
２０１４ ＢＳＩＪ 国際セミナー
ＢＳＩＪ＆ＲＩＣＳ ジョイントシンポジウム 

What’s QS ？

 
開催日 ２０１４年 ４月１０日（木）

１３：００～１７：３０
会 場 ＡＰ西新宿 

東京都新宿区西新宿7-2-4

０３－５３４８－６１０９

 

プログラム

共 催 ＢＳＩＪ 公益社団法人 日本建築積算協会 
ＲＩＣＳ 英国王立チャータード・サベイヤーズ協会 

後 援 国土交通省 （一社） 海外建設協会

（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

(一社) 日本コンストラクション・マネジメント協会

定 員 １００名 

受講料 (税込)   

一般 12,000 円 

建築コスト管理士／建築積算士／ 

建築積算士補 10,000 円  

後援団体及び友好団体会員10,000円 

BSIJ 及び RICS 会員 9,000 円 

申込方法    日本建築積算協会のホームページ http://www.bsij.or.jp
または、下記お問い合わせ先まで郵送、FAX にてお願いします。 

お問い合わせ先  公益社団法人日本建築積算協会 事務局（担当 塚原、田中） 
〒105-0014 東京都港区芝３丁目１６番１２号 サンライズ三田ビル 電話 03-3453-9591  FAX 03-3453-9597 

同時通訳付き

１３：００ 開会の挨拶 ＢＳＩＪ 会長 野呂 幸一

１３：０５ グローバル世界のコストマネジメント （ＲＩＣＳ） アラン・ミューズ

１３：３５ ＱＳの視点で語るロンドン・オリンピック・パラリンピック （ＲＬＢ） マーク・シムズ

１４：０５ ロンドン・オリンピック・パラリンピックから受け継いだ遺産 （ＲＩＣＳ） ラルフ・ラック

１４：３５ 日本におけるコストマネジャーの活動領域 （ＢＳＩＪ） 加納 恒也

１５：００ 設計事務所におけるコストマネジャーの役割 （久米設計） 皆銭 宏一

１５：３０ 建設会社におけるコストマネジャーの役割 （清水建設） 太田 和夫

１６：００ 休憩

１６：１０ パネルディスカッション モデレーター （ＳＦＣ） 佐藤　隆良

 テーマ ： ① ＱＳ業務の日英比較とグローバルマーケットへの対応

  ② コストマネジメントからプロジェクトマネジメントへと広がるＱＳ領域

 パネラー （ＲＩＣＳ） アラン・ミューズ／マーク・シムズ、

  （ＢＳＩＪ） 皆銭 宏一／太田 和夫

１７：１０ ＲＩＣＳ入会とＱＳ認定のご紹介 （ＲＩＣＳ） マーク・グッドウイン

１７：３０ 閉会

　海外の建設プロジェクトにおいて、事業主を代行してコストマネジメントや発注・調達あるいは建設の総合管理といった幅

広いマネジメント業務で活躍しているChartered Quantity Surveyor、通称、QSの活動内容について紹介いたします。

　また、我が国におけるコストマネジャーの活動内容を合わせて紹介し、グローバルマーケットへの対応を考えます。

－コストマネジメントからプロジェクトマネジメントへと広がるＱＳ領域－－コストマネジメントからプロジェクトマネジメントへと広がるＱＳ領域－

ＢＳＩＪ



ＣＰＤ 当シンポジウムは、以下のＣＰＤポイント対象となっています。（団体名は略称）

積算協会、ＲＩＣＳ、建築士会、ＣＭ協会、ＣＰＤ情報提供制度

講演者プロフィール

グローバルベースの建築環境プロフェッショナルの責
任者として、30年以上の建築経験があり、ディレクター
としての経験も15年となる。40億ポンドにもおよぶプロ
ジェクトおよびコストマネジメントの専門家として活躍。
プロジェクトはすべてのセクターをカバーしており、中
でもオフィス、産業およびその混合建築、都市再建復
興、データセンター、学校、鉄道、道路のインフラなど
のスキームにかかわっている。　　　

ライダー・レベット・バックナル社、オーストラリア
QSとして20年の経験がある。例をあげるとシドニー・サ
マー・オリンピック2000、ドーハ・アジアゲーム2006、
APEC2007、リオパンアメリカンゲーム2007、ワールド
ユースディ、シドニー2008、デリコモンウェウスゲーム
2010、ロンドンサマーオリンピック・パラリンピックゲー
ム2012、バクヨーロピアンゲーム2015、リオサマーオリ
ンピック2016、ゴールドコースト・コモンウェルスゲーム
2018、2020サマーオリンピックにおけるイスタンブール
の入札など多数。

英国ロンドン キング・カレッジ
2013年4月までの7年間、英国オリンピック・ディリバ
リー・オーソリティーのプロパティー・ディレクターとして
活躍。1995年から2006年まで英国パートナーシップに
おけるさまざまな役職を歴任。英国国家復興再生機
関においては、記念ドームがあるグリーンウィッチ・ペ
ニンシュラのロンドンおよびサウス・イーストの300エー
カーを担当する開発ディレクターに就任した。
また2004年から2007年までは英国都市復興再生協会
の代表も歴任した。

RICSグローバル対外交渉部の統括担当者として

活躍。RICS世界標準の構築と認識向上のため、グ

ローバルな団体、政府、各専門分野の団体との関係

向上にむけての戦略やRICSの企業理念における

ロールモデルとしての大きな望みを達成するべく貢献

している。

1969～2002 ㈱フジタ東京支店、
 積算部長・副支店長・経営戦略室長
1999～2008 明治大学・理工学部、兼任講師
2002 宮古市出崎地区
 公共初のCM・PJ、チーフCMr
2005～2013 日建設計コンストラクション・マネジメント㈱

マネジャー
2013～ 現職

建築コスト管理士、MRICS（Chartered QS）、一級建築士

1981 ㈱久米建事務所 入社

2005～ 現職

2011～ 国士舘大学・理工学部　非常勤講師

（公社）日本建築積算協会 関東支部副支部長 

（一社）日本コンストラクション・マネジメント協会　理事

建築コスト管理士、一級建築士、CCMJ

1975～2000 清水建設㈱入社、東京本社

2000～2009 広島支店,見積部長

2009～ 現職

（公社）日本建築積算協会前理事・中国四国支部長

建築コスト管理士、一級建築士

1981～1984 英国QS／コンサルタント事務所

1976～1981 ロンドン地方公共自治体建築

1984～1993 日本の大手積算事務所

1993～ ㈱サトウ　ファシリティーズコンサルタンツ

 設立、代表取締役

（公社）日本建築積算協会 前副会長

建築コスト管理士、FRICS

■ 会場案内

JR・小田急・京王・都営新宿線「新宿」駅　徒歩6分、都営大江戸線「新宿西口」駅　徒歩3分、西武新宿線「西武新宿」駅　徒歩3分
※小滝橋通りに面している新宿喜楓ビル4階・5階となります。ちなみに，ビルの1階は博文堂書店となっています。

ＢＳＩＪ 公益社団法人日本建築積算協会 ／ ＲＩＣＳ 英国王立チャータ－ド・サベイヤーズ協会

マーク・シムズ氏

アソシエイト
クゥオンテイテイー・
サーベイヤー

アラン・ミューズ氏

RICS建築環境
プロフェッショナル
グループ
ディレクター

ラルフ・ラック氏

不動産開発
ディレクター

マーク・
グッドウイン氏

RICS 対外交渉部
ディレクター

皆銭 宏一氏

㈱久米設計
コストマネジメント部
統括部長

加納 恒也氏

（公社）日本建築
積算協会
副会長・専務理事

太田 和夫氏

清水建設㈱
広島支店営業部長

佐藤 隆良氏

㈱サトウ　ファシリティーズ
コンサルタンツ

代表取締役



平成２６年   月   日

氏
フリ

名
ガナ

年齢     才 男 ・ 女

メールアドレス

会員および資格者

(該当□にレ印、カッコ

内に番号を記入)

※教育普及センターＣＰＤ

への申請に必要なため、建

築士、施工管理技士登録番

号をご記入ください。

□BSIJ・RICS 会員 (No              )

□建築コスト管理士 (No              )

□建築積算士 ・補 (No              )

□建築士(  一級  二級   木造  No              )

□一級建築施工管理技士(No                     )

□二級建築施工管理技士(No                     )

会社名

部署・役職

会社住所

〒

TEL：    (    )           FAX：    (    )

★ お申込み方法： この参加申込書をＦＡＸで送信して、以下の受講料払込口座に受講

料をお支払いください。確認次第、受講受付書をメールにてお送りいたします。

【受講料払込口座】三井住友銀行 東京公務部（店番号０９６）

         口座番号：０５０１６４４ 口座名義：公益社団法人 日本建築積算協会

   ※なお、お振込の際は、団体名ではなく、申込者個人名にてご記入ください。

受講料割引をご希望の方で、後援団体および友好団体会員の方は以下の該当団体を○して下さい。

通常受講料 12,000円（税込）のところ、10,000円（税込）となります。

会員

No.

左記団体名に○印を付

けて、その団体会員番

号をご記入下さい。後援

団体

(一社) 海外建設協会

(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

(一社) 日本コンストラクション
・マネジメント協会

友好

団体

(公社) 日本建築家協会

(一社) 日本建築構造技術者協会

(一社) 建築設備技術者協会

(一社) 日本設備設計事務所協会

(公社) 日本ファシリティマネジ
メント協会

申込みＦＡＸ番号：03-3453-9597

２０１４ ＢＳＩＪ国際セミナー

「BSIJ ＆ RICS ジョイントシンポジウム」参加申込書

受講料：10,000円(税込)

受講料：9,000円
(税込)


