
BSIJ & RICS ジョイントシンポジウム

ー 公共工事発注の多様化がもたらす変革を考える ー

開 催 日： ２０１７年４月２６日（水）  １３：３０～１８：３０
主 催： ＢＳＩＪ（公益社団法人日本建築積算協会）

ＲＩＣＳ（Royal Institution of Chartered Surveyors）
後 援： 国土交通省、（一社）日本コンストラクション・マネジメント協会

（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、（一社）日本建設業連合会、（一社）全国建設業協会
（一社）建築設備技術者協会、（一社）日本ファシリティマネジメント協会
（一社）日本建築構造技術者協会、（一社）日本設備設計事務所協会

会 場： 全日通霞が関ビル８階会議室
東京都千代田区霞が関３－３－３ ＴＥＬ ０３－３５８１－２２６１

定 員： １８０名（先着順）
受 講 料： 積算協会、ＲＩＣＳ、ＣＭ協会 各会員 ５，０００円

後援団体、建築積算士・建築積算士補（非会員） ６，０００円
一般 ７，０００円

会場案内

全日通霞が関ビル ８階会議室
東京都千代田区霞が関３－３－３
ＴＥＬ ０３－３５８１－２２６１

東京メトロ銀座線
虎ノ門駅 １１番出口 より 徒歩５分
東京メトロ千代田線・日比谷線・丸ノ内線  
霞が関駅 Ａ１３番出口 より 徒歩８分

２０１４年に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律（公共工事品確法）の一部を改正する法

律」では、中長期的にインフラの品質確保と担い手の育成・確保を目的に、多様な入札契約制度の導入・活用

が規定されました。このような品確法の改正によって、公共工事は大きく変革しようとしています。

品確法改正により、様々な入札契約方式が実施されています。プロジェクト関係者は、試行錯誤をしなが

ら、それぞれの立場で新たな対応方法を創造するという挑戦を続けてきていると思われます。

本シンポジウムでは、新たな領域を切り開いてきた、ＣＭｒ・設計者・施工者の方々より、多様な入札契約

方式への取り組みと今後の課題についてご紹介いただきます。



プログラム

※当シンポジウムは以下のＣＰＤ制度の対象プログラムです（５時間で申請できます）
ＢＳＩＪ：事務局にて一括申請します。
ＲＩＣＳ：各自ご申請をお願いします。
ＣＭＡＪ：各自ご申請をお願いします。
ＪＳＣＡ：ＪＳＣＡ建築構造士は各自更新時に申請をお願いします。
建築士会ＣＰＤ情報提供制度：別紙ご提出後、当協会にて一括申請します。

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メール、FAX、郵送にてお願いします。
受講票は e-mail にて送付しますので、申込時に必ずご記入ください。

お問い合わせ先  
公益社団法人日本建築積算協会 事務局

〒105-0014 東京都港区芝３丁目１６番１２号 サンライズ三田ビル３階
TEL 03-3453-9591  FAX 03-3453-9597   E-mail hp@bsij.or.jp



川原 秀仁 氏 Hidehito Kawahara
   株式会社山下ピー・エム・コンサルタンツ

   代表取締役社長

1983～1991 農用地開発公団、農用地整備公団

農林水産省、国際協力事業団（ＪＩＣＡ）

1991    株式会社山下設計 入社

1999   米軍デザインアワード・コンセプトデザイン賞受賞

「米軍横田厚生施設」

1999   株式会社山下ピー・エム・コンサルタンツ 転籍

2012～  現職

2013～  工学院大学、日本大学、他 非常勤講師

（一社）日本コンストラクション・マネジメント協会 理事

一級建築士、ＣＣＭＪ、認定ファシリティマネジャー

ブライアン・シュプトリン 氏 Brian Shuptrine
   Director, Singapore, Turner & Townsend

ターナー＆タウンゼント社シンガポールオフィス 取締役

ターナー＆タウンゼンド社シンガポールオフィスの取締役として、東南アジ

ア地域におけるプロジェクトマネージメント及び QS ビジネスチームを率い

る。

現在までに、オーストラリア、香港、日本、シンガポール等アジアパシフィッ

ク及び中東におけるプロジェクトに携わる。

担当プロジェクトは、外資系高級ホテル、大手外資系消費財メーカー生産工

場、自動車会社の店舗開発、教育機関及びインフラ（鉄道・空港）など多岐に

渡る。

講演者プロフィール

山根 健太郎 氏 Kentaro Yamane
   国土交通省

   土地・建設産業局建設業課入札制度企画指導室 課長補佐

2001～2005 株式会社奥村組

地下鉄、高速道路等の各トンネル工事を担当

2006～   独立行政法人都市再生機構

関西文化学術研究都市ニュータウン事業、うめきた都市再生事業、

東日本復興市街地整備事業等の各プロジェクトを担当

2016～  現職（出向中）

地方公共団体における入札契約制度の適正化や多様な入札契約

方式の導入・活用を担当

技術士(建設部門)



鈴木 勝之 氏   Katsuyuki Suzuki
    日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社

コストマネジメントグループ マネジャー

1990～1999 株式会社青木建設

構造設計・香港教育大学新築工事等担当

1999～2007 株式会社マツダコンサルタンツ

ODA 案件・商業施設 CM 等担当

2007～  日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社

2017～   現職

一級建築士、CCMJ、CASBEE 評価員

皆銭 宏一 氏 Koichi Kaisen
株式会社久米設計

開発マネジメント本部コストマネジメント部 統括部長

1981        久米建築事務所（現久米設計）入社

2005～     現職

2011～2014 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 本部・人材育成部会長

（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、建築積算士、一級建築士、ＣＣＭＪ

山本 明男 氏 Akio Yamamoto
鹿島建設株式会社

建築管理本部 専任部長

1976    鹿島建設（株）入社

1981～1999 中東・アジア・欧州４か国で建築プロジェクト担当

1989～1991 英国レディング大学ＰＭ修士修了

2000～2002 東京建築支店 業務ビル・ホテル新築工事担当

2003～2013 建築管理本部 建築工務部・建築企画部 担当部長

2014～   現職

2016～   明治大学経営学部 特任講師

（一社）日本コンストラクション・マネジメント協会 理事

ＲＩＣＳジャパンカウンシル・メンバー、一級建築士、ＣＣＭＪ



Ｆax 送信先：03-3453-9597

     

平成 ２９年   月   日

フリガナ

氏 名

会社名

部署・役職

□ 自宅住所

□ 会社住所
(どちらか一方をご記入下さい)

〒

TEL：    (       )           

FAX：    (        )

フリガナ

E-mail アドレス

受講料振込先
三井住友銀行 東京公務部（店番号０９６）普通預金
口座番号 ０５０１６４４ 口座名義 公益社団法人日本建築積算協会

※ご入金をいただいた方から先着順に受講票を上記メールアドレスにお送りいたします※

会員・資格

(該当□にレ印を記入)

□ 積算協会 会員 ／ 建築コスト管理士  5,000 円

（会員番号：    登録番号：       ）

□ RICS 会員       （会員番号：          ） 5,000 円

□ CM 協会 各会員 （会員番号：       ） 5,000 円

★★★ 会員の方は、会員番号を必ずご記入ください★★★

□ 建築積算士（非会員） （登録番号：      ） 6,000 円

□ 建築積算士補（非会員）（登録番号：      ） 6,000 円

□ 後援団体     （団体名：          ） 6,000 円

□ 一般 7,000 円

領収書発行
必要な方のみご記入下さい

（後日郵送）
領収書宛先    □会社名        □ 氏名（個人）

BSIJ & RICS ジョイントシンポジウム 参加申込書


