
一般社団法人静岡県設備設計協会 

平成２６年度第３回理事会次第 
 
 

                 日 時：平成２６年１２月１２日（金） 
                  午後４時～ 

場 所：ホテルアンビア松風閣 
 
 
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 創立５０周年記念事業について 
 
＜報告事項＞ 
（１）「設備設計関係協会全国会長会議」報告について 
（２）会員の入会について 

 （３）委員会報告について 
 （４）地区会報告について 
 （５）協会経理について 
 （６）その他 
    ・ゴルフ部会の幹事交代について（会費補助） 
    ・協会ホームページの「会員紹介」について 
    ・忘年会（本日開催）について 
５ 閉会  
 



（第１号議案） 
 
 

創立５０周年記念行事について 

 
  開催日 平成２７年１１月２０日（金） 
  会 場 ホテルアソシア静岡 
  ＊開催日と会場については第２回理事会で、開催日は第一候補１１月２０日（金）、

第二候補１１月６日（金）、会場はアソシア又はセンチュリーで価格の安い方と

する旨を決議されていたので、双方のホテルの予約状況、見積書を比較し決定

した。 
 
検討事項 
 
１ 実行委員会の立ち上げについて 
  ・実行委員会を中心に記念行事の準備を進めることとし、委員会の立ち上げにつ

いて、委員長の決定及び各係を正会員で分担をする。 
 
２ 来賓名簿について 
  ４０周年時の来賓名簿を参考に作成したので、これをたたき台として検討する。 
 
３ 事前の案内状について 
  来賓の案内状を出す前に、県知事と静岡市長には事前に開催日をお知らせして 
  当日のスケジュール調整をして頂く。 
 
４ 協会旗について 
  法人名の変更に伴い、新しく協会旗を作成し５０周年記念式典の時に使用したい。 
  作成の可否の検討をする。 
 
５ 収支予算書(案)について 
  会場のホテルアソシアからの見積りと４０周年の収支決算書を基に作成した。 
  今後の検討により項目・金額の変更の可能性がある。 
 
６ 表彰規程(案)と表彰予定者について  
    永年に亘って、建築設備業の推進と協会の発展に寄与された会員に対し、表彰を 

行いたい。規程を作成し、該当者を表彰する。 
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創立５０周年記念事業における準備特別委員会の設置について 

 
 
［趣旨］ 次年度（平成２７年１１月）に開催が決定しました創立５０周年記念

事業について、準備特別委員会を設置し、記念事業計画（案）を作成し、

今年度中に理事会へ提出する。 
 
 
［委員会メンバー］ 
    委員長 山森 繁 
    委 員 甲斐裕士 後藤利基    計３名 
 
 
［予算］  
    通信・交通費 ３０，０００円（委員会開催は２～３回を予定） 
    会議諸費用  ２０，０００円  
      計    ５０，０００円 
 
 
［その他］ 計画（案）はあくまでも参考資料とし、次年度の理事会で修正・補

足後決定されるものとするが、日程等特別なものについては変更不可

とする。 
 
 
 
 
 

 作成者 山森 繁 
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氏　　名 式典出席 講演出席 祝賀出席 泊 リボン大・中

○静岡県知事 川勝　平太 大
○静岡県議会議長 多家　一彦 大
○国会・県議会議員

顧問静岡県議会議員 天野　　一 大
○静岡市長 田辺　信宏 大
○国土交通省

稲垣　億作 大
神原　治之 大

○静岡県
経営管理部部長 下山　晃司 大
経営管理部財務局局長 川和田　篤 大
経営管理部財務局設備課課長 稲葉　洋幸 大
経営管理部財務局設備課技監 黒柳　正巳 大
経営管理部財務局設備課課長代理 石田　高久 大
経営管理部財務局設備課設備技術班班長 石川　達也 大
経営管理部財務局設備課電気班班長 内山　武志 大
経営管理部財務局設備課機械班班長 石川　雅士 大

○(一社)日本設備設計事務所協会
西田　能行 大

○講師
大

○都道府県協会
(一社)愛知県設備設計監理協会会長 村上　正継 中
三重県設備設計事務所協会会長 伊藤　憲司 中
岐阜県設備設計事務所協会会長 松尾　　仁 中
(一社)山梨県設備設計事務所協会会長 田口　和人 中
(一社)福井県設備設計事務所協会会長 松山  憲雄 中
(一社)石川県設備設計監理協会会長 村島外三雄 中
富山県設備設計事務所協会会長 吉田　光喜 中
(一社)長野県設備設計協会会長 岡宮　清吉 中
(一社)新潟県設備設計事務所協会会長 渋谷　周策 中

○関係団体
（公社）静岡県建築士会会長 佐藤　博行 中

青山　　巌 中
（一社）静岡県建築士事務所協会会長 遠藤　正幸 中

岡野　公彦 中
（一社）静岡県設備協会会長 山本　忠史 中

渋谷　信明 中
村松　　篤 中

静岡設計監理協同組合理事長 高田　雅司 中
大石　憲義 中
松田　良克 中
杉山　和幸 中
鳥波　益男 中
鳥波　益男 中

中部地方整備局静岡営繕事務所長

　　　　　　　　　　　会　長

（一社）日本建築学会東海支部静岡支所長
(公社)日本建築家協会東海支部静岡地域会会長

(一社)静岡県フロン回収事協協会代表理事

静岡県電気工事工業組合理事長
静岡県水処理協会会長

静岡県消防施設業協会会長

2.  創立５０周年記念行事 

（一社）建築設備技術者協会中部支部静岡支所長

所　　　　　　属

来　賓　名　簿（敬称略）（案）

（一財）静岡県建築住宅まちづくりセンター理事長

(一社)静岡県冷凍空調工業会会長

中部地方整備局営繕部整備課長
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氏　　名 式典出席 講演出席 祝賀出席 泊 リボン大・中

三輪容次郎 中
加藤　敬規 中
小杉　定男 中

○報道関係
㈱建通新聞社代表取締役 山地　忠雄 中
㈱建通新聞社静岡支社長 生松　満昭 中
静岡新聞社社長 大石　　剛 中

○諸先輩
第３代会長 山下　高明 中
第４代会長 小池　敏和 中
第５代会長 塩澤　千尋 中
元理事 小柳　克彦 中

所　　　　　　属

(一社)日本CATV技術協会静岡県地区支部長

(一社)静岡県管工事工業協会会長
(一社)静岡県浄化槽協会理事長
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平成２６年１２月吉日 

             （案） 
静岡県知事 
川勝 平太 様 

又は 
 静岡市長 
 田辺 信宏 様 

 一般社団法人 静岡県設備設計協会 
会  長   三ツ井 幹雄 

 
３. 協会創立５０周年記念行事の事前お知らせ 

 
謹啓 師走の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 さて、当協会は昭和４０年４月に発足し、以来、建築設備等の知識の普及啓

発及び情報の提供、建築設備等の技術に関する調査研究等を行い地域社会の発

展に寄与することを目的に活動して参りましたが、来年度は創立５０周年を迎

える事となりました。 
これもひとえに長年にわたるご指導ご高配の賜物と深く感謝いたしております。 
 つきましては、平成２７年１１月２０日（金）に創立５０周年記念行事を開

催したいと存じます。詳細につきましては、改めてご案内申し上げますので 
公務ご多用のところ誠に恐縮ではございますが、何卒ご来臨賜りますよう謹ん

でお願い申し上げます。 
謹白 
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４.  協会旗の作製について 
 

法人名の変更に伴い、新しく協会旗を作成し５０周年記念式典に使

用したい。 

現在ある協会旗は「社団法人静岡県設備設計協会」となっているの

で「一般社団法人静岡県設備設計協会」の協会旗作製を了承願いた

い。 

サイズ  縦７０センチ×横１００センチ 

生 地  綿 

色   濃紺に白文字 

デザイン 中央に協会のマーク、下段に協会名 

価 格  ２１，６００円（税込） 

 

提案者  事務局 市川 
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１．収入の部 （単位：円）

項　目 金　　額

(来賓等)

祝　　儀 290,000 日設協　　　　　　　　　１名 10,000

他県協会　　　　　　　 ９名　 90,000

関係団体　　　　　 　１６名 160,000

報道関係　　　　　　　 ３名 30,000

計　　　　　　　　　　　２９名 290,000

会　　費 1,390,000 正会員　　　　　　　　２９名 290,000

賛助会員　　　　　 １１０名 1,100,000

計　　　　　　　　　　１３９名 1,390,000

協会会計より計上 1,247,840

収入合計 2,927,840 　　　　　　　　　　　 １６８名 1,680,000

２．支出の部 （単位：円）

項　目 金　　額

記念品代 75,000 来賓５０名×@１，５００ 75,000

計 75,000

ホテルアソシア静岡 2,524,340 料理２００名×@５，９４０ 1,188,000

寿司２００名×@１，０８０ 216,000

フリードリンク２００名×@２，６００ 520,000

会場費 291,600

音響、照明、吊看板、席札 90,040

コンパニオン１５名×@１４，５８０ 218,700

計 2,524,340

その他 328,500 表彰関係(記念品、丸筒、表彰状用紙、リボン等) 110,000

タクシー代、駐車代等 10,000

次第用紙代 6,500

司会者寸志 30,000

講師謝金 50,000

来賓用はがき、切手 15,000

封筒 14,000

来賓関係(リボン、ラベル用紙、バッグ) 21,000

来賓二次会費 60,000

日設協会長交通費 12,000

計 328,500

支出合計 2,927,840

収支差額 0

備　　　　　　　　　考

備　　　　　　　　　考

５.     平成２７年１１月２０日創立５０周年記念行事

収支予算書（案）
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６.  表 彰 規 程（案） 

 
 

第１条 この規程は、（一社）静岡県設備設計協会（以下「協会」という。）の会

員に適用する。 
第２条 建築設備設計事業に携わる個人であって、その推進にあたって顕著な功 
績がある等、他の模範として推奨に値する者に対して建築設備設計功労者表

彰を行う。 
第３条 建築設備設計功労者表彰は、次の各号のいずれかに該当し、建築設備設 
計事業の推進に相当の事績を有し他の模範である者に対して行う。 
（１） ５０年表彰 建築設備設計事業に５０年以上従事し、業務に精励す 

るとともに、本協会の役員として２５年以上在職し本協会の発展に 
          寄与した者 

（２） ４０年表彰 建築設備設計事業に４０年以上従事し、業務に精励す

るとともに、本協会の役員として２０年以上在職し本協会の発展に

寄与した者 
（３） ３０年表彰 建築設備設計事業に３０年以上従事し、業務に精励す

るとともに、本協会の役員として１５年以上在職し本協会の発展に

寄与した者 
（４） ２０年表彰 建築設備設計事業に２０年以上従事し、業務に精励す

るとともに、本協会の役員として１０年以上在職し本協会の発展に

寄与した者 
第４条 建築設備設計功労者は、理事会で決定する。 
第５条 表彰は、協会会長が、表彰状を授与して行う。 
２ 表彰は、副賞を添えて行うことができる。 
第６条 表彰の時期は、原則として記念式典とする。 

附則 
 この規程は、平成２７年  月  日から施行する。 

12



　              50周年表彰予定者一覧表
（小数点以下：
月数）

氏　名 会長 副会長 専務理事 理　事 監事 役員年数 会員年数

（５０年表彰）
伴　　賢二 S59.9-H2 S50-59.8 S40-49、H3-13 37 50.7

（４０年表彰）
志賀　正紀 H3-13 S59.9-H2 S50-59.8 27 47.7

（３０年表彰）
手塚　正一 H14-21 H9-13 S58-H2、H5-8 25 36.7

（２０年表彰）
小林　康秀 H22-23 H11-12 H13 H8-10 14 29.10

H14-17
H20-21
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番号 会員名 代表者 入会年月 創立年月 会員年数 会長 副会長 専務理事 理事 監事 役員年数
1 ＭＥサポート 佐野富士雄 Ｈ１８．５ 9.6 Ｈ２４～ 3

2 ㈱ビー・コンセプト 泊　真吾 Ｈ２４．５ 3.5

3 イーグル設備設計 枝村　彰 Ｈ１．１２ Ｓ６２．４ 25.11 Ｈ２２～２３ 2

4 （合）ウエダ建築設備事務所 植田賢司 Ｈ４　＊２ Ｓ６３．５ 23.7 Ｈ１８～１９ Ｈ１６～１７
Ｈ１４～１５
Ｈ２６～

Ｈ２４～２５ 9

5 エル設備企画 中山　巧 Ｈ３　＊３ Ｓ６３．４ 24.7

6 環設備設計事務所 山本晋也 Ｓ５５．４～Ｈ８．５
Ｈ１３．４～ Ｓ５４．１ 30.7

7 佐々木設備設計事務所 佐々木哲男
Ｓ６０．６～Ｈ３
Ｈ６．４～ Ｓ５８．８ 27.2 Ｈ２０～２１

Ｈ１１～１２
Ｈ１６～１9 8

8 志賀建築設備設計事務所 志賀正紀 Ｓ４３．４ Ｓ４１．１０ 47.7 Ｈ３～１３ Ｓ５９．９～Ｈ２ Ｓ５０～５９．８ 27

9 杉山設備設計事務所 杉山　敬 Ｓ４８．５ Ｓ４７．２ 42.6

10 設備設計ＫＡＩ 甲斐裕士 Ｈ１８．６ 9.5

11 総合建築設備設計事務所Souken 中村健一 Ｈ９．６ 18.5 Ｈ２６～ 1

12 ツジシステムデザイン 辻　信之 Ｈ２６．１１ 1

13 ナナミ電気設計 名波睦生 Ｈ５．１０ Ｈ４．５ 22.1 Ｈ１６～１７
Ｈ２４～ 5

14 美和設備設計室 美和静男 Ｓ６３．５ Ｓ６３．１ 27.6 Ｈ２２～ 5

15 村上設備設計事務所 村上善洋 Ｈ４　＊４ Ｓ６０．４ 23.7

16 山森建築設備設計事務所 山森　繁 Ｈ２．４ Ｓ６３．５ 25.7 Ｈ２２～２３ Ｈ２４～ Ｈ１８～２１ 9

17 ㈱ＰＬＡＮ－Ｇｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 後藤利基 Ｈ２１．９ 6.2

18 ㈱エスエスシー 齊藤隆幸 Ｈ１８．８ Ｓ６４ 9.3 Ｈ２４～ 3

19 ㈲アドイン設計 三ツ井幹雄 Ｓ５６．３＊１ Ｈ２４～
Ｈ１４～１５
Ｈ１８～１９

Ｈ１１～１２ 9

20 ㈱セイワ設計 手塚正一 Ｓ５４．４ Ｓ５３．２ 36.7 Ｈ１４～２１ Ｈ９～１３
Ｓ５８～Ｈ２
Ｈ５～８ 25

21 ㈱パブリック設備研究所 伴　賢二 Ｓ４０．４ Ｓ３９．９ 50.7 Ｓ５９．９～Ｈ２ Ｓ５０～５９．８
Ｓ４０～４９
Ｈ３～１３ 37

22 ㈲オサダ設計 長田武士 Ｈ２１．１０ 6.1

23 ㈲コバヤシ設備設計事務所 小林康秀 Ｓ６１．１ Ｓ６１．１ 29.10 Ｈ２２～２３ Ｈ１１～１２　Ｈ１４～１７
Ｈ２０～２１ Ｈ１３ Ｈ８～１0 14

24 ㈲セイブ設備計画 神谷保孝 Ｓ５４．４ Ｓ５３．４ 36.7 Ｈ７～１０　　　Ｈ
２４～ 7

25 ㈲総合設備計画事務所 川端猛真 Ｓ５４．４ Ｓ５１．４ 36.7

26 ㈲ナガノ設備設計事務所 永野靖子 Ｓ５４．４ Ｓ４８．４ 36.7 Ｈ２２～２３ 2

27 ㈲モア設備設計事務所 村松　宏 Ｈ４．１１ Ｈ１．４ 23

28 ㈲洋設計システム 鈴木洋之 Ｈ１．５ Ｈ１．４ 26.6 Ｈ１８～２１ 4

29 ㈱フレームアーツ 大塚　優（担当者）Ｈ２５．４ Ｈ２１．７ 2.7

正会員会員年数、役員年数調査表（会員年数は平成２７年１１月　　役員年数は平成２６年度まで）
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＊１　          Ｓ４９．７建築設備計画開設　Ｓ５６．３名称を㈱静岡建築設備計画として法人化

＊２，３，４　　広報誌で確認のため入会月は不明、今回は暫定措置で4月として計算した。

・代表者の変更　　㈲ナガノ設備設計事務所　永野賀杜雄→永野靖子（Ｈ４）

　　　　　　　　　㈲総合設備計画事務所　　設楽茂雄→川端猛真（Ｈ２０）  一覧表では事業所としての会員年数を標記してある。

　　　　　　　　　㈱エスエスシー　　　　　齊藤成晴→齊藤隆幸（Ｈ２３）    (個人の年数ではない)

　　　　　　　　　環設備設計事務所　　　　山本幸男→山本晋也（Ｈ２４）
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（報告事項１） 
 
 

「設備設計関係協会全国会長会議」報告について 
 
 
 

 

開催日時 平成２６年１１月１８日（火）１１:００～１４:００ 

 

開催場所  木材会館６F 会議室 

     東京都江東区新木場１-１８-８ 

 

議  案 １ 建築士法一部改正の経緯説明 

      ２  業務報酬基準の件 

     ３ 連合会設立の件(経過報告及び概要説明) 

          ４ 今後の対応等に関する件 

     ５ その他 
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（報告事項２） 
 

会員の入会について 
 
 

 １．正会員 ツジシステムデザイン 
            代 表  辻 信之 
  入会申込書の提出日    平成２６年１０月 ７日 
  理事会での審議、承認日  平成２６年１０月２１日 
  入会審査通知書の通知日  平成２６年１０月２１日 
  入会金及び年会費入金日  平成２６年１１月１３日 
 
２．賛助会員 株式会社オーディックス 
           企画営業部長 杉本 裕示 
   
  入会申込書の提出日    平成２６年 ７月１４日 
  理事会での審議、承認日  平成２６年 ７月２５日 
  入会審査通知書の通知日  平成２６年 ７月２８日 
  入会金及び年会費入金日  平成２６年 ８月 ８日 
 
３．賛助会員 ニッタン株式会社 中部支社 
           中部支社長 齋藤 勉 
 
  入会申込書の提出日    平成２６年 ８月１４日 
  理事会での審議、承認日  平成２６年 ８月２９日 
  入会審査通知書の通知日  平成２６年 ８月２９日 
  入会金及び年会費入金日  平成２６年 ９月２２日 
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（報告事項３） 
 
 

委員会報告について 
 
 
１ 報告期間 
  平成２６年７月２５日から平成２６年１２月１１日 
 
２ 報告内容 
（１）総務委員会 
   ○他団体等との情報交換事業 

・県設備課との意見交換会を平成２６年９月５日（金）に 
     静岡市産学交流センターにて行った。 
 
    ・建築五団体賀詞交歓会 
     （公社）静岡県建築士会の不参加発表を受けて、今後について五団体で検討

を重ね、結果としてこれまでの賀詞交歓会の運営方法を見直して会を継続す

ることとなった。 
     開催時期 平成２７年１月２３日（金） 
     会  場 ホテルアソシア静岡 
     名称を「建築関係団体新年会」に変更する。 
 
    ・会員交流会（忘年会）（本日開催） 
     平成２６年１２月１２日（金）～１２月１３日（土） 
     会場 ホテルアンビア松風閣 
      
 
（２）技術委員会 
   ○建築設備設計技術向上事業 

・技術講習会を平成２６年１０月２４日（金）に 
静岡市産学交流センターにて開催した。 

     
○設計施工技術共同研修事業（共同事業推進委員会：視察研修会） 

    平成２６年９月２６日（金）第２回共同事業推進委員会を開催した。 
    時 期 平成２７年２月２７日（金）～２８日（土） 
    研修先 ㈱エヌ・ワイ・ケイ埼玉工場（埼玉県蓮田市根金）他 
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（３）広報委員会 
  ① 第４回広報委員会を平成２６年９月１２日（金）に行った。 
   ・広報誌送付後の修正事項の確認を行った。 
   ・広報誌「風とあかり」３７号については５０周年記念号とする。 

     来年度は式典もあり、予算的に厳しいことが予想されるので広告を多く集める

必要が生じる可能性が高い。 
賛助会員に事前に広告予算確保をしてもらうために、各社予算要求時期に５０

周年ということをＰＲする挨拶状（会長名、広報委員長名）を出したらどうか。

ただし来年度予算が成立する前に出すことについて差し支えないかの確認を

する。 
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静岡県設備課との意見交換会 

次 第 
 
 

日 時：平成２６年９月５日（金） 
                       １５時～ 

会 場：静岡市産学交流センター演習室１ 
    （ペガサート７階） 

 
 
１ 開 会 
 
２ 挨 拶 
 
（１）静岡県経営管理部財務局設備課 課長 稲葉 洋幸 様  
 
（２）（一社）静岡県設備設計協会 会長 三ツ井 幹雄 
 
３ 自己紹介 
 
４ 議 事 
 
（１）協会提案議題 
 
（２）その他 
 
５ 閉 会 
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静岡県設備課との意見交換会 
出席者名簿 

 
 
静岡県経営管理部財務局設備課 

職  名 氏  名 備  考 
課長 稲葉 洋幸  
技監 黒柳 正巳  
課長代理 石田 高久  
設備技術班班長 石川 達也  
電気班班長 内山 武志  
機械班班長 石川 雅士  
 
（一社）静岡県設備設計協会 

職  名 氏  名 備  考 
理事（会長） 三ツ井 幹雄 ㈲アドイン設計 
理事（副会長） 美和 静男 美和設備設計室 
理事（専務理事） 山森 繁 山森建築設備設計事務所 
理事 佐野 富士雄 ME サポート 
理事 植田 賢司 （合）ウエダ建築設備事務所 
理事 名波 睦生 ナナミ電気設計 
理事 神谷 保孝 ㈲セイブ設備計画 
理事 齊藤 隆幸 ㈱エスエスシー 
相談役 小林 康秀 ㈲コバヤシ設備設計事務所 
正会員 志賀 正紀 志賀建築設備設計事務所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34



 
静岡県設備課との意見交換会 

議題一覧 
 

１ 協会提案 

（１）県単価の追加項目要望 

 

 

 

 

（２）設備監理の発注 

 

 

 

 

（３）設備地震対策ガイドライン（Ｈ２５）の改訂ポイントの説明 

 

 

 

 

（４）協会への業務依頼の発注 

 

 

 

 

（５）設計完了検査が結果的に数か所で受ける事について 

 

 

 

 

（６）建築設備士資格者の活用 

 

 

 

 

（７）設計書基準について 
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（８）撤去・処分費の算出シートについて 

 

 

 

 

（９）見積の徴集について 

 

 

 

 

（10）改修・撤去工事の図面について 

 

 

 

 

（11）完成現場の見学について 

 

 

 

 

２ その他 
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静岡県設備課との意見交換会の記録  
 

                       一般社団法人 静岡県設備設計協会 
                         総務委員長 名波 睦生 
 
●日時：平成 26 年 9 月 5 日（金曜日） 午後 15 時～17 時 
●場所：静岡市産学交流センター7 階演習室 1 
●参加者 
県側（経営管理部財務局設備課）：課長 稲葉洋幸 技監 黒柳正巳 課長代理 石田高久  

              技術班班長 石川達也 電気班班長 内山武志 
              機械班班長 石川雅士 

協会側：会長 三ツ井幹雄 副会長 美和静男 専務理事 山森繁 
     理事 名波睦生 佐野富士雄 植田賢司 神谷保孝 齊藤隆幸 
     相談役 小林康秀 正会員 志賀正紀               
 
〇意見交換会内容記録 ※(県)県設備課側より、(協)協会側からの発言 
協会提案 
1.県単価の追加項目要望 
(協) 手すり類の取り付け費やビルマルの大型機種の設置費等の追加をしていただきたい。 
(県) 常に使うものであればリストアップして、設備課から技術管理課へ働きかけは出来る。 
＊協会でまとめて一覧表にして県へ提出し、県設備課より技術管理課に検討願いを投げか

けて頂く。 
2.設備監理の発注 
(協)現場近くの者であれば、きめ細かい監理が可能で、品質の良い物ができる。 
  設備と監理を一緒に出してもらえれば、責任を持って最後まで仕事を見届けることがで

きる。 
(県)建築に出ているものを設備に出すのは難しい、また発注を出しても人材不足もあり、応

募が無いこともある。 
3.設備地震対策ガイドライン（Ｈ２５）の改訂ポイントの説明 
(協)ガイドラインの大きな改訂ポイントについて教えてください。 
(県)ガイドラインの改訂概要としては、 
 追加項目 ・津波対策  

・策定後の新たな技術の反映 
        ①太陽光発電設備による停電時対策 
        ②マンホールトイレによる排水設備対策 
見直項目  ・機能自立期間等の設備機能維持目標の整理及び設備耐震固定等の強度を「建
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築設備耐震設計・施工指針２００５年版」と整合 
     ・震度階による区分 
     ・設備対応表（用途別設備対応策） 
     ・東日本大震災の被害状況を踏まえた設備耐震対策 
     ・ＳＩ単位系への変更 
  ２０１４年４月から県のＨＰで公表している。 
4.協会への業務依頼の発注 
(協)前年度の「耐震・津波診断」のような協会へ発注する業務依頼の計画はありますか。 
(県)対津波の防災拠点施設の診断は終了したところから、今年の予定はありません。 
  その他のものについては未定。 
5.設計完了検査が結果的に数か所で受ける事について 
(協)担当部署で完了検査を受けた後、後日に土木事務所や設備課でチェックを受ける事があ

る。受ける事は良いのですが、その対応が必要となり、考え方が違う場合がある。 
  設計から参加して頂ければありがたい。 
(県)３土木事務所（沼津・静岡・浜松）は設備があるがそれ以外にはない。 
  営繕課では、設計と工事は一緒にやっている。公営住宅課は、設計は公営住宅課が一

本で行っており、図面については土木事務所にも出すようになっている。 
6.建築設備士資格者の活用 
(協)設備業界全体の地位向上及び技術力向上のために、資格者の活用を高め又設備設計者の

資格取得意識を高めたい。 
(県)平成２６年６月に建築士法の一部が改正され、「建築設備士」が法律で定められ、延べ

面積 2,000 ㎡を超える建築物について建築設備士の意見を聴くことが建築士の努力義務

となったことを受けて今後考えていくことになると思う。 
7.設計書基準について 
(協)ＲＩＢＣ2 への移行は今後どのようになっていくのでしょうか。講習会等はあるのでし

ょうか。 
(県)静岡県では平成２７年度以降に発注する建築設計業務委託よりＲＩＢＣ２への移行を

予定している。講習会について予定はしていないが、（一財）建築コスト管理システム

研究所のＨＰでＲＩＢＣ Ｗｅｂトレーニングとして機能説明と操作説明があるので

参考にして頂きたい。 
8.撤去・処分費の算出シートについて 
(協)以前作成して頂いた撤去・処分費積算シートの運用をより広めて頂くよう働きかけをお

願いしたい。 
(協)県のシートを市町で使用してもよろしいでしょうか。 
(県)政令市では情報提供という形で県の撤去・処分費積算シートの情報は提供している。 

これはあくまで県の単価であり、県の工事のものについてはＯＫだが、市町に該当する
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ものではないので、市町の判断による。 
9.見積の徴集について 
(協)ＬＥＤ照明の場合５社満足するものは限りがあるので３社程度でお願いしたい。 
  また、工事規模によりカタログ程度、３社、５社に変更願いたい。 
(県)ＬＥＤ照明等、特殊事情や地域性のあるものについては、５社見積徴集が難しい理由を

付して見積を徴集してもらい協議して頂くまた、工事規模を勘案して担当と協議するこ

とで進める。 
10.改修・撤去工事の図面について 
(協)既設図面が無い場合が多いため、盤・照明程度のプロット図面だけでもお願いしたい。 
(県)業務の内容としては既設の状態を図面に落としてもらい、それに基づいた改修・撤去を

お願いしたい。 
11.完成現場の見学について 
(協)大小問わず完成後（完成検査時など）に現場見学出来れば収まり等、今後の設計に役立

つと思う。 
(協)後学のためにも特に特殊なものについては協会として見学会をやるのも良いと思う。 
(県)県の担当者が若いため、図面と現場が違っていると設計元の事務所に相談があると思う

がよろしくお願いしたい。 
 
12.その他 
(協)設計物件完成後の収まり等、指示事項があれば書面等で頂ければ、今後のより良い設計

に役立つと思う。 
 (県)。提出するように検討する。 
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県設備課との意見交換会（Ｈ２６．９.５（金））経費計算書 
 

支  出 
年月日 支出先 内容 金額 

H26.6.25 静岡市産学交流センター 会場使用料 3,700 
H26.9.5 三ツ井幹雄他９名 出席交通費 35,000 
H26.9.5 デイリーヤマザキ静岡伝馬

町通り店 
意見交換会用 
お茶代 

1,836 

合  計   40,536 
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建築関係団体賀詞交歓会打合せ記録 
 

日 時 平成２６年９月１２日(金)１３:３０～１４:４０ 
会 場 建築士事務所協会会議室 
出席者 建築士会     岡山副会長 
    ＪＩＡ静岡    望月美幸(会員) 
    建築学会     渋谷支所長 
    建築士事務所協会 鈴木専務理事 
    設備設計協会   市川倫代 
 
打合せ内容 
 ①これまでに開催した代表者打合せ会の内容について士事協より説明があり、 
  今度から会の形態を変えての開催になるので、例年より早く打合せ会を開

いたことを述べた。 
 ②見直し検討項目 
  1.会ごとの目標人数を廃止 
  2.名簿を五十音順にし、すべての所属会に〇を付す方式に戻す 
  3.経費のかからない会場を使用する 
  4.飲食の内容を見直す 
  5.受付を会ごとでなく集約する 
  6.幹事は持ち回りでなく分担制として負担を分散する 
  ・一度に全ての見直しは難しいため今回は 3 の会場については、例年通り

アソシアで行う。ただし、会場の広さを 2/3 に縮小する。 
   (1 を廃止することで参加者の減少があるとの判断による) 
  ・アソシアを 1/20(火)と 1/23(金)を仮押さえしてあるので、開催日について

各会で検討して頂きたい。 
  ・1 で目標人数を廃止したが、大体で良いので各会でどの位の参加者を見込

めるかをお教え頂きたい。 
  ・見直しの項目を含めて今後検討していく。 
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■事業報告 
【技術講習会】 
実施日時：平成 26 年 10 月 24 日（金曜日）13 時 30 分～16 時 30 分  
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  
受講者：７１名  参加者：７２名（事務局１名） 
    静岡県９名、静岡市６名、富士市２名、正会員２３名、賛助会員２７名 
    設備協会４名 
第一部演題・・・『最近の消防法改正とその指導』 

講師：静岡市消防局 消防部査察課 消防同意係 副主幹 植竹秀夫様。 
 
ホーチキによる最新消防機器の紹介。 
 
第二部演題・・・『建築物省エネルギー性能表示制度について』 

講師：株式会社確認サービス静岡支社 副支社長 脇田浩二様。 
 
総評 
静岡県庁をはじめ各市の関係職員様、賛助会員、正会員の多くの出席をいただき最新情

報の提供を行ないました。 
第一部講習では、スプリンクラー設置基準の見直しをはじめ広範囲型２号消火栓設置推

進などの講義 
第二部講習では、省エネルギー性能表示（BELS）の解説及び入力シートへの入力の仕方

と細かいところまで、とても有意義な講習会となりました。 
 
講習会にご参加の皆様、お忙しい中多数のご出席ありがとうございました。 
当委員会では今後この様な有意義ある講習会を開催していきたいと思います。 
どうぞよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 

技術委員一同 
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平成２６年度技術講習会出席者名簿

（順不同、敬称略）

No 所       属 氏  名 No 所       属 氏  名

1 静岡県　財務局設備課 石田　高久 37 セルコ㈱ 橋詰　　歩

2 静岡県　財務局設備課 石川　達也 38 アイシン精機㈱ 松井　一憲

3 静岡県　財務局設備課 村瀬　伸哉 39 ニッタン㈱中部支社 齋藤　　勉

4 静岡県　財務局設備課 石黒　義英 40 マスプロ電工㈱ 大野　秀典

5 静岡県　財務局設備課 山口　進吾 41 静岡ガス㈱ 磯部　智明

6 静岡県　財務局設備課 杉山　博教 42 静岡ガス㈱ 神谷　俊之

7 静岡県　財務局設備課 内山　武志 43 静岡ガス㈱ 秋田　信行

8 静岡県　財務局設備課 中野　俊一 44 静岡ガス㈱ 寄松　　一

9 静岡県　財務局営繕工事課 鈴木　宏隆 45 静岡ガス㈱ 藤田　和也

10 静岡市役所　文化振興課 岡田　香寿人 46 静岡ガス㈱ 山口　　晋

11 静岡市役所　文化振興課 野口　翔太 47 静岡ガス㈱ 多田　克也

12 静岡市役所　教育施設課 後藤　知史 48 静岡ヤンマー㈱ 辻　　智之

13 静岡市役所　教育施設課 松村　道臣 49 ＭＥサポート 佐野　富士雄

14 静岡市役所　都市局建築部設備課 岩崎　祐樹 50 ㈲コバヤシ設備設計事務所 小林　康秀

15 静岡市役所　都市局建築部設備課 赤堀　慎之介 51 ㈲コバヤシ設備設計事務所 古川　永泰

16 富士市役所　建設部施設建築課 山田　浩佑 52 環設備設計事務所 山本　晋也

17 富士市役所　都市整備部住宅政策課 高橋　智太 53 ㈲総合設備計画事務所 川端　猛真

18 ㈱三ツ星工業 今井　博巳 54 ㈲ナガノ設備設計事務所 永野　靖子

19 ㈱大和工機 望月　克洋 55 ㈲モア設備設計事務所 村松　　宏

20 ㈱大和工機 國松　昴平 56 ナナミ電気設計 名波　睦生

21 東洋設備㈱ 中村　幸司 57 ㈱ＰＬＡＮ－Ｇエンジニアリング 横山　純也

22 鈴与建設㈱ 吉川　浩司 58 ㈱フレームアーツ 大塚　　優

23 ダイキンＨＶＡＣソリューション東海㈱ 曽根　　進 59 ㈱フレームアーツ 植田　和孝

24 ダイキンＨＶＡＣソリューション東海㈱ 釜下　禎広 60 ㈲セイブ設備計画 神谷　保孝

25 三菱電機住環境システムズ㈱ 天野　重明 61 ㈲セイブ設備計画 増田　美晴

26 三菱電機住環境システムズ㈱ 松永　敏行 62 設備設計ＫＡＩ 甲斐　裕士

27 三菱電機住環境システムズ㈱ 森下 63 山森建築設備設計事務所 山森　　繁

28 日管㈱ 後藤 64 ㈱エスエスシー 齊藤　隆幸

29 旭産業㈱ 近藤　行正 65 村上設備設計事務所 村上　善洋

30 ㈱朋電舎 鈴木　辰徳 66 村上設備設計事務所 望月　滝次

31 三洋静岡設備㈱ 久保田　豊 67 (合)ウエダ建築設備事務所 植田　賢司

32 三洋静岡設備㈱ 増田　　亮 68 ㈲アドイン設計 三ツ井幹雄

33 ㈱シズデン 野崎　裕幸 69 ㈲アドイン設計 八木　　浩

34 ㈱シズデン 加藤　哲也 70 美和設備設計室 美和　静男

35 ㈱ＴＯＫＡＩ　設備工事部 袴田　　健 71 総合建築設備設計事務所　Ｓｏｕｋｅｎ 中村　健一

36 セルコ㈱ 西川　昌宏 72

日　時：平成２６年１０月２４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（ペガサート６階）
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技術講習会（Ｈ26.10.24(金)） 経費計算書 
 
支 出 

年月日 摘 要 内 容 金 額 
H26. 5.19 静岡市産学交流センタ

ー 
会場使用料 21,240 

H26.10.20 竹茗堂 講師土産お茶代 10,800 
H26.10.24 しずてつストア 出席者お茶（ペットボトル） 9,745 
H26.10.24 稲川駐車場 駐車代（資料等運搬） 200 
H26.10.24 東芝テック㈱ 資料コピー 99,000 
合   計    140,985 
＊コピー代  資料枚数 ５５枚×９０部=４，９５０,枚 
       ４,９５０枚×@２０=９９,０００円 
 
出席者数 ７１名    
 
申込者数       ８２名 
内当日欠席      １３名 
事前申込なしの出席者    ２名 
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平成２６年度第２回共同事業推進委員会 

会議録 
 
 

日 時：平成２６年９月２６日（金）１７時～１８時 
場 所：（一社）静岡県設備設計協会事務所 

 
 
１ 開 会 
 
２ 委員長挨拶 
 
３ 議 事 
（１）研修旅行について 
   実施時期  平成２７年２月２７日（金）～２８日（土）に決定 

 ・行先、研修先 
   １．㈱エヌ・ワイ・ケイ埼玉工場見学 （埼玉県蓮田市根金） 
   ２．パソナオーツー 植物育成システム見学（東京都千代田区大手町） 
   研修は第１日目に行い、２日目は自由行動とする。 
   ２日目の行先については、酒蔵見学を含めて福島さんにアンビアとの交渉と

調整をお願いした。（見学先、宿泊先、食事先等） 
  ・予算及び参加者 
    予算額は例年通り３万～３万５千円位にする。 
    参加者数も例年通り３０名前後の予定。 

・その他 
   ・出発日のスタート時間 
    静岡８:００で東方面の参加者を途中乗車していく。 
    静岡以西は、アンビア本社のある焼津・吉田あたりをスタート地点とし、 
    途中乗車していく。 
      ・最終見積は１２月に出す。 
   ・会員への案内は１月の第２週５日(月)からの週に通知し、締切は１月末日と

する。 
出席者 設備協会   渡辺、木村、竹内、福島（事務局） 

       設備設計協会 佐野、三ツ井、山森、川端、市川（事務局） 
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一般社団法人静岡県設備設計協会 
平成２６年度第４回広報委員会 

次  第 
 
 

日 時：平成２６年９月１２日（金） 
１６時３０分～ 

場 所：（一社）静岡県設備設計協会事務所 
 
 
１ 開 会 
 
２ 委員長挨拶 
 
３ 議 事 
（１）広報誌送付後の修正事項の報告について 
  ・修正等連絡のあったもの・・・・７件（別紙） 
（２）広報誌「風とあかり」５０周年記念誌について 
  ・出版計画工程について 
（３）その他 
 
４ 閉 会 
 
 
  ※出席者： 神谷保孝、川端猛真、甲斐裕士、後藤利基 
        中山  巧、手塚正一、福嶋健二、藤井裕典 
 
   欠席者： 長田武士、野崎裕幸 
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「風とあかり」３６号修正事項等 
             （連絡のあった事項） 

 
                                                 （ Ｈ26.8.22 現在） 
修正事項 社名・団体名 内     容 
送付停止 はまなこ病院  Ｈ25.3.14 閉院のため 

 
送付停止 東海大学開発工学部 Ｈ２６年度学生が卒業後閉鎖のため（す

でに学生の募集はしていない） 
送付停止 東海大学短期大学部 

図書館 
書庫狭隘のため   

住所変更 ㈱キッツ東海営業所 ビル内フロアが変更３Ｆ→８Ｆ 
住所・ビル名は変更なし 

住所変更 ㈱ノーリツ静岡支店 静岡市葵区長沼 703-1→  
  長沼 681-2 ALSOK 静岡ビル 5Ｆ 

担当者変更 
 

ミツワ電機㈱ 旧担当者 宮下→ 新担当者 影山 
 

再送付 県交通基盤部建設支援

局工事検査課 
落丁本が送付されたので再送付とした 
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平成２６年度広告料一覧

（平成２６年９月30日現在）
番号 広告主 広告主担当 サイズ 金額 請求日 入金日

1 大学産業㈱ 高林　克幸 １／４頁（白黒） 30,000 8月1日 8月25日
2 パナソニック㈱エコソリューションズ社 輿水　光仁 裏表紙裏（カラー 100,000 8月1日 9月16日
3 ㈱宇式通信システム 土橋　博 １／４頁（白黒） 30,000 8月1日 8月29日
4 ㈱ジョットツーリスト 流石　秀二 １／４頁（白黒） 30,000 8月1日 8月25日
5 静岡ガス㈱ 多田　克也 Ａ４ １頁（カラー） 100,000 8月1日 8月18日
6 ㈱ショウエイ 辻　寛専務 裏表紙（カラー） 120,000 8月1日 8月29日
7 三洋静岡設備㈱ 増田　亮 １／４頁（白黒） 30,000 8月1日 8月18日
8 三菱電機住環境システムズ㈱ 松永　敏行 表紙裏（カラー） 120,000 8月1日 9月19日
9 丸茂電機㈱ 遠山　政男 １／４頁（白黒） 30,000 8月1日 9月5日

10 パーパス㈱ 横地　正人 Ａ４半頁（白黒） 50,000 8月1日 9月30日
11 ㈱ニューエレキテル 寺田　知明 １／４頁（白黒） 30,000 8月1日 8月11日
12 ㈱クーポール会館 村松営業部長 １／４頁（白黒） 30,000 8月1日 8月11日
13 東芝ライテック㈱ 高本　伸治 １頁（白黒） 80,000 8月1日 8月29日
14 フジクリーン工業㈱ 井村　博志 １／４頁（白黒） 30,000 8月1日 8月12日
15 ㈱エヌ・ワイ・ケイ 遠藤　翔太 Ａ４ １頁（カラー） 100,000 8月1日 8月20日
16 ㈱ケアコム 竹内　大介 １／４頁（白黒） 30,000 8月1日 8月29日
17 セルコ㈱ 鈴木　永雄 １／４頁（白黒） 30,000 8月1日 8月29日
18 中部ガス㈱浜松支店 笹川　吾 Ａ４半頁（白黒） 50,000 8月1日 8月15日

合　　計 1,020,000
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平成２６年９月３０日 
 
 

広報誌「風とあかり」第３６号 
収支 

 
 
１ 収入 
（１）広告料収入（３６号） １，０２０，０００円 

      計     １，０２０，０００円 
 

２ 支出 
年月日 相手先 内容 金額 

26.04.05 広報委員 第１回広報委員会交通費 27,500 
26.04.05 セブンイレブン静岡南口店 第１回広報委員会お茶代 366 
26.06.28 広報委員 第２回広報委員会交通費 28,500 
26.06.28 ウィンダーランドアスティ店 第２回広報委員会お茶代 1,360 
26.06.28 レストラン MITA 第２回広報委員会会議費（食費） 11,000 
26.07.19 広報委員 第３回広報委員会交通費 27,500 
26.07.19 ウィンダーランドアスティ店 第３回広報委員会お茶代 1,179 
26.07.19 レストラン MITA 第３回広報委員会会議費（食費） 8,000 
26,07,24 三日月堂 広報誌袋詰め用セロテープ代 1,500 
26,08,01 日本郵便㈱ 広報誌郵送代、広告掲載社１8 社（請求書同封） 4,500 
26.08.08 大日紙業㈱ 広報誌印刷費 656,100 
26.08.08 大日紙業㈱ 広報誌送付文 8,424 
26.08.08 大日紙業㈱ 角２封筒 25,596 
26.08.11 日本郵便㈱ 広報誌送付代（再送付 1,新入会会員 1）     500 
26.08.11 NPO 法人ｽﾘｰｱｰﾙ静岡 広報誌発送委託料（袋詰め）    17,200 
26.08.11 大和タクシー じゃんぷへ広報誌送付作業資料引取り交通費     1,650 
26.09.11 ローソン静岡駅西口店 第４回広報委員会お茶代 368 
26.09.12 広報委員 第４回広報委員会交通費 21,500 
26.09.12 静岡グランドホテル中島屋 第４回広報委員会会議費（食費） 59,037 
26.09.26 ヤマト運輸㈱ 広報誌発送メール便代 86,510 
合 計   988,290 

  
３ 収支差額 
   1,020,000－988,290=31,710 円 
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（案） 
静設協第  号 

平成２７年３月吉日 

賛助会員各位 

(一社)静岡県設備設計協会 

会   長 三ツ井幹雄 
広報委員長 神谷 保孝 

 

協会広報誌「風とあかり」３７号発行について 

 
拝啓 早春の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
平素は、本協会の事業活動に対しまして、格別のご指導、ご支援を賜り 
厚く御礼申し上げます。 
また毎回の「風とあかり」発行につきましては協賛を頂き重ねてお礼申し上げ

ます。 
 協会は、平成２７年に創立５０周年の節目を迎え、１１月に記念式典を計画

しております。 
「風とあかり」は、毎年８月頃を目安として発行をしていますが、本年は記念

式典にあわせて１１月の発行を予定しております。 
３７号は「５０周年記念号」として従前とは違う内容で皆様にお届けいたしま

す。 
いつも賛助会員様には広告の協賛を頂いておりますが、３７号も記念号という

事で、以前に増してのご協力をお願いすることとなりますが宜しくお願い申し

上げます。 
詳細につきましては改めてご案内させていただきます。 
何卒よろしくお願い申し上げます。 

敬具 
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単位（円）

総務委員会 項目 予算額 支出額 残額

会議費・交通費 120,000 16,000 104,000

賀詞交歓会 420,000 0 420,000

会員研修会（忘年会） 570,000 0 570,000

意見交換会 30,000 40,536 -10,536

計 1,140,000 56,536 1,083,464

技術委員会 項目 予算額 支出額 残額

（共同事業含む） 会議費・交通費 126,000 63,707 62,293

技術講習会 91,000 140,985 -49,985

共同事業視察研修 423,500 43,366 380,134

計 640,500 248,058 392,442

広報委員会 項目 予算額 支出額 残額

会議費・交通費 173,000 186,310 -13,310

広報誌発行事業費 919,000 801,980 117,020

ホームページ運営費 170,000 170,100 -100

計 1,262,000 1,158,390 103,610

平成２６年度各委員会収支一覧(H26.11.30現在）
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 （報告事項４） 
 
 

地区会報告について 
 
 
１ 報告期間 
  平成２６年７月２５日から平成２６年１２月１１日 
 
２ 報告内容 
（１）東部 
    
 
（２）中部 
  ○第３回中部地区会 
   ・平成２６年１０月２４日（金） 
  ○第４回中部地区会 
   ・平成２６年１２月５日（金） 
 
（３）西部 
  〇第２回西部地区会 
   ・平成２６年１１月２８日（金） 
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記録 川端

日時 １７：３０～ 場所 協会事務局

出席人数 １班 三ツ井 山本 甲斐 名波 川端 泊

9人 ２班 コバヤシ モア Ｓouken 村上 山森 後藤 

／１2人

75%

１．前回議事録の確認(村松） 平成２６年  ７ 月 １７ 日（木）開催分

２．理事会の報告(山森） 平成２６年  ７ 月 ２５ 日（金）開催分

　　・ 静岡県設備設計協会５０周年記念は行う。（内容は現在進めている）

３．委員会報告

　■　総務委員会（名波）

　　・ 静岡県設備設計協会の忘年会を１２月１２日（金）、焼津松風閣にて１８：３０より開催いたします。

上記を１１月４日頃通知する予定です。

　　・ １０月１６日（木）に建築五団体による平成２７年度賀詞交換会の打ち合わせを行いました。

賀詞交換会開催は、平成２７年１月２３日（金）　場所はホテルアソシア

　■　技術委員会（中村）

　　・ １０月２４日（金）１３：３０より技術講習会を開催しました。

　■　広報委員会（川端）

　　・ ７月１９日（土）委員会を開催しました。

　　・ ９月１２日（金）委員会を開催しました。

４．その他

　　・県設備課との意見交換会の報告

９月５日（金）にペガサートにて開催しました。

　・リービック２への移行の件

　・産廃シートの更新の件・・・追加してほしいものがあれば、事務局へ連絡し、まとめて県へ送る。

　・建物見学会の件・・・見学したい建物を協会より県へ伝える。

　　・中部地区忘年会について

１２月５日（金）１８：３０からを予定（幹事はモア設備さんで、場所等は一任）

（当日17:00より中部定例会を事務局にて行います。役員改正の件がありますので全員の出席をお願いします）

　　・今後の定例会について

２ヶ月に１回を目安に行う。

　　・役員改正について他

１２月５日（金）１７：００からの中部定例会内で方向性を決める。

　　・共同事業推進委員会の報告

７月１８日（金）委員会を開催しました。

９月１２日（金）委員会を開催しました。

　・研修旅行について、実施時期は平成２７年２月２７（金）～２８（土）、場所は検討中（埼玉方面の予定）

　　・定例会等の連絡について

開封メール返信及び出欠の連絡を必ずして下さい。

　　※次回開催日　 平成２６年 １２月 ５日（金）１７：００より　協会事務局　

定例会終了後場所を移動し、忘年会を行います。

平成２６年度　第３回 中部定例会　記録

平成２６年１０月２４日（金）
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記録

× 伴 ○ 杉山 ○ 手塚 ○ 神谷 ○ 美和 ○ 鈴木 ○ 枝村 ○ 中山

× 斎藤 ○ 大塚 ○ 辻

1 新会員紹介

ツジシステムデザイン　代表　辻　信之　様

2 委員会等の報告事項

H26、12月12日（金）に第３回理事会開催。

同日に会員交流会（忘年会）開催される。

3 来年度の協会の理事、地区長候補の確認

来年度は、順番通り、手塚氏、鈴木氏、枝村氏、中山氏、大塚氏にお願い申し上げます。

まだ候補のみで、詳しい内容は、決まり次第報告します。

4 今後の協会関連行事予定

　 H26,12月12日（金）　第3回理事会、会員交流会　（焼津市ホテルアンビア松風閣）

H27,1月23日（金）平成27年建築関係団体新年会（静岡市ホテルアソシア静岡）

5 次回西部地区開催日

次回は、1月下旬・2月中に開催。

出席人数

9/10人出席

(社)静岡県設備設計協会

平成26年度　西部地区会　議事録

日　　時 平成26年11月28日（金） 19：00～20：00 杉山
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（報告事項５） 
 
 

 協会経理について 
 

時  期 普通預金 手元現金 
平成２６年４月末 ５，９５１，８３９ １４０，２０７ 

５月末 ５，４８７，８７８  ９６，４７７ 
６月末 ５，５４４，７２０   ９４，２５７ 
７月末 ５，１４９，０９６   １１４，２９８ 
８月末 ５，０５３，４４７    １０３，７７０ 
９月末 ４，８８４，８５０      ９３，４６９ 

１０月末 ４，５１１，８０６   １１８，４５３ 
１１月末 ４，１１６，４８０   １１０，８６７ 

１２月５日現在 ４，１００，０５４   １０６，０４３ 
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（報告事項６） 

ゴルフ部会の幹事交代について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会員交流会（忘年会）会計について 

本日開催の忘年会について、会費収入は５７８，０００円であるが、 
費用について、６０２，５４０円が見込まれる。（宿泊費、宴会費） 
不足額については、総務委員会の予算から支出したいので了承をお願いしたい。 
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（報告事項６） 

協会ホームページ「会員紹介」について 

 
協会のホームページの「会員紹介」をクリックすると「正会員紹介」が 
表示される。東部・中部・西部の地区別に個々の事務所・代表者・所在地・電

話番号が掲載されているが、事務所名をクリックするとさらに詳しく紹介する

ページが表示される。（顔写真、ＵＲＬ、E-mail、業務内容、主要実績、マップ

等）このページについては、現在正会員の約半数が表示しているが、より多く

の正会員の表示ができるようにしたい。 
また、写真・主要実績等について内容が古くなっているものについては新しい

内容に修正したい。 
修正については、事務局に新しい内容を送れば事務局で修正可能である。 
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