平成 30 年度事業報告
【概 要】
平成 30 年度は、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
業として昨年度に続き「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、「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。
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「設備設計事務所の適正な運営と
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】
■平成 30 年度は、連合会となった本会の社会的な地位に相応しい、国等の情報のパイプ役と
しての専務理事を置いた。また、本会の会計事務に係る会計担当の副会長を置いた。
■「運営本部」
「総務部」
「事業部」
「会員部」の 4 部と「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、三役会が統括した。
■「総務部」には、総務事務に係る総務委員会及び本会が目指す連合会の自律的監督体制の構
築に係る管理委員会の 2 つの委員会と、低賃金の是正に係る「業務報酬の適正化」に係る業務
委員会と改正品確法に係る品確委員会の 2 つの委員会を置き、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に係る事業委員会と、調査研究受託業務等に係る技術・
教育委員会の 2 つの委員会を置き、佐藤担当副会長が統括した。
■「会員部」には、機関誌発刊及びＨＰ更新等に係る広報委員会と、会員サービスに係る CPD
委員会及び登録委員会、国際情報委員会、賛助会委員会の 4 つの委員会を置き、髙木担当副会
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・三役会のサポートのもと丸山センター長が統括した。
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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
○名誉会員及び顧問の推薦
（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、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
■5/23(水)：日本空調衛生工事業協会創立 80 周年記念懇親会～帝国ホテル
出席／事務局
■6/26(火)：日本建築士事務所協会連合会総会懇親会～銀座東武ホテル
出席／西田会長、木下参与
■6/27(水)：公明党・設備設計に関する議員懇話会設立総会～衆議院第 2 議員会館
出席／議員懇話会（太田昭宏(衆)議員、北側一雄(衆)議員、石田祝稔(衆)議員、
高木陽介(衆)議員、斉藤鉄夫(衆)議員(小堀秘書代理出席)、
佐藤英道(衆)議員、伊佐進一(衆)議員(小西秘書代理出席)、
中野洋昌(衆)議員、鰐淵洋子(衆)議員、石川博崇(参)議員、
佐々木さやか(参)議員(斉藤秘書代理出席)、矢倉克夫(参)
議員、横山信一(参)議員、里見隆治(参)議員、石田祝稔事務
所・室岡秘書、佐藤英道事務所・服部秘書)
本会(西田会長、山口副会長、佐藤副会長、髙木副会長、濵谷副会長、
南雲副会長、服部専務理事、事務局)
■6/27(水)：建築設備技術者協会総会懇親会～明治記念館
出席／西田会長、山口副会長、佐藤副会長、髙木副会長、濵谷副会長、南雲副会
長、服部専務理事、事務局
■7/10(火)：平成 30 年建設事業功労者等国土交通大臣表彰式／濵谷副会長受賞～国交省
■7/25(水)：第 11 回建築設備六団体協議会専務理事・事務局長等会議～建築設備技術者協会
出席／大竹専務理事、木下参与、氏家事務局長
■8/29(水)：国土交通省・住宅・建築物の省エネ対策のあり方についての意見交換～本会
出席／国土交通省住宅局住宅生産課建築環境企画室(宿本室長、川田課長補佐、
高梨係長)
本会(西田会長、服部副会長、山口副会長、佐藤副会長、髙木副会長、
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濵谷副会長、南雲副会長、大竹専務理事、梶原理事、丸山アシスト
センター長、事務局)
■9/4(火)：国土交通省・建築士資格に係る実務経験のあり方に関するヒアリング～建築教育技
術普及センター
出席／国土交通省(佐々木専門官、森田係長)
本会(西田会長、事務局)
■10/9(火)：国土交通省・平成 30 年度官庁営繕事業における生産性向上技術の導入に関する調
査検討業務ヒアリング調査に係る対応協議(第 1 回)～本会
出席／対応チーム(西田会長、服部副会長、南雲副会長、菊地理事、梶原理事、
婦木理事、大竹専務理事)、オブザーバー(濵谷副会長)、
事務局
■10/13(土)：第 30 回住生活月間功労者国土交通大臣表彰式／服部副会長受賞～宇都宮グランド
ホテル(栃木県)
■10/16(火)：国土交通省・平成 30 年度官庁営繕事業における生産性向上技術の導入に関する調
査検討業務ヒアリング調査に係る対応協議(第 2 回)～本会
出席／南雲副会長、菊地理事、梶原理事、事務局
■10/30(火)：国土交通省住宅局建築指導課との懇談…国土交通省
出席／国土交通省(佐々木専門官、森田係長)
本会(西田会長、大竹専務理事、事務局)
■10/31(水)：国土交通省・平成 30 年度官庁営繕事業における生産性向上技術の導入に関する調
査検討業務に係るヒアリング
出席／国土交通省官庁営繕部(山田担当官、廣瀬担当官、杉山担当官)
デロイトトーマツ PRS(株)(中川係員、松本係員、清水係員)
本会(西田会長、服部副会長、梶原理事、大竹専務理事、事務局)
■11/20(火)：建築設備技術者協会「建築設備士の日」記念事業～芝浦工業大学(豊洲)
出席／西田会長、服部副会長、山口副会長、佐藤副会長、髙木副会長、濵谷副会
長、南雲副会長、大竹専務理事、事務局)
■11/21(水)：公明党・設備設計に関する議員懇話会～衆議院第 2 議員会館
出席／議員懇話会（北側一雄(衆)議員(岡本秘書代理出席)、石田祝稔(衆)議員、
赤羽一嘉(衆)議員(岩野秘書代理出席)、佐藤英道(衆)議員、
杉 久武(参)議員、横山信一(参)議員、石田祝稔事務所・室
岡秘書、佐藤英道事務所・服部秘書)
本会(西田会長、服部副会長、山口副会長、佐藤副会長、髙木副会長、
濵谷副会長、南雲副会長、大竹専務理事、事務局)
■12/7(金)：国土交通省・官庁施設の設計業務等積算要領等の改正方針(案)に係る協議～国土交
通省
出席／国土交通省官庁営繕部整備課(滝本対策官、安齋課長補佐、内藤係長)
国土交通省官庁営繕部設備・環境課(村山課長補佐)
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本会(西田会長、濵谷副会長、大竹専務理事、事務局)
■12/7(金)：国土交通省・建築物省エネ法の適判義務拡大の改正方針に係る打合せ～国土交通省
出席／国土交通省住宅局住宅生産課建築環境企画室(宿本室長、本田係長)
本会(西田会長、濵谷副会長、大竹専務理事、事務局)
■2/6(水)：第 12 回建築設備六団体協議会専務理事・事務局長等会議～建築設備技術者協会
出席／大竹専務理事、木下参与、氏家事務局長
２）国土交通省・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)が昨年度に設置され、今年度まで計 10 回に
渉る協議が行われた。
建築設計 7 団体で構成する同委員会には昨年度に続き本会から西田会長が委員として参
画し、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。
■5/23(水)：第 6 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
■6/14(木)：第 7 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
■6/26(火)：第 8 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
■7/31(火)：第 9 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
■10/12(金)～11/10(土)告示第 15 号改定案に関する意見募集(パブリックコメント)実施
■10/9(火)：第 10 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
■12/7(金)：第 11 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、氏家事務局長
■12/26(水)：改正業務報酬基準に係る説明会に関する七会事務局打合せ～建築技術教育
普及センター
出席／国土交通省住宅局建築指導課(佐々木専門官、伊東課長補佐、森田
係長)、七会事務局(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、日本建設業連合会、日本建築構造技術
者協会、建築設備技術者協会、本会)、オブザーバー(建築技術教
育普及センター事務局)
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■1/21(金)：平成 31 年国土交通省告示第 98 号公布・施行
■2/12(火)～2/26(火)：日本建築士会連合会主催・改正業務報酬基準説明会(全国 9 カ所)
■3/1(水)～3/20(月)：開催府県の各建築士会主催・改正業務報酬基準 DVD 説明会
(全国 38 カ所)
②本会「告示第 15 号見直し検討会対応委員会」の対応
上記、国の検討委員会に対して、本会としての意見を集約する目的で、見直し検討委員
会対応チーム（以下、
「対応チーム」
）を以下 6 名のメンバーで組織して昨年度から今年度
まで計 18 回の会議を重ね、さらには、「告示 15 号見直し検討会対応特別委員会」を全国 6
ブロックの各単位会から派遣された以下 12 名の委員で本件対応に当たった。
■告示第 15 号見直し検討委員会対応チーム
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国土交通省「設計業務及び工事監理等に係る実態調査」への対応
国土交通省において、平成 30 年 2 月 26 日より 4 月 27 日まで「設計業務及び工事監理等
に係る実態アンケート調査」が実施され、国の検討委員会の報告によれば、本会における
アンケート対象事務所 162 社に対し、回答事務所は 104 社であり、64.2％の回答率であっ
た。これを受け、この後、告示 15 号見直し案発表された後は、国土交通官庁営繕部が「官
庁施設積算要領等」の作成準備に着手することが考えられることから、本会として回答デ
ータを収集し、独自の業務量等を分析し営繕部に対して提案の準備をすると共に、5～10 年
後に再度の見直しが行われるときのために、記録として残しておくことを目的として、平
成 30 年 6 月、各単位会を通じてアンケートに回答した 104 社に対して業務量調査のみのデ
ータの提出要請を行った結果、約 50 社のデータを収集した。
④告示 15 号見直しに係る各ブロック協議会への周知・徹底
前項の国土交通省「設計業務及び工事監理等に係る実態調査」では標準業務について実
態調査が行われたが、告示 15 号には標準外業務の定義があり、その業務も報酬の中に入れ
て発注されているかどうかについて、全国の設備設計事務所が把握されているのかの意識
付け及び情報共有を図ることを目的として、今年度の 6 ブロック協議会共通のテーマとし
て協議を行った。
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⑤平成 31 年国土交通省告示第 98 号公布・施行後の対応
平成 31 年 1 月 21 日の告示第 98 号公布後、官庁営繕部に於いては官庁施設の積算要領を
発表し、新年度から施行する旨の通達をあったことを受け、本会「対応チーム」としては、
告示第 98 号に基づいた積算要領の中に、不明確な部分が多々あるとの認識の下、適切な運
用のために必要な考え方を示すべく、告示第 98 号・別添二（建物の用途）
、別添三第 5 項
（難易度補正）では、具体的な事例を列記し、別添四（標準業務に附随する追加的業務）
では、具体的事例毎に独自の業務量又、適判が必要な省エネ計算の業務量、改修設計にお
ける積算業務量について、纏めたものを会員用として作成する予定である。国土交通省は
近い将来、新告示第 98 号の見直しをすることを明言しており、その時に備える為、本会と
して業務量算出用の積算ソフト開発及び実績業務量のストック等の作業を進めていく。
３）国土交通省官庁営繕部～公共建築相談窓口に関するアンケートへの協力
国土交通省官庁営繕部計画課よりの要請を受け、本省をはじめ、全国の地方整備局や営
繕事務所等に設置されている公共建築相談窓口に関して、同窓口の認知度や満足度等につ
いて把握し、今後のよりよい運用を図ることを目的としたアンケート調査を各単位会の協
力を得て平成 30 年 12 月 14 日から平成 31 年 1 月 18 日まで実施することで国の施策に対し
支援協力を行った。
４）防衛省への分離発注要望書提出について
平成 30 年 5 月 30 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。
（３）激甚指定の自然災害被災地支援
１）平成 30 年 7 月西日本豪雨災害被災地支援について
平成 30 年 7 月西日本豪雨の被災地区支援を目的として、理事会議決を経て平成 30 年 9
月より 11 月末に至る間、本会に専用の支援金口座を開設し、募金活動を実施した。
■最終募金金額（平成 31 年 1 月 23 日現在）2,824,300 円
■理事会議決を経て最終募金金額 2,824,300 円を、岡山県 100 万円、広島県 100 万円、愛
媛県 824,300 円に配分し、平成 31 年 1 月 10 日、各県庁指定口座へ振込済。
■3 県知事宛の目録を岡山県協会、広島県協会へ送付。愛媛県は中国四国ブロック・板見
ブロック長へ送付。
■岡山県協会は、平成 31 年 1 月 17 日、岡山県協会・小野会長が岡山県庁を訪問、中山祐
喜子保健福祉部長に目録を贈呈した。
■広島県協会は、平成 31 年 3 月 14 日、広島県協会・井村会長、島田専務理事が広島県庁
を訪問、土木建築局の友道都市建築技術審議官と行廣設備工事監に目録を贈呈した。
■愛媛県は、平成 31 年 2 月 7 日、板見ブロック長、髙木副会長が愛媛県庁を訪問、神野
一仁副知事に目録を贈呈した。
２）平成 30 年北海道胆振東部地震被災地支援について
平成 30 年 9 月 6 日に発生した北海道胆振東部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 30 年 12 月より平成 31 年 3 月初旬に至る間、本会に専用の支援金口座を開
設し、募金活動を実施した。
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■最終募金金額（平成 31 年 3 月 11 日現在）1,859,543 円
■1,859,543 円を、平成 31 年 3 月 10 日、北海道庁指定口座へ振込済。
■北海道知事宛の目録を北海道協会へ送付。平成 31 年 3 月 19 日、北海道協会・種市会長
はじめ役員が北海道県庁を訪問、同庁建設部・平向邦夫建築企画監に目録を贈呈した。
■以上の他、北海道・東北ブロックの各単位会では、平成 30 年 10 月 11 日の同ブロック
協議会（秋田大会）において、北海道設備設計事務所協会へ支援金の目録を贈呈すると
ともに、同協会を通じて、北海道庁へ 68 万円を贈呈した。
（４）公立小中学校冷房設備の整備に係る連合会としての対応
全国的に頻発している屋内外の熱中症は教育の現場でも発生しており、就学児童の命を熱中
症から守り、学力向上の環境整備のために、国としても対策・施策・補正予算等による動きもあ
ることから、本会として、公立小中学校にエアコンを設置する際の設計・監理業務の実施にあた
っては建築設備の設計等を専門としている本会加盟の都道府県・設備設計関係協会（単位会）の
活用を推奨する旨を記した首長宛ての書面を作成し、単位会に配信することで、国の施策への対
応に当たった。
（５）ＪＡＦＭＥＣビジョン策定特別委員会
自律的監督体制のもと、社会の要請に的確に応える連合組織の活性化と魅力ある組織のための、
中長期ビジョンを策定することを目的として、本会正会員である茨城県、千葉県、東京都、長野
県、愛知県、広島県の各単位会から派遣された以下の委員構成で本件対応に当たった。
なお、成果物として「JAFMEC VISION2030」を作成、引き続き見直しを図りながら、次年度中
の刊行に向けて検討中である。
■ＪＡＦＭＥＣビジョン策定特別委員会
委員長

佐藤

大三（㈱佐藤設計・広島県）

副委員長

南雲

繁人（㈱ナグモ設備設計事務所・東京都）

委

員

菊地

繁（㈱菊地設備設計事務所・茨城県）

委

員

梶原

等（㈱環境設備計画・千葉県）

委

員

村上

正継（㈱MURA 設備設計事務所・愛知県）

委

員

佐藤

忠幸（㈱三友ファシリティーズデザイン・長野県）

【建築物省エネアシストセンター】
（１）本事業の目的と実施体制
本事業は、国土交通省が平成 30 年度に実施した補助金事業「環境・ストック活用推進事業
のうち、調査、普及・広報に関する事業」に本会が応募し、昨年度に引き続き「建築物省エネア
シストセンター事業」として国土交通省から採択された事業である。
本補助事業の目的は、建築物省エネ法の省エネ計算及び設備の設計及び工事監理において、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主として、以下 4 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てＱ＆Ａ
やＦＡＱを作成し、質疑応答のマニュアル化を図り、公開する。
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②本会の都道府県会員事務所のうち、省エネ計算業務対応可能設備事務所のリストを作成し、
ＨＰ上にて公開する。
③本事業内容を紹介するパンフレットを作成し、全国に広報する。
④建築物省エネ法説明会への講師派遣
以上の項目を実施する体制として、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、建築物省エネ法の円滑な施行に積極的に協力した。
具体的には、センターの運営・企画及び業務全体の責任者として、省エネ法の電話相談に対
応できるセンター長 1 名のほか、センター長の補助及びＦＡＸ及びメールに対応できる者 1 名
の 2 名体制で対応した。
また、アシストセンターの運営を指導する組織として、センター長と本会三役(正副会長・専
務理事)を検討委員とする「省エネ協議会」を発足し、以下のとおり計 3 回にわたり、センター
の事業執行状況の確認や対応策等の協議を行った。
■平成 30 年度第 1 回省エネ協議会
日時 平成 30 年 5 月 24 日（木）14 時 30 分～15 時 30 分
場所

本会会議室

出席

西田、佐藤（大）、山口、髙木、濵谷、南雲、丸山

欠席 服部
議題 平成 30 年度補助金事業への対応、Ｑ＆Ａ、ＦＡＱの作成方針、対応可能設計事務所
の追加アンケ－ト調査、建築物省エネアシストセンターの広報活動
■平成 30 年度第 2 回省エネ協議会
日時 平成 30 年 8 月 29 日（水）13 時 30 分～15 時
場所

本会会議室

出席

西田、服部、佐藤（大）
、山口、髙木、濵谷、南雲、丸山

議題

Ｑ＆Ａ、ＦＡＱの現状、建築物省エネアシストセンターの広報活動、建築物省エネ
法説明会への講師派遣

■平成 30 年度第 3 回省エネ協議会
日時 平成 30 年 11 月 21 日（水）13 時 30 分～15 時
場所

本会会議室

出席

西田、服部、佐藤（大）
、山口、髙木、濵谷、南雲、丸山

議題

Ｑ＆Ａ、ＦＡＱの現状、建築物省エネ法説明会の経過報告、建築物省エネ法の改正

（審議会）
（２）本事業の実施結果・成果
上記 4 項目の業務を実施した結果、以下に示すような結果・成果を得られた。
①省エネ法関連の設計・工事監理を中心としたＱ＆Ａ及びＦＡＱを作成、公開することで
省エネ法に関わる設計及び工事監理の業務が円滑に実施されるよう支援した。
②省エネ業務に対応可能な都道府県ごとの設備設計事務所リストを掲載することにより、
建築主が依頼先を探すことが容易になった。
③アシストセンター業務の紹介、広報活動を行うことにより、省エネ法全般に係る相談窓
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口としてアシストセンターを活用することが可能になった。
④昨年に続き国土交通省主催、日建学院運営により、全国各地で開催された「建築物省エネ
法説明会について、昨年度に各ブロックから推薦頂いた専門員を講師として派遣のうえ、
以下の支援協力を行った。
■平成 30 年度 建築物省エネ法説明会講師勉強会
日時 平成 30 年 9 月 26 日（水）13 時 30 分～16 時 10 分
場所 エッサム神田ホール(東京)
参加者

25 名

講師 国交省住宅局住宅生産課 本田係長
以上の講師育成勉強会を経て、国土交通省主催、日建学院運営により、全国各地で開催
された「建築物省エネ法説明会～適判における疑問点と対処法の紹介～」の全国 17 会場の
うち 12 会場へ各ブロックから推薦頂いた専門員を講師として派遣した。
なお、講義内容、講師名等は以下のとおりである。
■建築物省エネ法説明会～適判における疑問点と対処法の紹介～
開催期間：平成 30 年 10 月 2 日～11 月 6 日（全国 17 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)、宮城県・高橋

圭（㈱鰐設計）

【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㈱)、

東京都・丸山

修（建築物省エネアシストセンター）

【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・黒田慎二(㈱黒田設備設計)
【近畿ブロック】
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】
島根県・岡田昌樹（㈱総合技研設計）
、香川県・髙木俊幸（㈱アークテクノ）
【九州・沖縄ブロック】
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、
総務委員会
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
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（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。
○連合会旗、バッヂの頒布
（１）連合会旗(大サイズ)を作成し、各単位会へ頒布した。
（２）連合会バッヂを頒布した。

管理委員会
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
委員会
○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 30 年度末現在 297 社（昨
年度実績 294 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 30 年度版として平成 30 年 8 月 1 日、900 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
委員会
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
品確委員会：改正品確法の遵守に関する事項
委員会
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。
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○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

【事業部】
事業委員会
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
委員会
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。
なお、今年度の販売実績は電気 14 本、給排水衛生 6 本、空調 5 本、耐震 3 本である。
また、設備設計基準改定に伴い、バージョンアップ版の準備検討を行った。
（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３０年４月１４日～１５日 東京（受講１５１名）定員
平成３０年４月２１日～２２日 大阪（受講８９名）…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３０年７月

７日

東京①（受講１５０名）定員

平成３０年７月

８日

東京②（受講１４９名）

平成３０年７月１４日

東京③（受講１５０名）定員

平成３０年７月２２日

東京④（受講１２０名）定員

平成３０年８月

東京⑤（受講１２０名）定員

５日

平成３０年７月２１日

札幌

（受講 ４０名）定員…北海道協会協力

平成３０年７月２８日

大阪

（受講１５０名）定員…大阪府協会協力
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平成３０年７月２９日

福岡

（受講 ９０名）定員…福岡県協会協力

○各種懇親会の開催
（１）総会懇親会…平成 30 年 6 月 28 日（木）如水会館（東京都千代田区）で実施。
（２）新年のつどい…平成 31 年 1 月 29 日（火）如水会館（東京都千代田区）で実施。

技術・教育委員会
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
委員会
○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
NPO 法人地中熱利用促進協会よりの要請を受け、事業委員会と連携のうえ、中国四国ブロック
協議会島根県大会において以下のセミナーを実施した。
日時 平成 30 年 10 月 5 日（金）
場所 島根県松江市「ホテル白鳥」
内容 地中熱・未利用熱技術の動向と設備設計との関わり
講師 福島大学・赤井仁志教授(地中熱利用促進協会顧問)
出席

54 名

○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）
委員会
○機関誌「設備設計」の刊行
平成 30 年 4 月号、7 月号、10 月号、平成 31 年 1 月号の 4 回刊行し、主に新技術の情報提
供、本会及び各ブロック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。
＜平成 30（
30（2018
2018）年 4 月号＞
月号＞
①機関誌リニューアル号発刊挨拶／鈴木（義）委員長（東京都）
②巻頭言／西田会長（鹿児島県）
③建物情報
■日立市役所 新庁舎 第 1 期本体工事【執務棟】／林直喜、山内健弘（日立市役所）
④JAFMEC トピックス
■創立 50 周年及び連合会移行記念式典・講演会・祝賀会／記念祝賀実行委員会
■平成 30 年新年のつどい／事業部事業委員会
■賠償責任保険事故事例情報／総務部管理委員会
■平成 29 年度建築物省エネ法説明会実施報告／建築物省エネアシストセンター
■BIM の現況に関するアンケート調査について
■会務主要報告
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⑤ブロック協議会便り
■北海道・東北ブロック／山形県協会活動報告
■関東ブロック／茨城県協会活動報告
■東海・北信越ブロック／愛知県協会活動報告
■近畿ブロック／大阪府協会活動報告
■中国・四国ブロック／香川県協会活動報告
■九州・沖縄ブロック／大分県協会活動報告
⑥竣工情報
■東三河総合庁舎非常用発電機等改修工事／村上担当理事(㈱MURA 設備設計事務所・愛知県)
■調布市総合福祉センター空調設備等改修工事／婦木担当理事（㈱婦木建築設備事務所・
兵庫県）
⑦賛助会員 製品・機器・企業紹介
／㈱巴商会、昭和機器工業㈱、積水アクアシステム㈱、㈱LIXIL、玉田工業㈱、三菱電機㈱
⑧編集後記／婦木担当理事（兵庫県）
⑨広告協賛企業
賛助会員企業／㈱総合資格、電光工業㈱、㈱遠藤照明、㈱確認サービス
その他／（一社）日本電設工業協会
＜平成 30（
30（2018
2018）年 7 月号＞
①巻頭言／佐藤副会長（広島県）
②ヒートポンプ・蓄熱システムが果たすべき役割／安部了祐（
（一財）ヒートポンプ・蓄熱セ
ンター）
③建物情報
■富山県美術館／吉田崇、松本尚樹（㈱森村設計）
④JAFMEC トピックス
■第 66 回定時総会
■第 66 回定時総会懇親会
■会務主要報告
⑤ブロック協議会便り
■北海道・東北ブロック／岩手県協会活動報告
■関東ブロック／東京都協会活動報告
■東海・北信越ブロック／富山県協会活動報告・石川県協会活動報告
■近畿ブロック／兵庫県協会活動報告
■中国・四国ブロック／鳥取県協会活動報告
■九州・沖縄ブロック／熊本県協会活動報告
⑥竣工情報
■本庁舎耐震改修等整備工事／鈴木（清）委員（鈴木電気設計事務所・山形県）
■三重町学校給食共同調理場における環境整備／矢野委員（㈱矢野設備設計・大分県）
⑦賛助会員 製品・機器・企業紹介
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／日本 SF 二重殻タンク協会（玉田工業㈱）
、㈱ユニパック
⑧編集後記／村上担当理事（愛知県）
⑨広告協賛企業
賛助会員企業／㈱総合資格、㈱戸上電機製作所、森松工業㈱、電光工業㈱、㈱タツノ、
㈱遠藤照明、暑中見舞名刺広告（9 社）
その他／暑中見舞名刺広告(44 単位会)
＜平成 30（
30（2018）
2018）年 10 月号＞
①巻頭言／山口副会長（新潟県）
②建物情報
■前橋赤十字病院／鈴木正知、佐藤宏和、藤田衛（㈱山下設計）
③ブロック協議会便り
■北海道・東北ブロック／青森県協会活動報告
■関東ブロック／埼玉県協会活動報告
■東海・北信越ブロック／静岡県協会活動報告
■近畿ブロック／奈良県協会活動報告
■中国・四国ブロック／高知県協会活動報告
■九州・沖縄ブロック／沖縄県協会活動報告
④JAFMEC トピックス
■会務主要報告
■平成 30 年 7 月西日本豪雨災害に伴う支援金口座開設についてのご案内
⑤竣工情報
■千葉市高洲市民プール体育館再整備事業／梶原等理事、笠原三喜雄（㈱環境設備計画・千
葉県）
■高松電気ビル新築工事

竣工後 1 年目の運用実績／安岡稔弘（㈱四電技術コンサルタン

ト・香川県）
⑥賛助会員 製品・機器・企業紹介
／森松工業㈱、昭和機器工業㈱
⑦編集後記／宮本副委員長（茨城県）
⑧広告協賛企業
賛助会員企業／㈱総合資格、電光工業㈱、東光東芝メーターシステムズ㈱、㈱ベン、テラル㈱、
㈱遠藤照明
＜平成 31（
31（2019）年
2019）年 1 月号＞
①年頭所感／国土交通省・石田優住宅局長、国土交通省 大臣官房官庁営繕部 設備・環境課・
小黒賢一課長、西田会長（鹿児島県）
②建物情報
東京ガス豊洲スマートエネルギーセンター／川崎茂（東京ガス㈱）
③ブロック協議会便り
■北海道・東北ブロック／秋田県協会活動報告
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■関東ブロック／神奈川県協会活動報告
■東海・北信越ブロック／富山県協会活動報告
■近畿ブロック／和歌山県協会活動報告
■中国・四国ブロック／島根県協会活動報告
■九州・沖縄ブロック／大分県協会活動報告
④JAFMEC トピックス
■会務主要報告
■平成 30 年西日本豪雨災害支援金協力に対する御礼
■平成 30 年北海道胆振東部地震被災地への支援金口座開設についてのご案内
■平成 30 年度建築物省エネ法説明会実施報告
■「建築設備士の日」記念行事（報告）
■平成 30 年建築設備士試験「第二次試験」
（設計製図）の合格者の決定について
■平成 30 年建築設備士試験「第二次試験」
（設計製図）の合格基準等について
■建築設備士 CPD 制度「認定プログラム」申請状況について
■機関誌「設備設計」バックナンバー一覧
⑤竣工情報
■枇杷島スポーツセンター空調設備改修工事／黒田慎二、石川雅也（㈱黒田設備設計・愛知
県）
■小学校空調設備設置工事(市内 9 校）／大谷悌三（オオタニ設計・滋賀県）
⑥賛助会員／製品・機器・企業紹介
／㈱ユニパック、ミウラ化学装置㈱、昭和機器工業㈱、玉田工業㈱、スパイラックス・サー
コリミテッド
⑦編集後記／鈴木（清）委員（山形県）
⑧広告協賛企業
賛助会員企業／㈱総合資格、森松工業㈱、電光工業㈱、㈱タツノ、㈱遠藤照明、㈱確認
サービス、新年名刺広告（10 社）
その他／新年名刺広告(46 単位会)
○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、賠償保険案内、講習会案内、出版図書案内、設計支援
計算ソフト「ｅｃｏ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
国際情報委員会：国際間の設備設計業務等
委員会
○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
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ついて準備検討を行った。

ＣＰＤ委員会
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、
委員会
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、建築設備技術者協会、空気調和・衛生工学会、電気設備学会の建築設備士関連 4 団体
及び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 31 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 76 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
34 件)は以下の通りである。
北海道設備設計事務所協会 3 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 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 6 件、石川県設備設計
監理協会 1 件、島根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、スパイラックス・サーコリミテ
ッド 10 件。

登録委員会
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
委員会
○登録設備設計事務所制度の再検討
平成 24 年度より(旧)日本設備設計事務所協会（以下、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。

賛助会委員会
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
委員会
○賛助会企業の技術及び商品紹介に関する企画
機関誌「設備設計」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。
○本会ホームページでの賛助会企業の紹介
本会ホームページの賛助会員ページにリストを掲載し、各社ホームページへリンクさせること
により紹介及び周知活動を行った。
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諸会議の開催
１．総会
第 66 回定時総会
日時 平成 30 年 6 月 28 日（木）15 時～17 時 00 分
場所 如水会館（東京都千代田区）
正会員総数 46 社
同意書提出 46 社
議決権を有する正会員総数 46 社（定足数 23 社）
議決権を有する出席正会員数 44 社（出席 38 社、委任状 6 社）
議案 第 1 号議案 平成 29 年度決算報告の件
監査報告
第 2 号議案 理事 1 名選任の件
第 3 号議案 定款一部変更の件
第 4 号議案 役員報酬額の決定の件
第 5 号議案 名誉会員の推薦の件
報告第 1 号 平成 29 年度事業報告の件
報告第 2 号 平成 30 年度事業計画及び予算の件
議長 金子和已（埼玉県協会会長）
議事録署名人

鈴木清晃（山形県協会会長）
、新居修三（香川県協会会長）

２．理事会
第 390 回理事会
日時 平成 30 年 5 月 25 日（金）13 時～16 時 50 分
場所 エッサム神田ホール（東京都千代田区）
出席 西田、佐藤（大）
、山口、髙木、南雲、種市、関、菊地、梶原、熊谷、村上、板見、
藤井、庄司、松山、丸山
欠席 濵谷、服部、小柳、川瀬、加地、婦木、森
確認事項…5 月 23 日～25 日のスケジュール確認、前回(第 389 回)理事会議事録の確認、正会
員(単位会)現況の確認
審議事項…専務理事雇用に関する件、会員入会の件、協賛依頼の件
協議事項…ブロック協議会テーマの件、建築設備賠償責任保険補償内容についての再確認、
次回開催の件、第 66 回定時総会付議事項の件、規程類整備の件、委員会報告及び
関連協議の件、主要スケジュールの確認及び検討
報告事項…国交省営繕部設備環境課 BIM アンケート集計結果の件、国交省官庁営繕事業にお
ける BIM ガイドライン改定案に係る意見照会、国交省・消防庁「スプリンクラー
設備等の耐震措置に関するガイドライン」
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監事講評…松山監事
第 391 回理事会
日時 平成 30 年 6 月 28 日（木）11 時～14 時 30 分
場所 如水会館（東京都千代田区）
出席 西田、佐藤（大）
、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、板見、藤井、庄司、松山、森、丸山
確認事項…6 月 26 日～29 日のスケジュール確認、前回(第 390 回)理事会議事録の確認
審議事項…第 66 回定時総会付議事項の件、定款細則変更案の件、協賛依頼の件
協議事項…第 66 回定時総会懇親会運営の件、委員会報告及び関連協議の件、主要スケジュー
ルの確認及び検討
報告事項…公明党「設備設計に関する議員懇話会」の件
監事講評…松山監事、森監事
第 392 回臨時理事会
日時 平成 30 年 6 月 28 日（木）17 時～17 時 20 分
場所 如水会館（東京都千代田区）
出席 西田、佐藤（大）
、山口、髙木、濵谷、南雲、服部、種市、関、小柳、菊地、梶原、
村上、加地、婦木、板見、藤井、庄司、松山、森、大竹
欠席 川瀬、熊谷
審議事項…副会長 1 名、専務理事 1 名選任の件、役員報酬額決定の件
理事会（書面審議）
実施日

平成 30 年 7 月 27 日（金）

議案 協力・後援・協賛依頼の件
理事会（書面審議）
実施日

平成 30 年 8 月 24 日（金）

議案 協賛・共催・後援依頼の件
第 393 回理事会
日時 平成 30 年 9 月 14 日（金）11 時 30 分～16 時 30 分
場所 エッサム神田ホール（東京都千代田区）
出席 西田、服部、佐藤（大）
、山口、髙木、濵谷、南雲、大竹、種市、関、菊地、川瀬、
村上、藤井、庄司、松山、森、丸山
欠席 小柳、梶原、熊谷、加地、婦木、板見
確認事項…9 月 13 日～14 日のスケジュール確認、前回(第 391 回)理事会議事録の確認、第 392
回臨時理事会(副会長・専務理事互選会)議事録の確認、正会員(単位会)現況の確
認
審議事項…次期役員改選に関する件、公立小中学校冷房設備の整備に係る連合会としての対
応協議、告示 15 号改正案、技術的助言案、ガイドラインに記載すべき事項の意見
提出の件、平成 30 年 7 月西日本豪雨災害支援金に関する件、後援依頼の件
協議事項…告示 15 号に関するブロック協議会提出資料の確認、各委員会関連協議の件、通常
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事業スケジュールの確認及び検討、H31 参院選・公明党公認予定候補者に対する支
援要請について
報告事項…国土交通省「建築士制度に係る実務経験のあり方に関するヒアリング」実施の件、
国土交通省「住宅・建築物の省エネ対策のあり方についての意見交換会」の件、
各委員会報告の件
監事講評…松山監事、森監事
理事会（書面審議）
実施日

平成 30 年 10 月 19 日（金）

議案 協賛・後援依頼の件
理事会（書面審議）
実施日

平成 30 年 11 月 7 日（水）

議案 後援依頼の件
理事会（書面審議）
実施日

平成 30 年 12 月 11 日（火）

議案 後援・協賛依頼の件
理事会（書面審議）
実施日

平成 30 年 12 月 21 日（金）

議案 平成 30 年西日本豪雨災害支援金の配分額について
第 394 回理事会
日時 平成 31 年 1 月 29 日（火）11 時～14 時 30 分
場所 如水会館（東京都千代田区）
出席 西田、服部、佐藤（大）
、山口、髙木、濵谷、大竹、種市、関、小柳、菊地、梶原、
川瀬、熊谷、村上、加地、婦木、板見、藤井、庄司、松山、森、丸山
欠席 南雲
確認事項…1 月 28 日～29 日のスケジュール確認、理事・監事より新年挨拶(各ブロック・各
単位会における課題点、当連合会活動に対する要望事項等について)、前回(第 393
回)理事会議事録の確認
審議事項…次期役員候補者報告及び審議の件、各委員会関連審議の件、2019 参院選・公明党
公認予定候補者に対する推薦について
協議事項…2019 改正業務報酬基準説明会の実施について、年度末・年度初の主要スケジュー
ルの確認・検討、平成 31 年度各ブロック協議会の主催地区、日程確認の件
報告事項…平成 30 年 7 月西日本豪雨災害支援金最終報告、平成 30 年北海道胆振東部地震支
援金中間報告、各委員会報告の件、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

平成 31 年 2 月 22 日（金）

議案 後援・協賛依頼の件
理事会（書面審議）
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実施日

平成 31 年 3 月 15 日（金）

議案 後援・協賛依頼の件
３．運営本部／三役会
第 9 回三役会
日時 平成 30 年 5 月 24 日（木）11 時～16 時 30 分
場所 本会会議室
出席 西田、佐藤（大）
、山口、髙木、濵谷、南雲、服部
欠席 服部
確認事項…5 月 24 日～25 日のスケジュール確認、前回三役会議事録の確認
協議事項…賠償責任保険「特約案」対応協議、第 390 回理事会事前協議
第 10 回三役会
日時 平成 30 年 6 月 27 日（水）11 時～15 時
場所 本会会議室
出席 西田、佐藤（大）
、山口、髙木、濵谷、南雲、服部、丸山
確認事項…6 月 26 日～29 日のスケジュール確認、前回三役会議事録の確認、H30 年度第 1 回
省エネ協議会議事録の確認
協議事項…委員推薦依頼の件、第 391 回理事会事前協議
第 11 回三役会
日時 平成 30 年 8 月 29 日（水）11 時～17 時
場所 本会会議室
出席 西田、服部、佐藤（大）
、山口、髙木、濵谷、南雲、大竹、丸山
確認事項…本日のスケジュール確認、前回三役会議事録の確認
協議事項…公立小中学校冷房設備の整備に係る連合会としての対応協議、国交省・建築士制
度に係る実務経験のあり方に関するヒアリング実施について、告示 15 号見直し検
討委員会（国）経過報告及び対応協議、次期役員改選に係る準備対応の件、平成
30 年 7 月西日本豪雨災害支援金に関する件、アシストセンター経過報告及び対応
協議、今期通常事業スケジュールについて、H31 参院選・公明党公認予定候補者に
対する協力要請について、第 393 回理事会（9/14）事前協議
第 12 回三役会
日時 平成 30 年 9 月 13 日（木）11 時～17 時
場所 本会会議室
出席 西田、服部、佐藤（大）
、山口、髙木、濵谷、南雲、大竹
確認事項…本日のスケジュール確認、前回三役会議事録の確認
協議事項…アドバイザー事業に関する協議、第 392 回理事会(9/14)事前協議、次回開催の件
第 13 回三役会
日時 平成 30 年 11 月 21 日（水）10 時～14 時 15 分
場所 本会会議室
出席 西田、服部、佐藤（大）
、山口、髙木、濵谷、南雲、大竹、丸山
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確認事項…11 月 20 日～21 日のスケジュール確認、前回三役会議事録の確認
協議事項…次期役員(構成員理事)候補者の確認、公明党「設備設計に関する議員懇話会」対
応協議総務委員会付託事項／理事会役員の旅費及び経費支弁の取扱いについて、
第 3 回省エネ協議会、次回開催の件
報告事項…国交省/告示 15 号見直し検討委員会経過報告、国交省/官庁営繕部ヒアリング経過
報告、公立小中学校の空調整備事業に係るリース方式の有効活用について、次年
度ブロック協議会主催地区・日程の確認、税務調査報告、平成 30 年 7 月西日本豪
雨災害支援金中間報告、北海道胆振東部地震支援金口座開設の件
第 14 回三役会
日時 平成 31 年 1 月 28 日（月）11 時～17 時
場所 本会会議室
出席 西田、服部、佐藤（大）
、山口、髙木、濵谷、大竹、丸山
欠席 南雲
確認事項…1 月 28 日～29 日のスケジュール確認、前回三役会議事録の確認
協議事項…国交省住宅生産課との国庫補助金事業に係る打合せ報告及び関連協議、第 394 回
理事会の事前協議、JAFMEC ビジョン策定特別委員会中間報告、建築技術教育普及
センター・井上専務理事との打合せの件
第 15 回三役会
【1 日目】
日時 平成 31 年 3 月 28 日（木）11 時～17 時
場所 本会会議室
出席 西田、服部、佐藤（大）
、山口、髙木、濵谷、南雲、大竹、丸山
【2 日目】
日時 平成 31 年 3 月 29 日（金）10 時～15 時
場所 本会会議室
出席 西田、服部、佐藤（大）
、山口、髙木、濵谷、南雲、大竹、丸山
確認事項…3 月 28 日～29 日のスケジュール確認、前回三役会議事録の確認
協議事項…次年度事業計画及び予算検討の件、総会の議決権代理行使に係る定款細則改正の
件、各委員報告及び関連協議、防衛省分離発注要望活動の件、国交省官庁営繕部
「生産性向上技術の導入に関する検討会」の件、告示 98 号 PR パンフレットの件、
次回開催の件
４．運営本部／JAFMEC ビジョン策定特別委員会
第 1 回 JAFMEC ビジョン策定特別委員会

キックオフ会議

日時 平成 30 年 6 月 14 日（木）13 時 30 分～16 時
場所 本会会議室
出席 西田、佐藤（大）
、南雲、菊地、梶原、村上、佐藤（忠）
議題 委員構成の確認、活動方針に関する主旨説明及び意見交換、今後のスケジュール確認
第 2 回 JAFMEC ビジョン策定特別委員会
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日時 平成 30 年 8 月 7 日（火）13 時 30 分～16 時
場所 本会会議室
出席 佐藤（大）
、南雲、菊地、梶原、村上、佐藤（忠）
議題 前回議事録の確認、JAFMEC ビジョン素案検討
第 3 回 JAFMEC ビジョン策定特別委員会
日時 平成 30 年 10 月 16 日（火）13 時 30 分～16 時
場所 本会会議室
出席 佐藤（大）
、南雲、菊地、梶原、村上、佐藤（忠）
議題 前回議事録の確認、JAFMEC ビジョン素案のまとめ
第 4 回 JAFMEC ビジョン策定特別委員会
日時 平成 30 年 12 月 4 日（火）13 時 30 分～17 時
場所 本会会議室
出席 佐藤（大）
、南雲、菊地、梶原、村上、佐藤（忠）
議題 前回議事録の確認、副委員長互選の件、JAFMEC ビジョンまとめ検討の件
第 5 回 JAFMEC ビジョン策定特別委員会
日時 平成 31 年 2 月 12 日（火）11 時～17 時
場所 本会会議室
出席 佐藤（大）
、菊地、梶原、村上、佐藤（忠）
欠席 南雲
議題 前回議事録の確認、JAFMEC ビジョンまとめ検討の件
JAFMEC ビジョン策定特別委員会担当役員協議
日時 平成 31 年 1 月 16 日（水）
場所 ㈱西栄設備事務所（鹿児島県）
出席 西田、佐藤（大）
議題

JAFMEC ビジョンまとめ検討の件

第 6 回 JAFMEC ビジョン策定特別委員会
日時 平成 31 年 3 月 19 日（火）11 時～17 時
場所 本会会議室
出席 西田、佐藤（大）
、南雲、菊地、梶原、村上、佐藤（忠）
議題 前回議事録の確認、JAFMEC ビジョンまとめ検討の件
５．運営本部／告示 15 号見直し検討会対応委員会
第 15 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 6 月 25 日（月）13 時～16 時 30 分
場所 （一社）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（義）
、大石
議題

第 7 回検討委員会内容確認、連合会独自のアンケート調査票収集について、標準外業
務チーム、標準業務チームの今後の対応について、スケジュール等

第 16 回告示 15 号見直し検討委員会対応チーム会議
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日時 平成 30 年 8 月 10 日（金）13 時～16 時
場所 （一社）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（義）
、大石
議題

第 9 回検討委員会内容確認、連合会としての標準外業務の纏め方、標準業務チーム作
業確認

第 17 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 10 月 24 日（水）10 時～14 時
場所 （一社）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（義）
、大石
議題 第 10 回検討委員会内容説明、国交省からのガイドラインに係る対応協議
第 18 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 11 月 15 日（木）11 時～16 時 30 分
場所 （一社）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（義）
、大石
欠席 藤井
議題

国交省住宅局建築指導課との懇談報告、新告示ガイドライン（案）に対する回答につ
いての協議

第 19 回告示 15 号見直し検討委員会対応チーム会議
日時 平成 31 年 1 月 25 日（金）10 時～16 時 30 分
場所 （一社）福岡県設備設計事務所協会事務局
出席 西田、濵谷、藤井、田中（義）
、岩満
欠席 庄司、大石
議題 告示 98 号ガイドライン別添四他の業務量検討について、追加的な業務量の検討、国交
省営繕部整備課への質問について他
第 4 回告示 15 号見直し検討会対応特別委員会全体会議
日時 平成 31 年 3 月 18 日（月）13 時～17 時
場所 エッサム神田ホール（東京都千代田区）
出席 西田、濵谷、藤井、田中（義）
、佐々木、梶原、山本（要）、宮本（秀）
、山本（一）
、
大竹
欠席 庄司、大石、小山、武井、松尾、村上、松山、婦木
議題 委員会開催の主旨説明、添付資料の説明及び確認、添付資料の説明及び検討議題
６．総務部／総務委員会
平成 30 年度第 1 回総務委員会
日時 平成 30 年 4 月 25 日（水）15 時～18 時
会場 本会会議室
出席 山口、婦木、守山、木村、服部
欠席

熊谷

議題 前回議事録の確認、連合会規定類の見直し検討、三役会よりの付託事項対応の件
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平成 30 年度第 2 回総務委員会
日時 平成 30 年 10 月 4 日（木）14 時～16 時
会場 本会会議室
出席 山口、婦木、守山、木村
欠席

熊谷

議題

前回議事録の確認、連合会規定類の確認、理事会役員の旅費及び経費支弁に関する規
約策定について、平成 30 年度事業計画の確認及び対応協議

７．事業部／事業委員会
事業委員会担当役員協議
日時 平成 30 年 8 月 19 日（日）
会場 徳島県徳島市内
出席 佐藤（大）
、坂東、板見
議題 計算ソフト「eco 労師」について
平成 30 年度第 1 回事業委員会
日時 平成 30 年 9 月 6 日（木）14 時 30 分～17 時
会場 （一社）香川県設備設計事務所協会事務局
出席 西田、佐藤（大）
、板見、坂東、下飯野、新居、新田
議題 平成 30 年度組織、事業計画、事業予算の確認、計算ソフト「eco 労師」の今後の運営
とサポート体制について
８．会員部／広報委員会
平成 30 年度第 1 回(第 586 回)広報委員会
日時 平成 30 年 4 月 5 日（木）15 時～17 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、宮本（正）
、森、加藤（浩）
、末崎、田中（常）
、鈴木（清）
、杉浦、佐々木、
矢野
欠席 南雲、鈴木（義）
、藤原
議題 前回議事録の確認、機関誌検討の件
平成 30 年度第 2 回(第 587 回)広報委員会
日時 平成 30 年 4 月 24 日（火）15 時～17 時
場所 日立アプライアンス㈱会議室（東京都港区）
出席 村上、鈴木（義）
、森、加藤（浩）
、杉浦、矢野、末崎、田中（常）
欠席 南雲、婦木、宮本（正）
、藤原、鈴木（清）、佐々木
議題

前回議事録の確認、中国・四国ブロック協議会派遣委員の決定について、機関誌検討
の件

平成 30 年度第 3 回(第 588 回)広報委員会（関東 BLK）
日時 平成 30 年 5 月 22 日（火）15 時～17 時
場所 本会会議室
出席 南雲、村上、婦木、鈴木（義）
、加藤（浩）、末崎
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欠席 宮本（正）
、藤原、森、田中（常）
議題 前回議事録の確認、単位会への機関誌追加分頒布について、機関誌検討の件
平成 30 年度第 4 回(第 589 回)広報委員会
日時 平成 30 年 6 月 19 日（火）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）
、藤原、森、加藤（浩）
、鈴木（清）
、杉浦、
佐々木、新居、矢野、髙木
欠席 末崎、田中（常）
議題 前回議事録の確認、機関誌検討の件
平成 30 年度第 5 回(第 590 回)広報委員会（関東 BLK）
日時 平成 30 年 7 月 24 日（火）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
欠席 田中（常）
議題 前回議事録の確認、機関誌検討の件
平成 30 年度第 6 回(第 591 回)広報委員会
日時 平成 30 年 9 月 25 日（火）15 時～17 時
場所 本会会議室
出席 南雲、鈴木（義）
、宮本（正）
、森、加藤（浩）
、鈴木（清）、佐々木、新居、矢野、
末崎、田中（常）
、松田
欠席 村上、婦木、藤原、杉浦
議題 前回議事録の確認、委員交代の件、単位会への機関誌追加頒布について、日設事連「9
月末～11 月初旬の主要スケジュール」の確認、機関誌検討の件
平成 30 年度第 7 回(第 592 回)広報委員会（関東 BLK）
日時 平成 30 年 11 月 28 日（水）15 時～17 時
場所 本会会議室
出席 南雲、村上、婦木、宮本（正）
、森、加藤（浩）
、松田
欠席 鈴木（義）
、藤原、末崎
議題 機関誌検討の件、連合会 HP バナー広告の件
平成 30 年度第 8 回(第 593 回)広報委員会
日時 平成 30 年 12 月 18 日（火）15 時～17 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、南雲、鈴木（義）、宮本（正）
、藤原、森、加藤（浩）
、杉浦、新居、矢野、
末崎、松田
欠席 鈴木（清）
、佐々木
議題 前回議事録の確認、機関誌検討の件、今期予算執行状況の件、連合会 HP バナー広告の件
平成 30 年度第 9 回(第 594 回)広報委員会（関東 BLK）
日時 平成 31 年 2 月 26 日（火）15 時～16 時
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場所 本会会議室
出席 宮本（正）
、森、加藤（浩）
、末崎
欠席 南雲、村上、婦木、鈴木（義）
、藤原、松田
議題 前回議事録の確認、機関誌検討の件、連合会 HP バナー広告の件
平成 30 年度第 10 回(第 595 回)広報委員会
日時 平成 31 年 3 月 26 日（火）15 時～17 時
場所 日立アプライアンス㈱会議室（東京都港区）
出席 婦木、南雲、鈴木（義）
、宮本（正）、森、加藤（浩）、佐々木、新居、矢野、末崎、
松田
欠席 村上、藤原、鈴木（清）
、杉浦
議題 前回議事録の確認、機関誌検討の件、連合会 HP バナー広告の件
９．選挙管理委員会
平成 30 年度第 1 回選挙管理委員会
日時 平成 30 年 10 月 1 日（月）14 時～16 時
場所 本会会議室
出席 海野、加藤（仁）
、宮本（正）
、田口
欠席 竹馬
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
平成 30 年度第 2 回選挙管理委員会
日時 平成 30 年 11 月 26 日（月）16 時～17 時
場所 本会会議室
出席 海野、宮本（正）
、田口
欠席 加藤（仁）
、竹馬
議題 前回議事録（案）の確認、次期役員候補者の確認、今後の工程の確認
10．指定代表者会
第 3 回指定代表者会議
日時 平成 31 年 1 月 29 日（火）15 時～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
議題

建築設備賠償保険制度のご案内、日設事連・次期役員候補者報告の件、国土交通省・
改正業務報酬基準（告示第 98 号）に係る説明会

11．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…秋田県主催
平成 30 年 10 月 11 日(木)－12 日(金)／秋田市（西田会長）
関東ブロック協議会…神奈川県主催
平成 30 年 11 月 1 日(木)－2 日(金）／足柄下郡箱根湯本(西田会長、服部副会長、南雲副会長)
東海・北信越ブロック協議会…富山県主催
平成 30 年 9 月 2 日(日)－3 日(月)／富山市（西田会長、山口副会長）
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近畿ブロック協議会…和歌山県主催
平成 30 年 9 月 28 日(金)－29 日（土）／和歌山市(西田会長）
中国・四国ブロック協議会…島根県主催
平成 30 年 10 月 5 日(金)－6 日(土)／松江市（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…大分県主催
平成 30 年 11 月 9 日(金)－10 日(土)／大分市(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 31 年 3 月末日現在
（１）正会員

４６単位会（全構成員数：８８７社）
単位会名

(

)内は会長名

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)

３３

一般社団法人青森県設備設計事務所協会

(竹内

靖雅)

１８

一般社団法人岩手県設備設計事務所協会

(村山

茂)

６

一般社団法人宮城県設備設計事務所協会

(遠藤

学)

２５

一般社団法人秋田県設備設計事務所協会

(長谷川 正一)

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)

２７

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)

１２

一般社団法人群馬県設備設計事務所協会

(坂田

伸也)

１２

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)

８４

一般社団法人神奈川県設備設計事務所協会

(四海

孝志)

２０

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)

２３

一般社団法人長野県設備設計協会

(佐藤

忠幸)

６

一般社団法人富山県設備設計事務所協会

(山毛利 幹夫)

１５

一般社団法人石川県設備設計監理協会

(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)

２７

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)

１３

一般社団法人京都設備事務所協会

(水嶌

順二)

２０
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１５

一般社団法人大阪府設備設計事務所協会

(加地

正和)

３９

一般社団法人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)

９

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)

１３

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

(井村

俊文)

３５

一般社団法人山口県設備設計事務所協会

(石山

啓司)

１４

一般社団法人徳島県設備設計事務所協会

(吉田

佳弘)

１４

一般社団法人香川県設備設計事務所協会

(新居

修三)

２３

一般社団法人高知県設備設計事務所協会

(下飯野 芳幸)

一般社団法人福岡県設備設計事務所協会

(庄司

雅之)

３２

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 幸助)

（２）賛助会員

６１社

（３）名誉会員

１名

１４

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
生産性向上技術の導入に関する検討会委員…大竹

亮（専務理事）

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(副会長)
電気工事施工管理技術検定委員会委員…服部幸二(副会長)
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）
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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）
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（副会長）
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
平成 30 年度デマンドサイドマネジメント表彰における中央審査サポート委員
…鈴永和久（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
12．一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）
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）
、大竹
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亮（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 30 年度「ヒートポンプ・蓄熱月間」
協賛…平成 30 年度「電力負荷平準化・省エネルギー社会実現セミナー」
「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 36 回空気清浄とコンタミネーションコントール研究大会
３．公益社団法人ロングライフビル推進協会
後援…BELCA 資格者セミナー「超高層マンション大規模修繕に関する考え方」
後援…セミナー「ビルの省エネルギーⅡ」
協賛…セミナー「最近のケーススタディと裁判例で学ぶ

建築物の瑕疵をめぐる法的問題

について＜民法改正を視野に入れて＞」
後援…セミナー「～新たなニーズに対応した～オフィスビルの戦略的な改修企画」
後援…セミナー「ビルとリノベーション」
協賛…①平成 30 年度「建築・設備総合管理士」講習
②平成 30 年度「建築設備診断技術者」講習
後援…セミナー「～新たなニーズに対応した～オフィスビルの戦略的な改修

企画」

４．一般社団法人日本能率協会
協賛…第 47 回国際ホテル・レストラン・ショー
協賛…第 19 回厨房設備機器展
協賛…Japan Home & Building Show 2018
５．公益社団法人日本建築積算協会
後援…①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
後援…鉄骨工事ガイドブック講習会
後援…建築耐震改修工事の積算講習会
６．一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…①「建築設備設計基準

平成 30 年版」講習会(電気設備、機械設備)

②「営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブック
建築工事編及び解体工事編/電気設備工事編/機械設備工事編」講習会
協賛…『建築設備設計計算書作成の手引 平成 30 年版』講習会（電気設備）
『建築設備設計計算書作成の手引 平成 30 年版』講習会（機械設備）
７．一般社団法人建築設備技術者協会
協力…平成 30 年度「建築設備士の日」記念事業
８．一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 51 回 2018 建築設備技術会議
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９．一般社団法人建築設備技術者協会 中国・四国支部
共催…講習会「基礎から学ぶ

設備設計実務講座」

10．一般社団法人東京都設備設計事務所協会
後援…平成 30 年度新技術セミナー「BCP におけるスマートな設備設計の実現」
11. 一般社団法人愛知県設備設計監理協会
後援…第 19 回市民講座《暮らしと設備》セミナー
12. 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 2018
13．日本経済新聞社
協賛…SECURITY SHOW（第 26 回セキュリティ・安全管理総合展）
14．一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（第 13 回国際照明総合展）
15．一般社団法人日本照明工業会
後援…公共施設用照明関連規格（JIL5004-2019 年版）改正説明会
16. 一般社団法人日本建築センター
協賛…都市計画法・建築基準法制定 100 周年記念事業実行委員会

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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