
一般社団法人静岡県設備設計協会 

平成２９年度第４回理事会次第 
 

                 日 時：平成２９年９月８日（金） 
                   午後１２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               
   
＜報告事項＞ 
（１）業務執行理事の職務執行状況報告について 
（２）建築関係団体新年会について 
（３）日設事連関係報告事項について 
（４）（一社）建築設備技術者協会中部支部静岡支所との事務所の 

    賃貸借について 
（５）会員の入会及びビル名称変更について 
（６）委員会報告について 
（７）地区会報告について 
（８）協会経理について 

 （９）その他 
    ・関係団体等の招待等案内と出欠席について 
    ・静岡県フロン排出抑制連絡会議について 
    ・設備設計・監理受注報告実績について 
    ・ｓｅｐａ会第７回ゴルフコンペについて 
    ・「定款、規則、規程集」の送付について 
    ・ラグビー観戦チケットについて 
    ・専攻建築士審査評議員の推薦について 
    ・地方創生の実現に向けた規制改革の提案の募集について（別紙） 
 



 ５ 副会長総括 
 
６ 閉 会 

 
 次回理事会開催日   月   日（ ） 



報告事項（１） 
 

業務執行理事の職務執行状況報告について 
 
１ 根拠 
 【一般社団法人及び公益社団法人に関する法律】 

第９１条 次に掲げる理事は、理事会設置一般社団法人の業務を執行する。 
    一 代表理事 
    二 代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって理事会設置一般社団

法人の業務を執行する理事として選定されたもの 
   ２ 前項各号に掲げる理事は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理

事会に報告しなければならない。ただし、定款で毎事業年度に四箇月を超える

間隔で二回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りで

はない。 
 【定款】 
  第２２条第３項 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に４箇月を超える間隔

で２回以上、自己の職務の執行を理事会に報告しなければならない。 
 
   注）会長は代表理事、副会長及び専務理事は業務執行理事として選定されたもの 
 
２ 今回の報告 
（１）期間 
   平成２９年５月１９日から平成２９年９月８日まで 
（２）内容 
  ① 植田会長 
    役員職務権限規程に基づき職務を適正に行った。 
    特に、３回の理事会の開催、日設事連総会への出席、日設事連東海ブロック連

絡会議への出席、関係団体の総会の出席、建築関係団体新年会代表者打合せ会

への出席、全国設備工業教育研究会静岡大会開会式への出席等を行った。 
 
  ② 神谷副会長 
    役員職務権限規程に基づき会長を補佐し、職務を適正に行った。 
 
  ③ 名波副会長 
    役員職務権限規程に基づき会長を補佐し、職務を適正に行った。 
 
  ③ 山森専務理事 
    役員職務権限規程に基づき会長を補佐し、また事務局の会計処理を検査し、職 

務を適正に行った。 
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報告事項（２） 
 
 

建築関係団体新年会について 

   
例年開催されている建築関係団体新年会について、７月２４日（月）に行われた   

各団体代表者による今年度の基本方針の検討会に於いて、今年度（平成３０年）の新

年会は中止となった。 
 
代表者会議録  別添資料のとおり（Ｐ３） 
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会 議 名 ：

日 時 ： 平成 29 年 7 月 24 日 （ (月)） 15 ： 00 ～ 15:50

会 場 ：

出 席 者 ： （一社）日本建築学会東海支部静岡支所　事務局長　鈴木敦夫

（公社）日本建築家協会東海支部静岡地域会　地域会長　大瀧正也

（一社）静岡県設備設計協会　会長　植田賢司

（一社）静岡県建築士事務所協会　会長　遠藤正幸

（事務局） 士事協　事務局　渋谷、堤

議題・結果・資料名

記 録

次回開催 平成 年 月 日 （ ） ： ～

静岡県建築士事務所協会　事務局　渋谷忠志

・「建築関係団体が結集して、社会的力量を見せる」ということに、意義を感じる人は少ないのではないか。

・関係団体間の交流には意義があると思うが、動員等に大きな負担をしてまで開催することには疑問である。

②　４団体代表者の合意事項

・「建築関係団体の団結力・結集力等を示す必要がある。」との意識・機運が高まるまで、休止とする。

・H30新年会は実施しない。

１．　H29新年会の実績報告

　会議資料を事務局から説明、特に、質疑はなし

２．　H30新年会の開催方針(開催可否等）について

①　「新年会」の現状等に対する意見(要約）

・会員が減少している団体もあり、「新年会」発足当初のような動員力は現状では期待できない。

記 録 者

日 時

会 場

議 題

会 議 記 録 一般社団法人　静岡県建築士事務所協会

建築関係団体新年会に関する打合せ会（各団体代表者会議）

　　　　　　　　　　　 静岡県建築士事務所協会　会議室

発 表 方 法
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報告事項（３） 
 

日設事連からの報告事項 
 

 
１．日設事連東海ブロック連絡会（Ｐ６～７） 
 ・日 時 

   平成２９年７月１０日（月）１５:００～１７:００ 
・会 場 

  （一社）愛知県設備設計監理協会 事務局 
 ・参加者（当協会） 

   植田会長、名波副会長、山森専務理事 
・会議内容 
 別添資料のとおり 

 
２．その他   
 ・日設事連への移行改組及び役員就任のご挨拶（Ｐ８～９） 
  ・日設事連連合会旗の販売について（Ｐ１０～１１） 
 ・第１回東海・北信越ブロック協議会開催のご案内（Ｐ１２） 
 ・創立５０周年及び連合会移行記念式典・講演会・祝賀会のご案内  

（Ｐ１３～１９） 
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番号 受付日 開催・訪問日 行事 出席者

1 ５月１２日（金） ５月３１日（水） (一社)日本設備設計事務所協会連合会（仮称）の臨時総会開催について 植田会長

2 ６月２７日（火） 7月１０日（月） 第１回東海ブロック連絡会の開催について 植田会長、名波副会長、山森専務理事

3 ８月　８日（火） １０月２７日（金） 第１回東海・北信越ブロック協議会の開催のご案内 植田会長、神谷副会長、名波副会長、山森専務理事

4 ８月３０日（水） １０月２０日（金） 創立５０周年及び連合会移行記念式典・講演会・祝賀会のご案内
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20

21
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25

26
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34

日設事連からの会議等出席について（平成29年度）
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第１回　東海ブロック意見交換会

日　時 平成29年7月10日（月）　15:00～17:00

場　所 (一社)愛知県設備設計監理協会　事務局

出席者 岐阜県設備設計協会 会長 松尾　仁

(敬称略) 副会長 高野　正則

(一社)静岡県設備設計協会 会長 植田　賢司

副会長 名波　睦生

専務理事 山森　繁

(一社)三重県設備設計事務所協会　会長 杉本 治

副会長 森本 祐史　(欠席)

副会長 松田 恭一

(一社)愛知県設備設計監理協会 会長 植田　亮

副会長 佐橋　政人

専務理事 伊藤　弘正

総務理事 近藤　幸成　(欠席)

監事 村上　正継

総務委員長 黒田　慎二　(欠席)

議題

１．東海ブロック連絡会の結成と運営について

２．日設事連の事業、行事についての説明とご意見

３．８月２９日愛知県で開催の省エネ講習会(日設事連主催)のご協力依頼

以上
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第１回　東海ブロック連絡会　議事録
議事録作成　村上

日　時 平成29年7月10日（月）　15:00～17:00

場　所 (一社)愛知県設備設計監理協会　事務局

出席者 岐阜県設備設計協会 会長 松尾　仁

(敬称略) 副会長 高野　正則

(一社)静岡県設備設計協会 会長 植田　賢司

副会長 名波　睦生

専務理事 山森　繁

(一社)三重県設備設計事務所協会　会長 杉本 治

副会長 森本 祐史　(欠席)

副会長 松田 恭一

(一社)愛知県設備設計監理協会 会長 植田　亮

副会長 佐橋　政人

専務理事 伊藤　弘正

総務理事 近藤　幸成　(欠席)

監事 村上　正継

総務委員長 黒田　慎二　(欠席)

議事録

１．東海ブロック連絡会の結成と運営について

(1) 東海4県で意見交換をする場として連絡会を定期的に開催することで合意。

(2) 従前2月に行ってきた、中部地整との東海4県協会との意見交換会と、年度前半

のこの時期に連絡会を開催する。

(3) 開催場所は各県で行うこととする。特に順番は決めない、立候補制でよい。

(4) 従前に会費を集めていた残金があるので、愛知県で通帳を作ってそこで管理する。

今回は会費は特に集めない。

２．日設事連の事業、行事についての説明とご意見

(1) 日設事連の予算書にある単位会の事務所経費は各単位会で処理する。(松尾会長より)

(2) 50周年事業への参加をお願いした。

(3) 表彰者の推薦依頼があるので単位会で推薦があれば出してください。

(4) 単位会運営について、各県の状況(会費など)をアンケートしてほしい。(静岡、山森理事)

３．８月２９日愛知県で開催の省エネ講習会(日設事連主催)のご協力依頼

(1) 愛知県の会員で講師をするので多くの参加をお願いした。

(2) 参加人数はHPで確認できる。(松尾会長より)

以上7
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平成 29 年 8 月吉日 

東海・北信越ブロック各県協会各位 
一般社団法人 愛知県設備設計監理協会 

会長 植田  亮 
 

第１回東海・北信越ブロック協議会 開催のご案内 
 

 拝啓 残暑の候、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
さて、先般ご案内を差し上げました「東海・北信越ブロック協議会」の詳細が決まりましたので 
改めてご案内申し上げます。 

 
記 

 
1. 日  時   平成 29 年 10 月 27 日(金) 

             受 付   13：30～ 
             会 議   14：00～17：00 
             懇親会   17：30 堀川クルーズ（御座船にて懇親会） 
 

2. 会  場   名古屋クラウンホテル 
             愛知県名古屋市中区栄 1-8-33 
             TEL 052-211-6633 
 

3. 会議議題 (1)『建築物省エネ法関係業務（特定建築物）の流れと業務量の算出』の是非ついて 
   (2) 日設事連への要望について 

 
4. 宿泊場所   名古屋クラウンホテル 

             愛知県名古屋市中区栄 1-8-33 
             TEL 052-211-6633 
 

5. 会  費   お一人様 20,000 円（1 泊朝食、懇親会費用含む） 
             ※翌日にゴルフを希望される方のゴルフコンペ代は含まれておりません。 
 

6. そ の 他   ブロック協議会の翌日(10 月 28 日)に観光又はゴルフを計画しておりますので 
別添の用紙にいずれかをご記入願います。 

      (1) 観 光  ノリタケの森→名古屋城→八百彦（昼食）→名古屋駅、解散(14:00 頃) 
      (2) ゴルフ  日本ラインゴルフ倶楽部（岐阜県可児市室原 87 番地） 
             ※ゴルフは予約のみ承ります。バッグの手配等は個人対応にてお願い致します。 
 
    ＊準備の都合上、出席欠席、翌日の観光、ゴルフのご希望のご連絡を平成 29 年 9 月 11 日(月)迄に

別添の用紙へ記入の上、E-mail または FAX にて当協会事務局へ送付をお願い致します。 
 

一般社団法人 愛知県設備設計監理協会 事務局   
                   〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山 1-9-22   

鐵鋼ビル 118（3 階）   
TEL 052-322-5077     
FAX 052-322-1033     
E-mail jim@aea.ne.jp    
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                                                              平成 29 年 8月吉日 

正会員(単位会)各位 

                       一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会                                              

会 長 西田 能行 

記念祝賀実行委員長 佐藤 大三 

（会印省略） 

創立創立創立創立 50505050 周年周年周年周年及び連合会移行及び連合会移行及び連合会移行及び連合会移行記記記記念念念念式典・式典・式典・式典・講演会・祝賀会講演会・祝賀会講演会・祝賀会講演会・祝賀会ののののごごごご案内案内案内案内    

 

  拝啓 各位におかれましては、益々ご清栄のことと御慶び申し上げます。平素より本会活動につき

ましては、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

早速ながら、当会は昭和４１年に社団法人として創立以来、現在まで順調な発展を遂げてまいりま

したが、この度、協会創立５０周年を迎えるとともに、本年５月３１日総会時をもって、正会員資格

を全国の設備設計事務所協会(類似の称号を含む)とする「一般社団法人日本設備設計事務所協会連合

会」へ移行改組致しました。これも偏に関係各位のご協力、ご鞭撻の賜物と厚く御礼申し上げる次第

でございます。 

そこで、この慶事を記念し、本年１０月２０日に「創立５０周年及び連合会移行記念行事」を挙行

致す運びとなりました。 

 つきましては、下記のとおり当日の行事内容が決定致しましたので、ご多用中とは存じますがご出

席頂きたく、謹んでご案内申し上げます。なお、貴会における構成員、賛助会員各社へもご参加のお

勧めを頂ければ幸甚に存じます。 

 なお、別途ご案内しております「50 周年功労表彰者の推薦依頼書」の推薦基準に該当する方々に

対し、当日記念式典において表彰状を贈呈申し上げることとなりました。皆様多数のご参加をお待ち

致しております。                                   敬具 

記 

 

日程 平成２９年１０月２０日（金）１４時～１９時 

場所 如水会館(東京都千代田区一ツ橋 2-1-1) 電話 03-3261-1101…別紙案内図御参照 

１．記念式典  １４：００～１５：００／２Ｆオリオンルーム 

２．記念講演会 １５：１５～１６：４５／２Ｆオリオンルーム   

講師：田辺新一氏・早稲田大学創造理工学部建築学科教授 

     演題：ゼロ・エネルギービル(ZEB)に向けた設備設計の新たな役割 

    ※CPD 認定プログラム申請中(2 単位) 

３．記念祝賀会 １７：００～１９：００／２Ｆスターホール       

   会費会費会費会費        １１１１名名名名２２２２万万万万円円円円    

※平成 29 年 10 月 13 日(金)までに下記へ事前振込下さい               

銀行名銀行名銀行名銀行名：：：：ゆうちょゆうちょゆうちょゆうちょ銀行銀行銀行銀行        

(1)ゆうちょ銀行から振込の場合→【記号】１０１６０ 【番号】８５２８８３０１ 

 

(2)他金融機関から振込の場合→【店名】〇一八(読み ゼロイチハチ) 

                     【店番】０１８ 【預金種目】普通預金 【口座番号】８５２８８３０  

名名名名    義義義義：：：：一般社団法人日本設備設計事務所協会一般社団法人日本設備設計事務所協会一般社団法人日本設備設計事務所協会一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会連合会連合会連合会    

     * 恐縮ながら振込手数料は貴会にてご負担願います 

* 領収書は金融機関の証をもって代えさせて頂きます 

     * 当日会場での会費受付けは致しませんのでご了承おき下さい 

備考①ご出席の場合は別紙申込書により 9999 月月月月 25252525 日日日日((((月月月月))))迄迄迄迄にＦＡＸにて御通知下さい。 

  ②旅費交通費等につきましては恐縮ながら各単位会にて御負担方お願い申し上げます。 

③記念式典・講演会のみご出席の場合の会費は不要です。 
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創立 50 周年及び連合会移行記念式典・講演会・祝賀会出席申込書  

日時 平成２９年１０月２０日（金） 

場所 如水会館／2F オリオンルーム(式典・講演会)、2F スターホール(祝賀会)   

単位会名または会社名 

所在地 〒 

 

 

御担当者名 

 

電話 

FAX 

E メール    

 

  

 

 

御

出

席  

役職名 御名前  出席をかこんで

ください 

  式典・講演会 

祝賀会 

  式典・講演会 

祝賀会 

  式典・講演会 

祝賀会 

  式典・講演会 

祝賀会 

  式典・講演会 

祝賀会 

下欄は記入しないで下さい 

 

 ＦＡＸ（０３－５２７６－１３９０）にて 9 月 25 日（月）までに御送信下さい  
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平成29年8月吉日  

 

連合会正会員(単位会)各位 

 

一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会 

会長 西田 能行(会印省略)  

 

50周年功労表彰候補者の推薦依頼について 

 

 

当協会では、創立50周年を迎えることを記念し、今般、永年にわたり功績がある方を表

彰致します。 

つきましては、傘下の構成員のうち、下記の推薦基準に該当する方々または貴会として

国及び地方自治体より受賞歴がある場合は、別紙「表彰候補者推薦書」によりご推薦をお

願いいたします。 

記 

 

【推薦基準】 

（１）地区協会の構成員として 30年以上（昭和 61 年(1986 年)以前から現在まで） 

在籍している事務所 

（２）正会員(地区協会)として地域及び業界の発展に多大の貢献があった団体 

 

【添付書類】表彰候補者推薦書 

 

【推薦〆切】平成29年9月13日(水) 

 

【推薦書の提出先及び連絡先】 

一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会 事務局 

東京都千代田区三崎町3丁目10番2号 みさきBLD３階 

電話 03-5276-1381 Fax 03-5276-1390 

Email info@jafmec.or.jp 

 

 

【補足】今回の表彰では、上記推薦基準の他、(旧)日設協に 30 年以上在籍されている

事務所も対象となりますため、該当事務所を現在、当連合会事務局で精査中で

す。精査次第、該当事務所に対し、所属単位会を通じてご案内させて頂く予定

です。 
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表彰候補者推薦書 

 
 

平成２９年  月  日 
一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会                                                  
 会 長 西田 能行 殿 
 

    下記の通り、候補者を推薦します。 
 
 協会名： 
 
 代表者：                                印 
 
 所在地：〒 
 
 電話： 
 E-mail： 
 

    

  事務所名または単位会名： 

    

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

   代表者名                               生年月日：１９  年  月  日 
                                                               （   才） 
   役  職： 
 
    所 在 地：〒 
    電  話：                              ＦＡＸ： 
    E-ma i l： 
 
    
 
  功 績（いずれかに〇を付けてください） 

（１）単位会の構成員として３０年以上（昭和 61 年(1986 年)以前から現在まで）在籍し

ている事務所 

（２）正会員(単位会)として地域及び業界の発展に多大の貢献があった団体 

   候補者の略歴（過去の受賞歴も付記して下さい。） 

 

※功績（１）の場合は以下に単位会への入会年月日を記載してください。 

→入会日 昭和  年  月  日   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           
  注：推薦書の記入欄が足りない場合は、別紙を添付頂くか、枠を拡げてご記入下さい。 
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                                                                  平成 29 年 8 月吉日   

 

正会員(単位会) 各位 

                                                 

一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会                                              

会 長 西田 能行 

記念祝賀実行委員長 佐藤 大三 

(会印省略) 

                       

創立５０周年記念誌への広告協賛のお願いについて創立５０周年記念誌への広告協賛のお願いについて創立５０周年記念誌への広告協賛のお願いについて創立５０周年記念誌への広告協賛のお願いについて    

 

拝啓 

  各位におかれましては、益々ご清栄のことと御慶び申し上げます。平素より本会活動につきましては、

格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

早速ながら、別途ご案内しておりますとおり、本会では、本年１０月２０日に「創立５０周年及び連合会

移行記念行事」を挙行致しますが、同事業の一環として標記「50 周年記念誌」を刊行致すこととなり、

同記念誌において単位会の広告掲載を企画致しました。 

つきましては、連合会に加入頂いている全 46 単位会一同に広告を掲載させて頂くことで、錦上花を

添えて頂ければと存じ、時節柄誠に恐縮ではございますが、各位におかれて趣旨ご賛同賜り、下記に

より宜しくご協賛くださいますようお願い申し上げます。                                  敬具 

 

 

記 

 

１．掲載料金    一律２万円（税込） 

２．掲載スペース  Ａ４版 ４分の１ページ 

３．掲載内容    単位会名・会長名・住所の他、役員名または構成員事務所名等も掲載可能です。 

４．申込方法    別紙申込書にて、本会までＦＡＸまたは E メールにてお申込み下さい。 

            なお、掲載原稿はワードまたはエクセルデータで別途送付頂いても結構です。 

５．発行予定    平成 29 年 11 月下旬 

６．支払方法    記念誌刊行後、請求書を送付させて戴きます。         

８．申込〆切    平成２９年１０月６日(金)   

 

                                                        以上 

 

 

 

                                             事務取扱：事務局長 氏家 

TEL03-5276-1381 

FAX03-5276-1390 

E-mail info＠jafmec.or.jp 

18



 

創立 50 周年記念誌広告申込書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広 

 

告 

 

掲 

 

載 

 

内 

 

容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協会名 

 

 

 

  

 

会長名 

 

 

 

                                 

 

住所 

〒 

 

 

 

電話  FAX  

E-mail  

 

URL  

 

役員名 

または 

構成員名 

 

 

 

 

担当者名  

 

                                   

（FAX 03-5276-1390 または E メール info@jafmec.or.jp にて送信ください） 
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                  報告事項（４） 

 
（一社）建築設備技術者協会中部支部静岡支所との事務所の   

賃貸借について 
 
 
第３回理事会（６/２３）で理事の意見を伺い、今後は小林相談役と相談の上

で対応していくこととした。 
その後、技術者協会岡野氏と協議し、設備設計協会の事務所に技術者協会の事

務所を置くこととする覚書を作成した。 
現在は、技術者協会の理事会（９月又は１０月開催予定）を経て、覚書を取り

交わす予定である。 
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覚  書 

 
（一社）静岡県設備設計協会（甲）と（一社）建築設備技術者協会中部支部静岡支所（乙）

は、以下の事項に関して合意した。 
 

記 
１．乙は甲の事務所を乙の事務所として借用する。 
２．借用する住所 〒422-8062 静岡市駿河区稲川１丁目１番３２号 
         グランドゥール稲川Ⅱ３０２号 
         一般社団法人静岡県設備設計協会 内 
         TEL054-284-3088  FAX054-284-3095 
３．借用する条件 
        ①会議室、物置等の用途には使用しない。 
        ②電話、郵便物等があった場合は全て支所長へ転送する。 
４．契 約 解 除 双方いずれかが上記使用の解除を申し出た場合はこれに従うもの

とし、速やかに対応措置をとるものとする。 
５．借 用 料 金 月額５，０００円 
６．借 用 日 平成２９年  月  日より 
７．転 送 先 〒435-0051 浜松市東区市野町 1471  岡野 公彦 
         携帯 090-2139-9116 TEL053-421-1539 
                  Email:ok04011605@rx.tnc.ne.jp 
 
以上を合意した証として、本書面を２通作成し、甲乙署名捺印の上、各々１通を所持する。 
平成２９年  月  日 
 
 甲 住 所  静岡市駿河区稲川１丁目１番３２号グランドゥール稲川Ⅱ302 号 
   協会名  一般社団法人 静岡県設備設計協会 
   役 職  会  長  
      氏  名    植田 賢司      ㊞ 
 
 

乙 住 所  浜松市東区市野町１４７１ 
   協会名  一般社団法人 建築設備技術者協会 中部支部 静岡支所 
      役 職    支所長 
   氏 名  岡野 公彦      ㊞ 
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報告事項（５） 
 
 

会員の入会及びビル名称の変更について 

 

・賛助会員の入会  

 日立アプライアンス㈱中部支店 

 

 入会申込書の提出日    平成２９年６月２６日 

 理事会での審議、承認日  平成２９年７月１０日 

 入会審査通知書の通知日  平成２９年７月１０日 

 入会金及び年会費入金日  平成２９年７月３１日 

      
       

・賛助会員 朝日機器㈱静岡支店の入居ビル名称の変更 

 旧住所 

 静岡市葵区日出町１-２ 住友生命静岡住友ビル 

 新住所 

 静岡市葵区日出町１-２ ＴＯＫＡＩ日出町ビル 
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報告事項（６） 
 
 

委員会報告について 
 
 
１ 報告期間 
  平成２９年６月２４日から平成２９年９月８日まで 
 
２ 報告内容 
（１）総務委員会（Ｐ２４～２５） 
   ①県設備課との意見交換会 
    開催日 平成２９年９月８日（金） 

会 場 静岡市産学交流センター 
    協会出席者９名  
   ②会員交流会（忘年会） 

    開催日 平成２９年１２月８日（金） 

    会 場 ホテルアソシア静岡 3Ｆ「橘」 

 

（２）技術委員会（Ｐ２６～３１） 
   ・技術講習会  

開催日 平成２９年１０月１３日（金） 
    会 場 静岡市産学交流センター 
    会場にて広報誌「風とあかり」を希望者に配布予定   
   ・技術見学会 
    開催日 平成２９年１１月１７日、２４日、１２月１日のいずれか 
    場 所 静岡ガス＆パワー富士発電所 
 
   ①第１回技術委員会を６月１６日（金）に開催した 

②第１回共同事業推進委員会を７月２８日（金）に開催した 
   ③第２回技術委員会を８月２５日（金）に開催した 
   ④第２回共同事業推進委員会を９月１５日（金）に開催する 
    
（３）広報委員会（Ｐ３２～３３） 
   ①第３回広報委員会を８月５日（金）に開催した 
   ②第４回広報委員会を９月２９日（金）に開催する 
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県設備課との意見交換会（Ｈ２９．９.８（金））予算書 

 
平成２９年度予算書より 
 

会場費          ５，０００円 
旅費交通費    ２５，０００円   

                     
  計       ３０，０００円 
 
 

支出予定額   
 

会場使用料     ３，７００円 
旅費交通費     ７，０００円 
出席者お茶代    ２，０００円 

                    
    計      １２，７００円 
 
 
＊理事会と同日開催のため、意見交換会からの交通費支出は２名分となった。 
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会員交流会予算書 

                開催日 平成２９年１２月８日（金） 
                   場 所 ホテルアソシア静岡３Ｆ「橘」 

 
平成２９年度予算書より 
 
収入 
 
  会 費   ７，０００円×６０人＝４２０，０００円 
                            
   計               ４２０，０００円 
 
 
支出 

会場費               ２０，０００円 
 経 費  １０，０００円×６０人＝６００，０００円 
                           
  計               ６２０，０００円 
 

 
＊詳細については、ホテル側との打合せにより決定する。 
 ・パーティーメニュー 
   ３コース ６，２００円、７，２００円、８，２００円 
 ・フリードリンク  ２，６００円 
 ・会場費（５０周年式典開催時、３時間使用）１４６，１００円を 
  ２５％引き（－３６，５２５円）で１０９，５７５円 
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平成 29 年度技術講習会次第 
 

主催：一般社団法人 静岡県設備設計協会 
日時：平成 29 年 10 月 13 日(金) 

                       １3：30～17：05 
場所：静岡市産学交流センター     
      プレゼンテーションルーム 
司会：技術委員長 佐野富士雄 

 
１３：００ 受付開始 
 
１３：３０ 開会の挨拶 一般社団法人 静岡県設備設計協会会長 

     植田 賢司 
 

１３：３５ 第一部講演開始 １．【静岡県の今後の気象変動について】 
講師 気象庁 静岡地方気象台 調査官 森野 克彦 様 

               
１４：４０ 第一部講演終了 
            休憩 
 
１４：５０ 第二部講演開始【最近の主な消防法令の改正について】 

        講師 静岡市消防局 消防部 査察課 消防同意係  
主 査 尾上 一樹 様                                   

１５：５０ 第二部 講演終了 
      休憩 
 
１６：００ 第三部講演開始【４Ｋ・８Ｋ放送について】 
       講師 マスプロ電工株式会社 静岡営業所     

主 任 可児 直行 様 
 
１７：００ 第三部講演終了 

閉会の挨拶 一般社団法人 静岡県設備設計協会副会長 名波 睦生 
                               
１７：０５ 終了 
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技術講習会（Ｈ２９．１０．１３）予算書 
 

平成２９年度予算書より 
会場費    ２０，０００円 
 
資料印刷費  ３０，０００円 
 
諸謝金    ３０，０００円 
 
講師旅費   １０，０００円 

                     
  合  計   ９０，０００円 
  
 
支出予定額 
 
 ・会場使用料  ２１，２４０円  プレゼンルーム+演習室４、＊支払済み 

プロジェクター、パソコン 
  
 ・資料コピー代 ３０，０００円  資料 40 枚×75 部×@10 
 
 ・講師お礼   １５，０００円  ＠５,０００×３  
  
 ・出席者お茶代 １０，０００円  昨年度同様額 
  
 ・交通費    １０，０００円  講師交通費、駐車代等 
                              
  合計     ８６，２４０円  
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平成 29 年 7 月 6 日作成 

静岡ガス株式会社 

久保田 浩平 

太田 一也 

 

 

静岡県設備設計協会技術講習会（案） 

 

 

開催日時：平成 29 年 11 月 17 日、24 日、12 月 1 日の金曜日いずれか 

会  場：静岡ガス＆パワー富士発電所 

 

12:00～13:00 静岡ガス＆パワー富士発電所集合（会議室にて昼食） 

       ･･･昼食は当社にてお弁当をご用意致します。 

 

13:10 技術講習会開会 

1．静岡県設備設計協会会長ご挨拶（植田会長） 

2．賛助会員会長挨拶（当社磯部） 

3．静岡ガス＆パワー富士発電所見学【約 1 時間】 

（講師：静岡ガス＆パワー担当者） 

・富士発電所の役割 

・設備概要 

・設備見学 

 

14:10～14:20 休憩 

 

14:20 4．業務用燃料電池説明会【約 1 時間】 

（講師：静岡ガス（株）ﾏﾙﾁｴﾈﾙｷﾞｰ事業本部都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部 小角敬昭） 

        ・業務用燃料電池商品説明･･･しくみや用途 

        ・業務用燃料電池設置によるメリットのある業種や建物規模 

     

    15:20 5．閉会のご挨拶（設備設計協会理事どなたか） 
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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

１７：００～１８:２０ 場所 (一社)設備設計協会事務所

出席者

佐野 三ツ井 山森 小林 川端 渡辺氏 磯谷氏 木村氏 今井氏 遠藤氏

事務局 市川  篠崎氏 事務局 福島さん 望月さん

１．あいさつ

　佐野委員長よりあいさつ。

２．自己紹介

　各自自己紹介をした。

　設備協会事務局福島さんの後任の望月さんの紹介があった。

３．共同事業推進委員会の本年度事業について

　本年度は講習会を行う。

　・実施日　　平成３０年２月９日(金)

　・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

　・講習会受講案内先　　

設備協会　　賛助会員は設備設計協会と被っているため正会員への案内としている

設備設計協会　正会員、賛助会員、実績のある県、市（県設備課、静岡市、富士市他）

　・講習会の内容

・各自事前に用意してきた内容について、検討した。

　省エネ、空気線図、ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）、ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス

　最新配管システム、建設業界の労働関係について等の案が出た。

・空気線図については、専門教育的なものであるため、１時間枠というのがネック。

　さっと話すと３０分位で終わってしまうし、内容の要約の仕方が難しい。

・メーカーにお願いすることも良いが、製品のプレゼンにならないようにすることが注意する点である。

　新技術の話であればOK。

・これまで取り上げたことはなかったが、建設業界の労働関係については、事故（自殺）のあった

　時でもあるので見つめ直すのにいい時期かもしれない。

　例として現場を週休二日制にした場合、労働者が生活していけるのか、

　生活の為に二日間の休みを他の現場で働く可能性もある。

　また、ゼネコンが週休二日制にしなければ他も二日制にはならない等の話が出た。

　労働関係について国がどのように考えているのかなどを適切に説明してくれる人がいれば

　取り上げたい。

結果として省エネ（（一財）省エネルギーセンター講師派遣事務局に聞いてみる）

　　　　　　建設業界の労働関係について（次までにどこへどのように聞くかを調べておく）

以上２点を講習会の内容とした。

４．次回の委員会開催日について

　         平成２９年９月１５日(金）１７:００～　(一社)設備設計協会事務所で行う。

平成２9年7月28日（金）

(一社)静岡県設備設計協会 (一社)静岡県設備協会

第一回共同事業推進委員会
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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）技術講習会「演題」及びタイムスケジュールについて

13:00～ 受付開始

13:30 開会挨拶

13:35～ 第１部　「静岡県の今後の気象変動について」　　気象庁　静岡地方気象台　

　　14:40 　　　　　 調査官　森野　克彦　様

14:40～ 休憩

    14:50

14:50～ 第２部　「最近の消防法とその指導」　　　　　　静岡市消防局　消防部　査察課　消防同意係

    15:50 　 消防司令補（主査）　尾上　一樹　様

15:50～ 休憩

　　16:00

16:00～ 第３部　「４Ｋ・８Ｋ放送について」 マスプロ電工㈱

　　17:00 　　　　可児　直行　様

17:00 閉会挨拶

17:05 終了

・開会挨拶は植田会長、閉会挨拶は名波副会長にお願いする

・講師への案内及び講習会前日の確認のときに来場時間を伝える

・演題、講師名、職名、講演時間の確認をとる

・講師の交通費は一律3,000円とし、講演後お礼品と一緒に渡す。

（２）技術講習会の案内について

・配信日　平成２９年９月１１日（月）

・配信先　正会員、賛助会員、設備協会及び各官庁 会員外の同業者には配信しない

　　　　　官庁関係の配信担当者　浜松市（西部地区技術委員　伴氏、鈴木氏）

　　　　　　　　　　　　　　　　静岡市（三ツ井氏）　東部市関係（佐野氏）

　　　　 静岡県には、9/8の意見交換会の時に手渡しする

（３）当日の役割分担について

集合時間　12時45分

司会者　佐野氏　　　パソコン設定・確認　　小林氏

受講者用お茶受取係　小林氏、三ツ井氏

受付　市川 当日の出席委員

（４）用意するもの

・資料 必要部数をコピーする、先方で用意してもらえるときは、部数の確認をする。

受講者数+１０部

・講師代及び交通費　　 

・講演者お礼 お茶

・受講者用お茶 350mlペットボトル

・広報誌（風とあかり）　受付に用意して、欲しい人に渡す。　２０部程度

広報委員長の許可を取る事

平成 29年 8月 25日（金）    

平成２９年度　第２回技術委員会

17:00～18:00
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記録 市川

日時 １０：００～１２:００ 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

　■　広報誌全体の確認
・前回の初校での修正部分についての見直しと新たに入稿したもの
　についての校正を行い、広報誌全体の確認をした。

　■　その他
・広報誌の送付先について、以前から送っている相手先にそのまま送っているが
　なぜここに送るのかという所が見受けられる。
　来年度に一度全体の見直しをしたい。
　見直し方法について理事会で検討してもらい、地区会の協力を得て行う事が
　出来ればと思う。
・市町の担当課に広報誌を送っても、担当者の手に渡っていないことがある。
　担当者の手に届くようにする方法を考えたい。

　　※次回開催日　 平成２９年９月２９日（金）１８:３０～

平成２９年度　第3回 広報委員会　記録

平成２９年８月５日（土）
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「風とあかり」第３９号配布と部数について 
 
・発送日 ８月３１日（ヤマトＤＭ便） 
 
・印刷数  １，４００部 
 
・発送箇所 １，０３３箇所 
 
・配布数  １，２５９部 
 
 ①ヤマト DM 便にて送付分 １，２２９部 

 
 ②広告掲載社へ送付分      ２３部 

   
 ③寄稿者へ送付          ２部 

   （三ヶ日文化協会 鈴木様） 
   ④表紙絵、挿絵作者へ送付     ２部 
 

⑤追加希望者へ送付        ３部 
 
・在庫数   １４１部   
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 報告事項（７） 
 
 

地区会報告について 
 
 
１ 報告期間 
  平成２９年６月２４日から平成２９年９月８日まで 
 
２ 報告内容 
（１）東部 
   
 
（２）中部（Ｐ３５） 
  ○第３回中部地区会 
   ・平成２９年８月１９日（土） 
  
（３）西部（Ｐ３６） 
  ◯第２回西部地区会 
   ・平成２９年８月２８日（月） 
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記録 後藤

日時 １５：３０～ 場所

出席人数 １班 三ツ井 山本 甲斐 名波 川端 泊

8人 ２班 コバヤシ モア Ｓouken 山森 後藤 

／１１人

73%

１．前回議事録の確認(川端 ） 平成２９年  ６月 　１０日（土）開催分

２．理事会の報告(川端） 平成２９年　６月 　２３日（金）開催分

1、 メーカー見学・講習等のホームページ掲載は、協会より発送のもののみとする

2、 同上の掲載は、企画メーカー等に頼んだらどうか

3、 協会の複合機を入れ替える

4、 日設協連合会の加入に関して、同県でなくても加入が可能

　今後も協議していく。

5、

8、 当協会の定款・規則・規程集を正会員に配布する

３．委員会報告

　■　総務委員会（名波）

・

・ 会員交流会を12/8（金）18：30よりホテルアソシア静岡3F「橘」で開催予定

　■　技術委員会（三ツ井）

・ 第1回委員会を6/16（金）に開催しました。第2回委員会を8/25（金）に開催予定。

・ 10/13（金）13：30より技術講習会を開催予定

→講義は3部制を予定しており、①気象庁様　②消防本部査察課様　③ＴＶ関連としてﾏｽﾌﾟﾛ様　に依頼

　予定である。

・ 中部地区で視察見学会を予定

・ 共同事業技術講習会を2月に開催予定、第１回委員会を7/28（金）に開催しました。

　■　広報委員会（甲斐 ）

・ 広報誌は8/28の週に発送予定である。

・ 第1回委員会を5/13（土）、第2回委員会を7/8（土）、第3回委員会を8/5（土）に開催しました。

・ 第4回委員会を9/29（金）開催予定である。

４．その他

・ ｾﾂﾋﾞｸﾗﾌﾞ会計報告（山森）別紙報告書による。

・ 静岡市の分離発注について

協会として指名願いを準備しているが、実績不足を指摘されているため、次年度の指名願いの整備に向け

各自、実績作りにつながるような意識を持って、対応して欲しい。

　　・H２９年 ７/４（火）の清水無料相談は、申し込みがありませんでした。

　　・H２９年 ８/１（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10月21日（土）　１３：３０より　　協会事務局

平成２９年度　第３回 中部定例会　記録

平成２９年　８月　１９日（土） 協会事務局

→当協会としては、支部制として設立された日設協の経緯に反すると判断し、東海北陸ﾌﾞﾛｯｸ会議等を通じて

9/8に県設備課との意見交換会開催予定、案内を7月初めに出しました。（提案議題・要望事項の募集を入れて）

→既に配布済ですので、各自目を通して頂き、修正等あれば総務委員会に提示してください。

新規正会員入会の情報を入れてほしい
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打合せ議事録
（ 1 ／ 1 ）

Uﾎｰﾙ　22会議室 29 年 8 月 28 日

1. 各委員会からの報告

○ 理事より

・ 日設協ついて資料配布説明

○ 総務委員より

・ 9/8　静岡県設備課との意見交換会　議題資料配布説明

・ 忘年会案内

日時：12月8日（金）18：30～

会場：ホテルアソシア静岡　3階『橘』

※今年は宿泊なし

○ 広報委員より

・ 『風とあかり』近日中に配布予定

○ 技術委員より

・ なし

2 その他

○ 次回開催について

・ 雅楽之助（食事付）を予定

打合記録件　　名

打合場所

出席者

検　　　　　　　印

平成

（一社）静岡県設備設計協会　平成29年度　第2回西部地区会　

○ 手塚（専務） ○ 神谷

○ 鈴木○ 伴

 7/9人出席

○ 植田 × 杉山
○ 赤堀

○ 辻　　　（記）

× 齊藤
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報告事項（８） 
 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月末 ６，１３１，５０５ １１５，０８８ 
７月末 ５，２９２，２０８  ９４，５４８ 
８月末 ５，１４３，１６９  ９２，３９１ 

 
    
   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   ４６３，５８２   ３６１，０５４ 
７月   ９４７，６０７   ４１１，６３９ 
８月   ４９４，８４５ １，２７５，５８５ 

    計 ３，８６９，４３７ ４，２２５，０４６ 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告事項（9-1）

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 6月　 29日（木） ７月３１日（月） 衆議院議員望月義夫を励ます集い 山森専務理事

18 8月　 3日（木） 宮澤博行晃援会「金鵄の会交流会」のご案内 欠席

19 8月　 ７日（月） 城内実　浜松政経セミナーのご案内 欠席

20 8月　 14日（月） １０月２７日（金） 自由民主党静岡県支部連合会「党員・党友の集い」ご案内 三ツ井相談役、川端中部地区幹事長

21 8月　 1８日（金） ９月２５日（月） 世界に輝く静岡の会「第６回まちみがきセミナー」のご案内 山森専務理事、三ツ井相談役

22 8月　 21日（月） 杉山盛雄静岡県議会議長就任を祝う会のご案内 欠席

23 8月　 24日（木） １０月１６日（木） 静岡県フロン排出抑制連絡会議の開催について（依頼） 山森専務理事

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（９-２） 
 
 

静岡県フロン排出抑制連絡会議について 
 
 
平成２７年１０月２１日付（環政第１７６号）の静岡県くらし・環境部 環境局環境政

策課長からの「静岡県フロン排出抑制連絡会議への参画及び出欠について（依頼）」の

文書が送付された。 
 
文書内容 
平成２７年４月１日に「フロン排出抑制法」が施行されたことにより、それまで設置し

ていた「静岡県フロン回収促進連絡会議」を見直し、新たに「静岡県フロン排出抑制連

絡会議」を設置したいと考えているので、この会議への参画についての検討をお願いす

る。 
 
これまでの会議内容 
第１回（H27.12.18） 設置要領の決議、会長の決定、意見交換等   

川端中部地区幹事長出席 
 

第２回（H28. 9.15）  設置要領の改訂等、フロン排出抑制法に関する周知の状況、 
           ノンフロン製品等の普及について 
    当協会は欠席 
 
次回（H29.10.16）会議 山森専務理事出席予定 
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平成29年８月24日 

 

静岡県フロン排出抑制連絡会議 

構成団体 各位 

静岡県フロン排出抑制連絡会議会長 

 

 

平成 29年度静岡県フロン排出抑制連絡会議の開催について（依頼） 

 

 

 日頃から、フロン類の排出抑制に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

このことについて、下記により開催しますので、担当者の出席について御配慮くださる

ようお願いします。 

なお、出席者等について、別紙により９月 15日（金）までにＦＡＸまたは電子メールに

て、御連絡ください。 

 

記 

 

１ 日時 平成 29年 10月 16日（月） 14:00～16:00 

 

２ 場所 静岡県庁 別館 20階第１会議室Ａ 

 

３ 内容 

  下記のとおり実施予定ですが、別紙にて頂いた御意見により、一部内容を変更する場

合があります。 

内容 発表者等（予定） 時間(質疑・意見交換含む) 

フロン排出抑制法に関する管理者の対応 

（漏えい量報告・立入検査の結果） 
県環境政策課 14:05～14:35 

連絡会議後援事業（法の認知度アンケート

調査等）の結果 
県フロン回収事業協会 14:35～14:55 

フロン類対策の今後の在り方検討の状況 
環境省フロン対策室 

または 県環境政策課 
14:55～15:45 

事務連絡等 県 等（※） 15:45～16:00 

 ※ 議事進行により、時間・順序が変更となる場合があります。なお、構成団体の皆様

から連絡事項がある場合は、事前に事務局（県環境政策課）へ相談のうえ、この時

間で行ってください。 
 
 

（静岡県フロン排出抑制連絡会議事務局） 

担 当  環境政策課地球環境班 守永 

電話番号  0 5 4 - 2 2 1 - 3 7 8 1 

ＦＡＸ番号  0 5 4 - 2 2 1 - 2 9 4 0 

E-mail  kankyou_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp  
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（平成29年8月時点）

区分 団体・企業名

学識経験者（会長） 環境資源協会　平井専務理事
静岡県小売酒販組合連合会

静岡県冷蔵倉庫協会
静岡県水産加工業協同組合連合会

小計 ３団体
(株)静鉄ストア
(株)遠鉄ストア

(株)タカラ・エムシー（マム）
マックスバリュ東海(株)

小計 ４社
静岡市環境創造課
浜松市環境政策課
沼津市環境政策課
富士市環境総務課

小計 ４市
（一社）静岡県冷凍空調工業会
（一社）静岡県高圧ガス保安協会
（一社）静岡県フロン回収事業協会
(一財)静岡県環境・産業保安機構

（一社）静岡県設備設計協会
小計 ５団体

（一社）静岡県自動車整備振興会
静岡県自動車電装品整備商工組合

小計 ２団体
阿部化学（株）

三井・デュポンフロロケミカル(株)
(株)アトム

小計 ３社
日立ジョンソンコントロールズ空調(株)

三菱電機(株)静岡製作所
東芝キヤリア(株)富士工場

小計 ３社
危機管理部消防保安課

経営管理部管財課
経営管理部営繕企画課

経営管理部設備課
小計 ４課

事務局 くらし・環境部環境政策課
合計 ３０団体

機器メーカー

県関係課

静岡県フロン排出抑制連絡会議の構成団体一覧

ユーザー
（団体）

ユーザー
（企業）

ユーザー
（市町）

冷凍空調工業・設備
設計関係団体

自動車関係団体

県内フロン再生・破壊
業者
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報告事項（９-３)

設備設計・監理受注報告実績（平成２９年度）

（一般社団法人静岡県設備設計協会）

（総務委員会）

報告日 報告者 件名 入札日 入札実施機関

2017年5月1日 ㈲洋設計システム 浜松市立東部中学校他２校管理諸室空調設備改修工事設備設計業務委託 2017年4月20日 浜松市

2017年5月1日 ㈲洋設計システム 浜松市役所本庁舎防火ダンパー交換工事設備設計業務委託 2017年4月27日 浜松市

2017年5月2日 ウエダ建築設備事務所 先端農業推進拠点非常用発電設備設置工事設計業務委託 2017年4月13日 静岡県設備課

2017年5月22日 ㈲コバヤシ設備設計事務所 地震防災センター直流電源装置更新工事他設計業務委託 2017年5月18日 静岡県設備課

2017年5月24日 ㈲ナガノ設備設計事務所 伊東警察署公舎・警察官待機宿舎公共下水道接続工事他設計業務委託 2017年5月11日 静岡県設備課
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設備設計・監理受注報告実績（平成２９年度）

（一般社団法人静岡県設備設計協会）

（総務委員会）

報告日 報告者 件名 入札日 入札実施機関

2017年6月1日 ㈲洋設計システム 浜松市龍山協働センター非常用発電機更新工事設備設計業務委託 2017年5月11日 浜松市

2017年6月1日 ウエダ建築設備事務所 県営住宅久沢団地外給水施設改修工事 2017年5月2日 静岡県住宅供給公社

2017年6月1日 ㈲コバヤシ設備設計事務所 産業経済会館直流電源装置他改修工事設計業務委託 2017年5月23日 静岡県設備課

2017年6月1日 ㈲コバヤシ設備設計事務所 静岡県勤労者総合会館直流電源設備更新工事設計業務委託 2017年5月23日 静岡土木事務所

2017年6月2日 （有）モア設備設計事務所 県営住宅麻機羽高団地外　排水管改修工事 2017年5月10日 静岡県住宅供給公社

2017年6月2日 （有）モア設備設計事務所 県営住宅富士見団地外　埋設給水管改修工事 2017年5月24日 静岡県住宅供給公社

2017年6月5日 ㈱ＰＬＡＮ－Ｇエンジニアリング 藤枝総合庁舎空調設備更新工事設計業務委託 2017年5月18日 静岡県設備課

2017年6月5日 ㈲オサダ設計 県営住宅三島北上団地外給水施設改修工事設計業務委託 2017年5月12日 静岡県住宅供給公社

2017年6月5日 ㈲オサダ設計 稲取高等学校特別教室棟給水配管他改修工事設計委託 2017年5月30日 静岡県設備課

2017年6月6日 ㈲アドイン設計 地震防災センター空調設備更新工事設計業務委託 2017年5月23日 静岡県設備課

2017年6月6日 ㈲アドイン設計 草薙総合運動場陸上競技場照明塔用受電設備他更新工事設計業務委託 2017年5月29日 静岡県設備課

2017年6月6日 ㈲アドイン設計 草薙総合運動場水泳場ろ過設備更新工事設計業務委託 2017年5月29日 静岡県設備課

2017年6月6日 ㈲アドイン設計 静岡工業技術研究所空調改修工事設計業務委託 2017年5月30日 静岡土木事務所

2017年6月9日 ㈱ビー・コンセプト 牧之原警察署空調設備更新工事他業務委託 2017年6月1日 静岡県設備課

2017年6月20日 ㈲アドイン設計 焼津青少年の家本館直流電源装置更新工事設計業務委託 2017年5月30日 静岡県設備課

2017年6月23日 ㈲アドイン設計 清水北折戸団地給水改修工事設計業務委託 2017年6月13日 静岡市

2017年6月27日 ㈲アドイン設計　　㈲ナガノ
設備設計事務所

愛鷹広域公園多目的競技場空調設備更新工事設計業務委託 2017年6月26日 沼津土木事務所
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設備設計・監理受注報告実績（平成２９年度）

（一般社団法人静岡県設備設計協会）

（総務委員会）

報告日 報告者 件名 入札日 入札実施機関

2017年7月3日 ウエダ建築設備事務所 御殿場高等学校公共下水道接続工事外設計業務委託 2017年6月9日 沼津土木事務所

2017年7月5日 ㈲洋設計システム 浜松市営住宅天神団地Ａ棟他６棟給水施設改修工事設計業務委託 2017年6月8日 浜松市

2017年7月5日 ㈲洋設計システム 浜松東高等学校公共下水道接続工事ほか設計業務委託 2017年6月29日 浜松土木事務所

2017年7月7日 ㈱ビー・コンセプト 男女共同参画センター空調設備更新業務委託 2017年6月22日 静岡県設備課
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設備設計・監理受注報告実績（平成２９年度）

（一般社団法人静岡県設備設計協会）

（総務委員会）

報告日 報告者 件名 入札日 入札実施機関

2017年8月1日 ㈲洋設計システム 浜松市営住宅高丘団地C１棟他３棟給水施設改修工事 工事監理業務委託 2017年7月6日 浜松市

2017年8月8日 （有）モア設備設計事務所 平成29年度上土団地第13号棟外1棟給水改修工事設計業務委託 2017年7月21日 静岡市

2017年8月8日 （有）モア設備設計事務所 平成29年度安倍口団地第27号棟外1棟改修衛生工事設計業務委託 2017年7月21日 静岡市

2017年8月24日 ㈲コバヤシ設備設計事務所 平成２９年度静岡商業高等学校管理教室棟空調設備更新工事他設計教務委託 2017年8月3日 静岡土木事務所
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設備設計・監理受注報告実績（平成２９年度）

（一般社団法人静岡県設備設計協会）

（総務委員会）

報告日 報告者 件名 入札日 入札実施機関

2017年9月1日 ㈲コバヤシ設備設計事務所 県立美術館プロムナード等屋外照明更新工事設計業務委託 2017年8月31日 静岡土木事務所

2017年9月4日 ㈱ビー・コンセプト 焼津水産高等学校第一製造実習棟他空調設備更新業務委託 2017年8月3日 静岡県設備課

2017年9月4日 ㈲アドイン設計 県立美術館ロダン館空調設備改修工事設計業務委託 2017年8月29日 静岡土木事務所

2017年9月4日 ㈲アドイン設計 瀬名南団地改修衛生工事設計義務委託 2017年6月13日 静岡市

2017年9月4日 ㈲アドイン設計 西豊田小学校給水等改修工事設計業務委託 2017年8月22日 静岡市
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報告事項（９-４） 
平成２９年 ９月 １日 

 
ＳＥＰＡ会 第７回ゴルフコンペのご案内 

 
早秋の候、貴社にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、恒例のＳＥＰＡ会によるゴルフコンペを下記のとおり開催いたしますので、多くの会員の

皆様方のご参加をお願い申し上げます。 
記 

 
１ 日 時  平成 29 年１１月８日（水）8 時 40 分 IN スタート（６組）（8 時 00 分集合） 
        （人数が 6 組 24 人になりましたら、締め切りとさせて頂きます） 
２ 会 場  静岡よみうりカントリークラブ 
       （掛川市家代 1188 ０５３７－２６－２１１１） 
 
３ 主 催  ＳＥＰＡ会（一般社団法人静岡県設備設計協会会員有志） 
 
４ 後 援  一般社団法人静岡県設備設計協会 
 
５ 申込先  １０月６日までに代表幹事（設備設計ＫＡＩ 甲斐 裕士）までメールか FAX で。 
       （E-mail：kaisan@po3.across.or.jp） FAX054-667-3826 
 
６ 費 用  プレー費 ≒１３，０００円（キャディー付、食事なし） 
       参加費   ３，０００円 
 
７ 競技規則 ハンディキャップ方式（上限３６） 

（新規参加者はダブルペリアで上限３６とし、優勝した場合は準優勝となります。） 
  
８ 賞 品  １位、２位、３位、ＢＢ、ＮＰ、ＤＣ他多数 
 

（切取り不要） 
ＳＥＰＡ会 第７回ゴルフコンペ参加申込書 

氏 名  
会社名    
メールアドレス  
電話  
携帯電話  
ハンディキャップ 新規参加者は参考ハンデ（前回参加者記載不要） 

 代表幹事変更の為、上記の記入をお願いします。   
設備設計ＫＡＩ（甲斐）までメールかＦＡＸで送って下さい。（出来ればメールで）  
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報告事項（９-５） 
 

 

「定款・規則・規程集」の送付について 

 

前回の理事会（6/23）出席者には、当日「定款・規則・規程集」を配布。 

他の正会員には、６/２７に郵送済。 

 
 

報告事項（９-６） 
 

ラグビー観戦チケットの配布について 

５/１９の総会の時に、県から「県民フィフティーン×１０００組大応援団プ

ロジェクト」について協力のお願いがあり、６/１７開催のチケットを１５枚

購入。観戦希望者を募り全て配布した。 

 
報告事項（９-７） 

 

専攻建築士審査評議員の推薦について 

 

７/２６（公社）静岡県建築士会より標記のことについて依頼があり、 

植田会長を推薦し就任した。 
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