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2019 年 3 月 18 日 

 

平成 30 年度「建築設備士の日」記念事業 実施報告 

 

１．記念行事 

（１）開催日時等 

開催日 平成 30 年 11 月 20 日（火） 時 間 15 時 00 分～17 時 00 分 

会 場 芝浦工業大学 豊洲キャンパス 交流棟 6 階 大講義室 

 

（２）参加状況 

来賓・招待者 一般申込 学生 運営事務局 合計 

50 名 185 名 14 名 28 名 277 名 

 

（３）プログラム 

主催：一般社団法人 建築設備技術者協会 

１．開 会 

２．主催者挨拶 

野 部 達 夫（一般社団法人 建築設備技術者協会 会長） 

３．記念行事 

〔会長表彰〕(15：00～15：15) 

株式会社九電工 

株式会社日建設計 

〔環境負荷低減事例発表〕(15：15～16：00) 

「雲南市役所新庁舎における ZEB の実現」 

竹部 友久／株式会社日本設計 環境・設備設計群 グループ長 

      インテグレイテッドデザイン部 

〔記念講演会〕(16：00～17：00) 

「共生社会実現への道 ～パラリンピックの成功に向けて～ 」 

高橋 秀文／公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 常務理事 

      日本パラリンピック委員会 副委員長 

   〔JABMEE ナレッジマップ 紹介〕 

４．閉 会 
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２．記念祝賀会 

（１）開催日時等 

開催日 平成 30 年 11 月 20 日（火） 時 間 17 時 30 分～19 時 00 分 

会 場 芝浦工業大学 豊洲キャンパス 交流棟 3 階 カフェテリア 

 

（２）参加状況 

来賓・招待者 一般申込 学生 運営事務局 合計 

74 名 147 名 14 名 28 名 263 名 

 

（３）次 第 

  主催：建築設備六団体協議会 

１．開 会 

２．主催者代表挨拶 

   野 部 達 夫（一般社団法人 建築設備技術者協会 会長） 

３．来賓祝辞  

国土交通省 住宅局 建築指導課 昇降機等事故調査室長 今村 敬 様 

（石井啓一国土交通大臣 祝辞代読） 

４．来賓紹介・祝電披露 

５．乾 杯 

   田辺 新一（公益社団法人 空気調和・衛生工学会 会長） 

６．歓 談 

７．中締め 

   那須原 和良（一般社団法人 建築設備技術者協会 副会長） 

 ８．閉 会 

 

（４）主な来賓出席者等 

来 賓（敬称略） 

国 会 議 員 

衆議院議員 平口  洋（政務秘書 庄司輝光） 

衆議院議員 山本 有二（議員秘書 冨田雅裕） 

 

省 庁 関 係 

国土交通省 住宅局 建築指導課 昇降機等事故調査室長       今村  敬 

         建築指導課 課長補佐   伊東真理子 

国土交通省 大臣官房官庁営繕部 設備・環境課長    小黒 賢一 

設備・環境課 設備技術対策官   伊藤 誠恭 

関 係 団 体 
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公益財団法人 建築技術教育普及センター  理事長   鈴木 眞生 

専務理事  井上 勝徳 

企画部 次長   後藤 恵一 

業務部長   田中 思考 

業務部 次長   土田 直樹 

業務部 次長   米田 安利 

一般財団法人 ベターリビング   理事長   井上 俊之 

一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 理事長   村岸    明 

専務理事   小川 陵介 

一般社団法人 建築設備綜合協会   会長    秋元 孝之 

一般社団法人 日本建築設備診断機構   会長    紀谷 文樹 

NPO 法人給排水設備研究会   会長    大塚 雅之 

公益社団法人 日本建築積算協会   副会長兼専務理事 加納 恒也 

一般社団法人 日本建築構造技術者協会  副会長   一條  典 

副会長   横山 一智 

一般財団法人 建築行政情報センター  専務理事    木下 一也 

公益社団法人 日本建築士会連合会  専務理事   成藤 宣昌 

一般財団法人 日本建築センター   上席参事    塚田 市郎 

一般財団法人 全国建設研修センター試験業務局次長兼管工事試験部長 鈴木 寿一 

国立研究開発法人 建築研究所      足永 靖信 

ほか多数 

 

祝電（敬称略） 

衆議院議員 山口 泰明 

衆議院議員 石田 祝稔 

衆議院議員 赤澤 亮正 

参議院議員 足立 敏之 

 

（５）参加大学・研究室 

工学院大学 建築学部建築学科 野部研究室 

  工学院大学 工学部電気電子工学科 市川研究室 

 

（６）主催者出席者 

公益社団法人 空気調和・衛生工学会   会長    田辺 新一 

一般社団法人 電気設備学会    会長   石井    勝 

専務理事   森田   潔 

一般社団法人 日本設備設計事務所協会連合会  会長   西田 能行 
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副会長   山口 和明 

副会長   佐藤 大三 

副会長   髙木 俊幸 

副会長   濵谷 雄二 

副会長   南雲 繁人 

副会長   服部 幸二 

専務理事   大竹    亮 

一般社団法人 日本空調衛生工事業協会   会長   長谷川 勉 

副会長      松井 栄一 

専務理事  中島 義勝 

一般社団法人 日本電設工業協会   専務理事  内田 俊彦 

一般社団法人 建築設備技術者協会   会長    野部 達夫 

副会長   赤司 泰義 

副会長   那須原和良 

副会長   村上 正継 

副会長   柳井   崇 

専務理事   山下 浩一 


