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被災地の皆様方へ

謹んで地震災害の
　お見舞いを申し上げます

この度の熊本地震により被災された皆様に

心からお見舞いを申し上げます。

一刻も早い復興を心からお祈り申し上げます。

公益社団法人　日本積算協会　関西支部
会員一同
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■暑中ご挨拶

（公社）日本建築積算協会　関西支部

副支部長 　渡　邉　浩　文

　暑中お見舞い申し上げます。

　関西支部の会員並びに賛助会員の皆様には平素

より当協会関西支部の活動に対しましてご理解ご

協力をいただき厚くお礼申し上げます。

　今年に入りわが国の経済状況は原油価格の下落

による海外経済の停滞や円高の影響などから一時

の勢いはなくなり減速傾向となっています。

　また４月に発生した「平成28年熊本地震」よる

影響もある中、消費税増税の２年半延期も正式に

決定したことで増税前の駆け込み需要は当面なく

なるものの、まだまだ道半ばである東北震災復興

や東京オリンピック関連など建設市場における局

所集中の状況は変わらず、人的要因からくる受注

者の選別受注による影響は今後も続くと予測され

ます。

　建設コストについてもこのような難しい状況に

おかれている中、発注者側は正確な予定価格に基

づく発注を行うことで受注者の参加を促し、受注

者側は適正な利益を得られるかの判断を行うこと

がより重要となり、いずれもその根幹には正確な

数量積算が求められていることは言うまでもあり

ません。

　この４月からは国土交通省発注の営繕工事にお

いて、従来参考資料として公開・提供されてきた

「積算数量書」を契約事項に組み込んだ「入札時

積算数量書活用方式」が試行導入されており今後

ますます積算技術者への責任と期待は大きくなっ

てくると考えられます。

　当協会関西支部においてはこのような状況を踏

まえ、会員の皆様の利益となる技術の向上に加え、

知識を高めるという部分にもスポットを当て、各

委員会を中心に講習会や現場見学会、工場見学会

など様々なプログラムを用意し活動を進めていま

す。

　また当協会の課題のひとつとなっている会員増

強につきましても専門学校や大学などでの学校教

育において積算に対する理解を高める活動をする

とともに「建築積算士補」の取得を促す活動を積

極的に行っており、未来の「建築積算士」へと繋

がっていくことに大いに期待を寄せています。

　さらに女性技術者の活躍の場を広げていくこと

にも力をいれ、「積女ASSAL関西（仮）」発足の

検討にも入り始めており、当協会関西支部が若手

や女性技術者が参加し活動のしやすい協会の「サ

ロン」となることでより活気あるものになってい

くと考えています。

　当協会関西支部が元気に活動することにより建

設業界を活気付け、結果関西の経済がますます発

展することと会員の皆さん方のご健康、ご活躍を

祈念いたしまして暑中の挨拶とさせていただきま

す。
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　公益社団法人に移行してから３年目を迎えました。ここ数年続く資材の高騰・職人不足等を起因
とした工事費のアップによる入札不調、プロジェクトの延期・停滞等で、積算・建築コスト管理は、
ますます重要になってくるでしょう。
　一方では世代交代が進み、技術の継承が大きな課題になっております。関西支部では、各委員会
を中心に活発に活動し、様々な課題に取り組んでまいります。
　特に「会員委員会」は、事業講習委員会とコラボし、会員にメリットのある受講料を設定、また
無料の会員交流会や現場見学会等を企画、実施しております。永年懸案の「賛助会」について今年
度には是非設立し、「個人会員」と「賛助会員」の増強に努力してまいります。更に支部独自で人脈
を通じて、会員の退会阻止を積極的に行っていきます。
　支部財政を左右する「事業講習委員会」は、「地域委員会」とともに各地域で様々な講習会を企画し、
28年度は11回（延べ日数19日間）開催を予定し、昨年以上の参加者数をめざします。
　「認定事業運営委員会」は、認定資格「建築積算士」受験者数の増加を目指す一方、資格者の更新
を推進します。世代交代の象徴のごとく減少傾向にあった「建築積算士」が、一昨年以降から若い
方を中心に増加しており、認定試験受験者も20代〜30代と若手技術者が着実に増えてきております。
　「教育委員会」は、学生を対象とした「建築積算士補」資格取得者が将来の「建築積算士」に繋が
るよう委員会活動を行ってまいります。関西支部の認定校は現在は11校で「建築積算士補」資格取
得者は282名（全国では　2,697名）です。他支部では大学を中心にして着実に増えていることから、
関西支部教育委員会でも、大学を重点に認定校の推進活動に取り組んでまいります。
　関西支部は、関東支部に次いで大きな組織を持つ支部であり、その活動の成否が全国の支部活動
に波及します。このことの自覚と責任を感じながら本部との連携を強め活動を推進して参ります。

宮川支部長

平成28年度　関西支部事業活動計画の基本方針

平成28年度　関西支部定時総会報告

　　　　　　　　　　■日　時　平成28年４月22日（金）15時10分〜 16時00分
　　　　　　　　　　■会　場　ホテル日航大阪　４階「白鳥の間」
　　　　　　　　　　■出席者　316名　（出席会員数64名　委任状出席者数252名）

（公社）日本建築積算協会関西支部の平成28年度定時総会が４月22日に開催された。植野副支部長より平
成28年３月末関西支部正会員数516名に対して、本日の定時総会出席者数は委任状出席者を含み316名であ
り、出席者数が正会員数の過半数に達したことにより支部規定第14条の規定に基づき総会が適法に成立し
たことの報告があり、関西支部定時総会の開催宣言が行われた。

公益社団法人　日本建築積算協会  関西支部
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事業計画の主たる項目が読み上げられ、続いて関
西支部９委員会について、個々の委員会活動計画
の基本とするところの報告が行われた。

■　�報告事項　平成28年度支部収支予算に関する
件

報告者、更谷副支部長より、「平成28年度定時総
会議案及び説明資料」により、平成28年度の支部
収支予算に関して、各項目毎の予算金額報告が行
われた。

閉会の辞
阿波野副支部長より、平成28年度関西支部定時総
会における議案の全てが承認されたことへの謝意
と、今後の協会運営並びに事業活動への理解と協
力依頼があり、平成28年度定時総会の閉会が宣言
された。

その他記録
総会の後引き続き同会場において、会員交流懇親
会の一環として近畿大学建築学部長　岩前　篤教
授による「健康な暮らしと健康な住まい」と題し
た講演会を開催した。

会員交流懇親会では、宮川支部長の挨拶につづ
き、近畿地方整備局・白川和司営繕部長の祝辞、
（公社）大阪府建築士会岡本森廣会長から祝辞と乾
杯の発声で盛大に懇親会が行われた。

議長選出
宮川支部長の挨拶につづき、本部から森谷靖彦理
事の挨拶が行われたあと、植野副支部長より関西
支部規定第８条第１項の規定に基づき宮川支部長
が議長に選出され、平成28年度定時総会議案及び
説明資料により第１号議案から３号議案までの審
議に続き平成28年度事業計画及び支部収支予算の
報告があった。

議事録署名人指名
平成28年度支部定時総会議事録署名人に重松大
輔、田口悦朗氏の２役員が指名された。

議　　事
■　�第１号議案　平成27年度支部事業活動報告の
承認

報告者、渡邉副支部長より、「平成28年度定時総
会議案及び説明資料」第１号議案に関しての全般
経過報告と補足説明があり、総会承認を得た。

■　�第２号議案　平成27年度収支計算書及び貸借
対照表の承認・同監査報告

報告者、斉藤副支部長より、「平成28年度定時総
会議案及び説明資料」第２号議案に関しての報告
と補足説明が行われた。
下農支部監事より、平成27年度収支計算書並びに
貸借対照表報告に関して、４月６日に事務局にお
いて監査を実施した結果、いずれも正確且つ適正
である事を承認する旨の報告があり総会承認を得
た。

■　�第３号議案　平成28年度支部役員候補者（案）
の承認

報告者、藤田支所長より、「平成28年度定時総会
議案及び説明資料」第３号議案に関して、役員候
補者１名の氏名が読み上げられ審議の結果総会承
認を得た。

■　�報告事項　平成28年度支部事業活動計画に関
する件

報告者、北野副支部長より、「平成28年度定時総
会議案及び説明資料」により、平成28年度の支部 平成28年度懇親会会場（28.4.22）

News支部ニュース　No.74

■■■ 5



■暑中ご挨拶

大阪府住宅まちづくり部　公共建築室

室長 　越　智　正　一

　暑中お見舞い申し上げます。

　平素から大阪府の公共建築行政の推進にご理解

とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

　４月に発生した熊本地震に関しましては、被災

されました多くの皆様に心からお見舞い申し上げ

ますとともに、被災者支援、被災地の復興支援の

ためにご尽力されている方々に深く敬意を表しま

す。

　大阪府では、被災建築物応急危険度判定や被災

宅地危険度判定、応急仮設住宅建設等のため、職

員を現地に派遣するなどの支援活動を行ってまい

りました。今後、公営住宅の建設等様々な復興事

業が行われる中で、更なる支援が必要となると思

われますが、大阪府として引き続き支援を行うと

ともに、被災地の一日も早い復興を祈念致します。

　建築物の耐震化は、これまでも国を挙げて取り

組んできた課題ですが、この度の地震では、庁舎

など災害時に重要な機能を果たす建築物が重大な

被害を受けました。これらの公共建築物が十分な

耐震性を備えることがいかに重要であるか、改め

て認識させられたところです。

　大阪府においては、今年の１月に「住宅建築物

耐震10ヵ年戦略・大阪」（大阪府耐震改修促進計画）

を定め、府民の生命・財産を守るため、府民が耐

震性のある住宅に住み、耐震性のある建築物を利

用できるよう、耐震化率等の目標を掲げ、大阪の

地域特性に応じた耐震化を促進するためのさまざ

まな方策を示しております。

　また、府有建築物については、これまでの耐震

化を進めるとともに、今後は、府民生活を支える

ための業務継続や耐震化に係る法改正への対応な

どについても、より積極的に検討していくと位置

づけたことから、災害時に重要な機能を果たす建

築物の一層の耐震化に加え、熊本地震でも被害が

確認されている天井等の脱落防止対策などにも取

り組んでいきます。

　この度の地震では震度７の揺れが２回連続して

起こるなど、「想定外」の災害であったとも言わ

れています。まさに自然災害の苛酷さは、人知の

及ぶところではない、ということになりましょう。

それでも決してあきらめずに過去の経験に学び、

出来る限りの対応をしていくことが必要ではない

か、と考えております。

　最後になりましたが、貴協会並びに会員の皆様

方の今後益々のご発展とご活躍を祈念致しまして、

暑中のご挨拶とさせていただきます。

公益社団法人　日本建築積算協会  関西支部
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京 都 府

■地域だより

京都市都市計画局　公共建築部

公共建築企画課長 　加　藤　 　昭

　暑中お見舞い申し上げます。

　貴協会の皆様には、日ごろから京都市の公共

建築行政に格別の御協力をいただき、厚く御礼

申し上げます。

　さて、京都市においては、平成23年に市政の

基本計画に当たる「はばたけ未来へ！　京（み

やこ）プラン」を策定し、市民、事業者の皆様

とともに描いた10年後の京都の未来像を実現す

るために、さまざまな取組を進めているところ

です。今年度は、その後半に差しかかることか

ら、新たな実施計画を策定いたしました。

　この実施計画においては、公共建築行政が担

う事業、特に大規模なプロジェクトが数多く取

り上げられ、既に設計に着手している市庁舎、

京都市美術館、中央卸売市場等の再整備に加え

まして、京都市立芸術大学の京都駅東部エリア

への移転計画など、今後も大きな取組が続いて

いくことが示されております。

　このような中、質の高い公共建築物を整備す

るために、私ども技術職員には技術力を磨くこ

とと併せて、さらに市民の声を聴く力、設計の

意図を伝える力をこれまで以上にしっかりと持

つことが求められていると感じているところで

ございます。

　京都は,1200年を超える歴史と伝統に彩られ

たまちでありながら、一方で進取の気風があふ

れており、両者は常にせめぎ合いながらまちづ

くりが進んでまいります。こうした状況は、公

共建築物の整備に際しても同様に当てはまるも

のであり、目下、市民をはじめ関係者の多種多

様な声を受け止め、調整を図り、形にまとめる

ことが、私どもインハウス・エンジニアの業務

の相当部分を占めるようになってまいりました。

　そのためにも公共建築部の職員には「技術的

素養を備えた行政マン」としての役割をしっか

りと果たすことが、今後、ますます重要になる

と考えております。

　現在、京都市では、公共建築物の整備に際し、

事業部局において市民参加型手法を用いた計画

づくりが進められており、公共建築部の技術職

員も設計に着手する前の段階から積極的に参画

することによって、市民目線を大切にしたもの

が実現できるよう努めているところです。こう

した取組の積み重ねを通じて、高品質で、満足

度の高い公共建築物を提供し続けていきたいと

考えております。

　また、これらの取組の成果につきましては、

貴会の皆様方のお力添えなくしては、得られな

いものばかりであり、今後ともパートナーとし

て末永く御協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。

　結びにあたり、貴協会並びに会員の皆様のま

すますの御発展と御健勝を心から祈念いたしま

して、暑中の御挨拶とさせていただきます。

News支部ニュース　No.74
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兵 庫 県

■地域だより

神戸市住宅都市局　建築技術部

建築担当部長 　奥　村　由　和

　暑中お見舞い申し上げます。

　平素より神戸市の公共建築行政にご理解とご

協力を賜り、誠にありがとうございます。

　わが国の人口と同様に、本市の人口も平成24

年から減少傾向にあります。人口減少社会の克

服を目指して、まちの成長に向けた取組みを積

極的に展開することが重要になっています。神

戸市では未来を担う若者に選ばれるとともに、

市民の皆さんがいつまでも安心して豊かなくら

しを享受できるまちとなるよう、2020年までを

目標年次とする「神戸2020ビジョン」を策定い

たしました。神戸2020ビジョンでは、「若者に

選ばれるまち＋誰もが活躍するまち」というテー

マを設定し、若者をターゲットの中心に掲げる

とともに、高齢者や障がい者、外国人のみなさ

んなど、市民の誰もが安心して暮らし、活躍で

きるまちを目指すことを明確にしました。

　また、神戸の都心を活性化していくため、新

神戸から三宮、元町を経て神戸・ハーバーラン

ドまでの範囲を対象とする、神戸の都心の『未

来の姿』（将来ビジョン）を取りまとめました。

神戸の玄関口である三宮周辺地区については、

その波及効果の高さから神戸のまちや経済全体

を活性化するうえで再整備が不可欠であること

から、『再整備基本計画』を策定しています。

再整備基本計画では、まちであり駅である空間

「えき」（６つの駅とバス乗降場、駅前広場）と

「まち」をつなぐ空間を「えき≈まち空間」と

名付け、神戸の玄関口としてふさわしい空間と

して整備することとしています。

　市民の皆様に身近な公共施設整備としては、

老朽化した区役所の再整備等が挙げられます。

北区庁舎は民間活力を活用した手法で整備が進

められており、兵庫区庁舎は平成29年度に工事

着手する予定です。三宮周辺地区の再整備に伴

う中央区庁舎のあり方や西区庁舎の整備につい

ても、検討が進められています。会員の皆様の

ご支援ご協力をお願いいたしたいと考えていま

す。

　熊本、大分で、２度の震度７の揺れを伴う一

連の地震が発生し、大きな被害が出ています。

神戸市は震災経験都市として、被災時にいただ

いた国内外からのご支援への恩返しのため、被

災者に寄り添った息の長い支援を行ってまいり

ます。今回の地震で被害を受けられた皆様には

心よりお見舞い申し上げますとともに、阪神・

淡路大震災から20年余にわたり、神戸の復興の

ためにご支援ご協力いただいた会員の皆様に対

し、あらためてお礼を申し上げます。

公益社団法人　日本建築積算協会  関西支部
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滋 賀 県

■地域だより

彦根市役所　都市建設部

副参事 　山　本　茂　春

　残暑の候、会員の皆様におかれましては、ま

すますご健勝のこととお慶び申し上げます。

　平素は、彦根市の建築行政に対し、ご理解と

ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

　さて、平成36年に開催される第79回国民体育

大会の主会場（開会式・閉会式・陸上競技）が

本市に決定されたことから、大会の成功に向け、

滋賀県と連携を図り、主会場整備をはじめ国民

体育大会および全国障害者スポーツ大会の準備

に取り組んでいるところです。

　こうした中、本市におきましては、国民体育

大会に向けた「技術力の向上を図る施設」と、

市民の健康づくりや生涯教育の観点から行う体

力づくり教室や各種イベントなど、多種多様な

市民ニーズに対応した総合的な「市民のだれも

が使える健康コミュニティ施設」の両面を併せ

持った施設として、さらには、大規模災害の防

災拠点機能や市民の憩いの場としての機能を併

せ持つなど、スポーツ利用者のみならず、子ど

もから大人まで、多くの市民が気軽に訪れ、交

流が図れるような「スポーツを通じた健康複合

施設」として新市民体育センターの整備に向け

事業を進めているところです。

　一方で、本市の所有する公共施設等のうち、

建物の４割以上が建築後30年以上経過してお

り、これから大量に更新時期を迎えることから、

これら施設の更新費用は今後大きな負担となる

ことが予想されます。

　こうした中、これら施設の計画的な更新、統

廃合、長寿命化を検討するとともに、財源の確

保や効率的、効果的な施設運営等によってコス

トと便益が最適な状態で保たれた上で、安全・

安心な公共施設マネジメントを確立するための

骨子となる「公共施設等総合管理計画」を遅れ

ばせながら策定したところです。

　今後は、この計画の方針に基づき劣化診断調

査等を実施し、公共施設マネジメントを推進し

ていきたいと考えています。

　この度、営繕工事における「入札時積算数量

書の活用方式」が試行されたところですが、本

市におきましては、一部の工事において「数量

書」を参考資料との位置づけで公開、提供して

おりますが、受注者から数量に対する疑義が出

て対応に苦慮することもあり、積算の重要性を

痛感しているところであります。このことから、

貴協会には今後ともご理解、ご協力をお願いし

ます。

　最後になりましたが、今後とも本市の建築行

政にご支援を賜りますようお願い申し上げます

とともに、貴協会のますますのご発展と会員の

皆様のご健勝を記念いたしまして、ご挨拶とさ

せていただきます。

News支部ニュース　No.74
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和歌山県

■地域だより

　積算協会関西支部と和歌山支所は、和歌山県
土整備部都市住宅局公共建築課と毎年「意見交
換会」を行っております。
　今年は下記の通り実施致しましたので、その
内容の一部を報告いたします。

日　時：平成28年６月24日（金）15：30〜17：00
場　所：�和歌山県　県土整備部　都市住宅局�

公共建築課
出席者：�和歌山県　県土整備部　都市住宅局�

公共建築課：前中課長　浦部副課長
　　　　�積算協会：宮川支部長　藤田支所長　

更谷副支部長　玉田事務局長

　最初に現在、積算協会関西支部が取り組んで
いる課題として以下の内容について報告を行い
ました。
　報告概要は次の通りです。
　１．�挨拶及び今回訪問主旨説明
　２．��積算協会関西支部の活動及びJ５（独自

認定資格を持つ５団体）について説明
　３．�資格制度（建築積算士補、建築積算士、

建築コスト管理士）について説明
　４．�「入札時積算数量活用方式」について
　５．木造建築の積算手法について
　６．関西支部の評価評定の取り組みについて
　７．和歌山県への資格制度の活用のお願い

　以上報告の後に、行政並びに積算協会の抱え
ている様々な課題に関しての意見交換をさせて
いただきました。
　内容については、以下の通りです。

○CPDについて
・�和歌山県では総合評価落札方式にCPDを評
価している。（県）
○木造の積算について
�・�木造の数量拾いの積算基準は出ていないの
か？これからは、数量等が外部に公開される
ことになるので、数量基準が求められている。
（県）
・�現在は、公表されていないが国土交通省内部
で要領書（案）をもっているようだ。木材は
一本ずつ定尺拾いにし、仕口金物は形状ごと
に一つずつ拾う。国に対して公表してもらう
ようにお願いするのも一つの方法だ。（協会）
�・�和歌山県では、定尺の本数で拾うのはなかな
か難しいので現在はやっていない、立米で拾っ
ている。施工者も積算するので、数量が合わ
ない場合がある。（県）
�・�以前であれば、刊行物に木材の立米単価が掲
載されていたが、今はほとんど掲載されてい
ないので、木材一本ごとの見積をとることに
なる。鉄筋コンクリート造に使用される木材
は、材工共の数量で見積をとる。（協会）
○評価評定について
・�最近、地中埋設物の量を推定評価するという
業務をした。現況写真や登記または、いろい
ろな過去のデーターから推定する業務である。
（協会）
・図面が無いからですか？（県）
・�第三者の裁定が必要な場合、積算協会に対し
て評価評定を依頼してくるケースが結構あり
ます。J５の交流の中で、不動産の価値算定
の為に建物評価を依頼される事もあります。

（公社）日本建築積算協会　関西支部

和歌山支所長 　藤　田　貴　司

公益社団法人　日本建築積算協会  関西支部
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（協会）
・�設計の成果物に対してですか？（県）
・�最近、入札の不落があるとその原因究明の為
に評定をする場合があります。積算協会は公
益社団法人のために、公的な団体として評価
の信頼性を期待して依頼してくるのではない
でしょうか。（協会）

○資格の活用について
�・�PUBDISに建築積算士のほか、建築コスト管
理士が昨年５月から登録されました。設計
プロポーザルでは建築積算士・建築コスト
管理士が評価されることが多くなってきて
います。　日本損害保険協会では、建築積
算士資格所持者は一級建築士と同じように
専門鑑定士Aに登録されています。（協会）

・�プロポーザルで建築積算士等の資格を持って
いないとだめということなのですか？（県）

・�建築積算士・建築コスト管理士と無資格者の
場合とでは、評価点数を変えている場合が多
いです。（協会）

○入札時積算数量活用方式について
・�和歌山県では、入札時の参考数量をすべて公
開しています。参考数量に違算があった場合
は、契約変更に応じているので、実質的には
同等のことをしていると思っています。ただ
し、参考数量が多い場合は減額しています。
現場説明書には、参考数量であることを明記
しているのですが。（県）

�・�契約書に内訳書を付けているのですか？また、
現場での増減はどちらの内訳書を使われてい
るのですか？（協会）

・�契約書には内訳書を付けていません。現場で
の増減処理は、変更の数量を業者と調整して
単価は発注者側の単価を使います。ただし、
解体工事で地中の数量に増減があると単価が
合わないことがあるので困っています。解体

工事の積算基準を作ろうとしていることに期
待したい。（県）
・�解体工事の積算基準については、解体業者が
執筆メンバーに入り実態に即した基準を作ろ
うとしています。又、将来は国土交通省にも
使ってもらえるように（一財）建築コスト管
理システム研究所も入っています。（協会）
�・�入札時積算数量活用方式の導入について、設
計事務所・積算事務所側としては、設計のス
ケジュールそのものを考え直さないと対応出
来ない。現在の設計スケジュールでは、図面
が出来る前に積算をスタートさせないと間に
合わない。大阪市は学校関係と住宅関係につ
いて、設計事務所が設計を完了してから、積
算を積算事務所に分離発注しています。（協会）
・�最近、県内の設計事務所も積算事務所に発注
して、建築積算士資格を持つ人の名前が挙
がってきていることが増えてきました。しか
し和歌山県内には積算事務所は無いのです。
（県）
・�ある程度の規模の積算事務所は大阪にしかな
い、従って積算を外注する場合大阪の積算事
務所になってしまう。（協会）
・�設計途中の変更が、元請けの設計事務所から
積算事務所にうまく伝わっていない場合がか
なりあり、特に特記仕様書等が途中で変更と
なると伝わりにくい。設計図と積算が合って
いるかは、元請けの設計事務所がチェックし
なければならないのに、それが出来ていない。
全体の設計工程の中の積算にかけられる時間
が少ないことに問題があるのかもしれない。
発注者側の責任でもあります。（県）

　以上が意見交換の内容です。今後も「意見交
換会」を継続して行い、お互いの課題の解決に
向けて取り組んでいきたいと思います。

News支部ニュース　No.74
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認定事業委員会

平成28年度「建築積算士」並びに「建築コスト管理士」試験のご案内

平成28年度「建築積算士」並びに「建築コスト管理士」試験について、次の通りお知らせ致します。

平成28年度「建築積算士」試験のご案内

■制度の定義� �建築生産過程における工事費の算定、並びにこれに付帯する業務に関し、高度
な専門知識および技術を有する専門家。

■資格取得のメリット　 PUBDIS（公共建築設計者情報システム）登録資格として、公共工事における
建設コンサルタント等業務参加資格に活用できます。建築積算のスペシャリス
トとして認められている資格です。

■申 込 期 間 【一次試験から受験】　平成28年６月１日（水）〜８月31日（水）
� 【二次試験から受験】　平成28年10月１日（土）〜 12月５日（月）
■試 験 日�【一次（学科）試験】　　平成28年10月23日（日）　
� 【二次（実技）試験】　　平成29年１月22日（日）
■試 験 会 場� 大阪会場は一次、二次試験とも「大阪府建築健保会館」で実施いたします。
■受 験 資 格� 次のいずれかに該当する方は、一次試験が免除になります。
� ①建築コスト管理士、建築積算士補　②一級建築士、二級建築士、木造建築士
� ③一級・二級施工管理技士、④積算協会の積算学校卒業生　⑤一次試験合格者
■受 験 料� 27,000円（消費税込） 注：建築積算士補は受験料が半額（13,500円）になります。

平成28年度「建築コスト管理士」試験のご案内

■制度の概要� �企画・構想から維持・保全、廃棄に至るライフサイクル全般に渡って、コスト
マネジメント業務に関する高度な専門知識および技術を専門家。

■資格取得のメリット  PUBDIS（公共建築設計者情報システム）登録資格として、プロポーザル等に
活用できます。

� �英国王立チャータード・サベイヤーズ協会（RICS）の国際的QS称号取得が可能
な資格です。

■申 込 期 間� �平成28年６月１日（水）〜９月７日（水）／協会ホームページに掲載する申込フ
オームを郵送。

■試 験 日　平成28年10月23日（日）／学科試験　　　12:50 〜 15:20（２時間30分）
� 　　　　　　　　　　／短文記述試験　15:40 〜 17:40（２時間）
■試 験 会 場� 大阪会場は「大阪府建築健保会館」で実施いたします。
■受 験 資 格� �１）�建築積算士資格を取得後、更新登録を１回以上行い、かつ建築関連業務を

10年以上経験し、そのうち建築コスト関連業務において責任ある業務に２
年以上の実務経験を有する方。

� ２）�建築関連業務を10年以上経験し、そのうち建築コスト関連業務において責
任ある業務に５年以上の実務経験を有する方。

■受 験 料� 29,160円（消費税込）
■特 記 事 項� �学科試験合格基準点を超えた方は、次年度から２年間に限り学科試験を免除します。

公益社団法人　日本建築積算協会  関西支部
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認定事業委員会

平成28年度「建築積算士」並びに「建築コスト管理士」資格更新のご案内

平成29年３月末で登録期限が終了する「建築積算士」並びに「建築コスト管理士」の皆様にご案内致し
ます。

平成28年度「建築積算士」資格更新のご案内

�　建築積算士の皆様には、当協会の事業にご理解を賜りまして厚くお礼を申し上げます。

　さて、３年ごとに行われる資格更新についてですが、既にご承知の通り平成26年度から資格更

新の実施方法が変更になり、従来の会場での更新講習からeラーニングを主体にした資格の更新

に変更になっております。

　eラーニングによる講習の特長は、①忙しくて会場に行けない方にもインターネットの映像配

信を利用して会場受講と同様に資格更新ができるのです。インターネット環境があればご自身の

都合の良い時間に気軽に受講が可能です。②苦手なテーマや、より理解を深めたい内容などは、

繰り返し映像を再生して学習することが出来ます。③会場講習には往き帰りの時間と交通費の負

担が生じますが、eラーニングでの講習ならばこれらのコストが不要となります。

　また、パソコンやスマートフオン、あるいはタブレットをお持ちでない方、インターネット環

境が整っていない方には、DVD（電子記憶媒体）を送付いたしますので、テレビとDVDレコーダー

によって視聴していただくことで積算士資格の更新ができます。

平成28年度「建築コスト管理士」資格更新のご案内

　平成28年度で登録期限が終了する「建築コスト管理士」の皆様は、平成29年３月末までの５年間に80

単位以上（緩和措置対象者は50単位）のCPD単位取得が必要となります。履修プログラムは、参加学習

型（講習会等）、情報提供型（講師・論文発表等）、技術協力型（委員会活動等）、自己学習型（専門誌購

読等）に分けられます。

　従来は一年間で50単位が必要であったのを、平成24年度から年間単位数を16単位に引き下げられて

います。登録更新に必要な単位数を５年間に250単位取得から80単位取得に改正されています。また、

緩和措置については、継続能力開発（CPD）制度実施細則第13条に必要履修単位の緩和措置が定められ

ています。「緩和措置を適用した場合の単位数」は、細則第13条二号及び三号を適用した場合に必要な

単位数で、50単位になります。

　　（二号）　建築積算士（旧名称　建築積算資格者）取得後20年を超える場合

　　（三号）　１級建築士取得後25年を超える場合

　取得単位数確認／コスト管理士登録要件確認画面にご自身の現在の取得単位数・更新必要単位数・

緩和措置を適用した場合の単位数が表示されています。

News支部ニュース　No.74
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認定事業委員会

　委員会報告と今後の講習会開催予定のお知らせ

事業講習委員会活動報告

日頃より会員の皆様には事業講習委員会活動にご理解と、ご協力をいただきまして誠にありがとうござ
います。
支部ニュース74号が会員の皆様の手元に届いたころには、今年度の委員会活動として計画の講習会から、
既に３件が終了しておりますので、ここでは９月以降に実施する講習会の概要をお知らせ致します。
講習会の詳細についてはホームページでご確認していただき、参加申込み下さいますようお願い致します。

平成28年度講習会開催計画の一覧

９
月

■「鉄骨数量積算実践講座」
【日　時】	 第１日　9月	 3日（土）　13:00-17:00
	 第２日　9月10日（土）　13:00-17:00
	 第３日　9月17日（土）　13:00-17:00
	 第４日　9月24日（土）　13:00-17:00
【講　師】	 積算協会　専任講師
【会　場】	 アークホテル大阪
【参加費】	 会員	25,000円　一般	30,000円	（４日間）
【定　員】	 20名／申込先着順

１１
月

■「建築改修工事の積算講習会」
「建築改修工事の積算」を使用
テキスト価格会員	4,420円　積算士	4,630円	
一般	4,940円

【日　時】	 11月17日（木）13:00-17:00　CPD認定単位４
【講　師】	 積算協会　専任講師
【会　場】	 アークホテル大阪
【参加費】	 会員	5,000円　積算士	7,000円　一般	8,000円
【定　員】	 35名／申込先着順

１０
月

■「建築コストマネジメント講習会」
「建築コスト管理士ガイドブック」を使用
テキストは有償、4,530円

【日　時】	 10月15日（土）
【時　間】	 10:00-17:00　CPD認定単位６
【講　師】	 積算協会　専任講師
【会　場】	 アークホテル大阪
【参加費】	 会員	5,000円　積算士	7,000円　一般	8,000円
【定　員】	 35名／申込先着順

１２
月

■「建築積算実技講習会」（積算士二次試験対応）
（参考図書・建築積算士ガイドブック、建築数量積算基準）

【日　時】	 12月10日（土）と12月17日（土）（２日間）
【時　間】	 両日とも10:00-17:00　CPD認定単位６
【講　師】	 積算協会　専任講師
【会　場】	 アークホテル大阪
【参加費】	 	会員	11,000円　一般	13,000円	

（テキストは含まず）
【定　員】	 	35名／申込先着順

■「建築積算講習会」（積算士一次試験対応）
「建築積算士ガイドブック」を使用
テキストは有償、4,420円

【日　時】	 10月15日（土）
【時　間】	 10:00-17:00　CPD認定単位６
【講　師】	 積算協会　専任講師
【会　場】	 アークホテル大阪
【参加費】	 会員	5,000円　一般	6,000円
【定　員】	 35名／申込先着順

２
月

■「建築プロジェクトにおけるコストマネジメントと概算」
「建築プロジェクトにおけるコストマネジメントと概算」
を使用
テキストは有償、3,390円

【日　時】	 平成29年	 2月16日（木）
【時　間】	 13:00-17:00　CPD認定単位４
【講　師】	 積算協会　専任講師
【会　場】	 アークホテル大阪
【参加費】	 会員	5,000円　積算士	7,000円　一般	8,000円
【定　員】	 50名／申込先着順

公益社団法人　日本建築積算協会  関西支部
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「建築積算基礎講座講習会」を受講して

株式会社安井建築設計事務所
コスト計画部

湯　井　奨　三

　私は現在、設計事務所のコスト計画部に所属しております。しかし、今まで積算業務はおろか基礎的内

容も把握できておらず、今後業務に携わっていく上で必要だと感じ本講座を受講させていただきました。

今回は講座を受講して学んだ事、印象に残っている事について書かせていただこうと思います。

　本講座は４日間にわたって「土工」「地業」「躯体」「仕上」「仮設」と順に解説していただき、受講内容

についてはテキストで基礎的内容を確認し、例題を用いて数量を算出するというものでした。何度かテキ

ストに目を通し理解しているつもりでしたが、実際数量を算出しようとなると手が止まる事が何度かあり、

理解できていない部分もあると気づくきっかけとなりました。また計３人の講師の方々の解説では建築数

量積算基準に記されている事だけでなく、実務上実際に起こりうる問題や注意する点等も交えて説明して

いただけたので意味を理解しながら学べたように感じ、小さな疑問点についても実技中や講習会終わりに

質問できるためその日のうちに解消できました。講座を理解する事に必要な用語についても説明いただけ

たので、分かりやすかった印象も持っております。

　算出した数字の意味についてや躯体・仕上げの納まりについても図を参照して説明いただけたので、知

らない工法等もその都度確認する事ができ、今まで暗記で留まっていた部分が知識として定着したのでは

ないかと思います。定着していない部分についても今後自身で

調べ、一つずつ解消していこうと思います。

　今回の講座を受けて全て理解できたと思ってはいませんが、

今後すべき事や足りない事の整理ができたと思っております。

立ち止まった際には講座で教えていただいた事を再確認し、精

進していきたいと考えております。また今後他の講座に参加し

ていきたいと考えておりますので、よろしくお願い致します。

　本当にありがとうございました。

News支部ニュース　No.74
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建築コスト管理士の声

株式会社大建設計

笠　井　俊　介

　私が積算業務に携わる仕事を始めて17年になります。

　はじめの15年は数量積算を従事しておりましたが、その後転職を機に値入業務が主体となる仕事に就き

ました。

　値入業務を行っていく中で、自分のコストに関する知識が少なく、上司に判断を仰がなければ仕事を進

める事が出来ない状態がとても多い事に気づき、「建築コスト管理士」を受験しようと決断いたしました。

　資格合格の為に「建築コスト管理士ガイドブック」を読んでまず思ったことは、建築コスト管理士の業

務範囲の広さと必要な知識量の多さです。

　企画段階から解体まですべての事業段階に携わる事ができますが、それは各段階ごとに必要な知識を有

している人間にしか務める事はできません。

　ただ最近私が思う事があります。ひとつの建築物を企画から携わり、その建物が完成した時の『達成感』

はきっと素晴らしい物なのだろうと。

　結果的に私は試験に合格することができ、晴れて建築コスト管理士になる事が出来ました。

　しかし、コストに関する多種多様な知識を会得したとは到底思えることができません。

　それは、現在値入業務を行っている中で、とても痛感させられます。

　メーカー見積を徴収するにしても、見積範囲の確認、仕様の確認、数量の確認等、見積書の内容が設計

図内容と違っていないか、見積書金額に間違いがなく、妥当な金額となっているかの判断を行わなければ

いけません。物件一つに何項目何十社の見積書が必要となり、多種多様な知識を有しておかなければそれ

らの判断が出来ないと私は思います。

　その他にも色々な書籍に掲載されている歩掛り、刊行物、カタログなどの工事費を算出する為の幅広い

知識が必要となりますが、私は知識や理解がまだまだ不十分です。

　これらの知識や理解は、日々の値入業務を積み重ねていく事により、得ていくものだと思いますし、そ

うした積み重ねによって「コストを意識する。」という感覚が体に染みついていくと考えています。

　今は実施設計段階の業務を主に行っていますが、もっともっと知識を得る事の努力をする事によって基

本計画・基本設計段階での概算工事費の算出というとても重要な仕事に携われればと思っています。

　これらの建築コストに関する知識を十分に得たと思える日はまだまだ先の事だと思いますが、先に述べ

させて頂いた『達成感』を得る為には日々の精進を怠らない事は当然の事ながら、高い意識持って業務を

行わなければ得られないと物だと私は思います。

公益社団法人　日本建築積算協会  関西支部
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建築積算士の声

株式会社ケイ･アイ･エス
工務部

森　岡　晃　代

　私は昨年４月から総合建設会社の工務部にて積算業務に携わっています。それまでは全くの異業種で

ショールーム受付や、生産管理部として耐久設備部品の生産管理に携わっていました。そして、自分の将

来を考え手に職が欲しいと思い、建設業界に足を踏み入れることとなりました。

　入社当初はCADに興味がありましたが、弊社会長の勧めもあり、積算業務の道に進むことになりました。

それまでは［積算］という言葉も知らず、もちろん建築積算士という資格がある事さえ知りませんでした。

日々業務をこなし勉強していく中で、上司より建築積算士の試験を受けてみないかと進められ、受験を決

めました。当初は軽く考えていましたが、いざ過去問を解き始めると、専門用語や問題文の意味も分から

ず、用語を理解することからのスタートだったので、本当に悪戦苦闘しました。そして繰り返し過去問を

解くことで１次試験は突破できましたが、２次試験でたくさんの壁にぶつかりました。私は内装などの拾

い出し業務を主にやっていたので、地業・鉄筋・鉄骨に関しての知識は全くゼロでした。そのため理解に

苦しみ試験勉強を諦めかけていました。そうした中で講習に参加し、全く問題が解けない私に、講師の方

が丁寧に指導して下さいました。講習終了後から試験までの間、講習参加者に対してメールにて質問を受

付けていただきました。そして「分らないのは皆さん一緒です。分らないから勉強し、試験を受けるので

す。頑張りましょう。」と声をかけていただき、とても励みになりました。そして、自分の受験番号がHP

に載っていた時は、本当に嬉しかった事を覚えています。

　社内では経験が浅く分らない点が沢山あることが実情です。周りの方々に助けられ、業務では拾い出し

や見積打込みなどをしながら、現調現場や竣工現場に出かけたりしています。特に竣工現場に出かけた時

は、自分が図面で見て想像していた建物と違う点などが勉強になり、また各部分の納まりを実際に見る事

もでき、いい刺激になっています。

　資格を取り、異業種から転職して不安だった気持ちもふっきれ、自信を持って新たなスタートを切るこ

とができました。積算業務はとても責任の重い仕事なので、１つ１つの業務に責任を持ち、日々精進して

いきたいと思います。

News支部ニュース　No.74
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　残暑の候、会員の皆様方におかれましては、益々

ご健勝のこととお慶び申し上げます。

　このたび寄稿させて頂く事となりました、表具

師高梧堂の嶋岡と申します。私自身は、積算協会

とは殆どと言って良いほど繋がりがありません。

ただ、会員の中には、建築士の方もいらっしゃる

と言う事ですので、その辺での繋がりはあるかも

しれません。

　表具師といえば皆様はどんな仕事を思いつかれ

ますか？�多分「襖を作ったり�張り替えたりする

仕事」だと思います。確かにそれも仕事の一部に

なるのですが、大きく括ると和室の内装関係の仕

事で、紙を扱う仕事です。すなわち、掛け軸、屏

風、額、衝立の新調及び修理修復、壁面への紙張

り（お城の障壁画のベースは紙です。またお寺の

壁への金紙張りもそうです）、お茶室の腰張り等

です。最近は、「表具師」と看板を上げていても

襖の張り替えしか出来ないお店もありますが…

　ここ10年の間に、私達の業界にも大きな波が押

し寄せてきました。皆様はご存知と思いますが、

日本の家から和室が無くなってきたのです。これ

には色々な原因があると思います。日本人の趣向

が変わったから、費用的に安く上がるから、無駄

を省き合理的な家造りをしているから…。それに

造り手からのアプローチも減ったと思います。

　これによってどの様な影響が出てきているかご

存知でしょうか？

　「私達の仕事が減った…」それだけではありま

せん。その材料を作る職人さんも減ってきている

為、材料を仕入れることが困難になっています。

　少し前のことになりますが、桜井市多武峰の談

山神社の文化財修復に携わる機会がありました。

壁に張ってあった紙の張り替えのお仕事でしたが、

この紙というのが『間似合い紙』という紙で、同

じ紙で修復をして欲しいという依頼でした。発注

すると「この紙は、全国で１軒しか漉いていませ

んので、在庫がなければすぐにはいかないですよ」

と問屋に言われました。

　これだけではありません。襖の椽に本漆を塗る

職人さん、金箔を紙に押す職人さん、手打ちの引

手を作る職人さん、襖の下地を作る職人さん等々、

表具師が利用する材料を作る職人さんは高齢化し

やめて行かれます。跡継ぎもいらっしゃいません。

　文化財を専門に扱っている表具師の方とお話し

した時の事ですが、私が「文化財関係は仕事があ

るから跡継ぎも出来て良いですね」と言いますと

「そんな事も無いです。文化財の仕事があっても、

材料が手に入らない。一般の仕事でその材料を使っ

特別寄稿

表具師 高梧堂
　

嶋　岡　俊　夫
http://www.kougodo.jp/
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ていればそれの職人も続ける事が出来るけど、文

化財だけでは駄目ですわ」と言っておられました。

結局、一般の仕事（普通の居宅で和室が作られる

こと）が�そこそこ無ければ、職は続いていかな

いのですね。

　ほかの職種に目を向けると、畳屋さん、左官屋

さん、建具屋さんなども減ってきています。プレ

カットが当たり前のこのご時世、墨付けが出来て

色々な道具（鋸・のみ・鉋・金槌）を使える大工

さんはどれだけいらっしゃるでしょうか？�昔な

がらの家を気軽に作れなくなる時代がすぐそこに

来ています。

　和室は日本の文化だと思います。1000年以上か

けて築かれた文化が、ここ10年で再起不能になる

寸前です。

　日本の文化というのは、何も和室だけではあり

ません。テレビでも以前放映されておりましたが、

チャンバラもそうですね。ほかにも沢山あると思

いますが、日本が国として日本の文化を残してい

こうという方向性を持たなくては、この流れは止

める事は出来ないと思います。

　このような現実を理解していただき、日本の文

化の復活とまでは言いませんが、維持にご協力い

ただければ幸いです。

　和室に関しましては、直接お客様とお話をして

家を作り上げていかれる設計士や建築業の方々が、

和室を見直してお客様にお勧めいただければ、少

しずつではありますが変わってくるのではないか

と期待しております。

　最後になりましたが、貴協会の益々のご発展と

皆様方のご健勝を祈念しております。

特別寄稿
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私の夢

知究設計株式会社

小　原　涼　太

　このたび、建築積算士補を取得することができ、さらに建築積算士補優秀賞をいただくことができまし
て大変嬉しく思っております。今回、執筆の機会をいただきましたので、私の現状と将来の夢について書
かせていただこうと思います。
　私は今、設備設計事務所で自分の担当した物件の設備の積算をしています。
　目の疲れと睡魔に耐えながら黙々と数量を拾っています。
　しんどくないと言えば嘘になりますが、それほど抵抗なく積算に取り組めているのは、積算士補を勉強
したおかげだと思っています。
　これからもいろいろな物件をどんどん積算して、コストコントロールをすることができるように精進し
たいと思います。
　私の将来の夢は、設備設計一級建築士を取得して、10〜20人くらいの社員がいる設備設計事務所の社長
になり、自分の仕事に誇りを持ち、堂々と設備のコンサルティングをしたり、設備関連の本の監修や設備
に関する講演会を開いたりといろいろなことに挑戦して成功することです。
　そして何よりも施主と地球に思いやりと誠実さをもって設備設計に取り組み、社会に貢献し、会社の技
術力、影響力をより高いものにし、業界内での地位を築き上げ、100年以上続く会社へと発展させること
が一番の夢です。
　でも今の私は、設備の知識も、建築のことも、仕事の流れも、社会人としてのマナーや考え方も、まっ
たく分かりません。図面もまともに描けず、いろんな人にいろんな迷惑をかけてしまっています。
　でもこんな私でもきっとできる、きっとなれると信じています。
　自分を信じて、今はとにかくがむしゃらに働きます。
　まだまだ失敗をいっぱいすると思います。怒られることもあると思います。
　理不尽なこともあるかもしれません。
　でも絶対にへこたれません。しぶとく図太く、華麗に受け流し、頑張りたいと思います。
　慣れていないこともあり、一日があっという間に過ぎていきますが、毎日やりたいことがたくさんあり
ます。学びたいこともたくさんあります。
　本当に毎日楽しいです。楽しくて仕方がありません。
　こんなに楽しいのは本当に幸せだなと思います。
　設備設計を仕事にして本当によかったと思っています。
　まだまだ、本当にまだまだこれから、というところですが将来のことをイメージするとワクワクします。
　なんだかできそうな気がしてきます。なぜかわかりませんが自信がわいてきます。
　私の将来は明るいです。

公益社団法人　日本建築積算協会  関西支部
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2016年４月９日（土）、雄大な自然に囲まれた関西一の規模を誇る「天野山カントリークラブ」において、
第68回積友会が開催されました。天野山CCは、個性的な４つのコースを有しております。今回、我々は
東コースから南コースへスタートしております。東は、生駒・葛城・金剛の名峰が見渡せる風光明美なコー
スで、随所に池が配置されており、ショットの正確性が求められます。南は、原生林を数多く残したコー
ス設計で、基本概念にとらわれることなくパー３・パー４・パー５を３ホールずつ配した、プレーヤーの
挑戦意欲をかきたてさせるコースレイアウトです。
この日、本来であれば桜の満開を同時に楽しめたはずなのですが、今年は異常に桜前線の東上が早く、

残念ながら葉桜を眺めながらのプレイとなりました事をお伝えいたします。
さて、支部ニュース第74号紙面から、参加者16名の熱戦結果を下記に報告いたします。

なお、次回第69回大会は今年秋に開催の予定です。会員の皆様のご参加をお待ちしています。

� 次回幹事　藤田貴司氏／佐田元敏和氏

第68回幹事　宮川　明夫
依光　駿介

第68回積友会成績

優 　 勝 藤田　貴司氏

準 優 勝 徳原　永安様

第 ３ 位 塩月　逸男様

Ｂ Ｂ 賞 佐田元敏和様

ベストＧ賞 徳原　永安様

ドラコン賞 佐田元敏和様

〃 徳原　永安様

ニャピン賞 藤田　貴司氏

〃 北野　正美様

第68回積友会ゴルフコンペ報告

左：優勝　藤田　貴司氏／右：幹事　宮川　明夫氏

スタート前　参加者　４組16人の皆さま

News支部ニュース　No.74
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賛助会員名簿

会　社　名 住　　　　　所 電話番号

㈱ 後 工 務 店 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬567-1 0739-47-0257

㈱ カ ル テ ッ ク 大阪市中央区北浜1-3-14 06-6222-3200

協 栄 産 業 ㈱ 大阪市福島区福島3-14-24　阪神ダイヤビルデイング8F 06-6451-9781

㈱ 熊 谷 組　 関 西 支 店 大阪市西区靱本町1-11-７　信濃橋三井ビルディング5F 06-6225-2226

小 松 ウ オ ー ル 工 業 ㈱ 和歌山市岩橋字宮ノ段997-1 073-473-7811

サ ン ス チ ー ル ㈱ 大阪市北区天満3-12-17 06-6881-5552

三 和 タ ジ マ ㈱　 大 阪 支 店 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43　あべのハルカス27F 06-6657-6116

セ ン ト ラ ル 硝 子 販 売 ㈱ 堺市堺区築港南町6番地 072-344-0597

㈱ 太 陽 建 設 東大阪市若江西新町1-45-35 06-6724-2701

太 陽 工 業 ㈱ 大阪市淀川区木川東4-8-4 06-6306-3080

㈱ 竹 延 大阪市都島区都島北通1-2-12 06-6921-2692

㈱ テ イ エ ム 技 研 大阪府東大阪市桜町1-28 072-980-5655

東 洋 シ ャ ッ タ ー ㈱ 大阪市淀川区田川北3-2-4 06-6300-3081

ＴＯＭＯデータサービス㈱ 大阪市北区天神橋7-5-23　渋谷ビル 06-6351-8452

㈱ 日 積 サ ー ベ イ 大阪市中央区谷町3-1-9　MG大手前ビル 06-6944-2755

㈱ ニ ュ ー ジ ェ ッ ク 大阪市北区本庄東2-3-20 06-6374-4042

㈱ ハ ウ ス フ リ ー ダ ム 大阪府松原市阿保4-1-34 072-337-7616

㈱ バ ル ・ シ ス テ ム 大阪市中央区谷町3-1-9　MG大手前ビル 06-6946-0622

ヒ ロ セ ㈱ 大 阪 本 店 大阪市西区南堀江1-12-19　四ツ橋スタービル 06-6532-6201

フ ジ モ リ 産 業 ㈱ 大阪市中央区道修町4-4-10　KDX小林道修町ビル4F 06-6228-3861

文 化 シ ャ ッ タ ー ㈱ 大阪市中央区南船場2-11-26　大阪BXビル 06-6244-1546

淀 鋼 商 事 ㈱ 大阪市中央区南本町4-1-1　ヨドコウビル5階 06-6241-7231

Ｙ Ｋ Ｋ　 Ａ Ｐ ㈱ 和歌山市出島31-5 073-474-1134

平成28年７月現在
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―  事 務 局 一 覧 表  ―

（ 本　　　     部 ） 〒105-0014 東京都港区芝3-16-12 サンライズ三田ビル3階 TEL.03-3453-9591 FAX.03-3453-9597

（ 北  海  道  支  部 ） 〒060-0062 札幌市中央区南2条西6-14 大友ビル2階 TEL.011-206-9383 FAX.011-206-9385

（ 東   北   支   部 ） 〒980-0021 仙台市青葉区中央2丁目2-10 仙都会舘ビル7階 TEL.022-225-6517 FAX.022-225-8833

（ 関   東   支   部 ） 〒105-0014 東京都港区芝3-16-12 サンライズ三田ビル3階 TEL.03-3453-9594 FAX.03-3452-4811

（ 東海北陸支部 ） 〒460-0008 名古屋市中区栄4-3-26  昭和ビル2階 TEL.052-264-0661 FAX.052-264-0662

（ 関   西   支   部 ） 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋1-3-10 長堀堂ビル3階 TEL.06-6253-1523 FAX.06-6253-1524

（ 和歌山支所 ） 〒640-8341 和歌山市黒田87-12 河南産業ビル3階南号室 TEL.073-474-7963 FAX.0739-26-3747

（ 中国四国支部 ） 〒730-0013 広島市中区八丁堀3-12 砂原ビル3階 TEL.082-221-9759 FAX.082-221-9794

（ 九　 州　 支　 部 ） 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-9-5 池松ビル5階 TEL.092-451-0859 FAX.092-475-1448
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— 事  務  局  だ  よ  り —

　暑中お見舞い申し上げます。
　４月１日より関西支部事務局にお世話になっております、
塩谷正憲と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
　前職は大阪府建築家協同組合で40年あまりお世話にな
り主にJIA監修の建築工事共通仕様書の発刊・販売。文具・
書籍の販売を行っていました。
　玉田さんとは、その40年あまり前に安井建築設計事務
所でお会いいたしました。
　今日まで長年に亘りお世話になり、このたび積算協会
関西支部事務局にとお声をかけて頂きました。
　玉田さんに教わった事の一つに「恩送り」という言葉
があります
　恩送り、恩返し、誰かから恩を受けたらその人に恩返
しをするのではなく、その恩を誰かに送ること。
　誰かに恩をあげたら、返してもらおうとは思わずに誰
かにあげてください、送ってください、と思うこと。
　親の子に対する恩も良く考えると子供に返してもらお
うなんて思って育ててるんじゃないと思います。わが子
が、人間的、社会的に立派に育って、出会った人（配偶者、
子供を筆頭に）にその恩を送ってほしいと思っているの
だと思います。
　見返りを求めない愛を仏教では慈悲といい、キリスト
教では博愛（アガペー）と言うらしいです。
　新しい職場で新たな方々との出会い、出会いは人生の
すべてだと思います。
　宮川支部長始め役員の方々、本部塚原様始め支部事務
局の方々（今のところお声だけのお出会い）、出会いばか
りです。
　玉田さんのような緻密な仕事は私には到底無理である
と思いますが、少しでも近づくように努力致します。
　皆様、どうか宜しくご指導のほどお願いいたします。

（事務局/塩谷正憲）

 — 編　集　後　記 —

　暑中お見舞い申し上げます。
　今年の夏の気候について、長期予報では「気温が平年並
みか高い見込み」でしたが、予想通りでしょうか？
　この「支部ニュース」が届く頃は、今年の４月14日に発
生した、あの「熊本地震」から４か月が経過しようとして
います。いまだに不自由な生活を余議なくされている方が
大勢おられると思います。１日でも早い復旧・復興を心か
らお祈り申し上げます。また、リオデジャネイロオリンピッ
クの真最中で、28競技、306種目の熱戦が行われています。
日本選手の活躍が大いに期待されますので、テレビを見て
しっかりと応援したいところです。
　現在、工事の入札方式には、総合評価落札方式が多く採
用されています。入札金額と技術提案の点数で落札が決定
されますので、今積算業務が大変重要になってきています。
これからも積算関係の最新情報を広報紙等で、お伝え出来
たらと考えています。今回も多数の方に寄稿していただき
「支部ニュース」を発行することができました。有難うご
ざいました。
会員の皆様方には、今後共ご支援・ご協力の程宜しくお願
いいたします。
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ネットワークによりスムーズにコスト管理ができます。

依頼者

●不動産会社
●設計事務所
●建物オーナー
●マンション管理組合etc

設  計

NPO法人
建築コストセンター
依頼内容によりチームを編成

構  造

マネジメント
会社

NETWORK

積  算

設  備

技術ネットワーク
それぞれの専門知識を集約
協力して依頼内容に対応

防水・石・タイル・木等

CM・PM・VE等

専門工事
業者

実勢単価調査

〒542-0083
大阪市中央区東心斎橋一丁目３番10号
長堀堂ビル３階 （公社）日本建築積算協会 関西支部内
TEL・FAX 06（6356）8551
http://www.npo-bcc.jp
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