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日時 令和元年 5月 31日 

場所 奈良ロイヤルホテル 別館『沙山華』 
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奈良県設備設計事務所協会令和元年度（第 31 回） 

報告会・親睦会 

令和 元年 5 月 31 日 

開会 午後 6 時 00 分 

場所 奈良ロイヤルホテル 別館『沙山華』 

式次第 

報告会   

     司会                 竹田副会長 

 

     会長挨拶                  植村会長 

          賛助会副会長挨拶           依岡副会長 

     出席者自己紹介 

 

     総会議決報告                          事務局 

      元年度役員改選           P-6 

３０年度決算報告            P-8~10 

      会計監査報告            P-11 

元年度の事業計画          P-7 

      ３０年度事業担当者         P-3 

      ３０年度会務報告            P-4~5 

元年度予算案            P-12～13 

              

     その他 

      (一社)日本設備設計事務所協会連合会関連の業務報告  

植村会長 

  事務局からのお知らせ         事務局 

 

親睦会  

     司会                 梅田監査 

       乾杯                 齊藤副会長  

 

     お礼の挨拶              林田副会長 

閉会
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令和元年度各事業担当者 

事業名 実施予定 責任者 

 

備考 

役員会 2 ヶ月に 1 回 会長 

 

三役 

全員会議 3 ヶ月に 1 回 副会長 

 

全員 

臨時総会   随時 会長 

 

全員 

賛助会役員 

総会 

 

5 月 31 日 会長 

 

全員 

賛助会役員 

ゴルフコンペ 

AEW 会 第 38 回 

9 月 27 日 会計 

 

会長 

賛助会役員 

講習会・勉強会・  研

修会・見学会 

商品 PR 説明会 

随時 

 

業務部長 

 

全員 

 

研修旅行 

親睦旅行 

未定 事業部長 

 

全員 

HP 更新 

 

   随時 副会長 

 

事務局 

情報交換会 

 

11 月下旬 業務部長   

 

全員 

(令和元年) 

新年交礼会 

１月中旬 

 

会長 

 

全員 

（奈良ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ） 

近畿ブロック協議会 

奈良大会 

年 1 回 

9 日 26-27 日 

会長 

 

次回開催地：  

京都府 

 

近畿ブロック協議会 

会長会議 

2～3 ヶ月に 

1 回 

会長 

 

構成員 

奈設協だより 随時 事務局 

 

会員 

賛助会役員 
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平成 30 年度会務報告 

Ｈ３０年 ４月 ４日    近地区設備設計事務所協会会長連絡会（大阪） 

植村会長,林田副会長出席 於：大阪府設備設計事務所協会 

Ｈ３０年 ４月 ６日   全員会議          於：奈良商工会議所 

Ｈ３０年 ４月１１日   植村会長が奈良県県有施設営繕課へ新年度の挨拶に行く 

Ｈ３０年 ５月２３日   （一社）奈良県建築士会 

平成３０年度通常総会（事業報告及び懇親会） 

林田副会長出席       於：ホテルリガーレ春日野 

Ｈ３０年 ５月２４日   ダイキン技術フォーラム 

於：大阪南港 ATC 

Ｈ３０年 ５月２５日   （一社）兵庫県設備設計事務所協会設立記念（平成３０年度） 

於：神戸メリケンパークオリエンタルホテル 

植村会長、林田副会長、辻事務局長出席 

Ｈ３０年 ５月２６日   全員会議          於：三笠 

Ｈ３０年 ６月 １日    第３0 回総会        於：奈良ロイヤルホテル 

Ｈ３０年 ６月 １日    第３0 回報告会       於：奈良ロイヤルホテル 

Ｈ３０年 ７月１１日     近地区設備設計事務所協会会長連絡会（大阪） 

植村会長,林田副会長出席 於：大阪府設備設計事務所協会 

Ｈ３０年 ７月２１日     全員会議         於：三笠 

Ｈ３０年 ８月２０日     近地区設備設計事務所協会会長連絡会（大阪） 

林田副会長、辻事務局長出席 

於：大阪府設備設計事務所協会 

Ｈ３０年 ８月２２日     商品ＰＲ会 

於：きらっ都奈良 

Ｈ３０年 ９月５,６日      三菱電機（株）内覧会 

於：インテックス大阪 

Ｈ３０年  ９月２２日   全員会議        於：三笠 

Ｈ３０年 ９月２８日    近畿地区設備設計事務所協会和歌山大会 

９月２９日               於：アバローム紀の国 

Ｈ３０年１０月１５日   奈良設会 

日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ関西支社ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部主催 

於：ホテルアジ－ル奈良 

Ｈ３０年１０月２０日   親睦旅行（上州、越後） 

〜２２日 

Ｈ３０年１０月３１日    ＬＩＸＩＬ２０１９ 

Ｈ３０年１１月 １日               於：堂島リバーホテル 
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Ｈ３０年１１月 ５日    近地区設備設計事務所協会会長連絡会（大阪） 

               植村会長,林田副会長出席 於：大阪府設備設計事務所協会 

Ｈ３０年１１月１６日    第３７回 AEW 会ゴルフコンペ 

於：奈良の杜カントリークラブ 

Ｈ３０年１１月３０日    第２回飛鳥杯ボーリング大会   

於：ラウンドワンスタジアム 奈良 ミ・ナーラ 

Ｈ３０年１１月３０日     情報交換会・忘年会    於：奈良ロイヤル 

Ｈ３０年１２月 ５日    関西電力ソリューションセンターＳo－Ｎｏ－Ｔｅ見学会 

於：  関西電力ソリューションセンターＳo－Ｎｏ－Ｔｅ 

Ｈ３０年１２月１１日    （一社）奈良県建築士事務所協会親睦忘年会 

                             於：飛鳥荘   

辻事務局長出席   

Ｈ３０年１２月１９日    植村会長が奈良県県有施設営繕課に年末の挨拶に行く 

Ｈ３１年 １月１１日    植村会長が奈良県県有施設営繕課に年始の挨拶に行く 

Ｈ３１年 １月１５日    平成３１年新年祝賀会 

              （一社）奈良県空調衛生工業協会,・一社）奈良電業協会共催 

植村会長出席         於：ホテル日航奈良 

Ｈ３１年 １月 １８日   （一社）奈良県建築士会平成３１年新年大交歓会 

                              於：橿原観光ホテル 

              林田副会長出席 

Ｈ３１年 １月 ２５日    奈良県設備設計事務所協会平成３１年新年交礼会     

    於：奈良ロイヤルホテル 

Ｈ３１年 ２月 １２日   業務用ヒートポンプ給湯セミナー 

〜１４日        於：  関西電力ソリューションセンターＳo－Ｎｏ－Ｔｅ 

 

Ｈ３１年 ２月 ２２日   ２０１９年リンナイ方針説明会＆ラク家事フェアー 

             ２０１９大商談会                       

於：THEKASHIHARA 

          

Ｈ３１年 ３月  ８日   Art Bell Anje 奈良   

 

Ｈ３１年 ３月２５日     電気記念日行事  記念講演会        

於：奈良女子大学  記念館 
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令和元年度 役員人事 

役職 氏名 任期 社名 

会長 植村 武司  16 （有）ユーティ設備 

 

副会長 林田 絹代  10 オフィス・ＩＮＧ 

 

副会長 竹田 晴行 

 

 1 （株）桝谷設計 

 

会計 石井  勉  6 （有）ヤマト協同設備事務所 

 

事務局長 辻  邦昭 18 （株）辻建築設備研究所 

 

監査 梅田  潔  1 梅田設備設計室 

 

監査 田山 博章  13 田山建築設備事務所 

 

理事 

 

吉井 和男  1 吉井設備企画室 

事業部長 

(副) 

(副) 

植村 武司

辻  邦昭 

南  良和 

 3 

 3 

 1 

（有）ユーティ設備 

（株）辻建築設備研究所 

（株）ミナミ設備設計事務所 

業務部長 

(副) 

(副） 

竹田 晴行 

歌門 寿仁 

林田 絹代 

 3 

 1 

 2 

（株）桝谷設計 

カモン設備設計 

オフィス・ＩＮＧ 

※ （一社）日本設備設計事務所協会連合会  奈良地区代表 植村武司 

 

令和元年度 賛助会役員人事 

役職 氏名 任期 所属 

会長 谷川 征洋 2 三菱電機住環境システムズ（株）開発営業本部    

開発営業一部 開発二課長 

副会長 依岡 伸行 5 大阪ガス（株）エネルギー事業部          

都市圏エネルギー営業部 部長 

副会長 齋藤 晃一 2 関西電力株式会社 奈良営業部 

ビジネス営業グループ マネジャー 

任期については今年度を含めての年数
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令和元年度事業計画 

 

・ 総会・報告会開催   5 月 31 日  奈良ロイヤルホテル（沙山華） 

・ 情報交換会、親睦会（１１月の予定） 

・ 新年交礼会（１月中旬予定） 奈良ロイヤルホテル 

・ 官公庁、各種団体、賛助会との意見交歓会 

・ 賛助会社・各種団体技術講習会（設備関係）へ積極的に参加 

・ AEW ゴルフコンペ(第３８回)（9 月 27 日）レイクフォレスト GC 

・ 近畿ブロック協議会（会長会議）への参加 

・ 近畿ブロック協議会【奈良大会】（9 月 26～27 日）の開催 奈良日航ホテル 

・ 協会員同士の技術向上研修会開催計画 

・ 賛助会社及び各種団体の展示会、商品説明会等への参加 

・ 工場見学･研修旅行を含めた親睦旅行を計画  （募集中） 

・ 商品 PR 説明会の開催  （募集中） 

 


