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　加藤総務理事の司会により、総会の開催が告げられ、以下のとおり
進行された。

１．議長の選出
　定款第26条の規定により、議長を選出するに当たって、坂上会長理

事の推薦があり、坂上会長理事を議長に選出した。

２．総会成立の宣言
　出席正会員数は、本人出席37名、委任状による出席152名、合計189

名で、正会員数340名に対し、２分の１以上の出席により、議長は本
総会の成立を宣言した。

３．議事録署名人の選出
　定款第30条２項により、議事録署名人を加藤正　氏と飯田徹氏にお

願いした。

４．第１号議案及び第２号議案の審議
　第１号議案（第７期事業報告承認の件）及び第２号議案（第７期収

支決算承認の件）の一括審議に関し、配布資料に基づき各担当委員
長（理事）からの報告がなされた。

＊会務報告（柳村総務委員長）
＊各委員会等の活動報告
　・会長直轄事項報告（柳村総務委員長）
　・総務委員会報告（柳村総務委員長）
　・会員数、第７期役員報告
　　　　　　　　　（柳村総務委員長）
　・編集委員会報告（土井編集理事）
　・企画委員会報告（飯塚企画委員長）
　・学術委員会報告（小瀬学術委員長）
　・関西支部活動報告（下田関西副支部長）
＊第７期収支決算報告（柳村総務委員長）

　　以上の結果に対して、安藤監事からの監査結果の報告があり、議
長は本件の一括承認を求め、異議なく可決承認された。

５．第３号議案及び第４号議案の審議
　第３号議案（第８期事業計画承認の件）及び第４号議案（第８期収

支予算承認の件）の一括審議に関し、飯田総務理事から説明があり、
議長は本件の一括承認を求め、異議なく可決承認された。

６．第５号議案の審議
　第５号議案（役員選任の件）の審議として、役員選任に関して、柳

村総務委員長から説明があり、原案通り承認された。

７．第６号議案の審議
　第６号議案（定款変更の件）の審議として、運営委員会及び財務委

員会新設に伴う定款第13条の副会長理事の定員の変更に関して、柳
村総務委員長から説明があり、原案通り承認された。

８．報告事項
　議案の審議終了後、柳村総務委員長より第８期の評議員の紹介が

あった。
　司会の加藤総務理事から総会の閉会が告げられた。
 以上

活動報告

第７期通常総会議事報告
NPO給排水設備研究会

日時：平成25年５月23日（木）17：00～17：35
場所：日立金属・高輪和彊館　３階大会議室

Ⅰ．会務報告
１．第６期通常総会
開催月日　平成24年５月22日（火）
場　　所　日立金属・高輪和彊館　
出 席 者　正会員総数　　　　　　　　355名
　　　　　出席会員数（委任状含む）　207名
議　　事　（1）第６期事業報告承認の件 （承認）
　　　　　（2）第６期収支決算承認の件 （承認）
　　　　　（3）第７期事業計画案承認の件 （承認）
　　　　　（4）第７期収支予算案承認の件 （承認）
　　　　　（5）理事辞任に伴う後任役員選任の件 （承認）
　　　　　（6）定款変更の件 （承認）
　　　　　（7）報告事項①給排水設備研究会あり方検討会の報告 （了承）
　　　　　　　　　　　②第７期運営体制の紹介 （了承）
　　　　　　　　　　　③新顧問・新特別会員の紹介 　（了承）
２．理事会
　第１回　平成24年４月26日　日本建築設備診断機構会議室
　（1）審議事項
　　①第６期第５回理事会議事録確認 （承認）
　　②通常総会議事内容の確認、承認 （承認）
　　③新入会員の承認 （承認）
　　④各委員会委員の推薦・承認 （承認）
　　⑤給排水設備研究会あり方に関する方針の総会報告について （承認）
　　⑥第２回東アジア給排水シンポジウムの推進体制について （承認）
　（2）報告事項
　　①各委員会活動報告・予定報告 （了承）
　　②事務局報告（会員動向・会計・他） （了承）
　第２回　平成24年６月21日　日本建築設備診断機構会議室
　（1）審議事項
　　①第７期第１回理事会議事録確認 （承認）
　　②第６期通常総会議事録・懇親会報告確認 （承認）
　　③新入会員の承認 （承認）
　　④30周年記念事業の推進体制、事業内容について （承認）
　　⑤顕彰制度企画分科会の設置について （承認）
　　⑥橋本総業主催「みらい市」への出展とスチューデントシンポジ

ウムの開催について （承認）
　（2）報告事項
　　①各委員会活動報告・予定報告 （了承）
　　②事務局報告（会員動向・会計・他） （了承）
　第３回　平成24年９月19日　日本建築設備診断機構会議室
　（1）審議事項
　　①第７期第２回理事会議事録確認 （承認）
　　②新入会員の承認 （承認）
　（2）報告事項
　　①各委員会活動報告・予定報告 （了承）
　　②第２回東アジア給排水シンポジウムの進捗状況報告 （了承）
　　③30周年記念事業の進捗状況報告 （了承）
　　④事務局報告（会員動向・会計・他） （了承）
　第４回　平成24年12月11日　日本建築設備診断機構会議室
　（1）審議事項
　　①第７期第３回理事会議事録確認 （承認）
　　②新入会員の承認 （承認）
　　③次期役員候補者選挙投票用紙について （承認）
　（2）報告事項
　　①各委員会活動報告・予定報告 （了承）
　　②第２回東アジア給排水シンポジウムの結果報告 （了承）
　　③30周年記念事業の進捗状況報告 （了承）
　　④事務局報告（会員動向・会計・他） （了承）
　第５回　平成25年３月８日　紫紺館Ｓ２会議室
　（1）審議事項
　　①第７期第４回理事会議事録確認 （承認）
　　②新入会員の承認 （承認）
　　③次期評議員の推薦・承認 （承認）
　　④次期活動計画案の検討 （承認）
　（2）報告事項
　　①各委員会活動報告・予定報告 （了承）
　　②30周年記念事業担当部会の報告 （了承）

第１号議案　第７期事業報告

（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
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　③事務局報告（会員動向・会計・他） （了承）
３．書面審議
　平成25年２月22日　
　　・審議事項
　　　役員候補者選挙候補者の変更の件 （承認）
４．第７期評議員会　平成25年３月８日　紫紺館Ｓ２会議室　
　（1）第７期活動報告

Ⅱ．活動報告
１．委員会

委員会名
（委員長）

開催
回数

活　　動　　内　　容

会長直轄
（坂上恭助）

－ １．国際交流の積極的推進を支援した。
２．通常総会・評議員会を開催した。
３．懸賞論文募集を支援した。
４．東南アジア建築設備研究委員会を開催した。
５．30周年記念事業実行委員会を設置した。

総務委員会
（柳村暁）

６ １．運営業務の改善と標準化を進めた。
２．事務局の支援及び予算管理を行った。
３．特別委員会の運営・活動を支援した。
４．通常総会後の懇親会を開催した。

編集委員会
（小寺定典）

12 １．年４回会誌を発行した。
２．広く会員各位の意見や提案を集約する手段を考え、編集に取り入れた。
３．ホームページを運用した。

企画委員会
（飯塚宏）

６ １．セミナー・勉強会を開催した。
２．配管技能講習会を開催した。
４．親睦ゴルフ大会を開催した。
５．山行会を開催した。
６．新年会を開催した。

学術委員会
（小瀬博之）

５ １．給排水設備勉強会を開催した。
２．スチューデントシンポジウムをみらい会（橋本総業㈱）との共催により開催した。
３．修士論文発表会を開催した。
４．見学講演会（研究施設訪問シリーズ）を開催した。
５．シンポジウム（設備技術の開発シリーズ）を開催した。
６．忘年会を開催した。
７．国際交流に関する支援を行った。

特別委員会
顕彰制度検
討委員会

（市川憲良）

４ １．「次世代技術者研究部会」を支援した。
２．温故知新セミナーを開催した。

特別委員会
顕彰制度企画分科会

（下田邦雄）

６ １．顕彰制度の具体的な検討を行った。

特別委員会
関西支部

（永村一雄）

９ １．支部総会および基調講演会を開催した。
２．見学会を開催した。
３．セミナーを開催した。
４．忘年会を開催した。

特別委員会
東アジア給排水シンポジウム実行

委員会
（大塚雅之）

５ １．第２回シンポジウムを開催した。

２．各種行事・勉強会等
　１）総務委員会

名　　称 開催日 場　　所 参　　加　　者

懇親会 24.5.22 日立金属・高輪和彊館 参加者118名（内学生９名参加）

　　①理事会 （了承）
　　②各委員会 （了承）
　　③関西支部 （了承）
　　④30周年記念事業 （了承）
　　⑤第７期総会・懇親会の開催について （了承）
　（2）意見交換
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　２）編集委員会（会誌発行内容）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（頁数）

項目

号

巻
頭
言

特

集

小
特
集

研究
レポ
ート

技術
レポ
ート

会

告

活動

報告

学会

報告

会
記
事

そ
の
他

広

告

合　計
（　）内は総頁数

４月号
Vol.29－1

－ 21 　－ 　５ ５ ６ ８ － 10 ６ 11 本文　68 （79）

７月号
Vol.29－2

　２ 24 － － ５ ７ 14 － 15 18 10 本文　86 （96）

10月号
Vol.29－3

－ 48 11 － － ６ ２ － － 12 11 本文　84 （95）

１月号
Vol.29－4

１ 28 － － － ４ ４ 14 ６ 11 13 本文　80 （93）

　３）企画委員会

名　　称 開催日 場　　所 テ　ー　マ　等

散策の会 24.４.14 秦野の桜・
弘法山ウオーキング

第16回散策の会（天候不順により中止）

親睦ゴルフ会 24.５.18 メイプルポイントゴルフクラブ 第36回親睦ゴルフ会 参加者15名

勉強会 24.６.１ UR都市機構
技術研究所

三次元振動台実験棟における加振実験公開
「3.11東日本大震災から考える」勉強会 参加者41名

配管技能
講習会

24.９.13
　　　14
　　　21

橋本総業㈱
東京配送センター

第11回配管技能講習会 延べ参加者71名

親睦ゴルフ会 24.10.26 源氏山ゴルフクラブ 第37回親睦ゴルフ会 参加者18名

山行会 24.11.10 御岳山・日ノ出山・
つるつる温泉

第15回山行会・日帰り
「御岳山とつるつる温泉」奥多摩の低山と温泉を満喫する
 参加者５名

セミナー 24.11.26 LIXIL：GINZA 給排水設備研究会セミナー　「インバータによるポンプの
流量制御システム」 参加者32名

新年会 25.１.25 アルカディア市ヶ谷 新年会 参加者106名（内学生６名）

　４）学術委員会

名　　称 開催日 場　　所 テ　ー　マ　等

勉強会 24.７.７ 明治大学リバティタワー 発表者３名 参加者12名

スチューデントシンポジウム 24.７.27 東京ビックサイト 発表者６名 参加者59名

見学講演会 24.８.24 消防大学校（調布市） 研究施設訪問シリーズ第２回「消防庁消防大学校消防研究セン
ター」 参加者16名

勉強会 24.10.13 明治大学リバティタワー 発表者３名 参加者11名

勉強会 24.12.７ 東洋大学白山キャンパス 発表者２名 参加者11名

忘年会 24.12.７ 東洋大学白山キャンパス  参加者17名（内学生６名）

シンポジウム 25.２.14 TOTO東京支社大会議室 第２回市民向け公開シンポジウム／設備技術の開発シリーズ（第
２回）「日本のトイレ文化とトイレエコ最前線」 参加者52名

修士論文
発表会

25.２.26 明治大学リバティタワー 発表者５名 参加者12名

　５）顕彰制度検討委員会

名　　称 開催日 場　　所 テ　ー　マ　等

温故知新セミナー 24.５.21 LIXIL：GINZA 第７回（最終回）
「橄欖の若葉かざして：建築設備工学のパイオニア大澤一郎氏の
足跡」 参加者40名
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　６）関西支部

名　　称 開催日 場　　所 テ　ー　マ　等

見学会 24.５.17 TOTO㈱新滋賀工場 「最新鋭設備の衛陶新工場
腰掛便器製造工程」見学会 参加者14名

基調講演会
懇親会

24.６.７ TOTO㈱テクニカルセンター大阪 「室内臭気基準と評価方法」
 講演会参加者26名　懇親会26名

見学会 24.10.11 大阪府堺市 「堺太陽光発電所・関西電力㈱堺港発電所見学会」 参加者17名

セミナー
忘年会

24.12.13 LIXIL大阪水まわりショールーム 「国公立大学の改革・水道事業の運営基盤の強化と広域化セミ
ナー・忘年会」 セミナー参加者18名　忘年会14名

セミナー 25.３.13 TOTO㈱テクニカルセンター大阪 「一般財団法人日本建築総合試験所セミナー
グリース阻集器の維持管理と諸問題　実験室における建材の遮音
性能試験と法規制・評価基準」 参加者14名

　７）東アジア給排水シンポジウム実行委員会

名　　称 開催日 場　　所 参　　加　　者

東アジア給排水シンポジウム 24.11.３ 国立台湾科技大学 第２回東アジア給排水シンポジウム
 参加者253名：日本からの参加者36名（内学生５名）

　８）東南アジア建築設備調査研究委員会

名　　称 開催日 場　　所 参　　加　　者

研究報告会 25.３.７ NSRIホール 第２回東南アジア建築設備調査団
「デリー・ニムラナ・アグーラに見るインド研究の視点」
 参加者77名

Ⅲ．会員

区　分 顧　問 特　別 正会員 学　生 賛　助 計

第６期々末　（2012.３.31） 18 13 323 11 　99 464

会員動向
　入　会 　０ 　１ 　13 　７ 　２ 　23

　退　会 　２ 　１ 　25 　３ 　２ 　33

第７期々末　（2013.３.31） 16 13 311 15 　99 454

Ⅳ．役員
　第７期役員（敬称略）
　　会 長 理 事　　坂上　恭助
　　副会長理事　　柳村　　暁（総務委員長）　　　　小寺　定典（編集委員長）
　　　　　　　　　飯塚　　宏（企画委員長）　　　　小瀬　博之（学術委員長）
　　理　　　事　　飯田　　徹（総務担当）　　　　　加藤　正宜（総務担当）
　　　　　　　　　小池　道広（総務担当）　　　　　明珍　邦彦（総務担当）
　　　　　　　　　大塚　雅之（編集担当）　　　　　土井　章弘（編集担当）
　　　　　　　　　倉田　丈司（企画担当）　　　　　永山　　隆（企画担当）
　　　　　　　　　青木　一義（学術担当）　　　　　下田　邦雄（学術担当）
　　監　　　事　　安藤　紀雄　　　　　　　　　　　小川　正晃
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第２号議案　第７期収支決算

第７期予算対比　平成24年４月１日～平成25年３月31日

Ⅰ．収支報告書
（単位：円）

収　入　の　部 支　出　の　部

科　　目 予算額 決算額 科　　目 予算額 決算額

１．会費・入会金収入

　正会員入会金
　正会員会費
　学生会員入会金
　学生会員会費
　賛助会員会費１級
　　　　　　　２級

　20,000
　2,022,000

　6,000
　33,000

　1,900,000
　1,280,000

　8,000
　1,938,000

　2,000
　30,000

　1,900,000
　1,280,000

１．事業費
１）調査研究事業費
　　見学会等
　　消防研究センター見学

２）普及啓発事業費
　　行事支出
　　温故知新セミナー⑦
　　懇親会
　　震災関連勉強会
　　インバーター制御セミナー
　　忘年会
　　新年会
　　公開シンポジウム
　　インド研究報告会

　　東アジア給排水シンポ

　　関西支部行事支出
　
　　会誌発行費

３）技能向上事業費
　　配管技能講習会

４）情報収集及び
　　提供事業費
　　ホームページ
　　CIB支援金

　200,000

　1,306,000
　　
　　
　　

　400,000

　450,000

　4,000,000

　430,000

　150,000

　13,230
（内訳）

　13,230

　2,045,767
（内訳）

　86,976
　694,760
　94,530
　40,035
　80,000

　640,420
70,238

338,808

625,850

450,000

　3,902,590

　378,321

　60,000
　41,500

小計

２．事業収入
１）調査研究事業収入
　　見学会等
　　消防研究センター見学

２）普及啓発事業収入
　　行事収入
　　温故知新セミナー⑦
　　懇親会
　　震災関連勉強会
　　インバーター制御セミナー
　　忘年会
　　新年会
　　公開シンポジウム
　　インド研究報告会

　　東アジア給排水シンポ

　　会誌発行（広告）
　
３）技能向上事業収入
　　配管技能講習会

　5,261,000

　200,000

　3,100,000

　600,000

　2,000,000
　

　650,000

　5,158,000

　32,000
（内訳）

　32,000

　2,784,000
（内訳）

　100,000
　1,050,000

　211,000
　69,000
　94,000

　792,000
　72,000

　396,000
　

　1,684,500

1,981,000
　
　

　608,000

小計

２．管理費
　　　人件費
　　　賃料
　　　通信費
　　　消耗品費
　　　会議費
　　　雑費

6,936,000

　2,640,000
　1,500,000

　400,000
　100,000
　100,000
　50,000

　7,517,258

　2,640,000
　1,500,000

　339,453
　71,239
　70,623
　43,831

小計

３．その他収入
　　寄付金収入
　　受取利息雑収入

　6,550,000

　　０
　35,000

　7,089,500

　　０
　28,792

小計

３．予備費
　　　予備費

　4,790,000

　100,000

　4,665,146

　51,324

　当期収入合計① 11,846,000 　12,276,292 当期支出合計　④ 11,826,000 　12,233,728

　前期繰越金　② 9,619,037 　9,619,037 次期繰越金③－④ 9,639,037 　9,661,601

　合　　計　　③ 21,465,037 　21,895,329 合　　計 21,465,037 　21,895,329

　　①－④ 　20,000 42,564
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第３号議案　平成25年度（第８期）事業計画案

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

委員会名 活　動　内　容

会長直轄 １．通常総会・評議員会を開催する。
２．懸賞論文募集を支援する。
３．国際交流の積極的推進を支援する。
４．30周年記念事業実行委員会を開催する。
５．運営委員会を開催する。

総務委員会 １．運営業務の改善と標準化を進める。
２．事務局の支援を行う。
３．特別委員会の運営・活動を支援する。
４．通常総会後の懇親会を開催する。
５．会の対外的な広報を行う。

財務委員会
（新設）

１．予算執行管理及び決算を行う。
２．予算執行管理方法の検討を行う。
３．会員の増強を推進する。

出版委員会
（名称変更）

１．年４回会誌を発行する。
２．広く会員各位の意見や提案を集約する手段を考え、編集に取り入れる。
３．ホームページを運用・管理する。

事業委員会
（名称変更）

１．技術懇談会・シンポジウムを開催する。
２．見学会を開催する。
３．配管技能講習会を開催する。
４．親睦ゴルフ大会を開催する。
５．散策の会を開催する。
６．新年会を開催する。

学術委員会 １．スチューデントシンポジウムをみらい会（橋本総業㈱）との共催により開催する。
２．給排水設備勉強会を開催する。
３．修士論文発表会を開催する。
４．講演・見学会（研究施設訪問シリーズ）を開催する。
５．忘年会を開催する。
６．国際交流に関する支援を行う。

特別委員会
表彰推薦
委員会

１．顕彰制度における表彰方法などの必要事項を定め、表彰制度の適切な運営を図る。

特別委員会
アジア建築
設備研究会
（名称変更）

１．アジアの建築設備技術動向の調査、日本技術の展開を研究する。

特別委員会
関西支部

１．支部総会および基調講演会を開催する。
２．見学会を１～２回開催する。
３．セミナーを１～２回開催する。
４．講演会および忘年会を開催する。
（通年で講演会、セミナー、見学会を４回開催する。）
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（単位：円）

収入の部 支出の部

科　　目 第８期予算額 科　　目 第８期予算額

１．会費・入会金収入

　正会員入会金

　正会員会費

　学生会員入会金

　学生会員会費

　賛助会員会費

　20,000

　1,944,000

　　6,000

　45,000

　3,140,000
（１級 1,800,000）
（２級 1,340,000）

１．事業費
１）調査研究事業費
　　（見学会等）

２）普及啓発事業費
　　行事支出
　　関西支部行事支出
　　機関誌発行費
　　30周年記念事業支出

３）技能向上事業費
　　（配管技能講習会）

４）情報収集及び
　　提供事業費
　　（CIB・ホームページ）

　200,000

　1,306,000
　450,000

　4,000,000
3,000,000

　
　430,000

　

　150,000
小計

２．事業収入
１）調査研究事業収入
　　（見学会等）

２）普及啓発事業収入
　　行事収入
　　広告収入
　　30周年記念事業収入

３）技能向上事業収入
　　（配管技能講習会）

　5,155,000

　200,000

　3,100,000
　2,000,000
　6,430,000

　

　650,000

小計

２．管理費
　　人件費
　　賃料
　　通信費
　　消耗品費
　　会議費
　　雑費

　9,536,000

　2,640,000
　1,500,000

　400,000
　100,000
　100,000

　　50,000

小計

３．その他収入
　寄付金収入
　受取利息雑収入

　12,380,000

　　０
　35,000

小計

３．予備費
　　　予備費

　4,790,000

　100,000

当期収入合計① 　17,570,000 　当期支出合計　④ 　14,426,000

前期繰越金　② 　9,661,601 　次期繰越金③－④ 　12,805,601

合　　計　　③ 　27,231,601 合　　計 　27,231,601

　　①－④ 　3,144,000

第４号議案　平成25年度（第８期）収支予算（案）

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）
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第５号議案　役員選任

　　第８・９期役員候補者 （敬称略）
　　　会長理事候補　　　　坂上　恭助
　　　理事候補　　　　　　青木　一義
　　　　　　　　　　　　　飯田　　徹
　　　　　　　　　　　　　飯塚　　宏
　　　　　　　　　　　　　内山　　稔
　　　　　　　　　　　　　大塚　雅之
　　　　　　　　　　　　　加藤　正宜
　　　　　　　　　　　　　小池　道広
　　　　　　　　　　　　　小瀬　博之
　　　　　　　　　　　　　小寺　定典
　　　　　　　　　　　　　下田　邦雄
　　　　　　　　　　　　　須賀　良平
　　　　　　　　　　　　　土井　章弘
　　　　　　　　　　　　　中村　　勉
　　　　　　　　　　　　　明珍　邦彦
　　監事候補　　　　　　　小川　正晃
　　　　　　　　　　　　　山崎　和生
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第６号議案　定款の変更

給排水設備研究会「定款」第４章13条第２項を次のように変更する。
１．＜変更の内容＞（変更箇所はアンダーラインで示す。）

現　　　行 変　更　案

第４章　役員等
（種別及び定数）
第13条　この法人に次の役員を置く。
　（１）　理事　10人以上15人以内
　（２）　幹事　　1人以上　2人以内
２　理事のうち、１人を会長理事、１人以上４人以内を副会長理

事とする。

第４章　役員等
（種別及び定数）
第13条　この法人に次の役員を置く。
　（３）　理事　10人以上15人以内
　（４）　幹事　　1人以上　2人以内
２　理事のうち、１人を会長理事、１人以上６人以内を副会長理

事とする。

２．＜変更の理由＞（変更箇所は、アンダーラインで示す。）
下記の委員会内規の改定に伴い副会長理事の増員が必要の為
NPO給排水設備研究会委員会内規 2007.３.７　　2013.５.16改定

現　　　行 改　定　案

１．本内規は、委員会に関することを定めるものとする。

２．委員会の種類及び活動内容は、次に示す委員会とする。
　１）総務委員会…予算、会員増強、対外的広報、役員候補者選挙及び総務全

般。
　２）編集委員会…会誌その他の印刷物の編集及び発行。
　３）企画委員会…見学会、講演会、人材育成に関する事項等の企画及び運営。
　４）学術委員会…文献研究会等の開催・学会発表等の情報収集。
　５）関西支部…関西における諸活動。
　６）その他理事会が必要と認めた委員会、分科会及び小委員会。

１．本内規は、委員会に関することを定めるものとする。

２．委員会の種類及び活動内容は、次に示す委員会とする。
　１）運営委員会（新設）…会全体の運営について検討。
　２）総務委員会…対外的広報、役員候補者選挙及び総務全般。
　３）財務委員会（新設）…予算及び決算に関する事項、予算執行管理方法の

改善・実施、会員増強。
　４）出版委員会（名称変更）…会誌その他の印刷物の編集及び発行、研究会

ホームページの運営管理。
　５）事業委員会（名称変更）…見学会、講演会、人材育成に関する事項等の

企画及び運営。
　６）学術委員会…シンポジウム、勉強会等の開催、学会発表等の情報収集及

び国際交流支援。
　７）関西支部…関西における諸活動。
　８）その他理事会が必要と認めた委員会、分科会及び小委員会。

１．第８期評議員の紹介（敬称略・五十音順）
　　　　　　　安藤　紀雄　　　飯尾　昭彦　　　井澤　　亨　　＊市川　憲良
　　　　　　　小川　正晃　　　鎌田　元康　　　木村　匡男　　　紀谷　文樹
　　　　　　　佐藤　光男　　　関　　五郎　　　高地　　進　　　仲田　　潔
　　　　　　　水上　邦夫　　　山田　賢次
 （＊は新評議員を示す）

７．報告事項
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NPO給排水設備研究会
第８期運営体制の紹介

　平成25年５月23日（木）開催の総会終了後の理事会にて副会長理事および理事の担当が決まりました。各委員会委
員も含め、第８期運営体制をご紹介します。

第８期運営体制 （敬称略・順不同）

１．役員（☆印は委員長を示します。アンダーラインは新役員を示します。）
（１）会長理事・副会長理事・監事
　会長理事　　坂上　恭助
　副会長理事　大塚　雅之　下田　邦雄　加藤　正宜　小寺　定典　飯塚　　宏　小瀬　博之
　監事　　　　小川　正晃　山崎　和生

（２）理事の担当
　①運営委員会（新設）
　☆坂上　恭助　大塚　雅之　下田　邦雄　加藤　正宜　小寺　定典　飯塚　　宏　小瀬　博之　

　②総務委員会
　☆下田　邦雄　小池　道広　明珍　邦彦　内山　　稔

　③財務委員会（新設）
　☆加藤　正宜　大塚　雅之　須賀　良平
　
　④出版委員会（名称変更）
　☆小寺　定典　土井　章弘

　⑤事業委員会（名称変更）
　☆飯塚　　宏　飯田　　徹　中村　　勉

　⑥学術委員会
　☆小瀬　博之　青木　一義

２．委員・評議員（＊は新任委員、新任評議員を示す）
（１）各委員会委員
　　１）出版委員会委員
　　　　　　　　　飯田　　徹　　　内山　　稔　　　王　　祥武　　＊越野　絹子
　　　　　　　　　小岩井　隆　　　小瀬　博之　　　近藤　　茂　　　佐藤　　博
　　　　　　　　　鈴木　弘一　　　鈴木　孝彦

　　２）事業委員会委員
　　　　　　　　＊臼田　淳一　　　遠藤　仁樹　　　尾神　充倫　　　小川　正晃
　　　　　　　　　加藤　　勇　　＊倉田　丈司　　　須坂　大蔵　　　瀬谷　昌男
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　　　　　　　　　富澤　鋭司　　＊永山　　隆　　　堀尾佐喜夫　　　水上　邦夫
　　　　　　　　　宮嶋　幸三　　　矢野　　弘　　　山田　賢次
　　
　　３）学術委員会委員
　　　　　　　　　臼井　政夫　　　木内　雄二　　　後藤　克彦　　　須賀　良平
　　　　　　　　＊高村　秀紀　　　中島　　朗　　＊中野　民雄　　＊西川　豊宏
　　　　　　　　　西村　欣英　　　野々瀬恵司　　　光永　威彦　　＊山岸　祐太

　　４）表彰推薦委員会委員
　　　委　員　長　下田　邦雄
　　　副 委 員 長　大塚　雅之
　　　幹　　　事　明珍　邦彦
　　　委　　　員　小池　道広　　　須賀　良平　　　青木　一義　　　加藤　正宜　　　中村　　勉
　　　　　　　　　臼井　政夫

　５）関西支部委員会
　　①運営会議
　　　支部長　　　　　永村　一雄
　　　副支部長　　　　下田　邦雄　　　　出口　弘士
　　　総務担当理事　　宮地　若生　　　　吉田　治夫
　　　企画担当理事　　西尾　雄彦　　　　濱岡　幸夫
　　　学術担当理事　　鍋島美奈子　　　　切江　敏彦
　　　支部監事　　　　豊　　　寛　　　　竹田　哲夫
　　②総務委員会
　　　　宮地　若生（委員長）　　　　吉田　治夫（副委員長）　
　　　　竹岡　克司
　　③企画委員会
　　　　西尾　雄彦（委員長）　　　　濱岡　幸夫（副委員長）
　　　　永原　　徹
　　④学術委員会
　　　　鍋島美奈子（委員長）　　　　切江　敏彦（副委員長）
　　　　石川　　浩

（２）評議員
　　　　　　安藤　紀雄　　　飯尾　昭彦　　　井澤　　亨　　＊市川　憲良
　　　　　　小川　正晃　　　鎌田　元康　　　木村　匡男　　　紀谷　文樹
　　　　　　佐藤　光男　　　関　　五郎　　　高地　　進　　　仲田　　潔
　　　　　　水上　邦夫　　　山田　賢次


