
 

構築会兵庫支部 2020年度 役員会（報告） 

 

 

 

１．役員会日時  第 1回 令和２年４月２９日（水） 

         第２回 令和２年５月１９日（火） 

 

 

２．形   式  電子メール 

 

 

３．役員会承認日 第 1回 令和２年５月８日（金） 

         第２回 令和２年５月２５日（月） 

 

 

４．役員会承認事項 

新型コロナウイルスに伴う緊急事態を受け、総会の中止を決定し、以下の

議題について役員会の承認で以って総会に代えさせていただきます。 

 

① 構築会兵庫支部会則の変更 

・役員として支部副幹事長 1名の追加 

 

② 2020年度役員改選 

 

③ 2019年度事業・決算報告 

 

④ 2020年度事業計画・予算 

 

 

 

 



 

 

構 築 会 兵 庫 支 部 会 則 

（名 称） 

第１条 本支部は、構築会会則第４条の規定による地区支部として、構築会兵庫支部と称する。 

（事務所） 

第２条 本支部の事務所は、支部幹事長の自宅に置く。 

（目 的） 

第３条 本支部は、会員の親睦及び構築会の後援を目的とする。 

（事 業） 

第４条 本支部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１）見学会、講演会の開催 

（２）懇親会の開催（総会と兼ねることができる） 

（３）その他の行事 

（会 員） 

第５条 本支部の会員は、構築会会員のうち兵庫県内に住所を有する者または勤務する者、あわせて

本会の趣旨に賛同する者とする。 

（役 員） 

第６条 本支部に支部長１名、副支部長１名、支部幹事長１名、支部副幹事長１名、支部監事２名、

支部幹事若干名の役員を置く。ほか、顧問及び相談役を置くことができる。 

    役員の任期は、１年とする。但し、再選を妨げない。 

    欠員が生じた場合は、役員会において協議し、これを定める。 

    支部長は、本支部を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。 

    副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは支部長の任務を代行する。 

    支部幹事長は、支部長・副支部長を補佐し、会務を総理する。 

 支部副幹事長は、支部幹事長を補佐し、支部幹事長に事故あるときは支部幹事長の任務を代

行する。 

    支部監事は、本支部の会計を監査する。 

    支部幹事は、会務を評議し、処理する。 

第７条 支部長・副支部長は、役員の中より役員会において推薦され、総会の承認を得る。 

    支部幹事長・支部副幹事長及び支部監事は、役員の中より互選され、支部長が定める。 

    支部幹事は、会員のうちから互選され、支部長が定める。 

    顧問及び相談役は役員会において推薦され、総会の承認を得る。 

（役員会） 

第８条 役員会は、支部長が必要と認めたとき随時これを開く。 

（総 会） 

第９条 総会は、年１回開く。但し、支部長が必要と認めたときは随時これを開くことができる。 

（会計） 

第 10条 本支部の費用は、総会時の会費、構築会からの補助金及びその他をあてる。 

第 11条 本支部の会計は、支部監事が監査し、総会の承認を得て、構築会にこれを報告する。 

（会則の変更） 

第 12条 本支部の会則の変更は、役員会の議決によってこれを定め、総会に報告する。 

 

付 則 この会則は、昭和６１年１０月２４日より実施する。（昭和６２年１１月１６日 一部改訂） 

付 則 この会則は、平成２０年１０月２２日より実施する。 

付 則 この会則は、平成２９年５月１５日より実施する。 

付 則 この会則は、令和２年５月２５日より実施する。 



2020年度 （参考）前年度

支部長 達可明朗 (C87) 富岡　洋 (A80)

副支部長 松木隆一 (C92) 達可明朗 (C87)

監　事 島谷竜一 (C87) 荒谷一平 (E87)

荒谷一平 (E87) 松木隆一 (C92)

顧　問 本井敏雄 (C75) 中山久憲 (C73)

園田　学 (A78) 本井敏雄 (C75)

高武秀年 (C81) 園田　学 (A78)

糟谷昌俊 (C81) 高武秀年 (C81)

富岡　洋 (A80) 糟谷昌俊 (C81)

相談役 川谷充郎 (C72) 川谷充郎 (C72)

道奥康治 (C77) 道奥康治 (C77)

多賀謙蔵（A79） 多賀謙蔵（A79）

向井洋一（A91） 向井洋一（A91）

幹事長 小出信義 (C97) 小出信義 (C97)

副幹事長 長央貴晴 (C96)

幹  事 桜井秀憲（C80) 桜井秀憲（C80)
岩橋哲哉 (C81) 岩橋哲哉 (C81)
吉村文章 (C82) 吉村文章 (C82)
福本　豊 (A82) 福本　豊 (A82)
田谷孝壽 (AM83) 田谷孝壽 (AM83)
松井三思呂(C84) 松井三思呂(C84)
細野一夫 (E84) 細野一夫 (E84)

島谷竜一 (C87)
秋川宏之 (A88) 秋川宏之 (A88)
奥田昌明 (C91) 奥田昌明 (C91)
大久保浄 (E91) 大久保浄 (E91)
白井真太郎(C93) 白井真太郎(C93)
小崎隆志 (C95) 小崎隆志 (C95)

長央貴晴 (C96)
鷲尾真弓（A97) 鷲尾真弓（A97)
岡田　渉（C98） 岡田　渉（C98）
佐野俊幸（C99） 佐野俊幸（C99）
奥村安史（C00） 奥村安史（C00）
川村暁人（C01） 川村暁人（C01）
谷口佳充（C03） 谷口佳充（C03）
谷川陽佑（C04） 谷川陽佑（C04）
香本祥子（C05) 香本祥子（C05)
重久遼子 (A06) 重久遼子 (A06)
藤田大樹（C08） 藤田大樹（C08）
小西沙恵 (A08) 小西沙恵 (A08)
市原史浦（E11） 市原史浦（E11）
池藤八起（C12） 池藤八起（C12）
吉開裕也（C13） 伊藤三彩恵（C12）
中川真介（C14） 吉開裕也（C13）

※記載順位は、卒業年次順、５０音順、学科Ｃ,Ａ,Ｅ順

構築会兵庫支部　2020年度役員



2019年度事業・決算報告 

 
１．事業報告 

 （１）第１回行事 総会・講演会・懇親会 （参加者５２名） 

    2019年 7月 2日（火） 会場：兵庫県民会館１０階 福の間 

① 総 会 議事：2019年度兵庫支部役員 

             2018年度事業・決算報告 

             2019年度事業・予算 

② 講演会 講師：NPO法人ヒーローズ 会長 林 敏之 氏 

          演題：「楽苦美～今感性は力～」 

③ 懇親会 会場：兵庫県民会館７階 鶴の間 

     来賓：澤村構築会会長、 

        西田先生（社会基盤工学）､木多先生（建築工学） 

 （２）第２回行事 見学会・懇親会 （参加者３８名） 

    2019年 11月 15日（金） 

① 見学会 行先：明石城・明石公園 

             明石駅前再開発ビル パピオス明石 

     （こども健康センター，こども広場，市民図書館） 

    ② 懇親会 会場：しゃぶしゃぶ日本料理 木曽路 三宮店 

 （３）役員会 

    第１回 2019年 5月 19日 19名出席 

    第２回 2019年 9月 3日  17名出席 

    第３回 2020年 3年 2月  14名出席 

 

２．決算報告   

 （１）収 入                        2018年度 

 ○前年度繰越金 292,646円 （  326,262円） 

 ○構築会補助金 207,492円 （  218,533円） 

 ○行事及び役員会会費 361,000円 （  393,500円） 

 ○預金利息等 0円 （       1円） 

    計 861,138円 （  938,296円） 

 

（２）支 出 

 ○行事費用 439,410円 （  578,125円） 

 ○役員会費用 31,223円 （   56,427円） 

 ○通信、印刷費等 11,160円 （   11,098円） 

 計 481,793円 （  645,650円） 

 

 （３）差 引（2020年度へ繰越） 

861,138円 － 481,793円 ＝ 379,345 円   （ 292,646円） 





２０２０年度事業計画・予算 

１．事業計画 

2020 年度 （参考）2019 年度 

第１回役員会（臨時）：４月２９日 

◇新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響に伴う総会・講演会の中止 

◇新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響下における活動方針 

 

 

 

第２回役員会：５月中旬 

◇2020 年度役員改選・会則の変更 

◇2019 年度事業・決算報告 

◇2020 年度事業計画・予算 

５月１９日開催 

◇2019 年度役員改選 

◇2018 年度事業・決算報告 

◇2019 年度事業計画・予算 

 ・総会・講演会の開催概要 

 ・見学会の候補地 

本部役員会：５月下旬～６月上旬 本部役員会：６月１日 

総会・講演会・懇親会：中止 ７月２日開催 

【講師】NPO 法人ヒーローズ 

   会長 林 敏之氏 

第３回役員会：９月中旬 

◇見学会：実施案の報告（但し、中止の可能性有り） 

◇2021 年度役員改選の検討 

◇2021 年度講演会講師候補の検討 

９月３日開催 

◇2019 見学会について 

◇2020 役員改選の検討 

◇2020 講演会講師候補の検討 

見学会:１０月下旬～１１月上旬（但し、中止の可能性有り） 

【見学地】未定 

１１月１５日開催 

【見学地】明石城・明石公園 

明石駅前再開発ビル ﾊﾟﾋﾟｵｽ明石 

第４回役員会：２月下旬～３月上旬 

◇2020 年度事業・決算報告（案） 

◇2021 年度役員改選（案） 

◇2021 年度事業計画・予算（案） 

・講演会講師候補（案） 

・見学会候補地の検討 

３月２日開催 

◇2019 事業・決算報告(案) 

◇2020 役員改選（案） 

◇2020 事業計画・予算(案) 

・講演会講師候補(案) 

・見学会候補地の検討 

 

２．2020年度予算       

 

（１）収 入                        2019 年度予算 

 ○ 前年度繰越金      379,345円 （  292,646円） 

 ○ 構築会補助金 207,492円 （  218,533円） 

  ○ 行事等会費            150,000円※ （  400,000円） 

 ○  預金利息              100円    (      100円） 

           計   736,837円 （  911,279円） 

  

（２）支 出 

 ○ 行事費用                         250,000円※  （ 600,000円） 

 ○ 役員会費用          40,000円 （  40,000円） 

 ○ 通信・印刷費等          20,000円 （  20,000円） 

 ○ 予備費（次年度繰越予定）   426,837円 （ 251,279円） 

           計         736,837円 （ 911,279円） 

※行事等会費および行事費用は総会・講演会・懇親会の中止を考慮した費用としている。 
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