
第１号議案　（資料１）

（一社）長野県設備設計協会

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

H
31

4 4 総会資料広告及び技術資料募集 賛助会員 8社から申込

4 5 新年度異動により、賛助会役員の変更
㈱デンセン、ホーチキ㈱、
㈱前田鉄工所

4 24
（一社）日本設備設計事務所協会連合会
第395回理事会及び次期理事予定者合同
会議・懇親会

東京
エッサム神田ホール
1号館

会議
（13:00～17:00)
懇親会
（17:30～19:30)

佐藤会長  出席

R1 5 10 理事会
アイビースクエア3F
モリヤホール　ルーム1

（12:00～14:00) 7名
本人出席6名、委任状 4名
賛助会  副会長 出席
（※賛助会　正副会長に案内）

①第37回通常総会議案及び報告事項について
（役員改選の確認、2018年度の決算書の確認

5 16
(一社)長野県空調衛生設備業協会　2019年
度通常総会（懇親会）

ホテル信濃路 （17:15～） 佐藤会長 出席

5 24

2019年度 第37回 通常総会
理事会
通常総会
賛助会報告会・意見交換会
技術研修会
懇親会

メルパルク長野

（14:00～）
（14:30～）
（15:15～）
（16:00～）
（18:00～）

10名
16名
45名
55名
103名

〈総会〉　本人出席16名、委任状 2名
来賓9名、賛助会員73名出席

〈技術研修会〉
【㈱テスク　（長野県代理店 マツイ機販㈱）】
「樹脂製熱交換器 排湯君」の製品説明
【積水化学工業㈱】
省力化・長寿命化を実現するハイパーＡＷ/耐火ＶＰ
/ＡＣドレンのご提案

5 30
(一社)長野県電設業協会
第47回通常総会（懇親会）

ホテル
メトロポリタン長野

（16:45～） 佐藤会長 出席

6 3
（一社）日本設備設計事務所協会連合会
第67回 定時総会・第398回理事会・総会・
懇親会

東京
如水会館

（15:00～17:00)
（15:45～16:00)
（17:30～19:00)

佐藤会長  出席

6 10
(一社)長野県建築士事務所協会
第44回定時総会

松本市
ホテル ブエナビスタ

式典から
(15:30～:16:20)
懇親会
(16:30～）

佐藤会長 出席

6 14
長野建築センター
令和元年度 第39回総会

高見澤ダイヤモンドビル
502号会議室

（1２:00～）  佐藤会長　  出席
①平成30年度 収支決算並びに監査報告の承認
②令和元年度 収支予算(案)の決定について

6 20 理事会
アイビースクエア3F
モリヤホール　ルーム1

（12:00～） 9名
本人出席 9名、委任状 3名
（※賛助会　正副会長に案内）

①第37回通常総会の報告

6 21
協会ホームページのサーバーの切替と更
新を行う

6 26
顧問  服部宏昭県議会議員
令和元年度 北信濃会総会

ホテル信濃路 （17:00～） 佐藤会長 出席

6 28
（一社）日本設備設計事務所協会連合会
令和元年度 理事・委員長キックオフ会議・
懇親会

東京
エッサム神田ホール

会議
（13:00～17:00)
懇親会
（17:30～)

佐藤会長  出席

7 4 羽田雄一郎氏　出陣式
ホテル
メトロポリタン長野

（8:00～） 5名 佐藤会長出席

7 17 前賛助会会長 井上宏克氏の慰労会 縁起居酒屋　鶴亀 12名
井上前賛助会会長
正会員6名、 賛助会員5名

7 19
（一社）日本設備設計事務所協会連合会
第1回 賛助会委員会

連合会 会議室
会議
（13:30～14:30)

佐藤会長  出席

7 19
（一社）日本設備設計事務所協会連合会
第2回 広報委員会・懇親会

連合会 会議室

会議
（15:00～17:00)
懇親会
（17:00～)

佐藤会長  出席

7 31
（一社)香川県設備設計事務所協会
企画イベント「422人マラソンリレー世界記
録への挑戦」　グランドファンディング協力

パンフレット広告 支援金額　15,000円

8 27
（一社)建設コンサルタンツ協会関東支部
長野地域委員会 主催   「長野県が進める
ＢＩＭ／ＣＩＭに関する講習会」

信州科学技術総合振興
センター　ＳＡＳＴeｃ 研
修室

（13:20～16:40） 佐藤会長出席

8 29 長野県建設部施設課との懇談会 長野県庁　議員会館 3名

9 2
（一社）日本設備設計事務所協会連合会
第2回 賛助会委員会

連合会 会議室 （15:00～17:00) 佐藤会長  出席

9 4 総務委員会
高見澤ダイヤモンドビル
502号会議室

（12:00～） 8名 ①ゴルフコンペについて

9 5
（一社）日本設備設計事務所協会連合会
第399回理事会

東京
エッサム神田ホール
2号館

（13:00～17:00) 佐藤会長  出席

9 13
理事会及び本会理事並びに賛助会役員
合同懇親会

ふく八

理事会
（16:00～17:00)
懇親会
（17:30～20:00)

8名
11名

本人出席 10名、　委任状 2通
賛助会  正副会長 出席
（※賛助会　正副会長に案内）
懇親会　正会員6名、賛助会員5名

①親睦ゴルフコンペの件
②秋の技術研修旅行の件
③東海・北信越ブロック会議の件
④長野県建設部との懇談会について

10 8
（一社）日本設備設計事務所協会連合会
第3回 広報委員会・懇親会

連合会 会議室
（15:00～17:00)
（17:00～）

佐藤会長  出席

10 11
服部宏昭長野後援会
拡大役員会及び県政報告会

ホテル信濃路 （16:00～） 佐藤会長 出席

10
25
～
26

第3回 東海・北信越ブロック協議会
会議・懇親会

静岡市
ホテルセンチュリー
静岡

会議
(15:00～17:00)
懇親会
(18:00～20:00）

5名
佐藤会長、岡田副会長、千村理事
清水理事、岡宮監事

担当　（一社）静岡県設備設計協会

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

R1 10 31
（一社）日本設備設計事務所協会連合会
第3回 賛助会委員会

連合会 会議室 （13:30～15:00) 佐藤会長  出席  

11 15 理事会
アイビースクエア3F
モリヤホール　ルーム2

（12:00～） 9名
本人出席 8名、委任状 4名
賛助会副会長　出席
（※賛助会　正副会長に案内）

①東海・北信越ブロック協議会の報告
②技術研修会の件
③親睦ゴルフコンペの件
④新年名刺交歓会の件

11 18
長野県建設部建設政策課建設業係主催
「建設業に係る法令遵守講習会」

松筑建設会館 寺社下副会長 出席

11 19
（一社）日本設備設計事務所協会連合会
報酬基準普及等特別委員会　第1回全体
会議

東京
エッサム神田ホール
1号館

会議
（13:00～17:00)
懇親会
（17:30～19:30)

佐藤会長  出席 

12 3
（一社）日本設備設計事務所協会連合会
第4回 賛助会委員会

連合会 会議室 （13:30～15:00) 佐藤会長  出席  

12 10
（一社）日本設備設計事務所協会連合会
第4回 広報委員会・懇親会

連合会 会議室
（15:00～17:00)
（17:00～）

佐藤会長  出席　　

12 20 総務委員会 ホテル信濃路 （16:30～17:00） 7名 ①新年名刺交歓会について

12 20 理事会 ホテル信濃路 （17:00～18:00） 13名
本人出席　11名
賛助会  正副会長 出席
（※賛助会　正副会長に案内）

①2020年新年名刺交歓会について
・時間等スケジュール確認　　・技術研修会（講師・
賛助会企業について）　・名刺交歓会内容の確認
②技術研修会について
・名刺交歓会後の開催計画予定
③技術研修旅行について
・計画研修先予定案　 ・スケジュール予定案

12 20
本会理事・総務委員・賛助会役員　 合同
忘年懇親会

ホテル信濃路 （18:00～) 16名
本会理事 10名
賛助会役員 6名

R2 1 10
長野建築センター
2020年 第17回  新春名刺交歓会

ホテル国際21 （16:00～） 佐藤会長  出席

1 17 賛助会委員会 メルパルク長野 （12:30～13:00） 13名 ①次期賛助会理事選出について

1 17 第6回　理事会 メルパルク長野 （13:00～13:30） 14名
本人出席 12名、
賛助会  正副会長 出席
（※賛助会　正副会長に案内）

1 17
令和2年
新年名刺交歓会・技術研修会

メルパルク長野

技術研修会
(14:30～16:30)
名刺交歓会
(17:00～)

63名
114名

技術研究会
(来賓3名、正会員26名、賛助会員34名）
名刺交歓会
(来賓9名、正会員19名、賛助会員86名）

<技術研究会>
【㈱ＴＯＴＯ】
「性の多様性に配慮したパブリックトイレのご提案
（ＬＧＢＴセミナー）」
【新潟センチュリー㈱】
「ハイブリットサーモシステム エコウィンとは？～輻
射式空調で快適な空間づくり～」

１ 28

（一社）日本設備設計事務所協会連合会
「第400回理事会」
「第1回正会員（単位会）会長会議」
「正会員（単位会）と賛助会員交流会」
「令和2年新年のつどい」

東京
如水会館

理事会
（11:00～14:00)
会長会議
（14:30～15:30 )
交流会
（16:00～17:30)
新年のつどい
（18:00～19:30)

佐藤会長  出席  

2 3
台風19号被災
長野県へ復興義援金を寄付

台風19号災害の被災者支援のため
の義援金

・当会 １０万円
・（一社）日本設備設計事務所協会連合会 １０万円
（目録）

2 3
県知事より、台風19号被災復興義援金寄
付に対する御礼状届く

2
20
～
21

先進施設の視察及び研修会
静岡県
焼津市、浜松市

17名 正会員 6名、　賛助会員 11名 　参加
【視察】
◦ 焼津市総合体育館　（大空間輻射冷暖房設備）
◦ 浜松航空自衛隊広報館

3 10
（一社）日本設備設計事務所協会連合会
第5回 賛助会委員会

連合会 会議室 （13:30～15:00) 佐藤会長  出席  

3 10
（一社）日本設備設計事務所協会連合会
第5回 広報委員会

連合会 会議室 （15:00～17:00) 佐藤会長  出席　

3 13 第6回　理事会
アイビースクエア3F
モリヤホール　ルーム2

（12:00～） 10名
本人出席　9名、委任状なし
賛助会  会長 出席
（※賛助会　正副会長に案内）

【報告事項】
 ①新年名刺交歓会の件（収支決算・反省等意見交

 換他）②長野県への義援金の件
 ③先進施設の視察及び研修会の件（収支決算・反

省等意見交換他）
 ④2019年度の収支見込報告

【その他】
 ①新年度の事業計画の件
 ②新年度予算の件
 ③新年度第1回理事会開催日の件
 ④4月の技術講習会の件
 ⑤その他

3 25
長野建築センター
理事会

高見澤ダイヤモンドビル
502号会議室

（12:00～） 佐藤会長 出席
①建築センターの運営と各団体の負担金について
②建築センターの決算見込みと新年度予算につい
て　   ③役員改選について

3 27
（一社）日本設備設計事務所協会連合会
より、長野県へ台風19号による豪雨災害
見舞金の寄付

台風19号災害の被災者支援のため
の義援金

・（一社）日本設備設計事務所協会連合会
14万円 （追加）

※親睦ゴルフ大会
（台風19号発生の為、本年度は自粛）
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