
　コロナ禍で３回目の通常総会を迎え、当会の第16期通
常総会は、会員各位の安全を第一に考え、感染対策を徹
底し規模も縮小して開催することとした。なお、総会後
に、第31回みらい水回り学生論文賞の表彰式を行った。

日時：令和４年５月16日（月）17：00～17：30
場所：橋本総業株式会社本社６階会議室

　須賀総務委員長の司会により、総会の開会が告げら
れ、以下のとおり進行し、無事閉会となった。

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、飯塚副会長理事の推薦があり、飯塚副会長理事を議
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６名、委任状
による出席163名、合計169名で、正会員数250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、議事録署名人として西川豊宏
氏と嶌田成二氏を選任した。

４．第１号議案及び第２号議案の審議
　第１号議案（第16期事業報告承認の件）及び第２号議
案（第16期収支決算承認の件）の一括審議に関し、配布
資料に基づき報告がなされ、永山監事、輿水監事からの
監査結果報告書が示された。
　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17期事業計画案承認の件）及び第４号

第16期通常総会議事報告
NPO給排水設備研究会

議案（第17期収支予算案承認の件）の一括審議に関し、
配布資料に基づき説明がなされた。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）の審議に関し、事務
所移転に伴う定款変更内容の説明がなされた。議長は本
件の承認を求め、異議なく可決承認された。

７．報告事項
　総会議案の審議終了後、新名誉会員１名、新特別会員
１名の報告及び第31回みらい水回り学生論文賞受賞者18
名の報告があった。
　会場を変えて、６名の受賞者が出席し、表彰式を行っ
た。

図１　通常総会開催状況

図２　みらい水回り学生論文賞受賞者と審査員
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Ⅰ．会務報告
１．第15期通常総会
　　開催月日　2021年５月24日（月）
　　場　　所　一般社団法人日本建築設備診断機構　会議室
　　　　　　　（東京都千代田区飯田橋３-４-４第五田中ビル９階）
　　出 席 者　正会員総数　　　　　　　 260名
　　　　　　　出席会員数（委任状含む）　180名
　　議　　事　（１）第15期事業報告承認の件� （承認）
　　　　　　　（２）第15期収支決算承認の件� （承認）
　　　　　　　（３）第16期事業計画案承認の件� （承認）
　　　　　　　（４）第16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・新特別会員の紹介� （了承）
　　　　　　　　・2020年度奨励賞受賞者の紹介� （了承）
　　　　　　　　・第30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　2021年４月23日　日本建築設備診断機構会議室＋Web
　（１）審議事項
　　①第15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役員候補者選挙結果の確認� （承認）
　　④次期副会長理事及び理事担当の内定� （承認）
　　⑤総会議事内容の確認� （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）

　第２回　2021年５月24日　日本建築設備診断機構会議室＋Web
　（１）審議事項
　　①副会長理事の互選及び理事担当の決定� （承認）

　第３回　2021年６月28日　日本建築設備診断機構会議室＋Web
　（１）審議事項
　　①第16期第２回理事会議事録確認� （承認）
　　②第15通常総会議事録及び第16期運営体制の確認� （承認）
　　③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事務局報告（会員動向・行事結果・他）� （了承）
　　③事務所移転計画について� （了承）

　第４回　2021年10月８日　日本建築設備診断機構会議室＋Web
　（１）審議事項
　　①第16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事務所移転の承認� （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）

　第５回　2021年12月10日　日本建築設備診断機構会議室＋Web
　（１）審議事項
　　①第16期第４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事務局報告（会員動向・行事結果・他）� （了承）
　　③事務所移転の進捗状況について� （了承）

　第６回　2022年３月22日　日本建築設備診断機構会議室＋Web
　（１）審議事項
　　①第16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・特別会員の推薦� （承認）
　　④事務局移転費用の確認� （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）

第１号議案　第16期事業報告

（2021年４月１日～2022年３月31日）
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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。

総務委員会
（須賀良平）

５ 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．新事務所移転に向けてJAFIAと協議を行い、移転先、費用負担割合を決定した。
５．会の対外的な広報やコロナ感染拡大防止対応を行った。
６．みらい市委員会の運営・活動を支援した。（みらい市は中止）

財務委員会
（加藤正宜）

４ １．予算執行管理及び決算を行った。
２．予算執行管理方法の検討を行った。
３．会員の増強を推進した。
４．賛助会員会の開催を検討した。（中止）

出版委員会
（小瀬博之）

12 １．年４回会誌を発行した。
２．会員向けサービスとして、発行後１年を経過した会誌のPDF版をオンライン配信した。

事業委員会
（嶌田成二）

２ １．見学会「長谷工テクニカルセンター」を企画した。（延期）
２．親睦ゴルフ大会を企画した。（延期）
３．セミナー「給湯配管の腐食・防食」を企画した。（延期）
４．セミナー「アクアポニックスを考える」を企画した。（延期）
５．配管技能講習会の開催を検討した。（延期）
６．ショートセミナーを企画し、オンラインにて11回開催した。
７．今後の事業委員会の活動を検討した。

学術委員会
（西川豊宏）

２ １．サマーセミナー、ウインターセミナーをオンラインで開催した。
２．修士論文発表会をオンラインで開催した。
３．見学会「LIXIL本社 WING 星棟・光棟」を開催した。
４．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
（小瀬博之）

３ １．顕彰制度における推薦基準などの規程を現状に即して見直し、適切な運営を図った。
２．2021年度各賞の候補者を検討した。（今期は対象者なし）

特別委員会
アジア建築設備推進委員会

（飯塚宏）

５ １．第10回アジア建築設備推進委員会調査団（タイ調査）を企画した。（延期）
２．今後のアジア建築設備推進委員会の活動を検討した。

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31回学生論文賞「みらい水回り」（「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11編の審査を行った。

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
情報委員会
（小瀬博之）

１ １．事務局（会議室）の情報化を支援した。
２．オンラインによる会議、シンポジウムの開催を支援した。
３．ホームページを管理、運用した。

特別委員会
関西給排水設備委員会

（鍋島美奈子）

３ １．リアルとオンラインによる定例会議を開催し、活動計画を検討した。
２．オンラインセミナー「排水・下水処理の可能性」を2021年12月７日に開催した。
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２．各種行事・勉強会等
１）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
論説寄稿 
講座

Reviews
Viewpoint
Our news

声
トビックス 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.38-１ － 46 － 　14 － － 1 2 1 8 9 本文　72（81）

７月号
Vol.38-２ － 33 22 　13 － － 1 15 1 6 8 本文　91（99）

10月号
Vol.38-３ － 39 － 　9 － － 4 1 2 6 8 本文　61（69）

１月号
Vol.38-４ 1 31 － 　9 － － 4 － 2 7 13 本文　54（67）

２）事業委員会
名　称 開催日 場　　所 テ　ー　マ　等

ショートセミナー 21.11.9 Zoomによるオンライン開催 ①「省エネ給湯熱源製品ご紹介（昭和鉄工）」 参加者17名
ショートセミナー 21.11.30 Zoomによるオンライン開催 ② 「温浴設備等における給湯用ミキシングバルブの構造や仕組みについて

（ダイレオ）」 参加者20名
ショートセミナー 21.12.7 Zoomによるオンライン開催 ③ 「集合住宅の災害時のトイレ使用マニュアル作成手引き（長谷工コーポ

レーション技術研究所）」 参加者24名
ショートセミナー 21.12.21 Zoomによるオンライン開催 ④ 「アルミ複合ポリエチレン管の概要と普及（アルミ複合架橋ポリエチレン

管協会）」 参加者33名
ショートセミナー 22.1.11 Zoomによるオンライン開催 ⑤「水栓金具／サーモ継手／洗面ボール（SANEI）」 参加者25名
ショートセミナー 22.1.18 Zoomによるオンライン開催 ⑥ 「BKジョイントⅡ　性能袋ナットの緩み抑制機能ゴムリングの耐久性能

（ベンカン）」 参加者31名
ショートセミナー 22.1.25 Zoomによるオンライン開催 ⑦ 「ハイブリッドろ過装置のご紹介（三京）」 参加者34名
ショートセミナー 22.2.8 Zoomによるオンライン開催 ⑧「セキスイ樹脂管材　最新情報のご紹介（積水化学工業）」

 参加者38名
ショートセミナー 22.2.22 Zoomによるオンライン開催 ⑨「貫流ボイラや温水ヒータのトップランナー製品のご紹介（ヒラカワ）」

 参加者23名
ショートセミナー 22.3.8 Zoomによるオンライン開催 ⑩「建築設備施工現場における省力化のご提案（クボタケミックス）」

 参加者38名
ショートセミナー 22.3.22 Zoomによるオンライン開催 ⑪「水素配管部材（継手、バルブ）の基礎（ステンレス配管部材研究所）」

 参加者33名

３）学術委員会
名　称 開催日 場　　所 テ　ー　マ　等

サマーセミナー 21.8.25 Zoomによるオンライン開催 「感染症と給排水衛生設備」 参加者51名
修士論文発表会 22.2.21 Zoomによるオンライン開催 発表者１名 参加者10名
ウインターセミナー 22.2.21 Zoomによるオンライン開催 「レジオネラと給排水衛生設備」 参加者32名
見学会 22.3.29 LIXIL本社（東京都江東区） 見学会「LIXIL WING 星棟・光棟」 参加者10名

４）特別委員会：表彰推薦委員会
名　称 開催日 場　　所 テ　ー　マ　等

受賞者紹介 21.5.24 日本建築設備診断機構会議室 第15期通常総会席上で2020年度奨励賞の受賞者を紹介

５）特別委員会：関西給排水設備委員会
名　称 開催日 場　　所 テ　ー　マ　等

オンラインセミナー 21.12.7 関西給排水設備委員会事務局（Zoomによる
オンライン開催）

「排水・下水処理の可能性について」参加者24名

６）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 22.3.8
～3.10

特別区職員研修所
（秋葉原センタープレイスビル）

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）

給排水設備研究　Vol.39.No.2（2022.7）／81



Ⅲ．会員
区　　分 名　誉 特　別 正会員 学　生 賛　助 計

第15期々末（2021.3.31） 23 7 230 9 127 396

会員動向
入　会 1 1 11 0 5 18
退　会 0 1 22 1 6 30

第16期々末（2022.3.31） 24 7 219 8 126 384

Ⅳ．役員
　第16期役員（敬称略）
　　　会長理事　　　大塚　雅之
　　　副会長理事　　須賀　良平（総務委員長）　　　加藤　正宜（財務委員長）
　　　　　　　　　　小瀬　博之（出版委員長）　　　嶌田　成二（事業委員長）
　　　　　　　　　　西川　豊宏（学術委員長）　　　飯塚　　宏（アジア建築設備推進委員長）
　　　理　　事　　　光永　威彦（総務担当）　　　　土井　章弘（出版担当）
　　　　　　　　　　小寺　定典（出版担当）　　　　竹田　喜一（事業担当）
　　　　　　　　　　長尾　良久（事業担当）　　　　飯田　　徹（事業担当）
　　　　　　　　　　青木　一義（学術担当）　　　　鍋島美奈子（関西給排水設備委員長）
　　　監　　事　　　永山　　隆　　　　　　　　　 輿水　　知

82／給排水設備研究　Vol.39.No.2（2022.7）



第２号議案　第16期収支決算

Ⅰ． 収支報告書（第16期予算対比　2021年４月１日～
2022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
1,422,000

6,000
27,000

3,130,000
2,520,000

3,000
1,326,000

0
16,000

3,200,000
2,580,000

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

2,688,000
1,527,600
380,000
100,000
80,000
50,000

2,688,000
1,527,600
320,093
45,832
15,502
44,790

小　計

２．事業収入
１）調査研究事業収入
　見学会等
　（内訳）
　　LIXIL WING見学

２）普及啓発事業収入
　行事収入
　（内訳）
　　総会
　　サマーセミナー
　　ウインターセミナー

　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

7,125,000

100,000

1,000,000

1,700,000

800,000

1,100,000

7,125,000

10,000

（内訳）
10,000

94,000

（内訳）
0

56,000
38,000

1,821,700

0

0

小　計

２．事業支出
１）調査研究事業費
　見学会等
　（内訳）
　　LIXIL WING見学

２）普及啓発事業費
　行事支出
　（内訳）
　　総会
　　サマーセミナー
　　ウインターセミナー

　関西給排水設備委員会費

　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
　ホームページ維持管理
　CIB支援金

4,825,600

50,000

700,000

150,000

3,500,000

800,000

850,000

150,000
0

4,641,817

4,330

（内訳）
4,330

93,533

（内訳）
51,885
21,053
20,595

151,800

3,596,810

0

0

60,000
0

小　計

３．その他収入
　寄付金収入
　受取利息雑収入
　アジア調査報告書販売

4,700,000

0
15,000

1,925,700

10,000
88

9,000

小　計

３．予備費
　（内訳）
　　移転費用仲介料等
　　移転先家賃３月分等

6,200,000

100,000

3,906,473

404,840
（内訳）

250,800
154,040

当期収入合計　① 11,840,000 9,069,788 当期支出合計　④ 　 11,125,600 8,953,130
前期繰越金　② 9,933,157 9,933,157 次期繰越金　③－④ 10,647,557 10,049,815
合　　　　計　③ 21,773,157 19,002,945 合　　　　計 21,773,157 19,002,945

　　　　　　　①－④ 714,400 116,658
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Ⅱ．貸借対照表（2022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　　三菱東京UFJ銀行神保町支店
　　　振替口座　　郵便局（飯田橋局）
　　　普通預金　　三菱東京UFJ銀行神保町支店（基金口）

　　　未収入金

　　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　　2022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

22,618
4,477,151
3,531,366
4,419,421
1,667,302

20,000

14,137,858

238,790
1,667,253
2,182,000

0

14,137,858

4,088,043

0

4,088,043

10,049,815
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第３号議案　2022年度（第17期）事業計画案

（2022年４月１日～2023年３月31日）

委員会名 活　動　内　容
会長直轄 １．通常総会を開催する。

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。

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．通常総会を開催する。
５．新事務所への移転、スムーズな業務開始の支援を行う。
６．会の対外的な広報を行う。
７．コロナ感染拡大防止対応を取りまとめ適時に広報する。
８．教育人材育成委員会、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．賛助会員会を開催する。

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。

事業委員会 １．技術懇談会・ショートセミナーを開催する。
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．配管技能研修委員会の運営・活動を支援する。
７．昨年度延期した事業を実施する。

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．シンポジウムを開催する。
５．忘年会を開催する。
６．スチューデントシンポジウム（みらい市2022）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、奨励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。第10回としてタイを調査する。
２．「アジア建築設備推進委員会シンポジウム」開催を目指し始動する。
３．プロジェクト検討委員会を立ち上げる（アジアに提供する、コラボするプロジェクトを立ち上げる）。

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。

特別委員会
情報委員会

１．本会ホームページとSNS（Facebook, Twitter）を管理、運用する。
２．各委員会のオンライン運用を支援する。
３．事務局（会議室）のさらなる情報化を検討する。

特別委員会
関西給排水設備委員会

１．コロナ禍対応商品などのセミナーや見学会を開催する。
２．給排水設計・積算・施工などに関する座談会を開催する。
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第４号議案　2022年度（第17期）収支予算（案）

（2022年４月１日～2023年３月31日）

　（単位：円）
収　入　の　部 支　出　の　部

科　　目 第17期予算額 科　　目 第17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
1,356,000

6,000
24,000

3,060,000
2,520,000

１．管理費
　人件費
　賃料（光熱費含む）
　第五田中ビル２ヶ月分
　通信費
　消耗品費
　会議費
　雑費

2,688,000
1,209,600
254,600
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

　会誌広告収入

　賛助会員会

３）技能向上事業収入
　　（配管技能講習会）

6,986,000

100,000

1,000,000

1,700,000

800,000

500,000

小　計

２．事業費
１）調査研究事業
　　（見学会等）

２）普及啓発事業
　行事支出

　関西給排水設備委員会

　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
　ホームページ維持管理
　CIB支援金

4,762,200

50,000

700,000

150,000

3,500,000

800,000

400,000

150,000
41,500

小　計

３．その他収入
　寄付金収入
　受取利息雑収入

4,100,000

0
15,000

小　計

３．予備費
　みらい市出展費用
　移転費用　引越業者支払

5,791,500

300,000

当期収入合計　① 11,101,000 当期支出合計　④ 　 10,853,700
前期繰越金　② 10,049,815 次期繰越金　③－④ 10,297,115

合　　　　計　③ 21,150,815 合　　　　計 21,150,815
　　　　　　　①－④ 247,300
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現在の定款

第１章　総則
（事務所）
第２条　この法人は、主たる事務所を東京都千代田区飯田橋３丁目４番４号第５田中ビル９階に置く。

定款変更案

第１章　総則
（事務所）
第２条　この法人は、主たる事務所を東京都千代田区飯田橋４丁目５番12号SK飯田橋ビル２階に置く。

定款変更の規定

第８章　定款の変更（抜粋）
（定款の変更）
第�51条　この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の３以上の多数による議決を

経、かつ、法第25条第３項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
　２�　この法人の定款を変更（前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。）したときは、

所轄庁に届け出なければならない。

第５号議案　事務所移転に伴う定款変更
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６．報告事項
１）新名誉会員・新特別会員（敬称略）
　・新名誉会員（現特別会員）
　　　永山　　隆
　・新特別会員（現正会員）
　　　小池　道広
２）第31回みらい水回り学生論文賞受賞者（敬称略）
　・最優秀賞　該当論文なし。
　・優秀賞　あめのうけざら－アジアのスラム街における自律的な雨水利用方法の提案－
　　　木村　彩芳：関東学院大学大学院　修士１年
　　　関　　拓海：関東学院大学大学院　修士１年
　・優秀賞　現在の室内環境の影響と時代のニーズに合わせた住環境の提案
　　　阿部　斗哉：関東学院大学大学院　修士１年
　・アイデア賞　農業用水を活用した中小規模揚水発電システムに関する提案
　　　細川　　健：信州大学大学院　修士２年
　・アイデア賞 With Microbe�～水回り空間から循環型社会～
　　　宮越　彪維：関東学院大学大学院　修士１年
　・努力賞　視覚障害者のための調理作業支援システムの提案
　　　佐野　　響：筑波大学大学院　博士前期課程２年
　・努力賞　水まわり住宅設備に関する最新技術の動向と節水ポテンシャルの検討
　　　竹内　右京：明治大学　学部４年
　　　梅谷　太一：明治大学　学部４年
　　　伊藤　英輝：明治大学　学部４年
　・努力賞　粒子法を用いた月面におけるシャワールームの水挙動に関する一考察
　　　土屋　宙斗：明治大学　学部４年
　　　米谷　　仁：明治大学　学部４年
　・努力賞　小便器まわり環境の改善案の提案
　　　山城　　匠：関東学院大学大学院　修士１年
　・審査員賞　完全自律循環型住宅
　　　石井方奈子：関東学院大学大学院　修士２年
　・審査員賞　人口減少地域における水循環型社会の形成
　　　小野　菜月：関東学院大学大学院　修士１年
　　　高橋　伶佳：関東学院大学　学部４年
　・審査員賞　海中住宅における給排水設備の提案（審査員賞）
　　　渥美万祐子：明治大学　学部４年
　　　加行萌乃香：明治大学　学部４年
　　　越田　真帆：明治大学　学部４年
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第17期運営体制
（１）役　員
　　 会長理事　　　大塚　雅之
　　 副会長理事　　須賀　良平（総務委員長）　　加藤　正宜（財務委員長）
　　 　　　　　　　小瀬　博之（出版委員長）　　嶌田　成二（事業委員長）
　　 　　　　　　　西川　豊宏（学術委員長）　　飯塚　　宏（アジア建築設備推進委員長）
　　 理　　事　　　光永　威彦（総務担当）　　　土井　章弘（出版担当）
　　 　　　　　　　小寺　定典（出版担当）　　　竹田　喜一（事業担当）
　　 　　　　　　　飯田　　徹（事業担当）　　　青木　一義（学術担当）
　　 　　　　　　　鍋島美奈子（関西給排水設備委員会担当）
　　 監　　事　　　永山　　隆　　　　　　　　　輿水　　知

（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 須賀良平　  加藤正宜　 小瀬博之
飯塚　宏　  西川豊宏　 嶌田成二

○総務委員会 須賀良平 光永威彦 前川一郎　  内山　稔　　明珍邦彦
　－教育人材育成委員会 青木一義 土井章弘 永山　隆＊　 飯田　徹　　内山　稔

明珍邦彦　  輿水　知
　－みらい市委員会 加藤正宜 須賀良平 中村　勉＊　 小瀬博之　　西川豊宏

内山　稔　  塩澤洋二
○財務委員会 加藤正宜 渡部一八　　塚田良一＊　衣斐輝夫

小野寺勇喜　南田州彦　 尾神充倫
○出版委員会 小瀬博之 土井章弘

小寺定典
近藤　茂＊　 青木一義　　小林秀樹
川口俊哉　　鈴木一聡　　鈴木拓宏
加藤健一郎　須山　実＊＊

○事業委員会 嶌田成二 飯田　徹
飯塚　宏
竹田喜一

青井健史　　岩佐和人　　菅原正道
杉本遼太　　高橋幸一　　永島史朗
中村　勉　　永山　隆　　牧　秀樹
宮嶋幸三

　－配管技能講習委員会 竹田喜一 中村　勉
加藤正宜
衣斐輝夫

牧　秀樹□　永山　隆＊

阿部　宏　　飯田　徹　　岩佐和人
宇野健三　　江口俊和　　佐藤貴司
菅原正道　　鈴木良和　　高橋幸一
松岡克弘　　宮嶋幸三

（オブザーバ、アドバイザ）
安藤紀雄　　近藤　茂　　南雲一郎
遠藤仁樹

○学術委員会 西川豊宏 青木一義
鍋島美奈子

大桃　元＊　 光永威彦＊　 青木哲也
亀谷　徹　　小瀬博之　　後藤克彦
高村秀紀　　中野民雄　　永島史朗
野々瀬恵司　矢ヶ崎啓介　山田直人
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 小瀬博之 青木一義 加藤正宜　　須賀良平　　光永威彦

鈴木孝彦　　鈴木拓宏
　－アジア建築設備推進委員会 飯塚　宏 小島邦晴

須賀良平
中村　勉

坂上恭助　　村川三郎
伊藤修一＊　 福元寿哉＊　 中島　淳＊

鈴木利幸　　嶌田成二　　岩崎眞樹雄
常藤和治　　藤田清人　　清水文泰
南雲一郎　　庄司貴朋　　西村和彦
大津宏治　　池田和正　　衣斐輝夫
鈴木　了

　－みらい水回り
　　学生論文賞審査委員会

大塚雅之 橋本政昭
坂上恭助

飯塚　宏＊　 須賀良平

　－配管実務技能研修委員会
　　　主催：JSPE

　　　共催：橋本総業㈱

　－情報委員会

飯塚　宏

小瀬博之

中村　勉
加藤正宜
衣斐輝夫

加藤正宜
須賀良平

［JSPE委員］
竹田喜一　　小島邦晴　　近藤　茂
牧　秀樹　　阿部　宏　　宮嶋幸三
飯田　徹

（アドバイザ）
南雲一郎　　本郷智大

［橋本総業㈱委員］

鈴木一聡　　杉本遼太　　光永威彦
衣斐輝夫
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－関西給排水設備委員会 鍋島美奈子 出口弘士 永村一雄　　奥田　淳　　　竹岡克司
服部大輔　　今久保謙一郎　志波　徹
森田　敢　　豊　　寛　　　戸梶俊幸
矢納孝司

（注）委員欄は、□部会長　＊幹事　＊＊専門委員　＊＊＊顧問委員を示す。
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