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2021年度 日本建築積算協会 建築積算学校のご案内

期間 2021年8月17日(火)～11月18日(木) 毎週 火曜日･木曜日(9/23祝除く) 全27回

時間 各日150分 18:00～20:30(途中休憩あり)
なお、最終日には修了試験を実施します。(全講義受講者対象)
※修了した方は、建築積算士試験の１次試験が免除されます

対象者 工業高校建築課程卒業またはこれに準ずる学力を有し、建築に関する基礎的知識を有する方
※建築積算の初級者を主な対象として授業は行いますので、建築に関する基礎的知識が無い
方の申込はご遠慮ください

使用ﾃｷｽﾄ 建築積算士ガイドブック(PCMシリーズⅡ)

カリキュラム 次ページをご参照ください。

配付する教材等
使用図面 小規模の事務所ビル(BSIビル:ＲＣ一部ＳＲＣ 延べ717㎡ 地下無し､地上3階建て)
積算用紙 日本建築積算協会の数量積算用紙

講義提供環境
OA環境 ネットワークに接続されたパソコン(ノートパソコン、タブレット含む)がある環境

パソコンに繋がれた(内蔵された)マイク及びカメラがある(質疑応答で使用します)

ソフト ZOOM(バージョン5.30以降)･･･事前にインストールしてください
※毎回講義の３～４日前に、URLをメールにてお送りします
※特別な事情で受講できなかった方は、ビデオ受講が可能です。

受講料･問合せ先等
受講料  89,100円(税抜き 81,000円)  テキストは4,400円(税込み、送料別)で販売します

※ 会員は受講料 73,700円(税抜き 67,000円) となります

募集期間 2021年5月31日～2021年7月31日

定員 100名

問合せ先 公益社団法人日本建築積算協会
〒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

申込先 公益社団法人日本建築積算協会ホームページからお申込下さい
P-1

経済情勢が厳しく先行きが不透明な昨今、建築投資に対する社会の要求は、より透明性、より妥当

性、より合理性が強く求められています。積算業務においてもこの期待に応えるためには系統化され

たより高度な技法や技術の習得が必要とされます。

本校は、建築積算の初級者を対象としておりますが、自己啓発、社員研修にも最適な講座になって

おります。ぜひご活用ください。

----- 建築積算学校をウェッブ上で開校します -----

新型コロナウィルス(COVID‐19)による影響で昨年は中止させていただいた、支部ごとの建築積算学

校を、Web版で全国を対象に2021年8月 開校します。

「建築数量積算基準」に基づく数量積算が確実にできる積算技術者を養成する



公益社団法人 日本建築積算協会 積算学校 カリキュラム
2021.05

18:00～20:30 の150分(2.5時間)授業

No 講義内容 開催日 回数 担当支部 講師(所属)予定者‥講師紹介あり

1 オリエンテーション、工事費構成等 8月17日 1回 中国四国 森川洋至(広島二葉積算)

2 8月19日
3 8月24日
4 8月26日
5 8月31日
6 9月2日
7 9月7日
8 9月9日
9 9月14日

10 9月16日
11 9月21日

12 9月28日
13 9月30日
14 10月5日
15 10月7日

16 10月12日
17 10月14日
18 10月19日
19 10月21日
20 10月26日

21 10月28日
22 11月2日
23 11月4日

24 建具 ､ガラス(講習+演習) 11月9日 1回 九州 青栁正尚(菱重コールドチェーン)

25 内訳書作成･数量チェック 11月11日 1回 中国四国 森川洋至(二葉積算)

26 値入･一位代価表作成 11月16日 1回 九州 青栁正尚(菱重コールドチェーン)

27 まとめ復習と修了考査 11月18日 1回 本部 積算協会専任講師(未定)
二次試験申し込み〆切は12月7日

授業の形態
Webによる授業ですが、時間の許す範囲で質疑応答と演習時の個別指導を行います。
授業時間は、18:00～20:30 までの2.5時間(150分)です。但し、途中で10分程度の休憩を挟みます。
授業を受けられなかった方は、1週間以内にビデオ配信での受講が可能です。
講義と演習を組み合わせて授業を行います。

受講の前提
受講者はガイドブック、図面、積算用紙を机において、パソコンで受講してください。
講義･演習では、積算用紙に記入しながら学習しますので、電卓と鉛筆を用意してください。

授業の内容
上記カルキュラムに沿った授業を、積算協会の各支部の専任講師が行います。
講師により、授業の進め方が異なりますので、ご了承ください。

修了の要件
全ての授業を受けることが必要です。
授業を受けたかどうかの確認のために演習時に作成した数量積算書等の提出していただきます。
講習のみの授業では、提出物について講師が講習で説明した部分の一部を指定します。
上記の提出は、PDF送付、FAX送付、郵送のいずれも可とします。(但し、返却はいたしません)
最終日に修了考査試験を行います。合格点に達しない方に対しては追試験を行います。

質疑応答について
演習時の質疑は､演習課題に関する質疑に限定させていただきます
質疑が多数あった場合は､質疑回答が後日となることがありますので、ご了承ください
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萩原宏治(中野積算)
吉田健一(中野積算)
白坂浩司(柴田積算)
清水達広(日積サーベイ)

五十嵐敏雄(坂下積算)
熊谷敏一(伊藤組土建)

長谷川賢了(福永建築積算)
千葉正光(中野積算)
高橋敏朗(NTTファシリティーズ)
黒江隆子(大成建設)

三谷智(アイ積算)

西部明宏(二葉積算)
勝野徹(NTTファシリティーズ)

3回 東海北陸

内部仕上(講習+演習)

外部仕上(講習+演習)

4回 東北

土工・地業(講習+演習)

鉄骨(講習+演習)

5回 関西

8回 関東RC躯体(講習+演習)

2回 北海道



講 師 紹 介

●北海道支部

◇五十嵐 敏雄 ： （株）坂下積算 代表取締役社長

◇熊谷 敏一 ： 伊藤組土建（株）建築本部 積算部 次長

●東北支部

（メイン講師）

◇長谷川 賢了 ： (有)福永建築積算事務所 代表取締役

◇千葉 正光  ： (株)中野積算 仙台支社  支社長

（サブ講師）

◇髙橋 敏朗  ： (株)ＮＴＴファシリティーズ 東北支店

◇黒江 隆子  ： 大成建設（株）東北支店

●関東支部

◇萩原 宏治 ： （株）中野積算 積算部 次長

◇吉田 健一 ： （株）中野積算 積算部 構造積算課 課長補佐

◇白坂 浩司 ： （株）柴田積算 常務取締役

◇清水 達広 ： （株）日積サーベイ 東京オフィス 所長



●東海北陸支部

◇西部 明宏 ： （株）二葉積算 名古屋支社 次長

◇勝野 徹  ： （株）ＮＴＴファシリティーズ 東海支店Ｅ＆Ｃ部

●関西支部

◇三谷 智  ： (株)アイ積算 積算部 部長

●中国四国支部

◇森川 洋至 (株)広島二葉積算 課長

●九州支部

◇青栁 正尚 ： 菱重コールドチェーン（株）冷熱設備事業部 設計企画グループ


