 編 受変電設備工事 

10:10～12:30 
改定概要 

【標準仕様書】   
第 1 編 一般共通事項 
第 2 編 共通工事 

【改修工事標準仕様書】 
【標準図】 

12:00～13:00 昼 食 12:00～13:00 昼  食 12:30～13:30 昼 食 

13:00～15:00  
【標準仕様書】 

12 章  木工事 ～ 
23 章  植栽及び屋上緑化工事 

13:00～13:50 
【標準仕様書】 

第 4 編 電力貯蔵設備工事 
第 5 編 発電設備工事 

 

13:30～14:30   
【標準仕様書】 

第 3 編 空気調和設備工事 
第 4 編 自動制御設備工事 

13:50～14:00 休 憩 14:30～14:45 休 憩 

14:00～15:20 
【標準仕様書】 

第 6 編 通信･情報設備工事 
第 7 編 中央監視制御設備工事 
第 8 編 医療関係設備工事 

 

14:45～15:45   
【標準仕様書】 

第 5 編 給排水衛生設備工事 
～ 

第 11 編 医療ガス設備工事 

15:00～15:15 休 憩 15:20～15:30 休 憩 

15:15～16:45  
【改修工事標準仕様書】 

15:30～16:30   
【標準図】 
【改修工事標準仕様書】 



 

９．受講申込み方法及び開催都市別詳細 

 （一社）公共建築協会ホームページ https://www.pbaweb.jp/seminar/session/shiyousyoh31/ 
 をご覧ください。 

 

１０．その他 

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

別認定講習会」としての指定を受けています。講習会当日受講者の確認を行いますので、本人の確 

認ができる写真付きの証明証（運転免許証、一級建築士免許証、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 日本ファシリティ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。 

 

お問い合わせ先 

(一社)公共建築協会 出版事業部 担当：内野井（うちのい）、徳山 

〒104-0033 東京都中央区新川 1-24-8 東熱新川ビル６階 

TEL 03-3523-0382  FAX 03-3523-1827 

https://www.pbaweb.jp/seminar/session/shiyousyoh31/

