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  第 9 回社員総会

〔報告事項〕

令和元年度 事業報告

Ⅰ 総会等の開催について

社員総会

５月３０日 第８回社員総会

     [審議事項]

       第１号議案 役員選任（案）に関する件

       第２号議案 平成３０年度収支決算（監事の監査報告）に関する件

       第３号議案 平成３１年度事業計画（案）に関する件

第４号議案 平成３１年度収支予算（案）に関する件

理事会

５月１０日 第２４回理事会

［審議事項］

第１号議案 会員の入退会について

第２号議案 平成３０年度事業報告及び決算報告について（監事による監査報告）

５月３０日 第２５回理事会

  ［審議事項］

    第１号議案 代表理事及び相談役の選任について

１０月２８日 第２６回理事会

［審議事項］

     第１号議案 令和２年度 事業計画（案）について

   

  第２７回理事会（３月１９日 書面決議）

［審議事項］

    第１号議案 会員入退会に関する件

第２号議案 令和２年度事業計画（案）

       第３号議案 令和２年度予算（案）について

       第４号議案 第９回 社員総会について

運営委員会

５月７日 第３３回運営委員会

［審議事項］・平成３０年度決算報告について
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８月２１日 第３４回運営委員会

    ［審議事項］・受託事業について（有識者への協力体制）

・本年度の事業報告

１０月２３日 第３５回運営委員会

［審議事項］・第２６回理事会資料について

１２月４日 第３６回運営委員会

［審議事項］・令和２年度 事業計画（案 ）について

・学術顧問（仮称）の設置について

  第３７回運営委員会（３月１９日 書面決議）

［審議事項］・第２７回理事会資料について

Ⅱ 各事業の報告について

１．既存学校建物の耐力度測定方法《平成 30 年度改訂版》実務講習会

  目的・内容：文部科学省における耐力度測定方法の改訂があったことに伴い、その内容に

ついて、学校施設整備関係者に周知・普及を図ることを目的とする。

対 象：学校施設の耐力度調査を行う実務担当者

共 催：一般社団法人文教施設協会（運営責任者）

    一般社団法人日本建築学会

後 援：一般財団法人日本建築防災協会、一般財団法人日本建築センター、

公益社団法人日本建築士会連合会、一般社団法人日本建築構造技術者協会、

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会、一般社団法人日本建築家協会、

講師（敬称略）：文部科学省

東京大学生産技術研究所 教授 中埜 良昭

東京大学生産技術研究所 教授 腰原 幹雄

有限会社万建築設計事務所 所長 梅園 雅一

       東京工業大学 未来産業技術研究所 教授 山田 哲

   修了証書：受講修了者に「修了証書」を交付。

建築ＣＰＤ：公益財団法人建築技術教育普及センターに、申請及び登録。

開催日：９月２５日、２６日

会 場：東京大学 生産技術研究所「コンベンションホール」

受講者数：１３３名

２．学校施設優良部品推奨事業
審査委員：（五十音順、敬称略 ※委員長）

      黒澤 秀行  有限会社テック建築設計事務所 代表取締役

      長澤 悟   東洋大学名誉教授

      三井所 清典  芝浦工業大学名誉教授/アルセッド建築研究所所長
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      三上 貴正   東京工業大学大学院情報理工学研究科 准教授

※安岡 正人  東京大学名誉教授

    登録会員及び登録品目：

登録会員名 登録品目名 登録品数

株式会社サンゲツ カーペットタイル 2

田島ルーフィング株式会社 カーペットタイル 2
東リ株式会社 カーペットタイル 1
リンナイ株式会社 暖房機器 3
四国化成工業株式会社 折りたたみ式シースルーウォール 2

外溝材 1
スワン商事株式会社 折りたたみ式シースルーウォール 2
株式会社豊和 換気機器 1

防火戸 1
換気機器 2

株式会社ＬＩＸＩＬ 換気機器 1

新コスモス電機株式会社 換気機器 1
共同カイテック フリーアクセスフロア 3
三洋工業株式会社 太陽熱集熱外壁材 1

計 11社 計 23品

   ・推奨品パンフレットを作成し、４月に全国の教育委員会（人口３万人以上）へ送付した。

   

３．調査研究、セミナー事業

新しい学校づくりセミナー

テーマ ：「長寿命化計画づくりに役立つ具体的なポイント」

目的・内容： 長寿命化計画（個別施設計画）を進める上で参考となる「学識経験者の

基調講演」、「国の学校施設整備に関する施策」、「地方自治体の長寿命化改

修事例及び先進的な取り組み事例」、「会員の施設整備に役立つ具体的な技

術」を紹介する。

   

開催回数：全国６会場、８回（北海道、東北、東京、中部、大阪、九州）

後 援：文部科学省、北海道教育委員会、宮城県教育委員会、東京都教育委員会、

愛知県教育委員会、大阪府教育委員会、福岡県教育委員会、

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会
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協 賛：（五十音順、全 8 社）

株式会社あかりカンパニー、アルアピア株式会社、板硝子協会、

コトブキシーティング株式会社、株式会社サンゲツ、三洋工業株式会社、

田島ルーフィング株式会社、株式会社ＬＩＸＩＬ、

対 象：教育委員会・建築設計事務所・国立大学法人等及び学校法人・その他

建築ＣＰＤ：公益財団法人建築技術教育普及センターに、申請及び登録。

会 期：６月６日～８月２０日

開催日／会場 学識経験者（敬称略）
長寿命化改修

事例

学校施設整備事例

／設計事務所

申込

数

6 月 6 日

東京会場①

東京工業大学

准教授 斎尾 直子

南富良野町

教育委員会

江東区立第五小学校

佐藤総合計画
108

6 月 18 日

北海道会場

東洋大学

名誉教授 長澤 悟

岩沼市

教育委員会

板橋区立中台中学校

教育施設研究所
50

6 月 27 日

大阪会場

大阪市立大学大学院

教授 横山 俊祐

南富良野町

教育委員会

守口市立樟風中学校

石本建築事務所
90

7 月 2 日

中部会場

名古屋市立大学

教授 鈴木 賢一

南富良野町

教育委員会

刈谷市立刈谷東中学校

アール・アイ・エー
64

7 月 17 日

東京会場②

法政大学

教授 赤松 佳珠子

流山市

教育委員会

北区立なでしこ小学校複合施設

東畑建築事務所
105

7 月 30 日

九州会場

九州大学大学院

准教 志波 文彦

岩沼市

教育委員会

大分市立碩田学園

綜企画設計
74

8 月 9 日

東北会場

東北大学大学院

教授 小野田 泰明

南富良野町

教育委員会

石巻市立雄勝小学校・中学校

アルセッド建築研究所、関空間設計
63

8 月 20 日

東京会場③

千葉工業大学

准教授 倉斗 綾子

大分市

教育委員会

江東区立有明西学園

竹中工務店
78

参加申込者数： 合計 ６３２名

４．会員企業との共同セミナー

目的、内容：会員が主催する学校施設づくりに関するセミナーに対し、協会がセミナー

の運営をサポートする。

共同セミナー①

主催会員：株式会社ＬＩＸＩＬ

テーマ：長寿命化における学校トイレについて

対 象：教育委員会・建築設計事務所・国立大学法人等及び学校法人・その他

     募 集：各５０名
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開催日 会 場 基調講演（敬称略） 申込者数

8 月 7 日 東京（西新宿グランドタワー）
東京工業大学

准教授 斎尾 直子
50 名

10 月 9 日 長野（ホクト文化ホール）
信州大学

教授 廣内 大助
30 名

共同セミナー②

主催会員：田島ルーフィング株式会社

   テーマ：長寿命化対策 実践のためのヒント

～学校施設の具体的な事例から長寿命化対策を考える～

     対 象：教育委員会・建築設計事務所・国立大学法人等及び学校法人・その他

     募 集：各２００名

開催日 会 場 基調講演（敬称略） 申込者数

10 月 29 日 東京（秋葉原 UDX）

株式会社佐藤総合計画

東京第 2 オフィス室長

谷口 直英

182 名

11 月 15 日 福島（コラッセふくしま）

株式会社日建設計

設計部門ダイレクター

岩﨑 克也

36 名

11 月 29 日 山梨（やまなしプラザ）
三菱総合研究所

主席研究員 川口 荘介
53 名

     

  ５．自治体主催研修会の企画支援

  目的、内容：自治体が主催する研修会等に対し、自治体の意向を伺いながら、

         学識経験者や他の自治体による基調講演講師の手配／要請、

会員による最新技術情報や事例の紹介（広告）等の企画支援をする。

  

    研修会①

   主催自治体：兵庫県

      研修会名：兵庫県市町立学校施設主管課長会議及び兵庫県公立学校施設整備

           期成会事務研修

      開催／会場：７月３１日／兵庫県職員会館（神戸市中央区）

      講師（敬称略）：

《基調講演》流山市教育委員会

《技術講演》田島ルーフィング株式会社

    研修会②

     主催自治体：長野県

      研修会名：長野県公立学校施設整備事務研修会

      開催／会場：８月２８日／長野県総合教育センター（塩尻市片丘）

      講師（敬称略）：

《基調講演》名古屋市教育委員会
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    研修会③

      主催自治体：福岡県

      研修会名：福岡県公立学校施設整備研修会

      開催／会場：８月２９日／福岡リーセントホテル（福岡市東区）

      講師（敬称略）：

《基調講演》大分市教育委員会

《技術講演》株式会社イケダコーポレーション

    

  研修会④

     主催自治体：千葉県

      研修会名：関東ブロック主管課長会議

      開催／会場：１１月６日／千葉県自治会館９階（千葉市中央区）

      講師（敬称略）：

《技術講演》田島ルーフィング株式会社

      パナソニック株式会社ライフソリューションズ社

    研修会⑤

      主催自治体：山口県

      研修会名：山口県公立学校施設整備セミナー

      開催／会場：１１月２２日／山口県庁４階共用第４会議室（山口市滝町）

      講師（敬称略）：

《基調講演》名古屋市教育委員会

《技術講演》株式会社イケダコーポレーション

研修会⑥

      主催自治体：埼玉県

      研修会名：埼玉県市町村教育委員会施設事務担当者研修会

      開催／会場：１１月２５日／埼玉県県民健康センター大会議室（さいたま市浦和区）

      講師（敬称略）：

《基調講演》三菱総合研究所 主席研究員 川口 荘介氏

《技術講演》アルアピア株式会社

      株式会社あかりカンパニー

研修会⑦

      主催自治体：奈良県

      研修会名：奈良県公立学校施設整備期成会研修会

      開催／会場：２月２０日／奈良県市町村会館（橿原市大久保）

      講師（敬称略）：

《基調講演》三菱総合研究所 主席研究員 川口 荘介氏

《技術講演》田島ルーフィング株式会社

      パナソニック株式会社ライフソリューションズ社



7

  ６．会員技術ＰＲ事業（年間広告）

   目的、内容：セミナー、見学会等の参加者に、協賛会員の製品・事例ＰＲ資料を直接

配布し、宣伝する。

また季刊文教施設に年１回広告ページを無料で提供する。

   協 賛：（五十音順、全６社）

     板硝子協会、株式会社サンゲツ、三洋工業株式会社、四国化成工業株式会社、

新コスモス電機株式会社、帝国器材株式会社

７．文教施設見学会

目的、内容：施設整備に取り組む教育委員会、施設営繕部局の担当者及び会員を対象と

した最新の文教施設の見学。参加者を少人数に絞り参加者相互の情報交換を

行う。

見学会①

見学校：東京都 江東区立第五大島小学校

開催日：９月３０日

  参加者：４９名（教育委員会１７名、会員３２名）

解 説：江東区教育委員会、株式会社佐藤総合計画

見学会②

見学校：東京都 豊島区立巣鴨北中学校

開催日：１２月１３日

  参加者：５０名（教育委員会１５名、会員３５名）

解 説：豊島区教育委員会、株式会社岡田新一設計事務所

  ８．季刊「文教施設」

2019 年 春号  NO.７４  ４月２６日発行

夏号 NO.７５  ７月３１日発行

秋号 NO.７６ １１月２９日発行

2020 年 新春号 NO.７７ ３月１３日発行

９．協会職員による講義

   目的、内容：会員企業が主催するセミナーにて、公立学校施設整備における

取組みや施策について解説し、会員企業に施設整備との関係について講演

する。

   講演①

    受託先：アルアピア株式会社

   開催日：５月１７日

１０．学校施設の施設整備

  受託①

受託先：武蔵野市（東京都）

    内 容：学校施設整備基本計画策定支援業務

     契約期間：８月１日～令和２年３月３１日
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   受託②

受託先：長泉町（静岡県）

    内 容：学校施設整備方針策定事業

      契約期間：６月１３日～令和２年３月３１日

以上


