
平成28年度　設備設計　№1

（一社）長野県設備設計協会　　平成２８年度

会 　   種 場       所 時間 出席者 内      容 議  題　等

28 4 11 総務委員会 すき楼 （12:00～） 9名
①平成28年度 事業計画について
②平成28年度 総会について

4 15 第1回　技術委員会 すき楼 （12:00～） 5名
①平成28年度 予算案について
②平成28年度 事業計画について

4 16 理事会 すき楼 （12:00～） 7名 理事 5名、監事 2名
①平成28年度 事業計画及び事業予算案について
②平成28年度 通常総会について

4 21
（賛助会役員あて）
総会資料広告掲載のお願い

賛助会員 7社

4 27
技術委員会
「複合単価表」に関するアンケー
トの実施

5 14 理事会 すき楼 （12:00～） 11名 理事 9名、監事 2名 ①平成28年度 通常総会の準備

5 20
(一社)長野県空調衛生設備業協
会　通常総会（懇親会）

ホテル信濃路 （17:00～） 岡宮会長 出席

5 27

平成28年度 第34回 通常総会
賛助会報告会
技術研修会
懇親会

メルパルク長野

（13:15～）
（14:30～）
（15:00～）
（17:30）

12名
50名
62名
112名

来賓 7名
〈技術研修会〉
【ネグロス電工㈱】　耐震支持方法
【㈱ミナミサワ】　　　自動センサーの説明

5 25
(一社)長野県電設業協会
通常総会（懇親会）

ホテル
メトロポリタン長野

（16:45～） 岡宮会長 出席

5 30

(一社)日本設備設計事務所協会
第3回設備設計関係協会全国会
長会議・
第63回定時総会・懇親会

東京千代田区
「如水会館」

1.第3回全国会
長会議（13:00)
2.第63回定時総
会(15:30)
3.平成28年度賛
助会総会（17:15)
4.総会懇親会
（18:30)

1～3
岡宮会長及び佐藤副会長 出席
（4 懇親会は欠席）

　

年 月 日



平成28年度　設備設計　№2

（一社）長野県設備設計協会　　平成２８年度

会 　   種 場       所 時間 出席者 内      容 議  題　等年 月 日

28 5 31
平成28年 熊本地震被災地への
支援金　送金

26,4351円
（総会時に募金してもらった額）を（一
社）日本設備設計事務所協会へ送金
し、そこから
（一社）熊本県設備設計事務所協会へ

6 6
(一社)長野県建築士事務所
協会 第41回定時総会

ホテル
メトロポリタン長野

式典(15:40)
懇親会(16:45）

岡宮会長 出席

6 17
顧問  服部宏昭県議会議員
平成28年度 北信濃会総会

長野第一ホテル （17:00～） 岡宮会長 出席

7 5
経済産業省関東経済産業局
中小企業課消費税転嫁対策室
説明

長野ダイヤモンドビル
502号会議室

事務局 2名

7 30
本会・賛助会
「合同理事会」・「暑気払い」

かよう亭 権堂店 （18:00～） 1１名 本会 6名、　賛助会 5名　出席 ①今年度の研修旅行について

9 2 親睦ゴルフ大会
京急カントリークラ
ブ

（8:50 集合）
（9:30 スタート）

23名 本会 8名、 賛助会 15名  参加

9 3 理事会 すき楼 （12:00～） 8名 理事 8名 ①秋の研修旅行について

9 7 複合単価表作成・配付 技術委員会

10 14
長野建築センター
理事会

長野ダイヤモンドビル
502号会議室

（1２:00～）  1名 千村副会長　出席 ①建築センターの引越しについて

10
14
～
15

（一社）日本設備設計事務所協
会第22回　北陸・甲信越・
中部ブロック協議会

三重県津市
「アスト津」

会議
（14:30～17:00)
懇親会
（18:00～)

2名 岡宮会長、佐藤副会長  出席
ブロック会議実行委員会
（一社）三重県設備設計事務所協会

10
27
～
28

先進施設の視察・研修会 大阪 23名
【視察】ヤンマー本社ビル
（施設）2014年11月完成「食料生産とエネル
ギー変換」技術のコンセプトモデル

・大阪城、大阪造幣局、あべのハルカス
【宿泊】ハートンホテル南船場



平成28年度　設備設計　№3

（一社）長野県設備設計協会　　平成２８年度

会 　   種 場       所 時間 出席者 内      容 議  題　等年 月 日

28 11 22 理事会
アイビースクエアビ
ル3F Gホール

（13:00～） 7名 理事 6名、監事1名

①研修旅行の反省
②（一社）日本設備設計事務所協会連合会（仮称）の
状況説明
③平成29年 新年名刺交歓会の準備について

11 22
「確認申請  設備審査のポイント
についての講習会」

　　〃 （15:00～17:00）  26名

【講師】日本ERI㈱
東京 確認検査部  米田 保夫 氏
長野支店 確認部  辰巳 圭一 氏
【受講者】
会員11名、一般9名、県3名、市3名

〔内容〕
・確認申請の設備確認審査のポイント
・設計時の留意点
・最近の審査指摘事項

12 13 賛助会委員会（理事会）
長野ダイヤモンドビル
502号会議室

（12:00～13:10） 11名
①賛助会理事改選について
②今後の予定

29 1 10
長野建築センター
2017年 第14回
新春名刺交歓会

メルパルク長野 （16:00～） 2名 岡宮会長、佐藤副会長  出席

1 20 理事会 メルパルク長野 （11:00～） 7名 理事７名 ①役員改選の準備について

1 ２0
平成29年
新年名刺交歓会・技術研究会

メルパルク長野
14:30～16:30
17:00～

51名
112名

技術研究会
(来賓1名、正会員14名、賛助会員36名）
名刺交歓会
(来賓8名、正会員11名、賛助会員93）

<技術研究会>
【㈱竹村製作所】
「浴場用高性能促進酸化ろ過装置 『ピュアブリッド』」
【アイホン㈱】
「ナースコールシステム（３機種）の特徴と機能説明、
及び既設システムリニューアルの提案」

2 21 賛助会委員会（理事会）
長野ダイヤモンドビル
502号会議室

（1２:00～）  13名
①賛助会理事改選について
②平成28年度決算について
③平成29年度活動計画・予算

2 23

建築設備技術セミナー
「デシカント空調設備とは」・
「消火剤噴霧自動消火システム
とは」

アイビースクエアビ
ル3F Gホール

（14:30～17:15）  38名

【講師】
・「デシカント空調設備とは」
新晃工業㈱東京支社　山口雅弘氏
・「消火剤噴霧自動消火システムとは」
能美防災㈱　馬場道郎氏



平成28年度　設備設計　№4

（一社）長野県設備設計協会　　平成２８年度

会 　   種 場       所 時間 出席者 内      容 議  題　等年 月 日

29 2 23 技術委員会 鶴翔オーガストムーン （18:00～） 12名 会員 7名、セミナー講師5名

①本年度の活動報告と反省
②次年度の活動計画
③次年度活動予算について（予讃要求について）
④協会全体の活動等について

3 18 理事会 すき楼 （12:00～） 7名 理事 7名、監事 1名
①臨時総会の準備
②総会資料に掲載する広告の募集について


