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　明珍総務委員長の司会により、総会の開会が告げられ、以下のとお
り進行された。

１．議長の選出
　定款第27条の規定により、議長を選出するに当たって、大塚会長理

事の推薦があり、大塚会長理事を議長に選出した。

２．総会成立の宣言
　総会開会時の出席正会員数は、本人出席30名、委任状による出席131

名、合計161名で、正会員数281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31条２項により、議事録署名人を飯塚宏氏と小瀬博之氏にお

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12期事業報告承認の件）及び第２号議案（第12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。

　１）会務報告（明珍総務委員長）
　２）各委員会等の活動報告
　・会長直轄事項報告（明珍総務委員長）
　・総務委員会報告（明珍総務委員長）
　・会員数、第12期役員報告（明珍総務委員長）
　・財務委員会報告（加藤財務委員長）
　・出版委員会報告（小寺出版委員長）
　・事業委員会報告（飯塚事業委員長）
　・学術委員会報告（小瀬学術委員長）
　・表彰推薦委員会報告（明珍表彰推薦委員長）
　・アジア建築設備推進委員会報告（飯塚委員長）
　・関西支部活動報告（明珍総務委員長）
　３）第12期収支決算報告（加藤財務委員長）
　　以上の結果に対して、永山監事からの監査結果報告があり、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13期事業計画承認の件）及び第４号議案（第13期収

支予算承認の件）の一括審議に関し、明珍総務委員長及び加藤財務
委員長から説明があり、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（定款変更承認の件）の審議として、定款第55条（公告

の方法）に関して、明珍総務委員長から説明があり、原案通り承認
された。

７．報告事項
　議案の審議終了後、明珍総務委員長より第13期運営体制、新名誉会

員・新特別会員の紹介並びに平成29年度功労賞及び第27回みらい水
回り学生論文賞の紹介があった。

８．平成29年度功労賞表彰式
　報告事項に引き続いて、明珍表彰推薦委員長より平成29年度功労賞

受賞者の紹介があり、大塚会長理事より表彰状、記念品が授与され
た。

　司会の明珍総務委員長から閉会が告げられた。 
� 以上

活動報告

第12期通常総会議事報告
NPO給排水設備研究会

日時：平成30年５月22日（火）17：00～17：40
場所：日立金属・高輪和彊館　３階大会議室

Ⅰ．会務報告
１．第11期通常総会
　　開催月日　平成29年５月26日（金）
　　場　　所　日立金属・高輪和彊館
　　出 席 者　正会員総数　　　　　　　297名
　　　　　　　出席会員数（委任状含む）179名
　　議　　事　（1）第11期事業報告承認の件� （承認）
　　　　　　　（2）第11期収支決算承認の件� （承認）
　　　　　　　（３）第12期事業計画案承認の件� （承認）
　　　　　　　（４）第12期収支予算案承認の件� （承認）
　　　　　　　（５）役員選任の件� （承認）
　　　　　　　（６）報告事項
　　　　　　　　　新名誉会員、新特別会員、新評議員、新名誉会長
　　　　　　　　　平成28年度功労賞、業績賞、ホープ賞受賞者
　　　　　　　　　第26回みらい水回り学生論文賞受賞者の紹介�（了承）

２．理事会
　第１回　平成29年４月10日　日本建築設備診断機構会議室
　（1）審議事項
　　①第11期第５回理事会議事録確認� （承認）
　　②役員候補者選挙結果の確認、承認� （承認）
　　③次期副会長、理事担当の内定� （承認）
　　④通常総会議事内容の確認、承認� （承認）
　　⑤新入会員の承認� （承認）
　　⑥各委員会委員の推薦・承認� （承認）
　　⑦平成28年度顕彰制度表彰式について（次第・賞状等）� （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・行事結果・他）� （了承）

　第２回　平成29年５月26日　日立金属・高輪和彊館会議室
　　・審議事項
　　　　副会長の互選及び理事担当の決定� （承認）

　第３回　平成29年６月27日　日本建築設備診断機構会議室
　（1）審議事項
　　①第12期第１回・第２回理事会議事録確認� （承認）
　　②第11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）
　　④第26回みらい学生論文賞審査結果および次回会告の確認�（承認）
　　⑤配管実務技能研修準備委員会の設置報告および議事録確認�（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・行事結果・他）� （了承）
　　③特別区職員研修への講師派遣協力� （了承）

　第４回　平成29年９月４日　日本建築設備診断機構会議室
　（1）審議事項
　　①第12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第２回賛助会員会の実施について確認、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事務局報告（会員動向・行事結果・他）� （了承）
　　③みらい市及びスチューデントシンポジウムの報告� （了承）

　第５回　平成29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12期第４回理事会議事録確認� （承認）
　　②新入会員の承認� （承認）
　　③CIBW062国際シンポジウム・国際建築設備調査団団長の承認�（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回賛助会員会結果報告� （了承）
　　③事務局報告（会員動向・行事結果・他）� （了承）

第１号議案　第12期事業報告

（平成29年４月１日～平成30年３月31日）
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　第６回　平成30年３月16日　東洋大学甫水会館302会議室
　（1）審議事項
　　①第12期第５回理事会議事録確認� （承認）
　　②新入会員の承認� （承認）
　　③名誉会員・特別会員の次期候補者推薦・承認� （承認）
　　④平成29年度功労賞候補者の推薦・承認� （承認）
　　⑤評議員会内規及び慶弔見舞いに関する内規の改定案承認�（承認）
　　⑥各委員会委員の承認� （承認）
　（2）報告事項
　　①各委員会活動報告・予定報告� （了承）
　　②事務局報告（会員動向・行事結果・他）� （了承）

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
（大塚雅之）

－ １．通常総会・評議員会を開催した。
２．学生懸賞論文募集を支援した。
３．国際交流の積極的推進を支援した。
４．運営委員会を開催した。
５．シニア技術者の活用を検討した。
６．配管実務技能研修準備委員会を設置した。

総務委員会
（明珍邦彦）

６ １．運営業務の改善と標準化を進めた。
２．事務局の支援を行った。
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。
５．会の対外的な広報を行った。
６．教育人材育成委員会の運営・活動を支援した。
７．みらい市委員会の運営・活動を支援した。

財務委員会
（加藤正宜）

５ １．年間予算に対する執行管理を行った。
２．賛助会員会を開催した。
３．会員増強のための検討を進めた。
４．賛助会員会費の見直しの検討を進めた。

出版委員会
（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．特集関連記事広告を募集、掲載した。
４．ホームページを運用し、システムの改善を検討した。

事業委員会
（飯塚宏）

４ １．見学・講演会及び見学会を開催した。
２．親睦ゴルフ大会を開催した。
３．散策の会を開催した。
４．新年会を開催した。
５．配管技能研修委員会による第16回配管技能講習会を支援した。

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．みらい市2017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．講演・見学会「六本木ヒルズ見学会（森タワーのBCP）」を開催した。
５．忘年会を開催した。
６．セミナーを開催した。
７．国際交流に関する支援を行った。

特別委員会
表彰推薦
委員会

（明珍邦彦）

３ 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った。
２．平成29年度功労賞を推薦、表彰した。

特別委員会
アジア建築

設備推進委員会（飯塚宏）

５ １．アジア建築設備推進委員会調査団によりカンボジアにおける調査を実施した。（H29.11.22～11.27）
２．第７回アジア建築設備推進委員会「カンボジア研究報告会」を開催した。

特別委員会
みらい水回り学生論文賞

審査委員会
（大塚雅之）

２ １．第26回学生論文賞「近未来の給排水設備」、「橋本総業七つのみらい」を募集し応募作品の審査を行った。
２．今後の論文募集、発表方法等について検討した。

特別委員会
関西支部

（永村一雄）

11 １．支部総会および基調講演会を開催した。
２．見学会を２回開催した。
３．セミナーを開催した。

３．書面審議　平成29年10月11日
　　　・審議事項
　　　　　　平成29年度顕彰制度実施について� （承認）
４．第12期評議員会　平成30年３月16日　東洋大学甫水会館302会議室
　（1）第12期活動報告
　　①理事会・会長直轄委員会報告� （了承）
　　②各委員会報告
　　　総務委員会・財務委員会・出版委員会・事業委員会・学術委員会
　　　表彰推薦委員会・関西支部・アジア建築設備推進委員会�（了承）
　（2）その他報告
　　①国交省の下水道への紙オムツ受入実現へ向けた検討会の情報提供
� （了承）
　　②第12期総会・懇親会の開催について� （了承）
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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 29.5.26 日立金属・高輪和彊館 参加者120名（内学生10名参加）

２）財務委員会
名　　称 開催日 場　　所 参　加　者　等

賛助会員会 29.11.20 日立金属・高輪和彊館 講演「環境デザインと給排水設備」
講師：近角真一氏（㈱集工舎建築都市デザイン研究所）
　　　　　　　　講演・懇親会参加者103名

３）出版委員会（会誌発行内容）
　　　　　　項目

　号
巻頭言 特集

修士論文
概要

論説
Reviews
Viewpoint
Our news

声 会告
活動
報告

ブック
レビュ

その他 広告
頁　　数

（　）内は総頁数

　　４月号
　Vol.34-１

－ 43 － － － － ４ ４ ４ 11 10 本文　65　（76）

　　７月号
　Vol.34-２

－ 36 14 ７ ３ － ５ 17 ７ ８ 10 本文　103（114）

　　10月号
　Vol.34-３

－ 30 － － － － ３ － ３ ８ 10 本文　43　（54）

　　１月号
　Vol.34-４

１ 22 － － ４ － ３ ９ ４ ８ 14 本文　55　（66）

４）事業委員会
名　　称 開催日 場　　所 テ　ー　マ　等

親睦ゴルフ会 29.5.25 源氏山ゴルフクラブ 第46回親睦ゴルフ会 参加者19名
配管技能
講習会

29.9.27
　 9.28
　 10.6

橋本総業㈱東京配送センター
（みらいエコリフォームセンター）

第16回配管技能講習会 延べ参加者87名

親睦ゴルフ会 29.11.10 源氏山ゴルフクラブ 第47回親睦ゴルフ会 参加者20名
見学会・講演 29.11.30 ㈱LIXILショールーム

東京（東京都新宿区）
「LIXIL住まいStudio」見学会 ＆「IoTを活用した未来の住環境の取組み」講演
 参加者17名

新年会 30.1.26 アルカディア市ヶ谷 新年会 参加者113名
見学会 30.3.8 千葉積水工業㈱

（千葉県市原市）
見学会
「千葉積水工業㈱施設見学」 参加者18名

散策の会 30.3.31 浅草あみ清
（台東区雷門）

散策の会
「屋形船で隅田川でのお花見」 参加者35名

５）学術委員会
名　　称 開催日 場　　所 テ　ー　マ　等

スチューデントシン
ポジウム

29.5.19 東京ビッグサイト みらい市2017スチューデントシンポジウム
「次世代を担う大学院生による研究・論文発表」
発表者10名 参加者64名

勉強会 29.7.8 工学院大学新宿キャンパス 第１回勉強会
発表者３名 参加者13名

勉強会 29.10.7 工学院大学新宿キャンパス 第２回勉強会
発表者４名 参加者14名

講演・見学会 29.10.18 六本木ヒルズ 「六本木ヒルズ見学会（森タワーのBCP）」 参加者18名
勉強会 29.12.8 東洋大学白山キャンパス 第３回勉強会

発表者３名 参加者15名
忘年会 29.12.8 東洋大学白山キャンパス 忘年会 参加者12名

 内学生７名
修士論文発表会 30.2.20 工学院大学新宿キャンパス 発表者４名 参加者12名
セミナー 30.3.6 TOTO大会議室

汐留ビルディング
セミナー「ステンレス鋼管における腐食の最新
事例と留意点」 参加者60名
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６）特別委員会：表彰推薦委員会
名　　称 開催日 場　　所 テ　ー　マ　等

表彰 29.5.26 日立金属・高輪和彊館 第11期通常総会席上での功労賞・業績賞・ホープ賞表彰

７）特別委員会：アジア建築設備推進委員会
名　　称 開催日 場　　所 テ　ー　マ　等

研究報告会 30.2.23 NSRIホール 第７回アジア建築設備研究報告会
「カンボジア調査研究報告会」 参加者78名

８）特別委員会：関西支部
名　　称 開催日 場　　所 テ　ー　マ　等

基調講演会
懇親会

29.6.1 TOTOテクニカルセンター大阪 「大阪の人口と住宅」
 講演会24名　懇親会15名

見学会 29.9.22 ダイキン工業 淀川製作所 テクノロ
ジー・イノベーションセンター

「設備・建築・環境等についての説明」
「オフィス棟などの見学・映画鑑賞」
 見学会23名　懇親会10名

給排水設備
セミナー

29.12.21 TOTOテクニカルセンター大阪 臭気・制御に関する給排水設備セミナー
①「水まわりグローバルモデルのご紹介」
②「IoT・AI・建築設備の近未来」
③「におい問題と官能評価」
 講習会20名　懇親会12名

見学会 30.3.1 竹中工務店「竹中大工道具館」 「竹中大工道具館」見学会
 見学会17名　懇親会11名

９）他団体への協力（教育人材育成委員会）
名　　称 開催日 場　　所 内　　　　　容

講師派遣 29.9.19
     20

特別区職員研修所 特別区職員研修「建築設備（給排水）」への講師派遣
（青木一義氏、明珍邦彦氏、永山隆氏）

Ⅲ．会員
区　　分 名　誉 特　別 正会員 学　生 賛　助 計

第11期々末（2017.3.31） 21 ９ 267 23 110 430

会員動向
入　会 ３ ２ ９ ８ 10 32
退　会 ２ ３ 25 10 １ 41

第12期々末（2018.3.31） 22 ８ 251 21 119 421

Ⅳ．役員
　第12期役員（敬称略）
　　　会長理事　　大塚　雅之
　　　副会長理事　明珍　邦彦（総務委員長）　　　加藤　正宜（財務委員長）　　　小寺　定典（出版委員長）
　　　　　　　　　飯塚　　宏（事業委員長）　　　小瀬　博之（学術委員長）
　　　理　　事　　内山　　稔（総務担当）　　　　須賀　良平（総務担当）　　　　飯田　　徹（財務担当）
　　　　　　　　　土井　章弘（出版担当）　　　　青木　一義（出版担当）　　　　中村　　勉（事業担当）
　　　　　　　　　結城　晶博（事業担当）　　　　西川　豊宏（学術担当）
　　　監　　事　　山崎　和生　　　　　　　　　　永山　　隆
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第２号議案　第12期収支決算

Ⅰ．収支報告書（第12期予算対比　平成29年４月１日～ 
　　平成30年３月31日）

（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
　特別・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
1,656,000

6,000
69,000

1,750,000
1,580,000

5,000
1,458,000

6,000
27,000

1,850,000
1,570,000

１．管理費
　人件費
　賃料
　通信費
　消耗品費
　会議費
　租税公課・雑費

2,640,000
1,500,000
380,000
100,000
80,000
50,000

2,640,000
1,500,000
379,553
61,499
49,856
43,713

小計
２．事業収入
１）調査研究事業収入
　　見学会等
（内訳）
　　六本木ヒルズBCP
　　LIXIL住まいStudio
　　千葉積水工業㈱

２）普及啓発事業収入
　　行事収入
（内訳）
　　総会・懇親会
　　忘年会
　　新年会
　　カンボジア報告会
　　ステンレス鋼管セミナー

　　会誌発行（広告）

　　賛助会員会

３）技能向上事業収入
　　配管技能講習会

5,081,000

200,000

2,920,000

2,550,000

720,000

900,000

4,916,000

223,500
（内訳）
31,500
58,000

134,000

2,833,500

（内訳）
1,080,000

51,500
1,080,000
505,000
117,000

2,118,000

736,000

936,000

小計
２．事業支出
１）調査研究事業費
　　見学会等
（内訳）
　　六本木ヒルズBCP
　　LIXIL住まいStudio
　　千葉積水工業㈱

２）普及啓発事業費
　　行事支出
（内訳）
　　総会・懇親会
　　忘年会
　　新年会
　　カンボジア報告会
　　ステンレス鋼管セミナー

　　関西支部委員会費

　　会誌発行費

　　賛助会員会

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

4,750,000

160,000

1,600,000

550,000

3,700,000

700,000

650,000

101,500

4,674,621

141,780
（内訳）

24,180
24,300
93,300

2,126,958

（内訳）
717,349
51,500

789,082
469,277
99,750

550,000

3,720,319

782,761

674,009

60,000
41,500

小計

３．その他収入
　　寄付金収入
　　受取利息雑収入

7,290,000

0
35,000

6,847,000

15,000
58,586

小計

３．予備費
（内訳）
　　みらい市出展費用
　　弔電・供花
　　関西交通費

7,461,500

100,000

8,097,327

104,442
（内訳）

55,300
21,902
27,240

当期収入合計　① 12,406,000 11,836,586 当期支出合計　④ 12,311,500 12,876,390
前期繰越金　② 12,023,960 12,023,960 次期繰越金③－④ 12,118,460 10,984,156
合　　　　計　③ 24,429,960 23,860,546 合　　　　計 24,429,960 23,860,546

　　　　　①－④ 94,500 △1,039,804
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Ⅱ．貸借対照表（平成30年３月31日現在）
科　　　　目 金　　　　額（円）

Ⅰ　資産の部
　１　流動資産
　　現金預金
　　　現金
　　　普通預金　 みずほ銀行 駒込支店
　　　普通預金　 三菱UFJ銀行神保町支店
　　　振替口座　 郵便局（飯田橋局）
　　　普通預金　 三菱UFJ銀行神保町支店（基金口）
　　　振替口座　 郵便局（千石局）
　　　未収入金
　　　仮払金

　　流　動　資　産　合　計

　２　固定資産
　　固　定　資　産　合　計

　資　　産　　合　　計

Ⅱ　負債の部
　１　流動負債
　　未払金
　　預り金　　顕彰制度運営基金
　　前受金　　平成30年度年会費

　　流　動　負　債　合　計

　２　固定負債
　　固　定　負　債　合　計

　負　　債　　合　　計

　正　　味　　財　　産

39,761
5,321,631
2,375,068
3,590,956
1,755,085
254,760
266,400
27,880

　13,631,541

　　　93,300
　1,755,085

799,000

0

13,631,541

2,647,385

0

2,647,385

10,984,156
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第３号議案　平成30年度（第13期）事業計画（案）

（平成30年４月１日～平成31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．学生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．運営委員会を開催する。
５．シニア技術者の活用を検討する。
６．配管実務技能研修委員会を設置する。

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。
６．教育人材育成委員会の運営・活動を支援する。
７．みらい市委員会の運営・活動を支援する。

財務委員会 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。
４．賛助会員会費の見直しを検討する。

出版委員会 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．ホームページのシステムを刷新し、運用・管理する。

事業委員会 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．親睦ゴルフ大会を開催する。
４．散策の会を開催する。
５．新年会を開催する。
６．配管技能講習委員会の運営・活動を支援する。
７．並行して配管実務技能研修委員会（橋本総業と共催する拡大委員会）を支援する。

学術委員会 １．給排水設備勉強会を開催する。
２．修士論文発表会を開催する。
３．講演・見学会を開催する。
４．シンポジウムまたはセミナーを開催する。
５．忘年会を開催する。
６．2018みらい市　第７回スチューデントシンポジウムを開催する。
７．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。
２．功労賞、業績賞、ホープ賞の受賞者を推薦する。

特別委員会
アジア建築設備推進

委員会

１．アジアの建築設備技術動向を調査し、技術交流を深める。

特別委員会
みらい水回り学生論文賞

審査委員会

１．給排水衛生設備分野の人材育成を目的とし、学生を対象とした論文を募集する。
２．社会人を含むグループ提案も可能とし、活発な提案を促す。

特別委員会
関西給排水
設備委員会

１．支部総会を開催する。
２．行事を２～３回開催する。
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第４号議案　平成30年度（第13期）収支予算（案）

（平成30年４月１日～平成31年３月31日）

（単位：円）
収入の部  支出の部

科　　目 第13期予算額 科　　目 第13期予算額
１．会費・入会金収入

　正会員入会金
　特別・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
1,530,000

6,000
63,000

2,100,000
1,620,000

１．管理費

　人件費
　賃料
　通信費
　消耗品費
　会議費
　雑費

2,640,000
1,500,000
380,000
100,000
80,000
50,000

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
　
３）技能向上事業収入
　　（配管技能講習会）

5,339,000

200,000

2,920,000

2,550,000

900,000

小計

２．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

　　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
　　ホームページ維持管理
　　ホームページ改修費
　　CIB支援金

4,750,000

160,000

1,600,000

3,700,000

650,000

60,000
1,000,000

41,500
小計

３．その他収入
　　受取利息雑収入

6,570,000

35,000

小計

３．予備費
　　予備費

7,211,500

100,000
当期収入合計① 11,944,000 当期支出合計　④ 12,061,500
前期繰越金　② 10,984,156 次期繰越金③－④ 10,866,656
合　　　計　③ 22,928,156 合　　　計 22,928,156

　　　　　①－④ －117,500
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第５号議案　定款の変更

　NPO法人は、毎年「資産総額の登記」を行うことが義務づけられているが、特定非営利活動促進法（NPO法）一
部改正に伴い「資産総額の登記」が不要となり、代わりに「貸借対照表の公告」を行うことが義務づけられる。（平
成30年10月１日より施行予定。）
　公告の方法は定款で定められているため、現在の官報に掲載する方法から、ホームページに掲載する方法に変更す
るため、定款の変更を行う。

現在の定款
第９章　公告の方法

（公告の方法）
第55条　この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

定款変更案
第９章　公告の方法

（公告の方法）
第55条　この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。

６．報告事項
１．第13期運営体制の紹介（敬称略・五十音順）
（１）役　員
　　　会長理事　　　大塚　雅之
　　　副会長理事　　明珍　邦彦（総務委員長）　加藤　正宜（財務委員長）　小寺　定典（出版委員長）
　　　　　　　　　　飯塚　　宏（事業委員長）　小瀬　博之（学術委員長）
　　　理　　事　　　内山　　稔（総務担当）　　須賀　良平（総務担当）　　飯田　　徹（財務担当）
　　　　　　　　　　土井　章弘（出版担当） 　 青木　一義（出版担当）　　中村　　勉（事業担当）
　　　　　　　　　　西川　豊宏（学術担当）
　　　監　　事　　　山崎　和生　　　　　　　 永山　　隆
（２）各委員会委員　

委員会 委員長 副委員長 委　　員
○運営委員会 大塚雅之 明珍邦彦　　加藤正宜

小寺定典　　飯塚　宏　　小瀬博之
○総務委員会 明珍邦彦 内山　稔

須賀良平
－教育人材育成委員会 青木一義 内山　稔 永山　隆＊ 　飯田　徹　　土井章弘

中村　勉　　明珍邦彦
－みらい市委員会 明珍邦彦 内山　稔 中村　勉＊ 　小瀬博之　　村上卓司

加藤正宜　　小寺定典　　須賀良平
○財務委員会 加藤正宜 飯田　徹 塚田良一＊ 　衣斐輝夫　　小野寺勇喜

前川一郎　
○出版委員会 小寺定典 土井章弘

青木一義
近藤　茂＊ 　有馬真人　　飯田　徹
小瀬博之　　佐藤　博　　鈴木一聡
西澤秀哉　　須山　実＊＊　

○事業委員会 飯塚　宏 中村　勉 飯田　徹　　遠藤仁樹　　佐無田譲
嶌田成二　　杉本遼太　　高橋幸一
竹田喜一　　富澤鋭司　　長尾良久
永山　隆　　牧　秀樹　　宮嶋幸三
三山　毅　　矢野　弘

（オブザーバー）
板垣秀雄　　仙田　繁



68／給排水設備研究　Vol.35.No.2（2018.7）

　－配管技能講習委員会 竹田喜一　 中村　勉
富澤鋭司
加藤正宜
衣斐輝夫

近藤　茂    富澤鋭司  　牧　秀樹
三山　毅＊ 　永山　隆＊ 　遠藤仁樹
大西規夫　　金子忠文　　佐藤貴司
鈴木良和　　宮嶋幸三　　高橋幸一
江口俊和　　松岡克弘　
仙田　繁＊＊　飯田　徹＊＊＊

（オブザーバー、アドバイザー）
安藤紀雄　　山岸龍生　　南雲一郎　
下田邦雄　　本郷智大　　安部孝人　

○学術委員会 小瀬博之 西川豊宏 後藤克彦＊ 　野々瀬恵司＊ 青木哲也
生嶋哲也　　亀谷　徹　　木内雄二
高村秀紀　　中野民雄　　光永威彦
渡部一八　
坂上恭助＊＊＊ 飯尾昭彦＊＊＊ 市川憲良＊＊＊

○特別委員会
　－表彰推薦委員会

　－アジア建築設備推進委員会

　－みらい水回り学生論文賞審査委員会

　－配管実務技能研修委員会
　　　主催：JSPE

　　　共催：橋本総業㈱

　－関西給排水設備委員会

明珍邦彦

飯塚　宏

大塚雅之

飯塚　宏
　

永村一雄

小瀬博之

小島邦晴（副団長）
須賀良平（副団長）
中村　勉（副団長）

橋本政昭
坂上恭助

中村　勉
加藤正宜
衣斐輝夫

出口弘士

青木一義　　加藤正宜　　須賀良平
中村　勉　　鈴木孝彦

福元寿哉＊ 　三山　毅＊ 　伊藤修一
岩崎眞樹雄　常藤和治　　藤田清人
清水文泰　　南雲一郎　　衣斐輝夫
栗山　華　　鈴木利幸　　大久保俊哉

飯塚　宏＊ 　明珍邦彦

竹田喜一　　三山　毅＊ 　小島邦晴
宮嶋幸三　　富澤鋭司　　近藤　茂
牧　秀樹　　金子忠文

（アドバイザー）
本郷　智　　南雲一郎
下田邦雄　　安部孝人

（顧問）
飯田　徹

橋本総業㈱側委員

小西秀雄　　鍋島美奈子　　竹岡克司
服部大輔　　今久保謙一郎　竹原貴子
向井　正　　森田　敢　　　豊　　寛
戸梶俊幸

（注）　委員欄は、□部会長　＊幹事　＊＊専門委員　＊＊＊顧問委員を示す。

２．新名誉会員・新特別会員の紹介（敬称略・五十音順）
（１）新名誉会員（現特別会員）
　　　輿水　　知
（２）新特別会員（現正会員）
　　　青木　一義　　　　　永山　　隆　　　　明珍　邦彦

３．平成29年度功労賞受賞者（敬称略）
　　功労賞
　　　積水化学工業㈱　　　坂上　恭助　　　　下田　邦雄

４．第27回みらい水回り学生論文賞受賞者（敬称略）
　　努 力 賞： 宮田　大（明治大学大学院）　「小便器の尿糖検査」
　　審査員賞： 張　吉星（明治大学大学院）　「次世代流量計」　


