発 刊 に あ た っ て

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
大阪府建築家協同組合では、近年の建築物リフォーム・リニューア
ルの需要拡大に伴い２０２２年度版「建築工事共通仕様書」並びに
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の効率化並びに施工の合理化を図ることができ、契約図書のひとつ
としてご利用下さい。
最後に、工事仕様書・改修工事共通仕様書をまとめるにあたり、
ご協力いただきました編集委員の皆様に心より感謝申し上げ発刊の
ご挨拶といたします。

令和４年４月
大阪府建築家協同組合
理事長
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