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平成２平成２平成２平成２８８８８年度事業報告年度事業報告年度事業報告年度事業報告    

    

概要 平成 28 年度は、前年度に続き我が国が直面する各種の問題に対し、事業活動を通して社会

に貢献することを目的として、会員各位の理解ある協力と各都道府県設備設計事務所協会の支援

により事業計画の実施が進められた。また、外部委員会への委員派遣による情報交換・技術交流

等業界活動及び向上に努めた。さらに、建築物のエネルギー消費効率の向上及び防災・減災、安

心・安全等の政策を支える職能団体として、建築設備関連団体とも連携しながら協議を重ね、国

の施策に対する情報収集・情報発信に努めた。次年度も引き続きこれらの問題に取り組み会員の

要望に応えて行く所存である。 

 

① 地球環境の保全維持に関する提言及び支援 

地球環境保持に適合する設備機器の積極的採用、採用過程における各種機器の環境保持適 

合に関する提言等を行ない、設備設計及び監理上からの支援を行なうとともに、関連団体と

も連携しながら ZEB化等に関する啓蒙活動に努めた。  

 

② 設備設計事務所登録制度の推進 

   登録事務所が十分な技術力・業務遂行責任能力を有する事務所である旨を社会に認知され

るよう制度の運用を推進するべく機関誌等を通じて周知広報を行なった。 

 

③ 東日本大震災及び熊本地震の設備関連災害支援 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災及び平成 28 年 4 月 14～16 日に発生した熊本

地震における設備関連災害の設計・監理に関する復旧復興事業の支援を行った。 

（１）熊本地震被災地支援金について 

熊本地震の被災地区支援を目的として、理事会議決を経て平成 28 年 5 月より本会

に専用の支援金口座を開設し、募金活動を実施した。 

１）支援金金額について 

正会員、都道府県設備設計事務所協会、賛助会員、設備関連企業等から平成 28 年 9

月 1日までに入金した支援金 3,949,959 円のうち、1,979,959 円を熊本県庁、1,970,000

円を熊本市にそれぞれ収めた。 

     なお、平成 28 年 11 月 11 日の九州ブロック熊本大会において、熊本県設備設計事務所 

協会・田中会長より熊本県・蒲島知事ならびに熊本市・大西市長に対し、目録を贈呈 

した。 

２）支援協力者に対する御礼 

     支援協力者の団体名、個人名、支援内容を協会誌 10 月号に掲載した。 

  （２）熊本地震による建築設備被害状況調査への協力 

      熊本地震における建築設備の被災の状況を広く把握し、今後の建築設備の耐震性、

機能維持のための方策等について検討を行い、関連分野の技術者が情報を共有するこ

とを目的として、建築設備技術者協会が主体となり、平成 28 年 10 月に実施した「関

連企業に対する被害状況アンケート調査」について、空気調和・衛生工学会、電気設

備学会、日本建築学会、本会の 4 団体が協力団体として対応した。 

 

④ 建設行政への協力 

正副会長及び専務理事・理事において都道府県設備設計事務所協会とも連携の上、関係官

庁、自治体、関連団体等の活動に積極的に参加し、意見交換、提案等を行なった。 

 （１）建築物省エネ法に関する活動 

     建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物の

エネルギー消費性能基準への適合義務の創設や、エネルギー消費性能向上計画の認定制
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度の創設等の措置を講ずる「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築

物省エネ法)の平成 29 年 4 月 1 日施行に向け、前年度に続き、全国で開催された同法概

要説明会の広報周知を行うとともに、主に以下の事業を実施した。 

１）平成 28 年 8 月 2 日に「設備設計者の為の建築物省エネ法の概要説明会」を(一財)ベタ

ーリビングの協力を得て開催した。 

  ２）当会機関誌「設備設計」10 月号に「建築物省エネ法の概要」記事を掲載し、同法律の概

要について広報周知を行った。 

３）国土交通省において建築物省エネ法施行に伴う告示 15 号等の一部改正に係るパブリッ

クコメントが平成 29 年 1 月 27 日～2 月 26 日まで実施されたことを受け、役員会及び報

酬基準特別委員会にて協議のうえ、理事会審議を経て、西田会長名にて以下の意見を提

出した。 

  【提出意見】建築物省エネ法の適合性判定に係る業務に関しての告示第 15 号及び告示

第 670 号の一部を改正する告示案は問題ない。 

        [確認事項として] 

設備設計一級建築士が行う建築士法第 20 条の 3 第 2 項の規定に基づく「設

備関連規定」の法適合性確認業務は、建築士法上の告示第 15 号の標準外と

解釈してよろしいか。 

４）国土交通省の要請に対応すべく、省エネ計算及び設計・工事監理の助言ができる事務所

をホームページ上で公開することを目的に、全国の会員事務所に対しアンケート調査を

実施のうえ、その回答結果を都道府県ごとに纏め、平成 29 年 3 月 24 日より当会ホーム

ページで公開した。 

  ５）国土交通省住宅局平成 29 年度国庫補助事業「省エネ住宅・建築物の整備に向けた体制整

備」の公募に伴い、建築物省エネ法の円滑施行に協力するべく、法の施行の初期段階に

おける「設計図書の記載例」及び「工事監理マニュアル」の質疑や疑問に掛かる問い合

わせに対応することを目的とした「建築物省エネアシストセンター事業」を計画した。 

 （２）防衛省への分離発注要望書提出について 

平成 28 年 11 月 22 日付、防衛省装備施設本部及び各地方防衛局に対し、昨年に続き、

「直接（分離）発注方式」の継続と拡大についての要望書を提出した。 

 

１．役員会対応（正副会長、専務理事） 

建築設備士の活用及び建築物省エネ法の対応等について、理事会役員、都道府県設備設計

事務所協会、外部委員会派遣委員、事務局等の協力を得て、国及び建築関係団体等とも連携

しながら、本会として協議を重ね、関連情報の収集・まとめ・発信等に努めた。 

（１）国会議員、国土交通省、建築設備六団体協議会※、建築関係団体を含む関連経過について 

  【※建築設備六団体】本会、公益社団法人空気調和・衛生工学会、一般社団法人建築設備技

術者協会、一般社団法人電気設備学会、一般社団法人日本空調衛生工

事業協会、一般社団法人日本電設工業協会 

  【主な経過】  

      １．平成２８年 ４月 １日 住生活向上のための政策推進議員連盟・山本有二議員、平

井たくや議員、盛山正仁議員、田所嘉徳議員及び石田祝稔

議員訪問 

                  場所 議員会館 

                  出席 西田会長、山口副会長、髙木副会長、守山副会長 

                     事務局 

   ２．平成２８年 ４月１８日 日本電設工業協会との設計図書の精度向上に向けての意見

交換会 

                  場所 協会会議室 
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                  出席 服部副会長兼専務理事、森監事、赤城隆志(アーク

テクノ)、事務局 

３．平成２８年 ４月２０日 国土交通省住宅局住宅生産課・建築指導課との建築物省エ

ネ法意見交換会 

               場所 国土交通省 

               出席 服部副会長兼専務理事、事務局  

４．平成２８年 ５月２３日 日本建築士事務所協会連合会・大内会長とのトップ会談 

               場所 「ざくろ」銀座店(東京都) 

               出席 西田会長、事務局  

５．平成２８年 ６月１０日 日本建築構造技術者協会との「非構造部材の構造安全性確 

保に向けての提言」に関する意見交換会               

               場所 協会会議室 

出席 西田会長、服部副会長、山口副会長、髙木副会長、

守山副会長、事務局 

   ６．平成２８年 ６月１０日 国土交通省官庁営繕部設備環境課「営繕工事における入札 

時積算数量書活用方式の試行についての説明会」 

場所 協会会議室 

西田会長、服部副会長、山口副会長、髙木副会長、守山

副会長、事務局 

   ７．平成２８年 ７月２２日 国土交通省官庁営繕部整備課、設備環境課との公共建築工      

           事の円滑な施工確保対策に関する意見交換会       

               場所 国土交通省 

                  出席 西田会長、服部副会長兼専務理事、髙木副会長、 

                    浜野新太(ピーエーシー)、事務局 

８．平成２８年 ７月２７日 建築設備六団体協議会／第 5 回専務理事・事務局長等会議  

                 場所 建築設備技術者協会 

                 出席 服部副会長兼専務理事、事務局 

９．平成２８年 ８月 ９日 日本建築構造技術者協会との「非構造部材の構造安全性確 

保に向けての提言」に関する意見交換会        

               場所 建築会館 

               出席 事務局  

10．平成２９年 ９月 ７日 国土交通省住宅局住宅生産課との駐車場法改正に伴う対応

に関する意見交換会 

               場所 協会会議室 

               出席 服部副会長兼専務理事、飯塚 CPD 委員長、田村 CPD

委員、事務局  

11．平成２８年 ９月２０日 国交省住宅局住宅生産課「建築物省エネ法 工事監理マニ

ュアル素案」説明会 

                 場所 全水道会館(東京都) 

               出席 役員会、連合会特別委員会委員、事務局 

12．平成２８年１１月１８日 建築設備六団体協議会／「建築設備士の日」記念事業 

               場所 芝浦工業大学 

               出席 理事会役員、事務局 

13．平成２８年１２月２０日 日本建築構造技術者協会「非構造部材の構造安全性確保に 

向けての提言」6団体(日本建築構造技術者協会、日本建築 

士事務所協会連合会、日本建築士会連合会、日本建築家協 

会、建築設備技術者協会、当会)共同記者発表                
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               場所 建築会館 

               出席 服部副会長兼専務理事、木下参与 

14．平成２８年１２月２１日 国土交通省住宅局住宅生産課・歌代省エネ係長との建築物

省エネ法に関する打合せ 

               場所 国土交通省 

               出席 西田会長、事務局  

15．平成２９年 １月１６日 国土交通省住宅局住宅生産課「建築物省エネ法の説明・意

見交換会」 

               場所 協会会議室 

               出席 役員会(正副会長)、南雲連合会特別委員会東日本

小委員長、婦木同西日本小委員長、事務局  

16．平成２９年 １月２４日 建築設備技術者協会・野部会長との二団体会長会議 

                 場所 如水会館 

                               出席 西田会長、服部副会長兼専務理事、佐藤副会長、 

                  事務局 

17．平成２９年 ２月 ８日 建築設備六団体協議会／第 6 回専務理事・事務局長等会議  

                 場所 建築設備技術者協会 

                 出席 服部副会長兼専務理事、事務局 

18．平成２９年 ３月 ９日 住生活向上のための政策推進議員連盟事務局長・盛山正仁

議員との面談 

                 場所 議員会館 

                 出席 西田会長、髙木副会長、濱谷理事、事務局 

  19．平成２９年 ３月 ９日 国土交通省住宅局住宅生産課へ平成 29 年度住宅市場整備推 

進事業(うち、省エネ住宅・建築物の整備に向けた体制整備)    

補助金交付申請書(建築物省エネアシストセンター事業)提

出 

                 場所 国土交通省 

                 出席 西田会長、事務局 

（２）連合会対応協議 

  平成 29 年 5 月 31 日総会において連合会へ移行改組するべく、連合会移行準備特別委員会

と連携のうえ昨年度に引き続き対応協議を行なった。 

（３）新規事業検討 

   主に建築物省エネ法に関連する新規事業の検討を行なった。 

 

２．報酬基準特別委員会 

国土交通省告示第１５号に対して、設備設計業務の内容、積算基準等の情報を整理して資料を

作成し、設備設計業務の改善を提案することを目的として、以下の活動を行なった。 

（１）改修設計等の業務報酬基準作成業務に係る日報ソフトの開発 

平成 27 年度に(公財)建築技術教育普及センター研究助成事業として実施した「設備改修 

工事・設備設計委託業務量の基礎的調査及研究-3」において、各会員事務所に対する業務量

調査を実施した際に収集データが不足していたことにより報告書の内容が不十分であった

ことを踏まえ、会員事務所で新築・改築及び工事監理も含め、日常業務としてその日の業務

を短時間で入力出来る業務日報ソフト開発を行い、会員へ配布し、業務管理も含めたデータ

蓄積し、本格的調査に備えるべく、平成 26 年度に開発した同ソフトの問題点等の検証を行

った結果、同ソフトが完成した。 

（２）告示 15 号における特殊要因、追加業務等の調査・研究(国土交通省対応) 

建築物の設計等に係る業務報酬額の基準が、平成 21 年に国土交通省告示第 15 号として新 
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たに勧告され、業務報酬額の目安として定着し活用されている。しかしながら告示 15 号略 

算方式は、新築及び増改築建築物を対象としており、ストックマネジメントのさまざまな要 

求に対して行われる改修工事の設計、特に特殊要因、追加業務に対する業務量算出には適し 

ていない。そこで、告示第 15 号における業務報酬基準の改善を求めるべく、昨年に続き、 

特殊要因、追加業務等の調査・研究を行なった。 

 

３．連合会移行準備特別委員会 

本委員会で作成した「連合会移行検討案」における計画行程に従い、本年 5月 31日定時総会

時の連合会移行に向けて役員会、顧問弁護士の助言を受けながら、連合会定款、定款細則、役員

選任関係規定等(案)の作成、財務経営及び組織・事業運営の検討を行った。 

 

４．50 周年記念事業特別委員会 

本会創立 50 周年記念行事の平成 29 年度実施に向けて、当委員会を「式典・講演会」「祝賀会・

接客」「総務」「記念誌」の 4 つのセクション(小委員会)に振り分け、準備検討を進めた。 

なお、開催日、当日スケジュールは下記のとおり。 

（１）開催日 平成２９年１０月２０日（金） 

（２）当日スケジュール 

１）式典  １４：００～１５：００  

 ２）講演会 １５：１５～１６：４５  

 ３）祝賀会 １７：００～１９：００ 

 ４）反省会 １９：００～１９：３０…役員及び委員対象 

（３）会 場 如水会館 

     

５．各種事業活動・委員会活動の実施 

（１）総務委員会 

１）総会・理事会等の議案策定及び運営を行なった。 

２）会員名簿の発行 

平成２８年度版として平成２８年１０月１日、６００部を発行。 

３）総会懇親会・新年のつどいの開催 

・総会懇親会…平成２８年５月３０日（月）如水会館（東京都千代田区）で実施。     

・新年のつどい…平成２９年１月２３日（月）如水会館（東京都千代田区）で実施。 

（２）事業委員会 

１）第一次建築設備士試験（学科）受験準備講習会の実施 

主催は本会・一般社団法人電気設備学会 

平成２８年４月１６日～１７日 大阪（受講７４名） 

…一般社団法人大阪府設備設計事務所協会の協力 

平成２８年４月２３日～２４日 東京（受講１５２名） 

２）第二次建築設備士試験（製図）受験準備講習会の実施 

平成２８年７月 ９日 東京①（受講１２０名）定員 

平成２８年７月１０日 東京②（受講１２０名）定員 

平成２８年７月１６日 東京③（受講１２１名）定員 

平成２８年７月２４日 東京④（受講１００名）定員 

平成２８年７月３１日 東京⑤（受講１２０名）定員 

平成２８年７月２３日 札幌 （受講 ４０名）定員 

             …一般社団法人北海道設備設計事務所協会の協力 

平成２８年７月３０日 大阪 （受講１５０名）定員 

             …一般社団法人大阪府設備設計事務所協会の協力 
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平成２８年７月３１日 福岡 （受講９０名） 定員 

            …一般社団法人福岡県設備設計事務所協会の協力 

３）設備設計計算ソフト「eco 労師シリーズ」のフォローアップ、バージョンアップ 

   ①「eco労師シリーズ 2016」の販売及び無償サポートについて 

 建築設備設計基準の平成 27 年度改訂に伴い、特に電気、給排水衛生、空調計算ソフト 

については「計算書作成の手引様式」に基づいていることから、同設計基準(平成 27 年 

版)に準拠したバージョンアップ版として、平成 28 年 4 月に「eco 労師シリーズ 2016」 

の電気・給排水・空調ソフトを発売した。 

 また、設備用耐震計算ソフトについても、(一財)日本建築センター発行「建築設備耐震 

設計・施工指針 2014 年版」の改訂に伴い、SI 単位への変更等も含めたバージョンアッ 

プ旧バージョン版を平成 28 年 5 月に発売した。 

４）床暖房設計マニュアルの販売 

   床暖房導入の際の設計実務資料「床暖房設計マニュアル」をホームページを通じ販売した。 

５）住戸セントラルにおける集中給油システム設計マニュアルの販売 

   石油セントラル暖房・給油システム住宅を導入する際の設計参考資料「集中給油システム

設計マニュアル」をホームページを通じ販売した。 

６）建築設備士試験受験申込書の頒布 

   本会及び各都道府県協会において建築設備士試験受験申込書の頒布を行った。 

 ７）会員証の頒布 

会員向けに屋外・事務所入口等の掲示用の会員証を協会誌を通じて頒布した。 

    仕 様 アクリル板 タテ 80mm×ヨコ 350mm×厚さ 5mm  

価 格 1 枚 3,150 円＋送料 1,000 円(2 枚まで)※3 枚以上は実費 

（３）技術委員会 

１）設備設計チェックシートの配布 

設計品質確保を目的として「建築設計事務所との確認事項」、「必要設備の確認事項」を電

気、給排水衛生、空調に分けてチェック項目を例示した「設備設計チェックシート」をホー

ムページで周知広報の上、今年度も引き続き当会正会員に配布を行なった 

（４）広報委員会 

 １）協会誌「設備設計」の刊行 

平成 28 年 4 月号、7 月号、10 月号、平成 29 年 1 月号の 4 回刊行し、新技術の情報提供及

び協会活動の広報を行なった。今年度の主な掲載記事及び各号の広告協賛企業・関連団体は

以下のとおりである。 

  【4 月号】 

① 巻頭言「人はなぜ走るのだろう?／菊地繁理事(茨城県) 

② 特集「地中熱利用の現状と展望」第 2 回 

    ・地中熱ヒートポンプシステムの設計／葛 隆生(北海道大学・博士(工学))                   

    ・㈱角藤への地中熱ヒートポンプシステムの導入事例／山中 隆(㈱角藤 長野本部)  

   ③竣工事例紹介 

    ・仙台市立病院／原田良平、羽田 司、堀江 伸(㈱山下設計) 

    ・光が丘 2 プラントにおける熱源改修事例／古田島雄太(㈱三菱地所設計) 

④コラム「東日本大震災後に東北であったこと(連載第 4 回)」／赤井仁志(㈱ユアテック) 

   ⑤オフィスビルの設備配管における防食鋼管等使用実態レポート(3)／井出浩司 

⑥委員会活動報告「設備改修工事に係る設備設計・工事監理業務量の基礎的調査及び研究 

-3 報告書の概要」／報酬基準特別委員会 

⑦登録設備設計事務所一覧 

   ⑧会員証(屋外・事務所入口等掲示用)販売のご案内 

⑨建築設備士関係団体 CPD 協議会 CPD 参加のご案内 
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⑩賛助会員製品紹介記事／㈱総合資格 

   ⑪編集後記／田中(誠)副委員長(日立アプライアンス㈱) 

   ⑫広告協賛企業 

     賛助会企業／三菱重工業㈱、木村工機㈱、電光工業㈱、㈱遠藤照明、日本レオナード

商会 

その他／日本電設工業協会、ウェットマスター㈱、日本コンクリート工業㈱ 

  【7 月号】 

   ①第 63 回定時総会～連合会への移行検討報告について／西田会長 

   ②「ヒートポンプ・蓄熱月間」広報記事／(一財)ヒートポンプ・蓄熱センター 

   ③特集「地中熱利用の現状と展望」第 3 回 

    ・IKEA 福岡新宮における地中熱利用システム導入事例／田中雅人(ミサワ環境技術㈱) 

   ④竣工事例紹介 

    ・生長の家”森の中のオフィス”／今井田尚文、寺島 大(清水建設㈱) 

   ⑤コラム「東日本大震災後に東北であったこと(最終回)」／赤井仁志(福島大学) 

   ⑥設備設計事務所登録制度、登録事務所一覧                  

   ⑦賛助会員製品紹介／玉田工業㈱、㈱工技研究所 

   ⑨編集後記／末崎委員(パナソニック㈱ES 社) 

   ⑩広告協賛企業 

    賛助会員企業／三菱重工業㈱、木村工機㈱、電光工業㈱、㈱遠藤照明、日本レオナード

商会、暑中見舞名刺広告(8 社) 

その他／ウェットマスター㈱、日本コンクリート工業㈱ 

        暑中見舞名刺広告(都道府県設備設計事務所協会)  

  【10 月号】 

①建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の概要／国土交通省住宅局住宅生産

課建築環境企画室 

   ②特集「地中熱利用の現状と展望」第 4 回(最終回) 

    ＊多様化する地中熱交換方式の概要と施工管理のポイント 

／石上 孝(三菱マテリアルテクノ㈱・博士(工学))      

   ③竣工事例紹介 

    ＊群馬県立自然史博物館／鳥居博恭(㈱ヤマト)     

   ④プレート式蒸気温水製造ユニット「スパイラックス EasiHeat」(1) 

／朴木秀樹(スパイラックス・サーコリミテッド) 

   ⑤鋼管技術フォーラム 2016in 新潟の開催結果について／井出浩司 

   ⑥平成 28 年熊本地震支援金協力に対する御礼／西田会長 

⑦設備設計事務所登録制度、登録事務所一覧   

   ⑧賛助会員製品紹介／㈱タツノ、玉田工業㈱、㈱巴商会、三菱電機㈱、木村工機㈱ 

   ⑧編集後記／藤原委員(埼玉) 

   ⑨広告協賛企業 

    賛助会員企業／木村工機㈱、電光工業㈱、㈱遠藤照明、日本レオナード商会 

その他／ウェットマスター㈱、日本コンクリート工業㈱ 

  【1 月号】  

   ①年頭所感／国土交通省・由木住宅局長、官庁営繕部設備環境課・小黒課長、西田会長 

   ②連合会組織移行に伴う本誌「設備設計」の休刊及び刷新のお知らせ 

   ③竣工事例紹介 

    ＊ダイキン工業テクノロジー・イノベーションセンター 

／田中宏昌、杉原浩二、川田康介、川合満男、上野圭介、田村博史(㈱日建設計) 

   ④プレート式蒸気温水製造ユニット「スパイラックス EasiHeat」(2) 
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／朴木秀樹(スパイラックス・サーコリミテッド) 

   ⑤鋼管技術フォーラム 5 年間(2011～6)の歩み／井出浩司 

⑥設備設計事務所登録制度  

   ⑦ＣＰＤ認定プログラム一覧（今年度申請分） 

   ⑧会誌バックナンバー一覧  

   ⑨賛助会員製品紹介／川重冷熱工業㈱ 

   ⑩編集後記／鈴木委員長(東京)  

   ⑪広告協賛企業 

    賛助会員企業／木村工機㈱、電光工業㈱、㈱遠藤照明、日本レオナード商会、 

新年名刺広告(10 社) 

その他／ウェットマスター㈱、日本コンクリート工業㈱ 

        新年名刺広告(都道府県設備設計事務所協会)  

 ２）協会ホームページの運営 

ホームページで最新情報の更新を行ないながら、協会活動内容の周知広報に努めた。協会

ホームページは、協会案内（沿革・定款・各委員会分掌・役員名簿・事業報告書・収支決算

書・正味財産増減計算書・貸借対照表・財産目録・事業計画書・収支予算書等）のほか、会

員専用ページ、倫理要綱、入会案内、講習会案内、出版図書案内、設備設計計算ソフト「ｅ

ｃｏ労師」シリーズ案内、建築設備六団体協議会関係、建築設備士ＣＰＤ制度案内、設備家

認定制度、建築設備契約約款、建築設備設計・工事監理業務の実状に関する実態調査報告・

案内等を掲載、随時更新中。     

（５）ＣＰＤ委員会 

   本会、一般社団法人建築設備技術者協会、公益社団法人空気調和・衛生工学会、一般社 

団法人電気設備学会の建築設備士関連４団体及び公益財団法人建築技術教育普及センタ 

ーによる「建築設備士関係団体ＣＰＤ協議会」運営に協力し、下記の活動を通じてＣＰＤ 

制度の普及に努めた。 

１）建築ＣＰＤ（継続／職能開発）情報提供制度への参加登録受付 

本会では、平成１６年１０月より建築設備士資格取得者を対象に参加登録の受付を開始、

平成２９年３月末日現在、本会を経由してのＣＰＤ参加登録者は全国で７２名。 

２）建築設備士ＣＰＤプログラム認定申請受付と情報発信 

   「建築設備士関係団体ＣＰＤ協議会」ではＣＰＤの参加登録受付と共に、建築設備士ＣＰ

Ｄ審査委員会（事務局：建築技術教育普及センター）において、プロバイダー（講習会等

のＣＰＤプログラム提供者）の主催する個々のプログラムについての建築設備士ＣＰＤプ 

ログラム認定も行なっている。 

 今年度において本会、各都道府県設備設計事務所協会、賛助会員企業主催により実施さ

れた認定プログラムの件数(計 45 件)は以下の通りである。 

本会 1 件、北海道設備設計事務所協会 2 件、宮城県設備設計事務所協会 2 件、茨城県設

備設計事務所協会 4 件、埼玉県設備設計事務所協会 1 件、東京都設備設計事務所協会 2

件、新潟県設備設計事務所協会 7 件、石川県設備設計監理協会 1 件、広島県設備設計事

務所協会 1 件、香川県設備設計事務所協会 3 件、長崎県設備設計事務所協会 2 件、鹿児

島県設備設計事務所協会 2 件、遠藤照明 6 件、スパイラックス・サーコリミテッド 11

件。 

 ３）「設備家」称号認定制度の再検討及び運営 

   本会に参加登録した建築設備士で認定要件を満たす登録者に「設備家」の称号を認定する 

本制度については、制度開始から計 28 名が認定されているが、全員が更新要件である 5 年 

間で 250 単位以上または認定プログラムの単位 60 単位以上を取得できないまま資格を失効 

している状況にある為、制度の見直し含め再検討を行なった。 
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（６）登録委員会 

 １）設備設計事務所の登録認定 

   登録事務所が十分な技術力・業務遂行責任能力を有する事務所であるかを平成 24 年 7 月

の本制度発足時より審査・認定している。 

   なお、平成 29 年 3 月末現在の登録設備設計事務所は 54 社（北海道 8、青森県 1、秋田県 3、 

宮城県 1、新潟県 1、鳥取県 1、島根県 2、広島県 4、香川県 2、高知県 1、福岡県 3、長崎 

県 6、熊本県 7、宮崎県 5、鹿児島県 8)である。次年度も引き続き登録設備設計事務所の 

拡大に向けた方策検討及び周知徹底を図る。 

 ２）登録事務所の周知広報 

   登録申請促進のための方策及び登録事務所へのサービスの一環として、今年度発行の会員 

名簿及び協会誌へ登録事務所 54 社の名簿を掲載するなど、本制度の周知広報に努めた。 

３）登録事務所における管理技術者研修・講習の実施検討 

   登録事務所における管理技術者の経営及び技術、人事管理等に係る育成支援を目的とした 

研修・講習の実施に向け、計画検討を行なった。 

４）建築設備賠償責任保険制度の加入促進 

   設備設計業務に関わる賠償請求事故から設計事務所の経営健全化を図るため、設備設計事

務所登録制度における登録要件の一つである賠償責任保険制度の重要性を協会誌等でＰＲ

し、会員事務所への加入促進を図った。なお、本保険には平成 29 年 3 月末現在 271 社（昨

年度実績 257 社）の会員事務所が加入している。 

   ①加入資格 

    本会会員事務所に限る。 

   ②補償の内容 

    建築設備士が日本国内で行った建築士法第２０条に定める建築設備の設計・工事監理に 

起因し、第三者に損害を与えた結果、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなさ

れ、法律上の賠償責任（必ずしも裁判上の確定判決によることを要しない）を負うことに

より被る損害を支払うもの。 

（７）賛助会委員会 

 １）賛助会企業の技術及び商品紹介に関する企画・立案 

賛助会企業の技術及び商品紹介に関して、主に以下の事業を実施した。 

①協会誌「設備設計」への新製品・新技術紹介記事掲載 

 協会誌へ賛助会員各社の製品・企業紹介記事を掲載の上、広報活動を行った。 

 ２）会員の交流会の企画・立案 

   当会理事及び正会員事務所と賛助会企業との交流を図ることを目的として下記会合を開催 

した。 

①平成 28 年賛助会総会 

日時 平成 28 年 5 月 30 日(月)17 時 15 分～18 時 15 分 

場所 如水会館  

出席 賛助会員 36 名、理事会役員、正会員 37 名 

議題 協会現況報告、賛助会員の自社紹介 PR、協会活動に関する意見交換 

②賛助会員への連合会移行説明会 

日時 平成 29 年 1 月 23 日(月)17 時～18 時 

場所 如水会館  

出席 賛助会員 37 名、理事会役員、正会員 42 名 

議題 連合会(暫定)入会申込状況報告、連合会移行後の組織体制説明、質疑応答  

３）協会の委員会への委員派遣と活動協力 

   広報委員会へ委員を派遣し、協会誌の特集記事の執筆及び広告提供等を通じて、委員会活 

動に協力した。 
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５．その他この法人の目的を達成するための必要の事業 

（１）仲介図書  

全日出版社（機械設備工事・電気設備工事各積算基準マニュアル） 

新日本法規出版（建築消防 advice2016）他建築設備関連図書 

 

 

 

諸会議の開催諸会議の開催諸会議の開催諸会議の開催     

 

１．総会 

第 63 回定時総会 

日時 平成 28 年 5 月 30 日(月)15 時 30 分～17 時 

場所 如水会館(東京都) 

 議決権を有する正会員総数  ７０６社（定足数３５３社） 

議決権を有する出席正会員数 ５７７社（出席５７社、委任状５２０社） 

議案 第 1 号議案 平成 27 年度決算報告案の件 

      監査報告 

報告第 1 号 平成 27 年度事業報告の件 

報告第 2 号 平成 28 年度事業計画及び予算の件 

報告第 3 号 連合会移行に関する検討報告の件 

議長 西田会長 

議事録署名人 西田会長、田口和人会員（山梨県）、歌田光典会員（広島県） 

 

２．理事会 

理事会（書面審議） 

実施日 平成 28 年 4 月 5 日（火） 

議案 会員入会の件、協賛依頼の件 

第 379 回理事会 

日時 平成 28 年 4 月 28 日(木) 13 時 30 分～17 時 20 分 

場所 全水道会館 5F中会議室（東京都文京区） 

出席 西田、服部、山口、佐藤、髙木、守山、種市、関、菊地、市村、川瀬、住田、婦木、 

濵谷、松山、森 

欠席 熊谷、松尾、宮良 

確認事項…4 月 27 日～28 日の日程確認、前回理事会議事録確認      

協議事項…平成 28 年熊本地震による災害支援について、平成 28～29 年度通常事業スケジュー

ルの件、国交省住宅局住宅生産課との建築物省エネ法意見交換会について 

審議事項…第 63 回定時総会付議事項の件、会員入会の件、協賛依頼の件 

報告事項…委員会報告及び計画、問題点協議の件、会員退会の件、その他                        

監事講評…松山監事、森監事 

理事会（書面審議）  

実施日 平成 28 年 5 月 6 日（金） 

議案 会員入会の件 

理事会（書面審議）  

実施日 平成 28 年 5 月 13 日（金） 

議案 会員入会の件 

第 380 回理事会 

日時 平成 28 年 5 月 30 日(月)11 時～12 時 30 分 
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場所 如水会館「松風の間」 

出席 西田、服部、山口、髙木、守山、種市、関、菊地、住田、熊谷、松尾、婦木、濵谷、 

宮良、松山、森 

欠席 佐藤、市村、川瀬 

確認事項…本日日程の確認、前回理事会議事録確認、平成 28 年熊本地震支援金中間報告  

協議事項…平成 28～29 年度通常事業スケジュールの件 

審議事項…第 63 回定時総会付議事項の件、第 3 回設備設計関係協会全国会長会議運営の件、 

     平成 28 年度賛助会総会運営の件、総会懇親会運営の件、会員入会の件、協賛依頼の

件 

報告事項…委員会報告及び計画、問題点協議の件、会員退会の件、国交省「建築物新省エネ基

準検討委員会既存建築物 SWG」への委員派遣について、兵庫県協会「会長交代及び

事務局変更」について 

監事講評…松山監事、森監事 

理事会（書面審議）  

実施日 平成 28 年 6 月 17 日（金） 

議案 会員入会の件 

理事会（書面審議）  

実施日 平成 28 年 7 月 12 日（火） 

議案 協賛・後援依頼の件 

理事会（書面審議）  

実施日 平成 28 年 7 月 15 日（金） 

議案 JSCA「非構造部材の安全性確保に向けての提言」への共同提言参加可否の件 

理事会（書面審議）  

実施日 平成 28 年 8 月 5 日（金） 

議案 会員入会の件、協賛依頼の件 

理事会（書面審議）  

実施日 平成 28 年 8 月 19 日（金） 

議案 会員入会の件 

理事会（書面審議）  

実施日 平成 28 年 8 月 26 日（金） 

議案 会員入会の件、後援依頼の件 

理事会（書面審議）  

実施日 平成 28 年 9 月 23 日（金） 

議案 協力・名義使用・協賛依頼の件 

理事会（書面審議）  

実施日 平成 28 年 10 月 7 日（金） 

議案 会員入会の件、協賛依頼の件 

理事会（書面審議）  

実施日 平成 28 年 10 月 19 日（水） 

議案 協力・協賛依頼の件 

理事会（書面審議）  

実施日 平成 28 年 11 月 8 日（火） 

議案 後援依頼の件 

藤沢サスティナブルスマートタウン見学会(理事会対応) 

日程 平成 28 年 11 月 17 日(木) 

後援 パナソニック㈱ 

場所 神奈川県藤沢市 
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出席理事 西田、服部、山口、佐藤、髙木、守山、菊地、住田、松尾、濵谷 

第 381 回理事会 

【1 日目】 

日時 平成 28 年 11 月 17 日(木)16 時～18 時 50 分 

場所 フクラシア品川(東京都港区高輪) 

出席 西田、服部、山口、佐藤、髙木、守山、種市、関、菊地、市村、住田、熊谷、松尾、 

婦木、濵谷、松山、森 

欠席 関、川瀬、宮良 

【2 日目】 

日時 平成 28 年 11 月 18 日(金)9 時 30 分～15 時 

場所 全水道会館(東京都文京区本郷)～協会会議室 

出席 西田、山口、佐藤、髙木、守山、種市、菊地、松尾、婦木、濵谷、松山、森 

欠席 服部、関、市村、川瀬、住田、熊谷、宮良 

確認事項…日程確認、前回理事会議事録確認 

協議事項…平成 28～29 年度通常事業スケジュールの件、平成 29 年新年各会合スケジュールの    

     件、創立 50 周年・連合会移行記念事業の件 

審議事項…連合会移行に関する件、会員入会の件 

報告事項…平成 28 年熊本地震支援金報告、委員会報告及び計画、問題点協議の件、会員退会の   

     件、会計報告、防衛省分離発注要望書提出について、JSCA(日本建築構造技術者協会)/

非構造部材共同提言(最終版)について 

監事講評…松山監事、森監事 

理事会（書面審議）  

実施日 平成 28 年 11 月 30 日（水） 

議案 協賛依頼の件 

理事会（書面審議）  

実施日 平成 28 年 12 月 13 日（火） 

議案 協賛・後援依頼の件 

第 382 回理事会 

日時 平成 29 年 1 月 23 日(月) 13 時～14 時 30 分 

場所 如水会館(東京都) 

出席 西田、服部、山口、佐藤、髙木、種市、関、菊地、市村、川瀬、住田、熊谷、松尾、 

婦木、濵谷、宮良、松山、森 

欠席 守山 

確認事項…1 月 23 日～24 日のスケジュール確認、前回理事会議事録確認 

協議事項…年度末・年度初の役員会及び理事会日程の件、H29 年度日設協及び各ブロック会議

の主催地区、日程確認及び調整の件、創立 50 周年・連合会移行記念事業の件、建

築物省エネ法対応に関する件 

審議事項…連合会移行に関する件、第 4 回設備設計関係協会全国会長会議運営の件、賛助会員

への連合会移行説明会運営の件、新年のつどい運営の件、会員入会の件、協賛依頼

の件 

報告事項…公明党・石田祝稔議員よりの東京都議会選挙推薦依頼について、建築設備賠償保険

取扱代理店社名変更の件、委員会報告及び計画、問題点協議の件 

監事講評…松山監事、森監事 

 

３．役員会(正副会長) 

第 14 回役員会 

日時 平成 28 年 4 月 27 日(水)11 時～15 時 
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場所 協会会議室 

出席 西田、服部、山口、佐藤、髙木、守山 

協議事項…アドバイザー委員会運営について、第 379 回理事会議案確認及び検討 

アドバイザー委員会(役員会対応) 

日時 平成 28 年 4 月 27 日(水)15 時～17 時 

場所 協会会議室 

出席 遠藤照明(遠藤、奥村、鬼塚)、役員会(西田、服部、山口、佐藤、髙木、守山) 

協議事項…前回議事録確認、アドバイザー業務報告 

第 15 回役員会・連合会移行準備特別委員会正副委員長会議 

日時 平成 28 年 5 月 23 日(月)11 時～17 時 

場所 協会会議室 

出席 西田、服部、山口、佐藤、髙木、守山、南雲、木村、婦木、岡田 

協議事項…第 63 回定時総会「報告第 3 号…連合会移行に関する検討報告」についての協議 

第 15 回役員会(2 日目) 

日時 平成 28 年 5 月 24 日(火)10 時～14 時 

場所 協会会議室 

出席 西田、山口、佐藤、髙木、守山 

欠席 服部 

協議事項…第 379 回理事会議事録について、5 月 30 日各会合に関する事前協議 

第 16 回役員会・連合会移行準備特別委員会委員長会議 

日時 平成 28 年 6 月 10 日(金)13 時 30 分～18 時 

場所 協会会議室 

出席 西田、服部、山口、髙木、守山、南雲、婦木 

欠席 佐藤 

協議事項…連合会移行に関する件、日本建築構造技術者協会との「非構造部材の安全性確保に

向けての提言」に関する意見交換、国土交通省官庁営繕部設備環境課説明会 

第 17 回役員会 

日時 平成 28 年 9 月 20 日(火)11 時～13 時 30 分 

場所 協会会議室 

出席 西田、山口、佐藤、髙木、守山 

欠席 服部 

協議事項…9 月～11 月の主要スケジュール確認及び関連協議、第 3 回連合会移行準備特別委員

会運営の件、連合会移行に伴う「賠償保険募集団体」新規登録の件、創立 50 周年・

連合会移行記念事業に関する件、アドバイザー事業に関する件、日本建築構造技術

者協会共同提言の件、国土交通省「駐車場法施行令の一部を改正する政令」の件  

第 18 回役員会・連合会移行準備特別委員会委員長会議 

日時 平成 29 年 1 月 16 日(月)11 時～17 時 

場所 協会会議室 

出席 西田、服部、山口、佐藤、髙木、守山、南雲、婦木 

協議事項…連合会基本事項の再確認、国土交通省住宅局住宅生産課との建築物省エネ法に関す

る意見交換会 

第 19 回役員会 

日時 平成 29 年 2 月 13 日(月)13 時～17 時 

場所 協会会議室 

出席 西田、服部、佐藤、髙木、守山 

欠席 山口 

協議事項…2 月～5 月の主要スケジュール確認及び関連協議、H29 年度連合会事業計画・予算検
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討、建築物省エネ法アシストセンター(仮称)関連協議、業務報酬基準特任チーム第

１回会議(2/8)報告、賛助会員の動向について、第 3 回 50 周年記念事業特別委員会

運営の件 

第 20 回役員会 

日時 平成 29 年 3 月 8 日(水)11 時～13 時 20 分 

場所 協会会議室 

出席 西田、服部、山口、佐藤、髙木、守山 

協議事項…第 383 回理事会事前協議、韓国建設技術研究院ヒアリングについて 

 

４．広報委員会 

第 570 回広報委員会 

日時 平成 28 年 4 月 19 日(火)15 時～17 時 

場所 協会会議室 

出席 菊地、鈴木(義)、宮本、田中、藤原、森、青木、加藤、末崎 

欠席 守山、斉藤、高垣 

議題 協会一般事項、前回議事録確認、4 月号原稿の件、7 月号原稿の件、H28 年度委員会活動

及び会誌刊行に関する協議 

第 571 回広報委員会 

日時 平成 28 年 5 月 16 日(月)14 時 30 分～17 時 

場所 協会会議室 

出席 菊地、鈴木(義)、宮本、田中、藤原、森、加藤、末崎 

欠席 守山、斉藤、青木、高垣 

議題 協会一般事項、前回議事録確認、H28 年度会誌刊行に関する第 379 回理事会報告及び関

連協議、7 月号原稿の件、10 月号、1 月号誌面構成、記事内容検討の件 

第 572 回広報委員会 

日時 平成 28 年 6 月 23 日(木)15 時～17 時 

場所 協会会議室 

出席 菊地、鈴木(義)、宮本、田中、藤原、森、青木、加藤、末崎 

欠席 守山、斉藤、藤原、高垣 

議題 協会一般事項、前回議事録確認、7 月号原稿の件、地中熱利用促進協会訪問報告の件、

10 月号原稿の件 

第 573 回広報委員会 

日時 平成 28 年 7 月 26 日(火)15 時～17 時 

場所 協会会議室 

出席 菊地、鈴木(義)、宮本、田中、森、青木、加藤、末崎 

欠席 守山、斉藤、藤原、高垣 

議題 協会一般事項、前回議事録確認、10 月号原稿の件、1 月号原稿の件 

第 574 回広報委員会 

日時 平成 28 年 9 月 15 日(木)15 時～16 時 10 分 

場所 協会会議室 

出席 菊地、鈴木(義)、田中、森、青木、加藤 

欠席 守山、宮本、斉藤、藤原、末崎、高垣 

議題 協会一般事項、前回議事録確認、10 月号原稿の件、地中熱利用促進協会「地中熱技術セ

ミナー」対応の件、1 月号原稿の件 

第 575 回広報委員会 

日時 平成 28 年 10 月 27 日(木)15 時～17 時 

場所 協会会議室 
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出席 菊地、鈴木(義)、宮本、森、青木、加藤、末崎 

欠席 守山、田中(誠)、斉藤、藤原、高垣 

議題 協会一般事項、前回議事録確認、10 月号確認の件、地中熱利用促進協会「地中熱技術セ

ミナー」対応の件、1 月号原稿の件、広報委員会の今後の活動方針等について 

第 576 回広報委員会 

日時 平成 28 年 12 月 7 日(水)16 時～17 時 

場所 協会会議室 

出席 菊地、田中、藤原、森、青木、加藤、末崎 

欠席 守山、鈴木(義)、宮本、斉藤、高垣 

議題 協会一般事項、前回議事録確認、1 月号原稿の件、50 周年記念事業の件 

第 577 回広報委員会 

日時 平成 29 年 1 月 26 日(木)15 時～17 時 

場所 協会会議室 

出席 鈴木(義)、宮本、田中(誠)、森、青木、加藤、末崎、高垣、田中(常) 

欠席 守山、菊地、斎藤、藤原 

議題 委員交代の件、協会一般事項、前回議事録確認、1 月号確認の件、50 周年記念事業の件、 

   連合会機関誌検討の件 

第 578 回広報委員会 

日時 平成 29 年 2 月 23 日(木)15 時～17 時 

場所 協会会議室 

出席 菊地、宮本、森、青木、加藤、末崎、田中(常) 

欠席 守山、鈴木(義)、斎藤、藤原、高垣 

議題 協会一般事項、前回議事録確認、1 月号確認の件、50 周年記念事業の件、連合会機関誌

検討の件、地中熱利用促進協会発行「2017 版会員企業名鑑」について 

第 579 回広報委員会 

日時 平成 29 年 3 月 29 日(木)15 時～17 時 

場所 協会会議室 

出席 菊地、鈴木(義)、宮本、森、藤原、青木、加藤、末崎、田中(常) 

欠席 守山、斎藤、高垣 

議題 協会一般事項、前回議事録確認、1 月号確認の件、50 周年記念事業の件、連合会機関誌

検討の件 

 

５．ＣＰＤ委員会 

第 48 回 CPD 委員会 

日時 平成 28 年 9 月 7 日(水)15 時～16 時 20 分 

場所 協会会議室 

出席 服部、市村、飯塚、田村 

欠席 守山、田口 

議題 前回議事録確認、第 32 回建築設備士 CPD 協議会宿題検討、建築 CPD 運営会議報告 

 

６．賛助会委員会 

賛助会委員会への連合会移行説明会 

日時 平成 28 年 12 月 20 日(火)11 時～13 時 

場所 貸会議室「内海」(東京都千代田区) 

出席 役員・理事(西田、服部、山口、佐藤、髙木、守山、菊地、住田) 

    賛助会(水主、倉本、小林、牧野、金城、滝川、末崎、松江、高井、松村、鬼塚、伊達) 

欠席 賛助会(平野、高垣、奥村) 
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議題 連合会移行作業進捗状況報告及び今後の主な工程、連合会移行後の組織体制説明、質疑応    

   答 

 

７．登録委員会 

平成 28 年度第 1 回登録委員会 

日時 平成 29 年 2 月 22 日（水）13 時～14 時 45 分 

場所 ホテル白萩「葵の間」(宮城県仙台市) 

出席 髙木、種市、関、山下、竹内、長谷川、村山、鈴木(清)、小柳、遠藤、高橋、新山、 

佐々木 

 欠席 木村 

議題 登録申請状況確認の件、連合会移行に伴う登録制度規定類見直しの件、登録申請促進の

ための方策および登録事務所へのサービス検討の件 

 

８．報酬基準特別委員会 

平成 28 年度第 1 回報酬基準特別委員会 

日時 平成 28 年 7 月 8 日(金)10 時 30 分～12 時 

場所 福岡県設備設計事務所協会会議室 

出席 西田、濱谷、庄司 

欠席 藤井 

議題 本年度の委員会活動について 

平成 28 年度第 2 回報酬基準特別委員会 

日時 平成 28 年 8 月 29 日(月)15 時 30 分～17 時 30 分 

場所 アクアガーデンホテル福丸会議室(鹿児島) 

出席 西田、濱谷、藤井、岩満、藤元、大石 

議題 日報ソフトの進行状況、日報ソフトの検証状況、日報ソフトの今後、完成までのスケジ

ュール 

平成 28 年度第 3 回報酬基準特別委員会 

日時 平成 28 年 11 月 29 日(火)10 時～12 時 

場所 熊本県設備設計事務所協会会議室 

出席 西田、濱谷、藤井、庄司、岩満、大石、田中(純) 

欠席 髙木、藤元 

議題 業務日報ソフト最終確認 

業務報酬基準特任チーム第 1 回会議 

日時 平成 29 年 2 月 8 日(水)11 時～15 時 

場所 福岡県設備設計事務所協会会議室 

出席 西田、濱谷、藤井、庄司 

議題 国交省意見募集(パブコメ)対応の件、委員会活動経過の確認、告示 15 号見直しについて、

特任チームの今後の方針について 

業務報酬基準特任チーム第 2 回会議 

日時 平成 29 年 3 月 24 日(金)11 時～16 時 

場所 福岡県設備設計事務所協会会議室 

出席 西田、濱谷、藤井、庄司 

議題 告示 15 号見直しに向けての論点整理 

 

９．連合会移行準備特別委員会 

第 2 回連合会移行準備特別委員会/東西合同委員会 

【1 日目】 
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日時 平成 28 年 4 月 11 日(月)13 時 30 分～17 時 

場所 全水道会館 4F 小会議室 

出席 東日本(服部、山口、南雲、木村、佐々木、加藤、中野、佐橋) 

西日本(髙木、守山、婦木、岡田、井村、板見、庄司、仲松) 

松岡弁護士 

【2 日目】 

日時 平成 28 年 4 月 12 日(火)9 時～12 時 

場所 全水道会館 4F 小会議室 

出席 東日本(服部、山口、木村、佐々木、佐橋) 

    西日本(髙木、守山、婦木、岡田、井村、板見、庄司、仲松) 

欠席 東日本(南雲、加藤、中野) 

協議事項…東日本及び西日本小委員会協議経過報告、役員会からの助言 

第 3 回連合会移行準備特別委員会/東西合同委員会 

【1 日目】 

日時 平成 28 年 9 月 20 日(火)14 時～17 時 

場所 全水道会館 5F 中会議室 

出席 役員（西田、山口、佐藤、髙木、守山） 

    東日本（南雲、木村、佐々木、加藤、佐橋） 

    西日本（婦木、岡田、仲松） 

欠席 役員（服部） 

    東日本（中野） 

    西日本（井村、板見、庄司） 

【2 日目】 

日時 平成 28 年 9 月 21 日(水)9 時～15 時 

場所 全水道会館 4F 小会議室、協会会議室 

出席 役員（西田、服部、山口、佐藤、髙木、守山） 

    東日本（南雲、木村、佐々木、加藤、佐橋） 

    西日本（婦木、岡田、仲松） 

    松岡弁護士 

欠席 東日本（中野） 

    西日本（井村、板見、庄司） 

協議事項…定款変更案の精査、連合会役員選出方法に関する件、連合会組織体制に関する件    

 

10．50 周年事業特別委員会 

50 周年事業特別委員会・準備会議 

日時 平成 28 年 8 月 2 日(火)10 時 30 分～13 時 30 分 

場所 協会会議室 

出席 西田、山口、佐藤 

議題 平成 29 年度 50 周年記念事業の方針協議 

第 1 回 50 周年事業特別委員会 

日時 平成 28 年 12 月 20 日(火)13 時 30 分～17 時 

場所 協会会議室 

出席 西田、服部、佐藤、山口、髙木、守山、婦木、菊地 

欠席 熊谷、鈴木(義) 

議題 H29 年度 50 周年記念事業の方針協議 

第 2 回 50 周年事業特別委員会 

日時 平成 29 年 1 月 23 日(月)11 時～12 時 30 分 
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場所 如水会館「けやきの間」 

出席 西田、服部、佐藤、山口、髙木、婦木、菊地、鈴木(義)、大石 

欠席 守山、熊谷 

議題 H29 年度 50 周年記念事業の方針協議 

第 3 回 50 周年事業特別委員会 

日時 平成 29 年 2 月 14 日(火)13 時 30 分～17 時 

場所 協会会議室 

出席 西田、服部、佐藤、山口、髙木、菊地、婦木、梶原、板見、大石、藤井、鈴木(義)  

議題 H29 年度 50 周年記念事業の方針協議 

50 周年事業特別委員会/式典・講演会及び祝賀会・接客セクション小委員会合同会議 

日時 平成 29 年 3 月 22 日(水)13 時～17 時 

場所 福山商工会議所 304 会議室(広島県福山市) 

出席 役員(西田、佐藤、山口) 

    式典・講演会セクション(髙木、大石、板見) 

    祝賀会・接客セクション(婦木、藤井、庄司、濵谷) 

 欠席 式典・講演会セクション(岡田) 

 議題 第 3 回 50 周年事業特別委員会(2/14)議事録案の確認、組織表確認及び検討、式典・講 

演会・祝賀会の事業方針・調整協議、各セクション協議及び纏め 

 

11．役員選挙管理委員会 

平成 28 年度第 1 回役員選挙管理委員会 

日時 平成 28 年 12 月 28 日(水)14 時～15 時 

場所 協会会議室 

出席 竹馬、海野、中込、伊藤 

欠席 佐々木、服部 

議題 委員構成確認及び自己紹介、正副委員長互選の件、役員改選事務の件 

 

12．設備設計関係協会全国会長会議 

第 3 回設備設計関係協会全国会長会議 

日時 平成 28 年 5 月 30 日(月)13 時～15 時 

場所 如水会館「富士の間」  

出席 42 都道府県、計 54 名 

議題…西田会長挨拶、議長選出、連合会移行に関する概要説明、意見交換 

第 4 回設備設計関係協会全国会長会議 

 日時 平成 29 年 1 月 23 日(月)15 時～16 時 30 分 

場所 如水会館「松風の間」  

出席 40 都道府県 53 名、理事会役員 2 名、計 55 名 

議題…西田会長挨拶、建築設備賠償保険制度案内、議長選出、連合会移行に関する件、建築物

省エネ法対応に関する件、日設協/創立 50 周年・連合会移行記念行事の件、H29 年度各

ブロック会議の日程確認及び調整の件 

 

13．ブロック大会等…（）内は出席役員 

北海道・東北ブロック会議…北海道主催  

平成 28 年 9 月 15 日(木)－16 日(金)／札幌（西田会長、山口副会長、佐藤副会長、髙木副会長） 

関東・東京ブロック会議(7 都県交流会)…埼玉県主催  

平成 28 年 10 月 21 日(金)／さいたま市（西田会長、服部副会長） 

北陸甲信越・中部ブロック会議…三重県主催 
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平成 28 年 10 月 14 日(金)－15 日(土)／津市（山口副会長） 

近畿ブロック（近畿設備設計事務所協会交流会）…滋賀県主催 

平成 28 年 10 月 14 日(金)／大津市(西田会長） 

中国・四国ブロック会議…鳥取県主催 

平成 28 年 10 月 14 日(金)－15 日(土)／米子市（佐藤副会長、髙木副会長、守山副会長） 

九州ブロック会議…熊本県主催 

平成 28 年 11 月 11 日(金)－12 日(土)／熊本市（西田会長、佐藤副会長） 

建築設備展 2016…香川県主催 

  平成 28 年 11 月 4 日(金)－5 日(土)／高松市（髙木副会長） 

 

 

会員事項会員事項会員事項会員事項     

 

１．現況会員数／平成 29 年 3 月末日現在…（ ）内は前年度 

（１）名誉会員     ０名（  ０名）      

（２）正会員    ７０６社（７０９社）      

      北海道  ３４社（ ３５社）   青森県  １７社（ １８社） 

      岩手県   ７社（  ７社）   宮城県  ２８社（ ２７社）  

      秋田県  １５社（ １５社）   山形県  １３社（ １３社） 

      福島県  ２７社（ ２７社）   茨城県  ２０社（ ２１社） 

      栃木県  １３社（ １２社）   群馬県   ４社（  ４社） 

      埼玉県  ２０社（ ２０社）   千葉県  １２社（ １２社） 

      神奈川県  ４社（  ３社）   東京都  ６３社（ ６３社） 

      山梨県  １４社（ １４社）   長野県   ２社（  ２社） 

新潟県  １２社（ １３社）   富山県  １７社（ １７社） 

      石川県  １５社（ １６社）   福井県  １２社（ １２社） 

      岐阜県   ９社（  ９社）   静岡県  １５社（ １５社） 

      愛知県  １４社（ １４社）   三重県  １５社（ １５社） 

      滋賀県   ２社（  ２社）   京都府   ４社（  ４社） 

      大阪府  ３７社（ ３８社）   兵庫県  １９社（ １６社） 

      奈良県   １社（  １社）   和歌山県  ４社（  ４社） 

鳥取県   ６社（  ７社）   島根県   ７社（  ７社） 

      岡山県   ３社（  ２社）   広島県  ３７社（ ３８社） 

      山口県   ０社（  ０社）   徳島県  １４社（ １７社） 

香川県  ２５社（ ２４社）   愛媛県   ０社（  ０社） 

高知県  １０社（ １２社）   福岡県  ２９社（ ２８社） 

佐賀県   ７社（  ７社）   長崎県  １１社（ １１社） 

      熊本県  １９社（ １９社）   大分県  １５社（ １５社） 

      宮崎県  １７社（ １６社）   鹿児島県 １５社（ １５社） 

      沖縄県  ２２社（ ２２社）    

（３）準会員     ２７名（ ２８名）    

      宮城県   １名（  １名）   秋田県   ４名（  ４名） 

      福島県   １名（  １名）   茨城県   ４名（  ４名） 

      埼玉県   １名（  １名）   東京都   ２名（  ２名） 

新潟県  １２名（ １２名）   大阪府   ０名（  １名） 

      奈良県   １名（  １名）   沖縄県   １名（  １名）    

（４）賛助会員    ７８社（ ８２社） 
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（５）特別会員     ０名（  ０名） 

 

２．会員異動（平成 28 年４月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）   

（１）入会 

１）正会員 

eesa studio㈱／青森県          ㈱ベック・エンジニアリング／岩手県 

㈱遊企／宮城県             エートプラン／栃木県 

㈲ビックダム／神奈川県         オリオンプラントサービス㈱／東京都 

㈱綜合計画／大阪府           ㈱SAKAI／兵庫県  

㈲SORA DESIGN／兵庫県          松田設備設計／兵庫県 

㈱設備設計ヤマグチ／岡山県       合同会社アトリオデザイン／香川県     

高橋設備コンサルタント／香川県     ㈲ビーライン設計／福岡県 

上田設備設計事務所／福岡県       ㈱石川設備設計／福岡県 

㈱八光設計／長崎県           児玉設計／宮崎県           

 ２）賛助会員 

㈱建築構造センター             

（２）退会 

１）正会員 

  ㈱西村建築設備設計事務所／北海道    ㈲鎌田設備設計事務所／青森県 

    ㈲陸奥設計／青森県           ㈲北稜設計事務所／岩手県 

奥村建築設備設計事務所／茨城県     牧野内設備設計事務所／栃木県 

㈱都市設備計画／東京都         ㈲シナダ設備計画／新潟県 

  ㈱釣谷設備事務所／石川県        ㈱木村設計計画研究所／大阪府 

  ㈲前沢設備設計／大阪府         ㈲高橋設備事務所／広島県 

㈱協和設備コンサルタント／徳島県    ＵＭ設備設計システム／徳島県 

  ＡＵＳ設計室／徳島県          ㈱松山設備コンサルタント／香川県 

中川設備設計事務所／高知県       公設備設計事務所／福岡県 

    ㈲昭和設備設計事務所／長崎県      大久保設計／鹿児島県 

    Ｒｙｕ設備設計／沖縄県 

２）準会員 

    ㈱設備計画・平岡敏昭／大阪府 

 ３）賛助会員 

    ㈱三菱樹脂インフラテック        福山ガス㈱ 

    シナプスジャパン㈱           ㈱インターセントラル 

    ㈱タクミナ             

 

３．訃報 

   関 正男 平成２９年３月 東京都…元専務理事 

   

 

派遣理事及派遣理事及派遣理事及派遣理事及び委員等び委員等び委員等び委員等     

    

１．国土交通省住宅局住宅生産課 

   建築物新省エネ基準検討委員会 既存建築物 SWG…合田和泰（蒼設備設計） 

２．国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課 

   官庁施設設計におけるコスト管理手法検討会委員…（機械）泉 祐三（ユニ設備設計） 

                         …（電気）山本修三（設備計画） 
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   管工事施工管理技術検定委員会委員…服部幸二(副会長) 

３．公益財団法人建築技術教育普及センター 

建築設備士運営委員会…西田能行（会長） 

建築設備士試験受験資格審査委員会…森 康（監事） 

設備設計一級建築士講習委員…西田能行（会長） 

設備設計一級建築士講習審査会議委員…西田能行（会長）、服部幸二（副会長）   

４．一般財団法人日本建築設備・昇降機センター 

日本建築設備昇降機センター評議員…西田能行（会長） 

   建築設備検査資格者講習運営委員会…服部幸二（副会長） 

５．一般財団法人ヒートポンプ蓄熱センター  

電力負荷平準化機器・システム表彰における中央審査サポート委員 

…若松 宏（総合設備計画） 

６．一般社団法人公共建築協会 

公共建築設計者情報システム運営委員会…時田由紀夫（ピーエーシー） 

公共建築設計者情報システム運営委員会作業部会…千田信義（総合設備計画）    

７．一般財団法人建築コスト管理システム研究所 

建築コスト管理システム研究所理事…西田能行（会長） 

建築コスト管理技術会議委員…松尾 仁（理事） 

機械設備コスト管理技術部会…梅津武彦（現代空調研究所） 

電気設備コスト管理技術部会…吉岡敏行（総合設備コンサルタント）    

８．公益社団法人日本建築積算協会 

   建築積算士補評議委員会委員…飯塚順二（飯塚設計事務所） 

９．日本阻集器工業会 

グリース阻集器・オイル阻集器認定委員会…黄木金四郎（総合設備コンサルタント） 

10．本会、一般社団法人電気設備学会 

   建築設備士試験受験準備講習委員会 

…時田由紀夫(ピーエーシー)、海野法雄（偕設計）、川又哲男（川又設備計画） 

藤原克彦（渡辺建築設備事務所） 

      平川 清（ひらかわ環境デザイン）…監査委員 

11．日本暖房機器工業会 

   放熱器工業標準改正原案調査作成委員会…服部幸二（副会長）  

12．一般社団法人日本厨房工業会 

厨房設備士運営委員会…木下美代（参与）    

13．本会、一般社団法人電気設備学会、公益社団法人空気調和・衛生工学会、一般社団法人建築

設備技術者協会、公益財団法人建築技術教育普及センター 

   建築設備士関係団体ＣＰＤ協議会…飯塚順二（飯塚設計事務所）、服部幸二（副会長） 

   建築ＣＰＤ運営会議…飯塚順二（飯塚設計事務所） 

   建築設備士ＣＰＤ審査委員会…田村悟（日本エアコンセンター）、 

服部幸二（副会長） 

14．本会、一般社団法人電気設備学会、公益社団法人空気調和・衛生工学会、一般社団法人建築

設備技術者協会、一般社団法人日本空調衛生工事業協会、一般社団法人日本電設工業協会 

   建築設備六団体協議会…西田能行（会長）、服部幸二（副会長）、事務局 
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協賛・後援等協賛・後援等協賛・後援等協賛・後援等     

    

１．一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター        

   協賛…平成 28 年度「ヒートポンプ蓄熱月間」     

協賛…平成 28 年度「電力負荷平準化・省エネルギー社会実現セミナー」及び「蓄熱技術

研修会」 

２．公益社団法人日本空気清浄協会               

   協賛…第 34 回空気清浄とコンタミネーションコントロール研究大会 

３．一般財団法人日本消防設備安全センター 

   協賛…特殊消防用設備等講演会「ルート C からパッケージ型自動消火設備まで」 

４．公益社団法人ロングライフビル推進協会      

   協賛…①平成 28 年度「建築・設備総合管理士」講習 

      ②平成 28 年度「建築設備診断技術者」講習 

後援…「より良いメンテナンスのための設計・施工 10 の原則」セミナー 

後援…BELCA セミナー「ビルのライフサイクルマネジメント②」     

   協賛…BELCA セミナー「建築物の所有・メンテナンスにおける瑕疵をめぐる法的問題につ

いて」 

  後援…BELCA 研修「オフィスビル性能等評価・表示マニュアル」 

５．一般社団法人日本建築学会                  

   後援…第 12 回建築設備シンポジウム「環境建築で切り開く設計と研究のこれから」 

後援…①講習会「火災安全上の区画の設計・施工の考え方」 

②「構造材料の耐火性ガイドブック」改訂講習会 

６．一般社団法人日本能率協会                  

   協賛…第 38 回ジャパンホームショー           

   協賛…第 45 回国際ホテル・レストラン・ショー            

   協賛…第 17 回厨房設備機器展              

   協賛…欧州連合主催「Eu Green Gateway to Japan」プロジェクト 

７．公益社団法人日本建築積算協会               

   後援…建築コストマネジメント講習会、建築積算講習会、建築プロジェクトにおけるコス

トマネジメントと概算講習会、建築改修工事の積算講習会、鉄骨工事ガイドブック

講習会、建築積算実技講習会 

８．一般社団法人公共建築協会                 

   後援…「公共建築の日」及び「公共建築月間」                 

   協賛…「雨水利用・排水再利用設備計画基準・同解説平成 28 年版」講習会             

   協賛…建築工事監理指針・電気設備工事監理指針、機械設備工事監理指針平成 28 年版 

講習会 

９．一般社団法人公共建築協会、一般財団法人建築保全センター 

   協賛…「公共建築工事標準仕様書 平成 28 年版」「公共建築設備工事標準図 平成 28 年版」 

「公共建築改修工事標準仕様書 平成 28 年版」講習会 

10．一般社団法人建築設備技術者協会              

   協力…平成 28 年度「建築設備士の日」記念事業            

   名義使用…「建築設備六団体協議会 設備女子支援ネットワーク」         

   協力…熊本地震による建築設備被害状況の調査について 

   協賛…建築設備の「顔の見える化」に関する検討報告会 

11．一般社団法人建築設備技術者協会、一般社団法人日本能率協会 

   協賛…第 48 回 2016 建築設備技術会議 

12．一般社団法人電気設備学会               
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   協賛…平成 28 年度第三種電気主任技術者試験の受験対策講座 

13．一般社団法人東京都設備設計事務所協会           

   後援…平成 28 年度新技術セミナー「設備技術者が知りたい建築物省エネ法」 

14．一般社団法人香川県設備設計事務所協会            

   後援…建築設備展 2016 

15．一般社団法人全国ダクト工業団体連合会、一般社団法人日本配管工事業団体連合会、 

一般社団法人日本保温保冷工業協会                

   協賛…第 13 回スマート空調衛生システム展(MACS 2017) 

16．特定非営利活動法人地中熱利用促進協会           

   協賛…地中熱技術セミナー「地中熱利用の設備設計」 

17．特定非営利活動法人 LONMARK JAPAN           

   後援…LONMARK SESSION2016 東京 

18．日本経済新聞社                       

   協賛…SECURITY SHOW2017(第 25 回セキュリティ・安全管理総合展) 

19．一般社団法人日本照明工業会、日本経済新聞社      

   協賛…ライティング・フェア 2017(第 13 回国際照明総合展) 

 

        

 

事務局関係事務局関係事務局関係事務局関係     

 

１．職員３名 

   参与   木下 美代 

   事務局長 氏家 基彦 

   職員   松原  舞…平成 28 年 9 月 30 日付退職 

 

 


