
一般社団法人静岡県設備設計協会 

平成２９年度第３回理事会次第 
 
                 日 時：平成２９年６月２３日（金） 
                   午後３時～ 

場 所：(一社)静岡県設備設計協会事務所 
 
 
１ 開 会               
 
２ 会長挨拶             
 
３ 定足数確認 
 
４ 議  事    
 ＜決議事項＞ 

  第１号議案 今年度の協会運営について 
  第２号議案 複合機（コピー機)の入れ替えについて 
         
＜報告事項＞ 
（１）平成２９年度年会費の納入状況について 
（２）委員会報告について 
（３）地区会報告について 
（４）協会経理について 

 （５）その他 
    ・建築物省エネ法フォローアップ説明会について 
    ・関係団体等の招待等案内と出欠席について 
    ・特別委員会報告書について 

・公共建築賞公募のご案内について 
・定款・規則・規程集の配布について 

 
５ 副会長総括 
 
６ 閉会 
 



（第１号議案） 

 

平成２９年度の協会運営について 
 
 
総務委員会 
  
 ・県設備課との意見交換会 

日 時：９月８日（金）１５:００～ 
   会 場：静岡市産学交流センター（ペガサート）演習室１ 
    議題等：開催案内に提案議題、要望事項の募集を入れて７月初めに正会員に送

付する。 
       提案のあった議題は取りまとめて県へ事前に提出する。 
   予 算：会場費     ５，０００円 
       出席者交通費 ２５，０００円 
          計     ３０，０００円 
 ・会員交流会 
   日 時：１２月８日（金）１８:３０～ 

会 場：ホテルアソシア静岡 ３Ｆ「橘」 
詳細は未定 

 
 ・建築関係団体新年会 
   日時、会場：未定 
  
 ・その他 
 
 
 
 
技術委員会 
  
 ・技術講習会 
   日 時：１０月１３日（金）１３:３０～ 
   会 場：静岡市産学交流センター（ペガサート）プレゼンルーム 
   講習内容：検討中 
   予 算：会場費     ２０，０００円  
       テキスト印刷代 ３０，０００円 
       講師謝金    ３０，０００円 
       講師交通費   １０，０００円 
        計      ９０，０００円 
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・共同事業技術講習会 
   日 時、会場：未定 
   講習内容：検討中 
 ・その他 
 
 
 
 
広報委員会 
 
・広報誌発行 
  記事募集 ５月１５日  第１回校正 ７月  ８日 

申込締切 ５月３１日  第２回校正 ８月  ５日 
原稿締切り ６月１５日  印   刷    ８月２６日 

              発      送 ９月  １日 
 
  予算：印刷代  ８００，０００円 
     発送代  １００，０００円 
     封入作業代 ２０，０００円 
     消耗品等代  ６，０００円 
       計  ９２６，０００円 
 
   見積書添付 
   
・その他 
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（第２号議案）

本体・附属装置 1,930,000 本体・附属装置 1,795,000

搬入設置費 39,500 搬入設置費 50,100

特別値引き 1,495,180 特別値引き 1,355,100

既存機械搬出・引取り 27,000 既存機械搬出・引取り 20,000

合計（税別） 501,320 合計（税別） 510,000

５年リース（税別） 9,000／月 ５年リース（税別） 9,500／月

最低利用料金 2,000/月 最低利用料金 4,500／3ヶ月

白黒 １枚2.0円 白黒 １枚3.5円

カラー １枚15円 カラー １枚20円

トナー 上記に含む トナー 上記に含む

複合機（コピー機）の入れ替えについて

現在使用のコピー機は、２０１１年９月に導入、昨年リース期間を終了し、再リースで使用している。

リース期間終了間近となったため、新機種と入替をしたい。

現在使用機種搬入希望機種

デジタル複合機比較表

                       

キャノンカラーデジタル複合機

imageRUNNER  ADVANCE  C3530F

東芝フルカラー複合機

e－ＳＴＵＤＩＯ２５４０Ｃ
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報告事項（１）

１　正会員

（１）請求日　平成２９年４月１日（納入期限：平成２９年４月３０日）

（２）納入状況　全正会員納入済み。 （50,000円/年×26社＝1,300,000）

（１）請求日　平成２９年４月１日（納入期限：平成２９年４月３０日）

（２）納入状況　１社未納(インターセントラル)下表のとおり。

番号 会　　員　　名 金額 納入日 備考

1
アイシン精機（株）エネルギーシ
ステム営業部ＧＨＰ中部営業所 40,000 　平成２９年４月２８日

2 アイホン㈱静岡営業所 40,000 　平成２９年４月２８日

3 ㈱アオイテレテック 40,000 　平成２９年４月２８日

4 朝日機器㈱静岡支店 40,000 　平成２９年４月　７日

5 旭産業㈱ 40,000 　平成２９年４月１４日

6 天方産業㈱ 40,000 　平成２９年４月１７日 　
7 アムズ㈱静岡営業所 40,000 　平成２９年４月１３日

8 ㈱立売堀製作所静岡出張所 40,000 　平成２９年５月　１日

9 岩崎電気㈱静岡営業所 40,000 　平成２９年４月２８日

10 ㈱インターセントラル 40,000 　平成２９年　月　　日 ６/６再請求書送付

11 ㈱宇式通信システム 40,000 　平成２９年４月２０日

12 ㈱エクノスワタナベ 40,000 　平成２９年４月２０日

13
ｴﾅｼﾞｰｻﾎﾟｰﾄ㈱電材事業部名古
屋営業所 40,000 　平成２９年４月２８日

14 ㈱エヌ・ワイ・ケイ
　　 40,000 　平成２９年４月２８日

15 ㈱荏原製作所 静岡支店 40,000 　平成２９年４月２８日

16 ㈱遠藤照明静岡営業所 40,000 　平成２９年４月２８日

17 ㈱勝亦電機製作所沼津工場 40,000 　平成２９年４月２８日

18 川重冷熱工業㈱ 40,000 　平成２９年４月２８日

19 河村電器産業㈱静岡営業所 40,000 　平成２９年４月２７日

20 ㈱川本製作所静岡営業所 40,000 　平成２９年４月１０日

21 ㈱キッツ東海営業所 40,000 　平成２９年４月２８日

22 木村工機㈱名古屋支店 40,000 　平成２９年４月２８日

23 ㈱京セラ 40,000 　平成２９年５月１５日

24 ｸﾞﾙﾝﾄﾞﾌｫｽﾎﾟﾝﾌﾟ㈱浜松営業所 40,000 　平成２９年４月２０日

25 ㈱ケアコム南関東営業所 40,000 　平成２９年４月１４日

26 ㈱小泉東海静岡営業所 40,000 　平成２９年４月　４日

27 光陽エンジニアリング㈱ 40,000 　平成２９年４月１０日

28 ㈱小島製作所 40,000 　平成２９年５月　１日

29 ㈱ザ・トーカイ設備工事部 40,000 　平成２９年４月１０日

２　賛助会員

平成２９年度年会費の納入状況について
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30 サンコー防災㈱ 40,000 　平成２９年４月２５日

31 三洋静岡設備（株） 40,000 　平成２９年４月１７日

32
㈱ＪＶＣケンウッド・
　公共産業システム 40,000 　平成２９年５月３１日

33
静岡ガス㈱エネルギー営業部
都市エネルギーグループ 40,000 　平成２９年４月１８日

34
静岡ガスエネルギー(株)中部
支店 40,000 　平成２９年４月２８日

35 ㈱静岡システム特機 40,000 　平成２９年４月２８日

36 静岡ニッタン㈱ 40,000 　平成２９年４月　５日

37 ㈱静岡日立 40,000 　平成２９年４月２０日

38 静岡ヤンマー㈱ 40,000 　平成２９年４月２５日

39 ㈱シズデン 40,000 　平成２９年４月２８日

40 下田エコテック㈱ 40,000 　平成２９年４月２８日

41 ㈱ショウエイ 40,000 　平成２９年４月２８日

42 昭和鉄工㈱名古屋営業所 40,000 　平成２９年４月　７日

43 鈴与技研㈱ 40,000 　平成２９年４月２８日

44 鈴与建設㈱ 40,000 　平成２９年４月１７日

45 ㈱すみや電器 40,000 　平成２９年４月２８日

46 清化工業㈱ 40,000 　平成２９年４月２０日

47 積水アクアシステム㈱ 40,000 　平成２９年４月２８日

48 積水化学工業㈱静岡営業所 40,000 　平成２９年５月３１日

49 セルコ㈱ 40,000 　平成２９年４月２８日

50 大学産業㈱ 40,000 　平成２９年４月２５日

51
ダイキンＨＶＡＣソリュー
ション東海㈱ 40,000 　平成２９年４月２８日

52 ダイドレ㈱東京営業所 40,000 　平成２９年４月２８日

53 中部ガス㈱浜松支店 40,000 　平成２９年４月１７日

54
㈱中部コーポレーション
中部ブロック一課 40,000 　平成２９年４月２０日

55
テクノ矢崎㈱セールスエンジ
ニア統括部　浜松支店 40,000 　平成２９年４月２８日

56 テラル㈱静岡営業所 40,000 　平成２９年４月　５日

57 ㈱電器堂 40,000 　平成２９年４月１７日

58 東海ガス㈱ 40,000 　平成２９年４月１０日

59
東芝ライテック㈱中部電材営
業部静岡営業所 40,000 　平成２９年４月２５日

60 東洋バルヴ㈱静岡営業所 40,000 　平成２９年４月１４日

61 ＴＯＡ㈱静岡営業所 40,000 　平成２９年４月２０日

62 ＴＯＴＯ㈱静岡営業所 40,000 　平成２９年４月２５日

63 ㈱トーブ 40,000 　平成２９年４月２０日

64 ㈱巴商会静岡営業所 40,000 　平成２９年４月　３日

65 内外電機㈱静岡営業所 40,000 　平成２９年４月２５日

66 ㈱中松 40,000 　平成２９年４月１１日

67 日管㈱ 40,000 　平成２９年４月　６日

68 日興電気通信㈱ 40,000 　平成２９年４月１８日

69 ニッタン㈱中部支社 40,000 　平成２９年４月２０日

70 日東工業㈱静岡営業所 40,000 　平成２９年４月２８日
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71 日本アンテナ㈱静岡営業所 40,000 　平成２９年４月２８日

72 ㈱日本イトミック 40,000 　平成２９年４月２８日

73 ㈱日本サーモエナー静岡支店 40,000 　平成２９年４月２５日

74 ㈱ニューエレキテル 40,000 　平成２９年４月１０日

75 ネグロス電工㈱静岡営業所 40,000 　平成２９年４月２０日

76 能美防災㈱静岡支社 40,000 　平成２９年４月１４日

77 ㈱ノーリツ静岡支店 40,000 　平成２９年４月２５日

78 ㈱初田製作所　中部支社 40,000 　平成２９年４月１１日

79
パーパス㈱静岡エリア静岡営
業所 40,000 　平成２９年４月２８日

80
パナソニック㈱エコソリュー
ションズ社静岡電材営業所 40,000 　平成２９年５月１５日

81
パナソニック産機システムズ
㈱ 40,000 　平成２９年４月２８日

82
パナソニックシステムソリューションズジャパ
ン㈱ 40,000 　平成２９年５月１５日

83 ピーエス工業㈱東京営業部 40,000 　平成２９年５月１５日

84 檜工業㈱ 40,000 　平成２９年４月２８日

85
フジクリーン工業㈱静岡営業
所 40,000 　平成２９年４月１２日

86 富士設備工業㈱ 40,000 　平成２９年４月２７日

87 藤吉工業㈱浜松支店 40,000 　平成２９年４月　６日

88 ㈱別川製作所浜松営業所 40,000 　平成２９年５月２３日

89 ㈱ベルテクノ静岡営業所 40,000 　平成２９年４月２５日

90 ㈱朋電舎電工事業部 40,000 　平成２９年４月　６日

91 ホーコス㈱静岡営業所 40,000 　平成２９年４月１４日

92 ホーチキ㈱静岡支社 40,000 　平成２９年４月２８日

93 ㈱北陽 40,000 　平成２９年４月２１日

94 前澤給装工業㈱静岡営業所 40,000 　平成２９年４月１４日

95 ㈱前田鉄工所名古屋営業所 40,000 　平成２９年４月２８日

96 マスプロ電工㈱静岡営業所 40,000 　平成２９年４月２５日

97 ㈱松村電機製作所 40,000 　平成２９年４月２０日

98 丸茂電機㈱ 40,000 　平成２９年５月　８日

99 三菱重工冷熱㈱ 40,000 　平成２９年４月２８日

100
三菱ケミカルインフラテック㈱中
部支店 40,000 　平成２９年５月３１日

101
三菱電機住環境システムズ㈱
中部支社静岡支店 40,000 　平成２９年４月２８日

102 ミツワ電機㈱ 40,000 　平成２９年４月２０日

103 森松工業㈱静岡営業所 40,000 　平成２９年４月　３日

104
ヤンマーエネルギーシステム
㈱名古屋支店静岡営業所 40,000 　平成２９年４月２５日

105 ユニペックス㈱静岡営業所 40,000 　平成２９年４月　５日

106
㈱ＬＩＸＩＬ中部支社静岡支
店 40,000 　平成２９年５月３１日

107 菱電商事㈱静岡支社 40,000 　平成２９年４月２８日

108 リンナイ㈱静岡支店 40,000 　平成２９年４月２８日

4,320,000

1,300,000

5,620,000正会員・賛助会員合計

賛助会員小計

正会員小計
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報告事項（２） 
 

委員会報告について 
 
 
１ 報告期間 
  平成２９年４月２９日から平成２９年６月２３日まで 
 
２ 報告内容 
（１）総務委員会 
   ①第５回定時総会（及び懇親会） 
    日時 平成２９年５月１９日（金）１５:３０～１９:００ 
    場所 クーポール会館 
    出席者 総 会 来賓３名 正会員２０名 賛助会員４４名 計 ６７名 
        懇親会 来賓９名 正会員１９名 賛助会員６１名 計 ８９名 
    収支計算書 別紙のとおり 
 
   ②県設備課との意見交換会 
    日時 平成２９年９月８日（金）１５:００～１７:００ 
        場所 静岡市産学交流センター 演習室１ 
    議題・要望事項  ７月初めに開催案内を送付、課題・要望事項を募集します。 
 
（２）技術委員会 
    ①第１回技術委員会を平成２９年６月１６日（金）開催した。 
     第２回技術委員会を平成２９年８月２５日（金）開催予定。 
     技術講習会 
     日時 平成２９年１０月１３日（金）１３:３０～ 
     会場 静岡市産学交流センター プレゼンテーションルーム 
      
    ②第１回共同事業推進委員会を平成２９年７月２８日（金）開催予定。 
      
（３）広報委員会 
    ①第１回広報委員会を平成２９年５月１３日（土）開催した。 
     第２回広報委員会を平成２９年７月 ８日（土）開催予定。 
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記録 市川

日時 場所 事務所

出席者 佐野 三ツ井 永野 中村 小林 鈴木 伴

・議事

（1）本年度事業について（技術講習会）

　　1．講習内容について

講習は３部制とし、1つの講習時間は１時間程度とする。

それぞれの案を出して、検討した。

案として・ＬＰＧに関する法的規則及び昨今のガス事情について

　　　　・浄化槽設備に関する規制の話

　　　　・法令関係（消防等）

　　　　・テレビ（4k8k)共聴について

　　　　・設備ＣＡＤについて

　　　　・確認申請の手引きについて

　　　　・静岡県（ローカルで）の今後の気象変動について

　　　　　等いろいろと案が出たが、以下の３つの講習を行う事とした。

　　機械 ・消防に関する講習

　　　テーマは後で決定する。例えば「改正部分の説明」「特定施設のスプリンクラー』等

　　電気 ・テレビ（４ｋ８ｋ）の共聴について　　小林氏に話を進めてもらうこととした。

　その他 ・静岡県（ローカルで）の今後の気象変動について

　昨今は異常気象の影響で気温の上昇があるが、快適な気温はどこになるのか設定温度を

　変えなくてはならない等気象の変化が設備設計の内容を変える事も予想される。

　現在、設備設計に直接関係はしていないが、

　こういった話も近い将来のために必要ではないか。

　どこに依頼するのかが分からないが、気象協会等に問い合わせる。

　　2．講習会実施日について

平成２９年１０月１３日（金）　すでに予約済

　　13:30～17:00頃まで

    3.講習会場について

例年通りペガサート７Ｆで開催する。

    4.講習会受講案内先について

協会の正・賛助会員、設備協会、関係する県・市の担当者

同業者の協会員でない方には案内はしない。

    5.次回委員会開催日について

　 ８月２５日（金）１７：００～

　　※次回開催日　 ８月２５日(金)

平成 29年 6月 16日（金）    

平成２９年度　第１ 回技術委員会

17:00～18:30
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記録 市川

日時 １０：００～ 場所 協会事務局

出席人数 甲斐 村松 長田 山本 後藤 神谷 齊藤 辻 藤井

福嶋 野崎

　■　委員長、副委員長の選任について

今年度の委員長は昨年度に引き続き甲斐氏

副委員長は村松氏と長田氏に決定した。

　■　広報誌「風とあかり」の発行について

編集方針及び日程

　目次構成　　　掲載内容について検討を行い、目次を決定する。

・技術レポートについて

　静岡ガスへＺＥＢについてお願いをする。

　三菱電機に高調波についてお願いをする。

以上の2つに加えてあとは原稿募集による応募の様子をみる。

　建築設備賠償保険制度について保険会社に寄稿してもらうのも良いと思うので

　日設協関係の保険会社に聞いてみる。これは、新しい項目をつくりレポートを

　掲載する。

・「静岡県・市建築設備関連連絡先」については、昨年同様の形で行う。

・「地区だより」は、中部地区のセツビクラブについて掲載する。    （担当　後藤氏）

・「設備設計・監理受注実績」も昨年同様に掲載する。

・「新会員紹介」は、正会員の赤堀氏、賛助会員の「アオイテレテック」に依頼する。

・「ようこそ静岡へ」「頑張ってる営業マン」は、異動で所長や担当者が変わった会員にお願い

・表紙絵と挿絵については、ＴＯＡの藤井氏にお願いする。

　記事及び広告の募集

・記事(原稿)について、正・賛助会員へ募集を行い、応募が見込まれないと判断した場合は、

　特定した会員に直接原稿依頼をする。

・広告について、関係者へ募集を行い、また前年広告掲載社及び他社への依頼を行う。

　担当する会社については、昨年と同様とする。

また、変更となる会社は次のとおりとなった。

日管㈱→後藤氏　　 森松工業㈱→辻氏

天方産業㈱→神谷氏 TOTO㈱→村松氏

㈱北陽→辻氏

日興電気通信㈱→齊藤氏

・記事と広告の途中経過について、事務局は広報委員に報告する。

　編集 　原稿の集約、印刷会社との調整は、広報委員および事務局が行う。

　校正 　校正は広報委員が行う。

　発送 　送付先の内容確認は広報委員が行い、発送作業は事務局が行う。

目次構成

　日程 記事募集 ５月１５日 第１回校正 ７月８日

申込締切 ５月３１日 第２回校正 ８月５日

原稿締切り ６月１５日 印刷 ８月２６日

発送 ９月１日

委員長より　　今年はスタートが例年に比べて１ヶ月遅くなりましたが、頑張って作りましょう。

　　※次回開催日　 7月８日(土)

平成２９年度　第１回 広報委員会　記録

平成２９年５月１３日（土）
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１　収入

備　　考　

 懇親会 会費（正会員） 6,000円×19人＝114,000円

会費(賛助会員） 6,000円×61人＝366,000円

祝儀 120,000円

小　　計 600,000円

２　支出

備　　考　

業務執行理事会 会場費 3,000円

アイスコーヒー 400円×6人＝2,400円

サービス料 540円

消費税 475円

小　　計 6,415円

総会 会場費 200円×64人＝12,800円

総会看板 5,000円×１枚＝5,000円

垂紙 200円×16枚＝3,200円 理事、監事など

マイク 1,000円×3本＝3,000円

サービス料 2,400円

消費税 2,112円

小　　計 28,512円

懇親会 料理一式 6,000円×92人＝552,000円

冷酒                            800円×11本=8,800円

短冊 100円×18枚=1,800円 ﾒｲﾝﾃｰﾌﾞﾙ氏名

垂紙 200円×2枚＝400円

サービス料 1,100円

消費税 968円

小　　計 565,068円

その他経費 0円

合　　計 599,995円

収支差額 5円

項　　　　目

項　　　　目

第5回定時総会収支計算書

＊祝儀（ＪＩＡ、士事協、、建築物安全確保支援協会、建築士会、設備協会、電業協会、冷凍空調工業

　　　　　浄化槽協会、水処理協会、建通新聞社・・・各１万円　　厨房設備業協会２万円）
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 報告事項（３） 
 
 

地区会報告について 
 
 
１ 報告期間 
  平成２９年４月２９日から平成２９年６月２３日まで 
 
２ 報告内容 
（１）東部 
  ○第１回東部地区会 
   ・平成２９年５月１６日（火） 
 
（２）中部 
  ○第２回中部地区会 
   ・平成２９年６月１０日（土） 
  ○セツビクラブ例会 予定 
   ・平成２９年７月１４日（金） 
 
（３）西部 
   ◯第１回西部地区会 
   ・平成２９年６月１９日（月）  
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平成２９年５月 16 日 

 
 （一社）静岡県設備設計協会平成 29 年度第一回東部地区会 

 
日時；平成 29 年 5 月 16 日（火）15:30 より 
於；三島プラザホテル 

東部地区委員 佐野 富士雄 
 

〈出席者〉植田 長田 佐々木 佐野 志賀（正紀、祐人）  
〈欠席者〉永野 
 
 
 
 議 題  

(1)本年度の地区会の予定。 
・近傍での現場見学会を行いたい。 
・通常の地区会については（一社）静岡県設備協会の交歓会、総会の日時に合

わせて行う。 
 
 
(2)理事会報告 
・日本設備設計事務所協会連合への加入についての説明。 
 
 
 
(3)委員会報告 
・広報委員、長田氏から広告募集のお願い。 
 
 
 
(4)その他 
・東部地区の会員増強への情報交換。（業界的には安定していることのアピール

をできればよいのでは） 
・各事務所の後継者についての情報交換。 
・県設備課との意見交換で見積業者の案内をしてもらいたいとの要望。 
・志賀正紀氏より今後、裕人氏が協会の行事に出席する旨のお話がありました。 
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記録 山本

日時 １３：３０～ 場所

出席人数 １班 三ツ井 山本 甲斐 名波 川端 泊

10人 ２班 コバヤシ モア Ｓouken 山森 後藤 

／１１人

91%

１．前回議事録の確認(  川端氏  ） 平成２９年  ４月 　２１日（金）開催分

２．理事会の報告( 川端氏  ） 平成２９年　４月 　２８日（金）開催分

1、 5/19（金）総会次第、懇親会等の確認をした

2、 幹事候補を村松さんと中村さんに引き続きお願いした

3、 共同事業推進委員を佐野さん、三ツ井さん、山森さん、小林さん、川端さんにお願いした

4、

5、

6、 地区予算（\110,000）も見込んでいますので活動して下さい

7、 10/13（金）に技術講習会を予定しています。やってほしい議題を委員長に連絡してほしい

8、 今年（Vol.39）の広報誌の発行が１か月程遅れる見込みです

9、 三ツ井さんに相談役兼前会長、手塚さん・小林さんに相談役をお願いした

３．委員会報告

　■　総務委員会（　名波氏   ）

5/19（金）に定時総会を開催しました。

総会出席者 来賓（ 3名）、正会員（20名）、賛助会員（44名）

懇親会出席者 来賓（ 9名）、正会員（19名）、賛助会員（61名）

　■　技術委員会（  小林氏  ）

・10/13（金）に技術講習会を予定しています。やってほしい議題を委員長に連絡してほしい。

・6/16（金）に委員会を開催予定。

・名波さんより技術講習会の講習内容案として・・・テレビ共聴

　■　広報委員会（  甲斐氏  ）

・5/16（土）に委員会を開催しました。

・7/8（土）に委員会を開催予定。

　6月末までに原稿をお願いしているため、構成作業を行います。

４．その他

　　・静岡市との”入札参加に関する”件で、契約課へ7月くらいに必要書類を提出する予定。（山森氏,村松氏,川端氏）

　　・静岡市から分離発注の案件が4件出ています。入札資格のある事務所はぜひ参加ください。

　　・藤枝市・島田市・焼津市に指名願を出すように心掛けましょう。

　　・日本設備設計事務所協会の各支部の会費・運営状況等を調べてみたらどうか。（山森氏）

　　・7/14（金）18：30～　セツビクラブを開催します。申込み書の手配をお願いします。（小林氏）

　　・H２９年 ５/２（火）の清水無料相談は、申し込みがありませんでした。

　　・H２９年 ６/６（火）の清水無料相談は、申し込みがありませんでした。

　　・議事録は定例会終了後10日以内に事務局へ送るので、記録の方は速やかに地区幹事まで清書を送って下さい。

　　・中部定例会等メールの返信を求められたら、必ず返信して下さい。

　　※次回開催日　 平成２９年 ８月 １９ 日（土）　１５：３０より　協会事務局（終了後、納涼会）

平成２９年度　第２回 中部定例会　記録

平成２９年　６月　１０日（土） 協会事務局

各委員会の副委員長を（総務）佐々木さん・泊さん、（技術）三ツ井さん、（広報）村松さん・長田さんにお願いする

広報委員の賛助会員で（ＴＯＡ）藤井さん、（光陽エンジニアリング）福嶋さん、（シズデン）野崎さんにお願いする
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打合せ議事録
（ 1 ／ 1 ）

クリエート浜松　52会議室 29 年 6 月 19 日

1. 地区運営について

○ 今年度の地区会開催予定と内容について

・ 理事会の前に開催する

・ 4回/年提訴

2. 各委員会からの報告

○ 理事より

・ 日設協加入の件については理事会後に報告

○ 総務委員より

・ 今年の協会の忘年会は静岡駅前で検討中

○ 広報委員より

・ 広報誌『風とあかり』編集中

○ 技術委員より

・ 特になし

3 その他

○ 地区会の予算について

・ 6月23日の理事会にて確認する

○ 相談役の任命について

・ 今年度より手塚氏、小林氏、三井氏の三名を相談役に任命

以上

○ 辻　　　（記）

× 齊藤

○ 植田 ○ 杉山
○ 赤堀

6/9人出席

（一社）静岡県設備設計協会　平成29年度　第1回西部地区会　

○ 手塚 × 神谷

× 鈴木○ 伴

打合記録件　　名

打合場所

出席者

検　　　　　　　印

平成
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報告事項（４） 
 協会経理について 

 
時  期 普通預金 手元現金 

平成２９年１月末 ２，７２７，８７１ １３４，７８９ 
２月末 ２，５４０，２２７ １１４，７７３ 
３月末 １，８４０，４２１ １１５，９００ 
４月末 ６，２９２，０９３ １５４，５８０ 
５月末 ６，０８７，９３７   １４７，１７０ 

６月１５日現在 ６，２８４，４３７ １４１，２６２ 
 
    
   執行額 

時  期 今年度（２９年度） 昨年度（２８年度） 
４月 ６３６，７２９ ６５５，６８６ 
５月 １，３２６，６７４ １，５２１，０８２ 
６月    _________   ３６１，０５４ 

計（４月～５月） 
（４月～６月） 

１，９６３，４０３ 
   _________ 

２，１７６，７６８ 
２，５３７，８２２ 
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平成２９年度各委員会・地区会・ゴルフ部会予算額一覧表 

 
委員会 事業名 予算額 

総務委員会  １，１７０，０００円 
 会議費・交通費 １００，０００円 
 建築関係団体新年会  ４２０，０００円 
 会員交流会  ６２０，０００円 
 県設備課意見交換会 ３０，０００円 
 
 

委員会 事業名 予算額 
技術委員会  ２４４，５００円 
 会議費・交通費 ８６，０００円 
 技術講習会 ９０，０００円 
 設計施工技術共同研修事業 ６８，５００円 
 
 

委員会 事業名 予算額 
広報委員会  １，２６０，９６０円 
 会議費・交通費 １６０，０００円 
 広報誌発行事業 ９２６，０００円 
 ホームページ運営事業 １７４，９６０円 
 
地区会・・・・東部・中部・西部 全地区で １００，０００円 
 
ボランティア活動事業費・・・・１１０，０００円 
 
ゴルフ部会・・・・ ５０，０００円 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告事項（５）

番号 受付日 開催・訪問日 行事 出席者

1 ３月２7日（火） ４月２4日（月） （公社）日本建築家協会東海支部静岡地域会２０１7年度通常総会のご案内 植田副会長

2 ４月　７日（金） ５月１８日（木） （一社）静岡県電業協会第６回定時会員総会への御臨席について 植田副会長

3 ４月　17日（月） ５月１６日（火） 静岡県建築物安全確保支援協会第１回理事会の開催について 三ツ井会長

4 ４月　17日（月） 静岡県建築物安全確保支援協会理事職の留任について（依頼） 通知文書

5 ４月　21日（金） ５月２６日（金） （一社）静岡県建築士事務所協会定時総会ご案内について 植田副会長

6 ４月　24日（月） ５月２４日（水） （一社）静岡県設備協会定時総会ご案内について 植田副会長

7 ４月　24日（月） 「自民党静岡三区支部大会」「宮澤博行晃援会大会」について 欠席

8 5月　 1日（月） 6月　 9日（金） (公社)静岡県建築士会平成２９年度定時総会開催のご案内 名波副会長

9 5月　 12日（金） ６月１４日（水） (一社)静岡県冷凍空調工業会第６回定時総会ご臨席のお願い 神谷副会長

10 5月　 13日（土） ６月２０日（火） (一社)静岡県浄化槽協会第４回定時総会のご案内について 山森専務理事

11 5月　 15日（月） ５月31日（水） (一社)日本設備設計事務所協会連合会第６５回臨時総会について 植田会長

12 5月　 16日（火） 6月　 ２日（金） 静岡県厨房設備業協会第４４回定時総会懇親会のご案内 植田会長

13 5月　 17日（水） (一社)静岡県フロン回収事業協会第１４回通常総会ご臨席のお願い 欠席

14 5月　 23日（火） ６月１３日(火) 特定非営利活動法人静岡県建築物安全確保支援協会通常総会のご案内 植田会長

15 5月　 26日（金） ６月３０日(金) 遠藤正幸氏黄綬褒章受章祝賀会のご案内 植田会長

16 5月　 31日（水） 「衆議院議員城内実君と語る会」の開催について 欠席

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

関係団体からの招待依頼・会議等出席状況（平成29年度）
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                            報告事項（５） 
理事会報告書 
 
特別委員会の意見書をまとめましたので報告します。 
１．年頭に会長のスローガン  協会員が同じ方向を向く為の、組織を引っ張 
               る強いスローガンが必要。 
 
２．天野顧問を囲む会  協会の意図を政治的にも伝えてほしいので、年に一

度はこのような会を開き意見を聞いてもらう。 
 
３．正会員の会     賛助会員の居ない所での意見交換も必要。 
            正会員だけの為の、懇親会を開いて何でも話し合う。 
 
４．スタッフ会議     代表者ではなく、若年者からの意見をくみ取る為、 

社員同士の交流会を開いて意見交換をしてみる。 
                
５．講師の派遣     業界の発信及び雇用機会を増やす為にも県の機関、

学校等へ講師を派遣して設備の理解を得る。 
 
６．建築事務所との交流  建築設計への協力と設備設計への理解が必要。  
 
７．全県内指名共通方式  県に指名願いを提出する事で市町への通達を可能に

する。 
 
８．（県指名願い内容検討）  県協会員でなければ、損保等に加入できない仕

協会員増員計画           組みを作り設計損保、退職金組合等に加入して                                                                                        
               ないと指名権が得られないようにする事と、 
               横取り防止の為にも。 
 
９．執行部の強烈なリーダーシップ  更なる努力をお願いする。 
 
１０．足並みを揃える   正会員は、県に指名願いを提出して頂きたい。 
                          正会員は、建築設備士の取得に努力して頂きたい。 
  
                    平成２９年３月２０日 
                    特別委員長 手塚 正一 
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