平成 29 年度事業報告
【概

要】

平成 29 年度は、旧来の設備設計事務所を正会員とする「(旧名称)一般社団法人日本設備設計
事務所協会(日設協)」から、全国の設備設計関係協会(単位会)を正会員とする「(新名称)一般社
団法人日本設備設計事務所協会連合会(日設事連(JAFMEC))」に移行改組のうえ、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
協力と支援により事業計画の実施が進められた。
特に、パリ協定の批准に伴う建築物省エネ法の適合判定義務化により、それに係る国庫補助事
業として「建築物省エネアシストセンター事業」を受託し、建築物省エネ法の円滑な施行に向け
て協力体制を構築するとともに、本年 3 月から 4 月末まで実施された「建築士事務所の開設者が
その業務に関して請求することのできる報酬の基準（告示第 15 号）見直しに係る「設計業務及
び工事監理等業務に係る実態調査」について国の検討委員会へ参画し、
「業務報酬の適正化」に
向けて調査、研究、情報発信に努めた。
さらには、本会が昭和 41 年に社団法人として発足以来 50 年を迎えるにあたり、昨年 10 月 20
日に挙行された「創立 50 周年及び連合会移行記念行事」を通して、先達の功績に感謝し、連合
会移行を祝し、全国単位会の結束を広く社会に発信した。
また、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実務
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。
実務団体としての社会的な責任を果たし、本会の目的である「会員の適正な運営と健全な発展
及び依頼主等の利益の保護を図り、公共の福祉の増進に寄与する」ためにも、次年度も引き続き
会員の理解と協力を得ながら活動していく所存である。

【組

織】

■「運営本部」「総務部」「事業部」「会員部」の４部に加え「記念祝賀実行委員会」と「建築
物省エネアシストセンター」を設置した。
■「運営本部」は、本会の運営や国等、関連団体に係る渉外を担い、各部をバックアップした。
運営本部直轄の「担い手３法対策特別委員会」を置き、三役会が統轄した。
■「記念祝賀実行委員会」は、創立 50 周年に係る記念式典等と連合会移行の祝賀会を併せて
開催する特別委員会に位置付け、佐藤実行委員長が統括した。
■「建築物省エネアシストセンター」を事務局内に置き、建築物省エネ法の円滑施行に資する
国庫補助事業を、理事会のサポートのもと丸山センター長が統括した。
■「総務部」には、総務事務及び本会が目指す連合会の自律的監督体制の構築に係る総務委員
会と管理委員会、低賃金の是正に係る「業務報酬の適正化」と改正品確法に係る業務委員会と
品確委員会を置き、山口担当副会長、濵谷担当副会長が統括した。
■「事業部」には、収益事業及び研修会、調査研究受託業務等に係る事業委員会と技術教育委
員会を置き、佐藤担当副会長が統括した。
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■「会員部」には、機関誌発刊及びＨＰ更新による広報及び情報発信に係る広報委員会と国際
情報委員会、会員サービスに係る CPD 委員会、登録委員会、賛助会委員会を置き、南雲担当副
会長、髙木担当副会長、濵谷担当副会長が統括した。

１．各種事業活動・委員会活動の実施
【運営本部】
（１）本会の運営
以下事項を通じて本会の運営や国等、関連団体に係る渉外を担い、各部をバックアップした。
○本会の運営上の重要事項の対策・検討
○総会及び理事会の上程議案検討
○本会の財務状況の管理・確認
（２）国、関係団体等に係る渉外等
理事会役員、正会員(単位会)、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
団体等に係る渉外活動を行った。
１）国、建築設備六団体協議会※他、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、空気調和・衛生工学会、建築設備技術者協会(JABMEE)、
電気設備学会、日本空調衛生工事業協会、日本電設工業協会
■4/27(木)：国土交通省住宅局住宅生産課「設計図書記載例、工事監理マニュアル、Q&A 等最新
版に関する説明会」～全水道会館
出席／国土交通省(川田課長補佐、歌代省エネ係長)
本会／理事会役員
■6/21(水)：国土交通省営繕部設備環境課・政近課長補佐との「建築設計業務委託の進め方」
に関する意見交換会～国土交通省
出席／西田会長、髙木副会長、事務局
■7/10(月)：建設事業功労者等国土交通大臣表彰式／佐藤副会長受賞～国交省
■7/18(火)：愛媛県設備設計事務所協会との懇談会～松山市国際ホテル
出席／本会(西田会長、佐藤副会長、髙木副会長、濵谷副会長)
愛媛県協会(大和会長、大政義一、松澤欣也)
■7/26(水)：日本建築士事務所協会連合会(日事連)・大内会長との対談～如水会館
テーマ「担い手不足対策、業務報酬の適正化」
出席／本会(西田会長、佐藤副会長、菊地理事)
日事連(大内会長、居谷専務理事)、
コーディネーター(建設通信新聞・服部局長)
■11/1(水)：消防庁「スプリンクラー設備等の施工措置に関する指針(仮称)の説明会」～本会
出席／消防庁予防課・四維設備係長、消防防災科学センター・加藤審議役
本会(南雲副会長、服部専務理事、事務局)
■11/21(火)：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～全水道会館
出席／国土交通省官庁営繕部(山北整備課特別整備室企画専門官、安齊整備課課
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長補佐、政近設備環境課課長補佐、本間設備環境課課長補佐、潮設備環境
課設備技術調整係長)
本会／理事会役員
■2/7(水)：第 9 回建築設備六団体協議会専務理事・事務局長等会議…JABMEE
出席／服部専務理事、木下参与、氏家事務局長
■3/29(木)：地中熱利用促進協会との意見交換～本会
出席／地中熱利用促進協会(笹田理事長、山本理事)
本会(三役)
■3/30(金)：日本建築士会連合会・山中副会長との情報交換…士会連合会事務局
出席／西田会長、佐藤副会長、髙木副会長、事務局
２）告示第 15 号見直し検討委員会対応（業務委員会と連携）
①告示第 15 号見直しに係る経緯及び国の委員会への参画
建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準（平成 21 年国
土交通省告示第 15 号）については、平成 29 年 3 月 29 日に開催した中央建築士審査会におい
て改正に向けた検討がスタートし、告示第 15 号の改正の検討に当たっては、設計等の実務に
関する実態の把握や現行の告示第 15 号に関する課題・論点の整理等が必要であるとの観点か
ら、国土交通省主導のもと、必要な調査・検討を行うための業務報酬基準改正検討委員会(以
下、告示 15 号検討委員会という)が設置された。
建築設計 7 団体で構成する同委員会には本会から西田会長が委員として参画し、平成 30 年
3 月から実施された告示第 15 号見直しに係る
「設計業務及び工事監理等業務に係る実態調査」
への準備検討が行われるなか、本会として「業務報酬の適正化」に向けての調査、研究、情
報発信に努めた。なお、当委員会に係る主な経過は以下のとおりである。
■7/11(火)：第 1 回告示 15 号検討委員会～建築技術教育普及センター
出席／西田会長、濵谷副会長、木下参与
■7/12(水)：告示 15 号検討委員会に関する JABMEE との 2 団体協議～本会
出席／本会(西田会長、佐藤副会長、髙木副会長、濵谷副会長)
JABMEE(山下開委員、山下専務理事、菅野事務局長)
■8/4(金)：告示 15 号検討ヒアリング／庄司理事～建築技術教育普及センター
■8/17(木)：告示 15 号検討ヒアリング／藤井理事～建築技術教育普及センター
■8/24(木)：第 2 回告示 15 号検討委員会～建築技術教育普及センター
出席／西田会長、濵谷副会長、木下参与
告示 15 号検討委員会に関する JABMEE との 2 団体協議
出席／本会(西田会長、濵谷副会長、木下参与)
JABMEE(山下開委員、山下専務理事)
■10/2(月)：第 3 回告示 15 号検討委員会～建築技術教育普及センター
出席／西田会長、濵谷副会長、木下参与
■11/22(水)：第 4 回告示 15 号見直し検討委員会～建築技術教育普及センター
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出席／西田会長、濵谷副会長、木下参与
平成 29 年度「建築設備士の日」記念行事～芝浦工大豊洲キャンパス
出席／西田会長、佐藤副会長、髙木副会長、南雲副会長、事務局
■12/4(月)：第 5 回告示 15 号見直し検討委員会～建築技術教育普及センター
出席／西田会長、濵谷副会長、木下参与
■1/16(火)：告示 15 号に係る国土交通省との協議～国土交通省
出席／国土交通省住宅局(藤原企画専門官、高嶋課長補佐、森田係員)
本会(西田会長、佐藤副会長、髙木副会長、濵谷副会長、南雲副会長、
木下参与、氏家事務局長)
■2/26(月)：国土交通省「設計業務及び工事監理等に係る実態調査」開始(期限 4/27(金))
②本会「告示第 15 号見直し検討会対応委員会」の設置
上記、国の検討委員会での協議が進むなか、前回改正時には実態調査の回答数が 67 社とあま
りにも少なく又、類型の偏りがあった反省を踏まえ、本会としては実態調査対象事務所の選定を
早急に行い、平成 30 年 3 月からの実態調査に備える必要があることから、理事会承認を経て、
本会内に標準業務と標準外業務の各ワーキングチームを組織化、また、6 ブロックから派遣され
た以下の委員構成で本件対応に当たった。
■告示第 15 号見直し検討ワーキングチーム
会長

鹿児島・西田能行(西栄設備事務所)

担当副会長

長崎・濵谷雄二(濵谷設計)

担当理事

福岡・藤井修(産研設計)、福岡・庄司雅之(エスティ設計)

委員長

【九州・沖縄】鹿児島・大石秀樹(オープランニング)、鹿児島・田中義人(タナ
カ設備事務所)

■告示第 15 号見直し検討会対応委員会各ブロック派遣委員
【北海道・東北】北海道・小山俊幸(エイト設計)、宮城・佐々木亨(魁設計)
【関東】千葉・梶原

等(環境設備計画)、東京・武井一義(ピーエーシー)

【東海・北信越】岐阜・松尾

仁(岐阜建築設備計画)、愛知・村上正継(MURA 設備設計事務所)、

福井・松山憲雄(環境システム設計)
【近畿】兵庫・婦木

徹(婦木建築設備事務所)、兵庫・山本

要(黒田建築設計事務所)

【中国・四国】広島・山本一博(総合設備コンサルタント)、鳥取・宮本秀成(エクスプラン)
③業務量実態の情報の収集、提供、共有
■業務量実態調査対象事務所の事前調査の実施
国の検討委員会に対応することを目的として、10/20 第 1 回指定代表者会議における告示
15 号見直しに向けての概要説明及びアンケート調査への協力要請を経た後、全国の単位会
を通じて各構成員事務所に対し業務量実態調査対象事務所の事前調査表の提出を依頼し、
全国 238 構成員事務所から約 4800 物件のサンプルを収集した。
■実態調査の対象となる建築士事務所のリストアップ
国土交通省住宅局建築指導課より、平成 29 年 11 月 27 日付「設計・工事監理業務の業務量
の実態把握のための実態調査の対象となる建築士事務所のリストアップ」について依頼が
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あり、本会として一級及び二級登録事務所の計 165 社をアンケート対象事務所としてリス
トアップした。
■実態調査に係る質問票の受付及びとりまとめ
国土交通省住宅局建築指導課の依頼を受け、本調査の回答にあたっての各建築士事務所よ
りの質問票を本会で受付け、とりまとめた質問一覧を国土交通省へ提出した。
■実態調査に係る事例の業務量等提供
本実態調査の回答対象は建築士事務所の登録をしていることが前提であるが、業務量のサ
ンプル数を増やすためにも、建築士事務所登録をしていない(無登録)設備設計事務所も調
査に協力できるよう、元設計者に事例の業務量等を提供し、業務量調査の回答に協力する
方法を示していくべきとの主旨により、本会の告示 15 号見直し対応ワーキングチームにお
いて業務量調査の回答に係る以下のフロー案を作成し、各単位会へ周知徹底を図った。
(ⅰ)※登録設備設計事務所の場合
①単独で回答
⇒事務所調査票とともに、対象事例ごとに実施した設備の設計及び工事監理の業務量
等を記入した、業務量調査票を WEB 上に回答
②元設計者の回答に協力する
⇒元設計者(※確認申請書又は計画通知書第二面の代理者の建築士事務所)に、事例の
業務量等を提供し、調査票の回答の協力
(ⅱ)※無登録設備設計事務所の場合
③元設計者の回答に協力する
３）アドバイザー事業(賛助会員企業を対象に技術アドバイス)
賛助会員企業の商品・機器及びシステム等に関する調査、研究、開発、提案に係るアドバイス
等の協力を行なうことを目的とした事業を以下のとおり企画・運営した。
■契約者…㈱遠藤照明
■業務名称…体育・スポーツ施設等の照明に関する業務
■業務内容…選任技術委員との勉強会開催
各地区での体育スポーツ施設等の照明セミナー開催(最大 9 箇所を予定)
■契約期間…平成 29 年 10 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日(予定)
■第 1 回キックオフ会議の開催
各ブロックより派遣された選任技術委員 5 名及び三役出席のうえ、以下日程で開催した。
・日時

平成 30 年 1 月 17 日(水)13:00-17:00

・場所

遠藤照明東京四谷事務所

・委員

金子和已(埼玉・金子設計)、武井一義(東京・ピーエーシー)、尾澤賢司(富山・エ
ス設備設計企画)、鏡堂友章(兵庫・婦木建築設備事務所)、安松郁子(香川・アー
クテクノ)

・主議題

契約内容の確認、今後のスケジュール等

４）防衛省への分離発注要望書提出について
平成 30 年 2 月 28 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
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離）発注方式」の継続と拡大についての要望書を提出した。
【記念祝賀実行委員会】
○協会創立５０周年及び連合会移行記念行事の開催～平成 29 年 10 月 20 日
本会が昭和 41 年に社団法人として創立以来 50 周年を迎えるとともに、平成 29 年 5 月 31 日
（水）総会時をもって連合会組織に移行改組したことを祈念し、平成 29 年 10 月 20 日（金）
、
東京・如水会館において「創立 50 周年及び連合会移行記念行事」が挙行された。
（１）テーマ

～絆つないで 50 年そして新たな未来へ～

（２）参加者数
記念式典

…役員・構成員 100 名、賛助会員 21 名、来賓 1 名／計 122 名

記念講演会…役員・構成員 99 名、賛助会員 27 名、来賓 1 名／計 127 名
記念祝賀会…役員・構成員 93 名、賛助会員 39 名、来賓 37 名／計 169 名
（３）式次第
１）記念式典

14 時〜15 時／ ｢オリオンルーム｣

一、開会の辞

髙木副会長

一、会長式辞

西田会長

一、来賓祝辞

一般社団法人建築設備技術者協会

野部 達夫会長

一、来賓紹介
一、功労者表彰
一、閉会の辞
２）記念講演会

南雲副会長

15 時 15 分〜16 時 45 分／「オリオンルーム」

一、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」
講師
３）記念祝賀会

早稲田大学創造理工学部建築学科教授

田辺 新一 様

17 時〜19 時／ ｢スターホール｣

一、開会挨拶

佐藤副会長（記念祝賀実行委員長）

一、会長挨拶

西田会長

一、来賓祝辞

国土交通省

伊藤明子住宅局長

一、来賓紹介
一、乾杯

賛助会委員会委員長

倉本 和徳（日立アプライアンス(株)）

一、祝宴
一、アトラクション
一、締め
一、閉会の辞
４）当日配付物

HIKOJO（生バンド）
、ピアーチェカルテット（弦楽四重奏チーム）

山口副会長記念祝賀副実行委員長）
濵谷副会長

出席者芳名録、記念講演会資料、連合会 PR パンフレット、記念ボールペン、
連合会バッチ(役員・構成員のみ)
５）成果物
創立 50 周年及び連合会移行記念誌
記録 DVD(当日記念行事、写真、50 周年イメージ動画を収録)
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※記念誌は各単位会構成員数分を贈呈、記録 DVD は各 1 枚贈呈した。
６）50 周年及び連合会移行記念親睦ゴルフ大会
開催日

平成 29 年 6 月 1 日（木）

場

太平洋クラブ

所

参加数

美野里コース（茨城県小美玉市三箇 952）

11 都府県/55 名

【建築物省エネアシストセンター】
本事業は、国土交通省が平成２９年度に実施した補助金事業「住宅市場整備推進等事業」に
本会が応募し、
「省エネ住宅・建築物の整備に向けた体制整備」として国土交通省から採択され
た事業である。
本事業の目的は、平成２７年７月に公布された省エネ法の省エネ制度、省エネ計算、設備の設
計及び工事監理において、省エネ法の円滑な施行に協力することである。
本事業では、上記の目的を達成するために次の３件の業務を実施した。
（１）省エネ計算及び設計、監理に係る、電話・ＦＡＸ・メ－ルでの質疑内容を整理しその質
疑回答をマニュアル化（Ｑ＆Ａ、ＦＡＱの作成）し、公開する。
（２）本会の都道府県会員事務所のうち、省エネ計算業務が対応できる事務所のリストを作成し、
ホームページ上にて公開する。リストは、非住宅におけるモデル建物法と標準入力法及び
住宅の３種類に分け、対応可能なエリア及び業務を整理し、全国都道府県ごとに検索でき
るようにする。
（３）本会６ブロックの各単位会から「省エネ適合性判定に関する講習」の修了者（判定員とい
う）対し、「設計図書の記載例」「工事監理マニュアル」等の詳細説明・勉強会を開催し、
各ブロックに専門員を育成する。
これらの項目を実施する方法として、平成２９年４月に本会事務局内に「建築物省エネアシ
ストセンター」を設置し、専属の担当者を配置することで、省エネ法の円滑な施行に積極的に協
力することに努めた。
さらに、アシストセンターを開設したことを本会ホームページに掲載するとともに、
「建築物
省エネアシストセンター」のパンフレットを各関係方面に配布して省エネ法の相談窓口の設置に
ついて周知の徹底を図った。
なお、各項目の具体的な対応・実施方法について、以下に示すとおりである。
（１）「省エネ法のＱ＆Ａ」への対応・実施方法
「省エネ法のＱ＆Ａ」への対応について、原則として、平日はセンター長がアシストセンター
に常時待機（９時から１７時）し、省エネ法関連の質疑応答の対応や会員の問い合わせに対応し
た。また、ＦＡＸやメールでの問い合わせ等については、２４時間受付し、翌日のセンター稼働
時間に回答するように努めた。
また、質問等で内容が不明な場合は、国土交通省、建築研究所、建築環境・省エネルギー機構
や登録省エネ判定機関等と連携しながら質問者に対応した。
（２）「省エネ法に対応可能な設計事務所」への対応・実施方法
「省エネ法に対応可能な設計事務所」への対応について、建築物省エネ法関係業務に関する
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アンケ－トを各単位会を通じて 870 社余りの構成員事務所に実施し、省エネ計算や省エネ設備
設計、工事監理に対応可能な設備設計事務所を選定・登録した。この登録名簿は随時見直しを図
り、最新のものを公開している。
さらに、９月には、選定した設備設計事務所がいかに活動しているかを調査するために、実態
調査アンケ－トを実施した。
（３）「省エネ法を講習する専門員」への対応・実施方法
「省エネ法を講習する専門員」について、平成２９年度前半と後半の 2 回にわたり国土交通
省が主催し、株式会社日建学院が運営する「建築物省エネ法説明会」に本会から講師を派遣する
ことで、専門員の養成を行った。説明会は設計・施工監理に関するものであったが、その準備の
ための講師育成勉強会を以下のとおり開催した。
①平成２９年度前期

専門員の講師育成勉強会

日時・場所：６月２１日

１３：３０～１７：００・如水会館(東京)

参加者：２１名
講師

：国交省住宅局住宅生産課
日建設計

②平成２９年度後期

歌代係長、建築研究所

西澤主任研究員

岡垣上席研究員
専門員の講師育成勉強会

日時・場所：１２月１９日

１３：３０～１７：００・エッサム神田ホ－ル(東京)

参加者：２１名
講師

：国交省住宅局住宅生産課

歌代係長、日建設計

岡垣上席研究員

以上の講師育成勉強会を経て、平成 29 年度前後期の 2 回にわたり全国各地で開催された「建
築物省エネ法フォロ－アップ【設計・監理】説明会」と「建築物省エネ法説明会」の開催期間、
講義内容、講師名等は以下のとおりである。
■建築物省エネ法フォロ－アップ【設計・監理】説明会
開催期間：平成 29 年 7 月 24 日～ 8 月 31 日（全国 12 会場）
講義内容：（1）省エネ適判に要する設計図書の記載内容について
（2）省エネ基準に係る工事監理について
担当講師：
【北海道・東北ブロック】
北海道・藤原陽三(藤原環境科学研究所)、秋田県・山下隆士(山下建築設備設計事務所)
【関東ブロック】
千葉県・梶原等(環境設備計画)、東京都・齊木 智(省エネプランニング)
【東海・北信越ブロック】
新潟県・内藤貴志男(新潟建築確認検査機構)、愛知県・大塚優(明和技術管理事務所)
【近畿ブロック】
京都府・中野護（㈱幹設備設計事務所）、大阪府・桃木昭二（㈱新日本設備計画）
【中国・四国ブロック】
島根県・児玉一哉（㈲環境設備計画）、広島県・本兼孝治（㈱佐藤設計）
【九州・沖縄ブロック】
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長崎県・森田仁（設備企画ユメックス）、沖縄県・宮良洋三（㈲カイ設備）
■建築物省エネ法説明会～適判における疑問点と対処方法～
開催期間：平成 30 年 1 月 29 日～ 3 月 14 日（全国 28 会場）
講義内容：（1）省エネ基準適合義務の施行状況について
（2）省エネ基準適合義務対象建築物に係る設計・監理の概要説明
（3）省エネ基準に係る設計・監理のポイント解説
担当講師：
【北海道・東北ブロック】
北海道・藤原陽三(藤原環境科学研究所)、岩手県・新山正智(㈲北日本設備設計事務所)、
宮城県・板橋美登利（㈱鰐設計）、宮城県・高橋

圭（㈱鰐設計）

【関東ブロック】
埼玉県・栗木薫（㈲クラフト設備設計）、千葉県・梶原等（㈱環境設備計画）
、
東京都・齊木智（省エネプランニング㈱）、東京都・飯島健司（㈱ピーエーシー）
【東海・北信越ブロック】
新潟県・内藤貴志男（㈱新潟建築確認検査機構）
、愛知県・村上正継（㈱MURA 設備設
計事務所）
【近畿ブロック】
京都府・中野護（㈱幹設備設計事務所）、大阪府・桃木昭二（㈱新日本設備計画）、
和歌山県・市川正夫（市川建築設備設計事務所）
【中国・四国ブロック】
鳥取県・宮本秀成（㈱エクス・プラン）、島根県・児玉一哉（㈲環境設備計画）
、
島根県・岡田昌樹（㈱総合技研設計）、広島県・本兼孝治（㈱佐藤設計）
、
香川県・髙木俊幸（㈱アークテクノ）
【九州・沖縄ブロック】
長崎県・森田仁（設備企画ユメックス）、鹿児島県・田中義人（㈱タナカ設備事務所）、
沖縄県・宮良洋三（㈲カイ設備）

【総務部】
総務委員会：本会会議等の運営、経理、理事会提案事項、文書、諸規定、会員の拡充、
他団体への技術者派遣、事務局人事その他一般管理、その他会員に関する事項（事務局と連携）
○事務局と連携のうえ、以下活動を実施した。
（１）総会、理事会、役員会、委員会の案内・運営の準備等
（２）年会費管理及び経理処理等
（３）本会の諸規定の管理
（４）本会の会員構成員情報(構成員の入退会、保有資格等)の管理
（５）本会の諸規定の作成
（６）本会委員の委嘱及び関係団体からの委員派遣要請に応じた委嘱及び管理。
○連合会移行に係るロゴマーク、旗、パンフレットの作成
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（１）記念祝賀実行委員会と連携のうえ、理事会連合会移行に係るロゴマークを作成した。
（２）連合会旗を作成し、各単位会へ頒布した。
（３）連合会及び建築物省エネアシストセンター広報用パンフレットを作成し、各単位会、賛助
会員、関係団体、国交省等へ配布した。
管理委員会：自律的監督体制の構築、コンプライアンス監視・遵守
○建築設備賠償責任保険制度の管理
（１）建築設備賠償責任保険制度の加入促進、対応及び管理
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、本制度の重要性
を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 年度末現在 294 社（昨
年度実績 271 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。
また、保険事故の保険会社の査定に関する相談に対応するとともに、保険事故例の分析を行い
本会機関誌での公表に向け準備検討を行った。
○単位会構成員名簿の管理及び発行
平成２９年度版として平成２９年１０月１日、1,000 部を発行し、正会員(単位会)及び賛助会
員へ頒布した。
業務委員会：業務報酬基準等、業務に関する事項、過去の調査研究資料を基に、報酬基準を改善
告示第１５号見直し検討委員会委員と連携のうえ、以下の活動を行った。
○業務報酬の適正化＜低賃金の改善＞
・告示第１５号見直し検討の委員会委員のバックアップ（JABMEE ワーキングと連携）
➢

設備設計業務等業務量算定に係る論点ごとの要求

○業務量実態の情報の収集、提供、共有
・告示第１５号の追加業務の業務量基準の作成
品確委員会：改正品確法の遵守に関する事項
次年度への本格的な活動に向けて、以下事項について準備検討を行った。
○業務の品質向上
・設備設計業務チェックシートの管理・活用の推進・維持
・工事監理ガイドラインの活用・推進
○経営管理の研究・指導
・業務量管理のソフトの開発・普及
・会員企業のビジネスチャンス拡大策の研究
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【事業部】
事業委員会：講習会、研修会、記念事業、各種資料、書籍販売、本会の収益事業等（事務局と連
携）
○収益事業の実施
（１）設計計算支援ソフト（eco 労師シリーズ）販促（事務局）
平成 28 年度に「eco 労師シリーズ 2016」として発売した電気・給排水衛生・空調・耐震計
算ソフトを引き続き本会ホームページ上で販売した。
（２）設備資料・書籍等の販売（事務局）
１）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」をホームページ上で販売した。
２）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」をホームページ上で販売した。
３）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。
○各種講習会・研修会の企画・運営
・建築設備士受験準備講習会の開催（事務局）
１）第一次建築設備士試験（学科）受験準備講習会
主催は本会・一般社団法人電気設備学会
平成２９年４月１５日～１６日 東京（受講１５０名）定員
平成２９年４月２２日～２３日 大阪（受講９１名）定員…大阪府協会の協力
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２９年７月

８日

東京①（受講１５０名）定員

平成２９年７月

９日

東京②（受講１５０名）定員

平成２９年７月１５日

東京③（受講１２０名）定員

平成２９年７月２３日

東京④（受講１２０名）定員

平成２９年７月３０日

東京⑤（受講１２０名）定員

平成２９年７月２２日

札幌

（受講

平成２８年７月２９日

大阪

（受講１５０名）定員…大阪府協会協力

平成２８年７月３０日

福岡

（受講７４名）…福岡県協会協力

３４名）…北海道協会協力

○各種懇親会の開催
１）総会懇親会…平成２９年５月３１日（水）如水会館（東京都千代田区）で実施。
２）新年のつどい…平成３０年１月３０日（火）如水会館（東京都千代田区）で実施。
技術・教育委員会：自主調査研究、委託調査研究、委託開発、新人教育研修等
○設備技術の調査・研究
・未利用エネルギー（地中熱等）促進団体との技術交流会の開催
事業委員会と連携のうえ、NPO 法人地中熱利用促進協会と以下の第 1 回技術交流会を開催した。
日時

平成 29 年 9 月 12 日（火）13 時 30 分～17 時

場所

TKP 岡山カンファレンスセンター会議室

11

出席

本会（佐藤、髙木、歌田、板見、下飯野、
・新居、・新田、小野、宮本（秀）
）
地中熱利用促進協会（笹田、森山、森川、山本）

議題

主催者挨拶及び出席者紹介、笹田理事長挨拶及び出席者紹介、地中熱利用促進協会
の概要、技術セミナー、地中熱設計マニュアルの検討

○技術教育研修
・次年度への本格的な活動に向けて、新人教育・設備設計の体系的な研修会の開催について企画
検討を行った。
【会員部】
広報委員会：協会広報、出版、渉外、広告、機関誌の編纂、各種情報の収集等（事務局と連携）
○機関誌の刊行準備
昨年 5 月の連合会組織移行改組に伴い、日設協で刊行していた機関誌「設備設計」については、
誌面内容をリニューアルするべく昨年 1 月号を最後に休刊し、連合会機関誌としてのリニューア
ル第 1 号を発刊するべく準備検討を行った。
○創立 50 周年及び連合会移行記念誌の編纂
記念祝賀実行委員会内に設置した記念誌部会として、記念誌の編纂に当たった。
○ＨＰのコンテンツ＜ＨＰの更新＞

連合会移行に伴いホームページをリニューアルのうえ最新情報の更新を行ないながら、本会
活動内容の周知広報に努めた。ホームページは、連合会案内（沿革・定款・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、正会員(単位会)・賛助会員リスト、講習会案内、出版図書案内、設計支援計算ソフト「ｅ
ｃｏ労師」シリーズ案内、建築設備士ＣＰＤ制度案内、建築物省エネアシストセンター事業等を
掲載、随時更新中である。
国際情報委員会：国際間の設備設計業務等
○海外の設備設計の実態調査及び関係法等情報交流・発信
次年度への本格的な活動に向けて、海外の設備設計の実態調査及び関係法等情報交流・発信に
ついて準備検討を行った。

ＣＰＤ委員会：建築設備士（電気、管工事施工管理士含む）のＣＰＤポイント取得支援、
建築設備士ＣＰＤ協議会へ参画等
○建築設備士 CPD 協議会活動
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
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３０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７５名。
（２）建築設備士ＣＰＤプログラム認定申請受付と情報発信
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「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ＣＰＤ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、各単位会、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
29 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 1 件、茨城県設備設
計事務所協会 3 件、東京都設備設計事務所協会 1 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 9 件。
登録委員会：単位会における業界防衛（参入制限）の手段としての事務所登録制度を運営
○登録設備設計事務所制度の再検討
平成 24 年度より(旧)日設協時に発足した「登録設備設計事務所制度」は、日設協では個々の
事務所に対する会員サービス事業であったが、現在の連合会組織では単位会がサービスの対象と
なるため、単位会に対するサービス事業に成り得るのかを判断しながら、新しい登録制度の考え
方に向けて整理するべく、当面の間は本制度の在り方等含め、検討を重ねていく。
また、連合会移行及び既に本制度発足から 5 年以上経過していることによる暫定措置として
「登録看板」を新たに作成し、現登録事務所（計 52 社）に無償で配付した。
賛助会委員会：正会員と賛助会との交流等、連合会情報の共有及びＨＰの会員ページ検索
次年度への本格的な活動に向けて、連合会組織における賛助会の在り方及び今後の活動方針に
ついて準備検討を行った。

諸会議の開催
１．総会
第 64 回定時総会(日設協)
日時

平成 29 年 5 月 31 日（水）14 時～15 時 30 分

場所

如水会館（東京都千代田区）

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

581 社（出席 62 社、委任状 519 社）

議案

第 1 号議案

平成 28 度決算報告(案)の件
監査報告

議長

第 2 号議案

定款変更(案)の件

報告第 1 号

平成 28 年度事業報告の件

西田会長
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議事録署名人

鈴木義夫会員（東京都／ベイテクノ）
、安堂渉会員（兵庫県／安堂設備設計事
務所）

第 65 回臨時総会(日設事連)
日時

平成 29 年 5 月 31 日（水）15 時 45 分～17 時

場所

如水会館（東京都千代田区）

正会員総数 45 社
同意書提出 45 社
議決権を有する正会員総数 45 社（定足数 23 社）
議決権を有する出席正会員数 45 社（出席 43 社、委任状 2 社）
議案

議長

第 1 号議案

役員改選(案)の件

報告第 1 号

平成 29 年度事業計画及び予算の件

守山康仁（鳥取県協会会長）

議事録署名人

遠藤 学（宮城県協会会長）
、岩満国弘（宮崎県協会会長）

２．理事会
第 384 回理事会及び連合会理事予定者合同会議
日時

平成 29 年 4 月 27 日（木）13 時～17 時

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、松尾、婦木、
濵谷、宮良、松山、森、小柳、梶原、村上、歌田、板見、藤井、庄司、丸山

欠席

住田、熊谷、加地

確認事項…4 月 26 日～27 日のスケジュール確認、前回(第 383 回)理事会議事録の確認
協議事項…連合会移行関連含む主要スケジュールの件、H29 年度日設協及び各ブロック会議の
主催地区、日程の再確認及び調整の件
審議事項…正会員入会申込の件、日設協_第 64 回定時総会付議事項の件、第 65 回臨時総会運
営の件、第 65 回臨時総会付議事項の件、連合会移行後の理事・委員長キックオフ
会議スケジュール協議の件、建築物省エネアシストセンターに関する件、告示 15
号改訂委員会に関する件、創立 50 周年及び連合会移行記念行事の件、連合会ロゴ
マーク案の件、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
監事講評…松山監事、森監事
第 385 回理事会
日時

平成 29 年 5 月 31 日（水）11 時～13 時 30 分

場所

如水会館（東京都千代田区）

出席

西田、山口、佐藤、髙木、守山、種市、菊地、市村、川瀬、熊谷、松尾、婦木、濵谷、
宮良、松山、森、丸山

欠席

服部、関、住田

確認事項…本日日程の確認、前回(第 384 回)理事会議事録の確認
協議事項…平成 29 年度通常事業スケジュールの件
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審議事項…第 64 回定時総会付議事項の件、連合会(暫定)入会申込の件、第 65 回臨時総会付議
事項の件、連合会定款細則(案)審議、建築物省エネアシストセンターに関する件、
創立 50 周年記念行事案内説明会運営の件、総会懇親会運営の件
報告事項…会員退会の件
監事講評…松山監事、森監事
第 386 回理事会
日時

平成 29 年 5 月 31 日（水）16 時～16 時 15 分

場所

如水会館（東京都千代田区）

出席

種市、小柳、菊地、梶原、南雲、熊谷、山口、村上、加地、婦木、佐藤、歌田、髙木、
板見、藤井、庄司、濱谷、西田、松山、森

欠席

服部、関、川瀬

審議事項…議長選出の件、会長(代表理事)・副会長・専務理事選定の件、連合会 H29・30 年度
組織(案)の件
理事会（書面審議）
実施日
議案

平成 29 年 8 月 24 日（木）
会員入会の件、協賛・後援依頼の件

第 387 回理事会
日時

平成 29 年 9 月 14 日（木）11 時～15 時 30 分

場所

如水会館（東京都千代田区）

出席

西田、山口、佐藤、髙木、濵谷、南雲、服部、種市、関、小柳、菊地、梶原、川瀬、
熊谷、村上、婦木、歌田、板見、藤井、庄司、松山、森、丸山

欠席

加地

確認事項…9 月 13 日～15 日のスケジュール確認
審議事項…会員異動の件、単位会事務経費の取扱いの件、委員会報告及び関連審議の件、協賛
依頼の件
協議事項…H29 年度通常事業スケジュールの件
報告事項…職員採用の件、会計報告書
監事講評…松山監事、森監事
理事会（書面審議）
実施日
議案

平成 29 年 10 月 26 日（木）
協力・後援依頼の件

第 388 回理事会
日時

平成 29 年 11 月 21 日（火）13 時 30 分～17 時

場所

全水道会館 4Ｆ大会議室（東京都文京区）

出席

西田、佐藤、髙木、濵谷、南雲、服部、種市、関、小柳、菊地、梶原、川瀬、村上、
婦木、板見、藤井、庄司、松山、森、丸山

欠席

山口、熊谷、加地、歌田

確認事項…11 月 21 日～22 日のスケジュール確認、前回(第 387 回)理事会議事録の確認
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審議事項…単位会事務手数料支払に関する再審議、ブロック協議会の纏め及び今後の活動指
針、委員会報告及び関連審議の件、賛助会員入会の件、協賛・後援依頼の件
協議事項…H29 年度通常事業スケジュールの件、平成 30 年新年各会合スケジュールの件
報告事項…消防庁予防課「スプリンクラー設備等の耐震措置に関する指針(仮称)」説明会、
会計報告書
監事講評…松山監事、森監事
第 389 回理事会
日時

平成 30 年 1 月 30 日（火）11 時～15 時

場所

如水会館（東京都千代田区）

出席

西田、佐藤、山口、髙木、濵谷、南雲、服部、種市、関、小柳、菊地、梶原、川瀬、
熊谷、村上、加地、婦木、歌田、板見、藤井、松山、森、丸山

欠席

庄司

確認事項…1 月 29 日～31 日のスケジュール確認、前回(第 388 回)理事会議事録の確認
審議事項…単位会事務手数料支払に関する再審議、第 2 回指定代表者会議運営の件、新年の
つどい運営の件委員会報告及び関連審議の件、会員入会の件
協議事項…年度末・年度初の通常事業スケジュールの件、H30 年度各ブロック会議の主催地区、
日程確認の件
報告事項…歌田理事辞任届の件、国交省官庁営繕部設備環境課 BIM アンケート報告の件、会
計報告書
監事講評…松山監事、森監事
理事会（書面審議）
実施日
議案

平成 30 年 3 月 20 日（火）
名義使用・協賛依頼の件

理事会（書面審議）
実施日
議案

平成 30 年 3 月 28 日（水）
会員入会の件、協賛依頼の件

３．運営本部／三役会
第 1 回三役会
日時

平成 29 年 6 月 20 日（火）10 時～12 時 30 分

場所

如水会館（東京都千代田区）

出席

西田、山口、佐藤、髙木、濵谷、南雲

欠席

服部

協議事項…三井住友海上火災保険㈱の賠償責任保険の新体制の情報提供、三井住友海上火災
保険㈱の新保険「プレステージインターナショナルサービスメニュー」の導入案の
提供、連合会会計処理の原則等について
第 2 回三役会
日時

平成 29 年 7 月 10 日（月）13 時 30 分～17 時

場所

本会会議室
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出席

西田、山口、佐藤、髙木、濵谷、南雲、服部

確認事項…7/10～12 の日程確認、前回(第 1 回)役員会議事録の確認
協議事項…連合会事業運営基本資料の件、ブロック協議会テーマ検討の件、7/18（火）愛媛県
の連合会入会勧誘活動企画の件、7/26（水）10：00〜11：30…記念祝賀事業対談／
日事連

大内会長

出席／西田、佐藤、山口、菊地、木下、氏家

第 3 回三役会
日時

平成 29 年 8 月 22 日（火）15 時～16 時 30 分

場所

如水会館（東京都千代田区）

出席

西田、山口、佐藤、髙木、濵谷、南雲、服部

確認事項…8/22～24 の日程確認
協議事項…各委員会活動報告の件、7/27 配信ＢＬＫ協議会テーマの件、8/24 告示第 15 号検討
委員会の件
第 4 回三役会
日時

平成 29 年 9 月 13 日（水）11 時～17 時

場所

本会会議室

出席

西田、山口、佐藤、髙木、濵谷、南雲、服部

確認事項…9 月 13 日～15 日のスケジュール確認、第 3 回三役会議事録(案)の確認
協議事項…第 387 回理事会の事前協議
第 5 回三役会
日時

平成 29 年 11 月 21 日（火）11 時～13 時

場所

本会会議室

出席

西田、佐藤、髙木、濵谷、服部

欠席

山口、南雲

確認事項…11 月 21 日～22 日のスケジュール確認、第 4 回三役会議事録(案)の確認
協議事項…第 388 回理事会の事前協議、連合会資産状況の確認
第 6 回三役会
日時

平成 29 年 12 月 18 日（月）13 時～17 時

場所

本会会議室

出席

西田、佐藤、髙木、濵谷、服部、丸山

欠席

山口、南雲

確認事項…12 月 18 日～20 日のスケジュール確認、第 5 回三役会議事録の確認
協議事項…アシストセンター関連協議、告示 15 号見直し検討委員会(国)対応について、
アドバイザー委員会_第 1 回キックオフ会議について、国交省営繕部整備課 BIM
アンケート調査について、防衛省分離発注要望活動について、H30 年度通常事業
スケジュールについて、来年 1/29～30 のスケジュール確認について、50 周年記念
行事打上げ会について、連合会ビジョンについて
第 7 回三役会
日時

平成 30 年 1 月 29 日（月）14 時～18 時
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場所

本会会議室

出席

西田、佐藤、山口、髙木、濵谷、南雲、服部

確認事項…1 月 29 日～31 日のスケジュール確認、前回議事録の確認、告示 15 号見直し検討に
係る国交省との個別協議(1/16)議事録の確認、告示 15 号見直し検討に係る調査表
(案)の確認回答書(1/25 国交省提出済)の確認
協議事項…第 389 回理事会の事前協議、賠償保険制度の新特約(案)について、防衛省分離発注
要望活動の件、50 周年記念行事打上げ会 in 沖縄について、連合会ビジョンについ
て、JABMEE との告示 15 号見直し検討に関する二団体協議、賛助会活動方針に関す
る打合せについて
第 8 回三役会
【1 日目】
日時

平成 30 年 3 月 29 日（木）11 時～18 時

場所

協会会議室

出席

西田、佐藤、山口、髙木、濵谷、南雲、丸山

欠席

服部

【2 日目】
日時

平成 30 年 3 月 30 日（金）10 時～14 時

場所

本会会議室

出席

西田、佐藤、山口、髙木、濵谷、南雲、服部、丸山

確認事項…3 月 29 日～30 日のスケジュール確認、前回議事録の確認、国交省営繕部「BIM ア
ンケート」分析結果、国交省営繕部「関係者間調整の円滑化」
協議事項…次年度事業計画及び予算検討の件、告示 15 号見直しアンケート調査の件、地中熱
利用促進協会との今後の事業活動に関する意見交換、賠償責任保険「特約案」対
応協議、賛助会委員会との次期活動方針に関する打合せ
４．運営本部／告示 15 号見直し検討会対応委員会
第 1 回告示 15 号見直し検討委員会対応チーム会議
日時

平成 29 年 7 月 24 日（月）15 時 20 分～18 時

場所

福岡県設備設計事務所協会事務局

出席

西田、髙木、濵谷、藤井、庄司、田中、種市、岩満、植村

欠席

大石

議題

国交省_告示 15 号検討委員会ヒアリング対応に関する協議、ブロック協議会テーマの件

第 2 回告示 15 号見直し検討委員会対応チーム会議
日時

平成 29 年 8 月 1 日（火）13 時 10 分～17 時

場所

㈱産研設計

出席

西田、藤井、庄司

議題

告示 15 号検討委員会の一環として、国土交通省が行うヒアリングに関する協議

会議室

第 3 回告示 15 号見直し検討委員会対応チーム会議
日時

平成 29 年 8 月 8 日（火）9 時～13 時
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場所

㈱産研設計

会議室

出席

西田、濵谷、藤井、庄司

欠席

大石、田中

議題

国交省_告示 15 号検討委員会ヒアリング対応に関する協議、15 号検討特化戦略

第 4 回告示 15 号見直し検討委員会対応チーム会議
日時

平成 29 年 8 月 30 日（水）

13 時～16 時

場所

福岡県設備設計事務所協会事務局

出席

西田、濵谷、藤井、庄司、田中、大石

議題

アンケート調査対象事務所の選定と調査表記入に関する講習に係るワーキング、標準外
業務のリスト作成及び業務量積算式の研究・開発に係るワーキング

第 5 回告示 15 号見直し検討委員会対応チーム会議
日時

平成 29 年 9 月 7 日（木）

11 時～15 時

場所

福岡県設備設計事務所協会事務局

出席

西田、濵谷、庄司、田中、大石

欠席

藤井

議題

ワーキングチーム委員選定の件、検討委員会提出の提案書内容について、標準化グラフ、
標準外リストの具体的方針

第 6 回告示 15 号見直し検討会対応委員会（全体会議）
日時

平成 29 年 9 月 25 日（月）13 時～17 時

場所

神戸商工貿易センタービル 26 階

出席

西田、濵谷、藤井、庄司、田中、小山、佐々木、梶原、武井、松尾、村上、松山、

第 6 会議室

山本（要）
、婦木、宮本（秀）、山本（一）
欠席

大石

議題

告示 15 号見直し作業の経過説明、今後のスケジュールと作業分担

第 7 回告示 15 号見直し検討委員会対応チーム会議
日時

平成 29 年 10 月 16 日（月）13 時 30 分～16 時 30 分

場所

福岡県設備設計事務所協会事務局

出席

濵谷、藤井、庄司、田中、大石

欠席

西田

議題

省エネ計算等の業務量修正案について、アンケート調査対象事務所への事前調査表に
ついて、標準外業務について、標準業務について、今後のスケジュールについて

告示 15 号見直し検討会対応委員会（第 1 回指定代表者会議との合同会議）
日時

平成 29 年 10 月 20 日（金）11 時～12 時

場所

如水会館（東京都千代田区）

出席

正会員（単位会）指定代表者（代理役員含む）
、本会理事役員、告示 15 号見直し検討
会対応委員

議題

告示 15 号見直し検討委員会の経緯、組織、課題とスケジュール等、全体説明、アンケ
ート調査への協力要請
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第 8 回告示 15 号見直し検討委員会対応チーム会議
日時

平成 29 年 11 月 16 日（木）10 時～15 時

場所

福岡県設備設計事務所協会事務局

出席

西田、濵谷、藤井、庄司、田中、大石

議題

第 4 回報酬基準検討委員会に向けた協議、標準外業務の整理と標準化仕分け

第 9 回告示 15 号見直し検討委員会対応チーム会議
日時

平成 29 年 11 月 30 日（木）

11 時～15 時

場所

熊本県建築士会館

出席

西田、濵谷、藤井、庄司、田中、大石

議題

第 4 回検討委員会（国）への対応及び第 5 回検討委員会（最終）への対応、今後のスケ
ジュールと役割分担

第 10 回告示 15 号見直し検討委員会対応チーム会議
日時

平成 29 年 12 月 14 日（木）

10 時～14 時

場所

福岡県設備設計事務所協会事務局

出席

西田、濵谷、藤井、庄司

欠席

田中、大石

議題

第 5 回検討委員会（国）よりの検討依頼事項への対応

第 11 回告示 15 号見直し検討委員会対応チーム会議
日時

平成 30 年 1 月 12 日（金）10 時〜14 時 30 分

場所

福岡県設備設計事務所協会事務局

出席

西田、濵谷、藤井、庄司、田中、大石

議題

前回議事録の確認、アンケート対象事務所の条件について、標準業務・標準外業務の
仕分け、指定者代表会議での説明内容

第 12 回告示 15 号見直し検討委員会対応チーム会議
日時

平成 30 年 2 月 22 日（木）10 時〜15 時 36 分

場所

福岡県設備設計事務所協会事務局

出席

西田、藤井、庄司、田中、大石

欠席

濵谷

議題

国交省アンケート資料の確認、日設事連作成の資料について

告示 15 号見直し検討会対応委員会（全体会議）
日時

平成 30 年 3 月 7 日（水）13 時 30 分〜17 時 50 分

場所

全水道会館「中会議室」
（東京都文京区）

出席

西田、濵谷、藤井、庄司、大石、田中、小山、佐々木、南雲、松尾、村上、松山、婦
木、山本（要）
、宮本（秀）、山本（一）

欠席

武井、梶原

議題

告示第 15 号見直しの調査の全体像について、調査の回答の円滑化について、事前の
入力シート説明、事前の事例の業務量分析シート、国土交通省からの実態調査への質問
受付
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第 13 回告示 15 号見直し検討委員会対応チーム会議
日時

平成 30 年 3 月 8 日（木）10 時〜11 時 30 分

場所

本会会議室

出席

西田、濵谷、藤井、庄司、田中、大石

議題

告示 15 号見直しに係る実態調査対応協議

第 14 回告示 15 号見直し検討委員会対応チーム会議
日時

平成 30 年 3 月 19 日（月）14 時〜17 時

場所

福岡県設備設計事務所協会事務局

出席

西田、濵谷、藤井、庄司、田中、大石

議題

前回議事録の確認、第 1 回追加質問票対応、第 2 回追加質問票対応、国交省からの質
問票回答、事前入力シートの相互確認、今後の対応

５．総務部／総務委員会
平成 29 年度第 1 回総務委員会
日時

平成 29 年 7 月 19 日（水）13 時～16 時

会場

本会会議室

出席

山口、熊谷、婦木、守山、木村

議題

委員会構成の確認、委員会活動内容の確認、規程類の見直し検討

６．総務部／管理委員会
平成 29 年度第 1 回管理委員会
日時

平成 29 年 8 月 4 日（金）13 時 30 分～16 時 30 分

場所

本会会議室

出席

本会（山口、菊地、加藤（仁））
三井住友海上火災保険（佐藤）

欠席

小柳

議題

委員会活動内容の確認、連合会会員名簿作成の件、賠償責任団体保険制度に関する件

平成 29 年度第 2 回管理委員会
日時

平成 29 年 11 月 15 日（水）14 時～15 時 30 分

場所

本会会議室

出席

本会（山口、菊地、小柳、服部）
三井住友海上火災保険（佐藤、貫井）
アスカ総合鑑定（増田）

欠席

加藤（仁）

議題

賠償責任保険に関する件、前回議事録の確認

平成 29 年度第 3 回管理委員会
日時

平成 30 年 1 月 22 日（月）13 時 30 分～15 時 30 分

場所

本会会議室

出席

本会（山口、菊地、小柳、加藤（仁）、服部）
三井住友海上火災保険（佐藤、貫井）
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議題

賠償責任保険に関する件、前回議事録の確認

平成 29 年度第 4 回管理委員会
日時

平成 30 年 2 月 15 日（木）14 時～16 時

場所

本会会議室

出席

本会（山口、菊地、小柳）
三井住友海上火災保険（佐藤）
富士通トータル保険サービス（粟飯原）

欠席

加藤（仁）
、服部

議題

前回議事録の確認、賠償責任保険特約案に関する件

７．事業部／技術教育委員会・事業委員会
ＮＰＯ法人地中熱利用促進協会との第 1 回技術交流会
日時

平成 29 年 9 月 12 日（火）13 時 30 分～17 時

場所

TKP 岡山カンファレンスセンター会議室

出席

本会（佐藤、髙木、歌田、板見、下飯野、
・新居、・新田、小野、宮本（秀）
）
地中熱利用促進協会（笹田、森山、森川、山本）

議題

主催者挨拶及び出席者紹介、笹田理事長挨拶及び出席者紹介、地中熱利用促進協会の
概要、技術セミナー、地中熱設計マニュアルの検討

８．会員部／賛助会委員会
平成 29 年度賛助会委員会担当理事・委員長会議
日時

平成 29 年 12 月 15 日

場所

本会会議室

出席

梶原、倉本

議題

今後の方向性について

９．会員部／広報委員会
第 580 回広報委員会
日時

平成 29 年 5 月 10 日（水）15 時～17 時

場所

本会会議室

出席

菊地、鈴木（義）
、宮本（正）森、藤原、加藤（浩）、末崎、田中

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、50 周年記念事業の件、連合会機関誌検討の件

第 581 回広報委員会及び記念誌部会合同会議
日時

平成 29 年 9 月 26 日（火）15 時～17 時

場所

本会会議室

出席

村上、婦木、鈴木（義）
、宮本（正）、加藤（浩）、末崎、田中、菊地

欠席

南雲、藤原、森

議題

創立 50 周年及び連合会移行記念行事の件、広報委員会 H29 年度事業計画の件、連合会
機関誌検討の件

第 582 回広報委員会及び記念誌部会合同会議
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日時

平成 29 年 10 月 24 日（火）15 時～17 時

場所

本会会議室

出席

村上、婦木、鈴木（義）
、宮本（正）、森、加藤（浩）、末崎

欠席

南雲、藤原、田中、菊地

議題

前回議事録確認、創立 50 周年記念誌編纂の件、連合会機関誌検討の件

第 583 回広報委員会及び記念誌部会合同会議
日時

平成 29 年 11 月 30 日（木）15 時～17 時

場所

本会会議室

出席

村上、婦木、鈴木（義）
、藤原、森、加藤（浩）、末崎、田中、菊地

欠席

南雲、宮本（正）

議題

前回議事録の確認、創立 50 周年記念誌編纂の件、連合会機関誌検討の件

第 584 回広報委員会
日時

平成 30 年 1 月 31 日（水）15 時〜17 時

場所

本会会議室

出席

南雲、村上、婦木、鈴木（義）、宮本（正）、森、加藤（浩）、末崎、田中

欠席

藤原

議題

前回議事録の確認、各ブロックからの委員派遣要請経過報告の件、連合会機関誌検討

第 585 回広報委員会
日時

平成 30 年 2 月 27 日（火）14 時〜16 時

場所

日立アプライアンス㈱会議室（東京都港区）

出席

村上、婦木、鈴木（義）
、宮本（正）、森、加藤（浩）、末崎、田中、鈴木（清）、杉浦、
佐々木

欠席

南雲、藤原、矢野

議題

委員構成の確認、日設事連「組織表」の確認、日設事連「3 月〜6 月の主要スケジュー
ル」の確認、広報委員会「事業計画」の確認、前回議事録の確認、連合会機関誌検討

１０．会員部／登録委員会
H29 年度 第 1 回登録委員会
日時

平成 29 年 7 月 24 日（月）14 時 20 分～15 時 20 分

場所

福岡県設備設計事務所協会事務局

出席

濱谷、髙木、種市、岩満、藤山、植村、西田

議題

登録設備設計事務所制度の普及・維持について、登録設備設計事務所制度の管理技術者
研修会の企画・運営、登録規定による更新（5 年有効）時期の為、更新制度の再検討

H29 年度 第 2 回登録委員会
日時

平成 30 年 1 月 29 日（月）12 時～14 時

場所

本会会議室

出席

濱谷、髙木、種市、岩満、藤山、植村、西田、山口

議題

第 1 回会議議事録の確認、登録看板作成について

H29 年度 第 3 回登録委員会
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日時

平成 30 年 2 月 20 日（火）14 時～17 時

場所

福岡県設備設計事務所協会事務局

出席

岩満、藤山、植村

欠席

濱谷、髙木、種市

議題

第 2 回会議議事録の確認、登録制度の見直し検討、登録看板及び登録証作成について、
連合会としての登録委員会の活動について

１１．記念祝賀実行委員会
日設協 50 周年事業特別委員会／式典・講演会セクション小委員会
日時

平成 29 年 5 月 11 日（木）11 時～16 時

場所

本会会議室

出席

佐藤、髙木、大石、岡田、奥村

欠席

山口、板見

議題

連合会ロゴマークの決定について、当日スケジュールの確認、工程表の確認・検討、
予算案の確認・検討、式典・講演会レイアウトの確認・検討、式典、講演会の事業方
針、調整協議

日設協 50 周年事業／各セクション委員長合同会議
日時

平成 29 年 5 月 23 日（火）13 時～17 時

場所

本会会議室

出席

西田、佐藤、山口、婦木、鈴木（義）、奥村

欠席

髙木、服部、菊地

議題

工程表の確認、予算案の確認、各セクションの進捗状況報告及び
全セクションの調整協議、協会創立 50 周年記念行事案内説明会運営の件

記念祝賀実行委員会/正副部会長会議
日時

平成 29 年 7 月 11 日（火）11 時～17 時

場所

本会会議室

出席

西田、佐藤、山口、髙木、婦木、藤井、菊地、鈴木（義）
、梶原

欠席

服部、板見、大石

議題

50 周年記念行事の進捗状況確認及び調整協議、連合会移行記念親睦ゴルフ大会報告

記念祝賀実行委員会/第 1 回全体会議
日時

平成 29 年 8 月 22 日（火）13 時～17 時

場所

如水会館（東京都千代田区）

出席

佐藤、山口、服部、梶原、小林、金城、髙木、板見、大石、岡田、奥村、濵谷、婦木、
藤井、庄司、菊地、鈴木（義）
、宮本（正）、森、加藤（浩）
、田中、西田、南雲

議題

創立 50 周年及び連合会移行記念行事の進捗状況確認及び最終調整協議、連合会 PR 用
パンフレット案の件、各部会打合せ

記念祝賀実行委員会/部会長会議
日時

平成 29 年 9 月 15 日（金）11 時～15 時

場所

如水会館（東京都千代田区）
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出席

西田、濵谷、佐藤、山口、服部、髙木、婦木、菊地

欠席

南雲

議題

創立 50 周年及び連合会移行記念行事について

記念祝賀実行委員会/部会長会議
日時

平成 29 年 11 月 15 日（水）11 時～14 時

場所

本会会議室

出席

佐藤、山口、服部、梶原、髙木、菊地、南雲

欠席

婦木

議題

創立 50 周年及び連合会移行記念行事総括

記念祝賀実行委員会/沖縄県協会との交流会
日時

平成 30 年 2 月 9 日(金)－11 日(日)

場所

沖縄県

出席

西田、佐藤、濵谷、南雲、服部、菊地、梶原、矢野、田中(常)

記念祝賀実行委員会/部会長会議
日時

平成 30 年 3 月 30 日（金）10 時～11 時

場所

本会会議室

出席

佐藤、山口、髙木、婦木、菊地、服部、西田、濵谷、南雲

議題

創立 50 周年及び連合会移行記念行事総括

１２．指定代表者会
第 1 回指定代表者会議
日時

平成 29 年 10 月 20 日（金）11 時～12 時

場所

如水会館（東京都千代田区）

出席

正会員（単位会）指定代表者（代理役員含む）
、本会理事役員、告示 15 号見直し検討
会対応委員

議題

告示 15 号見直し検討委員会の経緯、組織、課題とスケジュール等、全体説明、アンケ
ート調査への協力要請

第 2 回指定代表者会議
日時

平成 30 年 1 月 30 日（火）15 時 30 分〜16 時 30 分

場所

如水会館（東京都千代田区）

出席

正会員（単位会）指定代表者（代理役員含む）
、本会理事役員、告示 15 号見直し検討
会対応委員

議題

告示 15 号見直し検討委員会の経緯、組織、課題とスケジュール等、全体説明、 アン
ケート調査への協力要請

１３．ブロック協議会…（）内は出席役員
北海道・東北ブロック協議会…岩手県主催
平成 29 年 9 月 28 日(木)－29 日(金)／盛岡市（西田会長）
関東ブロック協議会…東京都主催
平成 29 年 10 月 19 日(木)／都内（西田会長、南雲副会長）
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東海・北信越ブロック協議会…愛知県主催
平成 29 年 10 月 27 日(金)－28 日(土)／名古屋市（西田会長）
近畿ブロック協議会…大阪府主催
平成 29 年 9 月 22 日(金)／大阪市(西田会長）
中国・四国ブロック協議会…徳島県主催
平成 29 年 10 月 6 日(金)－7 日(土)／徳島市（西田会長、佐藤副会長、髙木副会長）
九州・沖縄ブロック協議会…長崎県主催
平成 29 年 11 月 10 日(金)－11 日(土)／長崎市（西田会長、佐藤副会長、髙木副会長、
濵谷副会長）

会員事項
１．現況会員数／平成 30 年 3 月末日現在
（１）正会員

４６単位会（全構成員数：８７３社）
(

単位会名

)内は指定代表者名

構成員数

一般社団法人北海道設備設計事務所協会

(種市

由夫)

３４

一般社団法人青森県設備設計事務所協会

(竹内

靖雅)

１７

一般社団法人岩手県設備設計事務所協会

(村山

茂)

７

一般社団法人宮城県設備設計事務所協会

(遠藤

学)

２８

一般社団法人秋田県設備設計事務所協会

(長谷川

正一)

１５

一般社団法人山形県設備設計事務所協会

(鈴木

清晃)

１２

一般社団法人福島県設備設計事務所協会

(小柳

浩)

２６

一般社団法人茨城県設備設計事務所協会

(菊地

繁)

２３

一般社団法人栃木県設備設計事務所協会

(加藤

仁志)

１３

一般社団法人群馬県設備設計事務所協会

(坂田

伸也)

１１

一般社団法人埼玉県設備設計事務所協会

(金子

和已)

２０

一般社団法人千葉県設備設計事務所協会

(梶原

等)

１９

一般社団法人東京都設備設計事務所協会

(市村

充)

７７

一般社団法人神奈川県設備設計事務所協会

(四海

孝志)

１８

一般社団法人山梨県設備設計事務所協会

(中込

隆)

１４

一般社団法人新潟県設備設計事務所協会

(渋谷

周策)

２２

一般社団法人長野県設備設計協会

(佐藤

忠幸)

４

富山県設備設計事務所協会

(山毛利

一般社団法人石川県設備設計監理協会

幹夫)

１７

(村島

外三雄)

１７

一般社団法人福井県設備設計事務所協会

(松山

憲雄)

１２

一般社団法人岐阜県設備設計事務所協会

(松尾

仁)

１０

一般社団法人静岡県設備設計協会

(植田

賢司)

２６
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一般社団法人愛知県設備設計監理協会

(植田

亮)

３４

一般社団法人三重県設備設計事務所協会

(杉本

治)

１４

一般社団法人滋賀県設備設計事務所協会

(北川

進)

１５

一般社団法人京都設備事務所協会

(水嶌

順二)

２３

一般社団法人大阪府設備設計事務所協会

(加地

正和)

３６

兵庫県設備設計事務所協会

(安堂

渉)

２０

奈良県設備設計事務所協会

(植村

武司)

８

和歌山設備設計事務所協会

(市川

正夫)

６

一般社団法人鳥取県設備設計事務所協会

(守山

康仁)

７

一般社団法人島根県設備設計事務所協会

(神門

喜八郎)

８

一般社団法人岡山県設備設計事務所協会

(小野

公一)

１２

一般社団法人広島県設備設計事務所協会

(歌田

光典)

３６

一般社団法人山口県設備設計事務所協会

(石山

啓司)

１３

一般社団法人徳島県設備設計事務所協会

(新田

聡)

１５

一般社団法人香川県設備設計事務所協会

(新居

修三)

２４

一般社団法人高知県設備設計事務所協会

(下飯野

芳幸)

１４

一般社団法人福岡県設備設計事務所協会

(藤井

修)

３０

一般社団法人佐賀県設備設計事務所協会

(承山

孝吉)

７

一般社団法人長崎県設備設計事務所協会

(濵谷

雄二)

１１

一般社団法人熊本県設備設計事務所協会

(藤山

豊)

１９

一般社団法人大分県設備設計事務所協会

(矢野

久)

１５

一般社団法人宮崎県設備設計事務所協会

(岩満

国弘)

１６

一般社団法人鹿児島県設備設計事務所協会

(植村

直哉)

１５

一般社団法人沖縄県設備設計事務所協会

(安谷屋

（２）賛助会員

６５社

（３）名誉会員

０名

幸助)

３３

派遣理事及び委員等
１．国土交通省住宅局建築指導課
業務報酬基準(告示第 15 号)改正検討委員会委員…西田能行(会長)
２．国土交通省住宅局住宅生産課
住宅・建築物のエネルギー消費性能の実態等に関する研究会委員
…丸山

修（建築物省エネアシストセンター長）

３．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）山本修二（設備計画）
管工事施工管理技術検定委員会委員…服部幸二(専務理事)
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４．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（専務理事）
５．一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（専務理事）
定期報告制度の調査・検査項目の見直しの検討委員会…森

康（監事）

６．一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
…加藤

寛（婦木建築設備事務所）

７．一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）
８．一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（岐阜県協会会長）

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）
９．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）
10．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）
11．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）
竹馬久雄（雙設備研究所）
平川

清（ひらかわ環境デザイン）…監査委員

12．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（専務理事）
13．一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）
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、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（専務理事）
建築ＣＰＤ運営会議…飯塚順二（飯塚設計事務所）
15．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
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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（専務理事）
、事務局

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 29 年度「ヒートポンプ蓄熱月間」
協賛…平成 29 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 35 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．公益社団法人ロングライフビル推進協会
協賛…①平成 29 年度「建築・設備総合管理士」講習
②平成 29 年度「建築設備診断技術者」講習
後援…「『ビルのライフサイクルマネジメント』第 3 回～ビル運営のためのリスクマネジ
メント～」セミナー
後援…「建築物のＬＣ設計の考え方」セミナー
協賛…BELCA セミナー「最近の裁判例で学ぶ建築物の設計・施工における瑕疵をめぐる法
的問題について」
後援…「ビルの省エネルギー」セミナー
後援…「BELCA 賞の軌跡、そしてこれから」セミナー
後援…BELCA 資格者セミナー「建築非構造部材を巡る最新動向－地震対策と環境配慮－」
４．一般社団法人日本建築学会
後援…第 13 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 PART 2」
５．一般社団法人日本能率協会
協賛…第 46 回国際ホテル・レストラン・ショー
協賛…第 18 回厨房設備機器展
協賛…Japan Home & Building Show 2017
６．公益社団法人日本建築積算協会
後援…①コストが分かれば建築が見える！建築コストマネジメント講習会
②建築積算士ガイドブック講習会
７．一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…公共建築工事標準仕様書に基づく建築（電気設備、機械設備）工事の施工監理（施
工計画書作成要領）平成 29 年度版講習会
８．一般社団法人建築設備技術者協会
協力…平成 29 年度「建築設備士の日」記念事業
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名義使用…①「建築設備六団体協議会

設備女子支援ネットワーク」

②「建設産業女性活躍推進ネットワークの構築について（情報提供のお願い）」
協賛…「建築設備運用の最適化に向けた建築設備技術者の新たな業務展開に関する調
査報告会」
９．一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 50 回 2017 建築設備技術会議
10．一般社団法人電気設備学会
協賛…平成 29 年度第三種電気主任技術者試験の受験対策講座
11．一般社団法人東京都設備設計事務所協会
後援…平成 29 年度新技術セミナー「これからの空調設計は外調が要です」
12．特定非営利活動法人 LONMARK JAPAN
後援…LONMARK SESSION 2017 東京
13．日本経済新聞社
協賛…SECURITY SHOW 2017（第 25 セキュリティ・安全管理総合展）
14. 一般社団法人日本冷凍空調工業会
協賛…HVAC&R JAPAN 2017（第 39 回冷凍・空調・暖房展）
15. 特定非営利活動法人 LED 照明推進協議会
協賛…LED NEXT STAGE 2018（第 7 回）
16. 一般財団法人建築環境・省エネルギー機構
協賛…第 7 回サステナブル建築賞

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

遠藤

温子

以上
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