
 

構築会兵庫支部 2021 年度 役員会（報告） 

 

 

 

１．役員会日時  第 1 回 令和３年４月３０日（金） 

         第２回 令和３年６月 ９日（水） 

 

 

２．形   式  電子メール 

 

 

３．役員会承認日 第 1回 令和３年５月１０日（月） 

         第２回 令和３年６月１１日（金） 

 

 

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。 

 

①2021 年度役員改選 

 

②2020 年度事業・決算報告 

 

③2021 年度事業計画・予算 

 

 

 

 



2021年度 （参考）前年度

支部長 達可明朗 (C87) 達可明朗 (C87)

副支部長 松木隆一 (C92) 松木隆一 (C92)

監　事 島谷竜一 (C87) 島谷竜一 (C87)

白井真太郎(C93) 荒谷一平 (E87)

顧　問 本井敏雄 (C75) 本井敏雄 (C75)

園田　学 (A78) 園田　学 (A78)

高武秀年 (C81) 高武秀年 (C81)

糟谷昌俊 (C81) 糟谷昌俊 (C81)

富岡　洋 (A80) 富岡　洋 (A80)

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 長央貴晴 (C96) 小出信義 (C97)

副幹事長 鷲尾真弓（A97) 長央貴晴 (C96)

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)

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)

小崎隆志 (C95) 小崎隆志 (C95)

小出信義 (C97)

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）

立花　篤（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）

吉開裕也（C13） 中川真介（C14）

中川真介（C14）
※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　2021年度役員改選



2020 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 

    2020 年４月 29 日の第１回役員会で総会・講演会・懇親会は中止を決定し、2020

年 5 月 19 日の第２回役員会承認を以って総会での報告承認に替える。 

支部会員には総会・講演会・懇親会の中止をメール・はがきを通じてお知らせし

た。（なお、報告承認事項は構築会 HP に掲載） 

  【報告承認事項】 

    ・構築会兵庫支部会則の変更（支部副幹事長の追加） 

    ・2020 年度兵庫支部役員 

    ・2019 年度事業・決算報告 

    ・2020 年度事業・予算 

 

 （２）第２回行事 見学会・懇親会 

    ９月８日の第３回役員会にて、見学会・懇親会の中止を決定。 

    支部会員には見学会・懇親会の中止をメール・はがきを通じてお知らせした。 

 

 （３）役員会 

    第１回 2020 年 4 月 29 日  電子メール形式 

    第２回 2020 年 5 月 19 日  電子メール形式 

    第３回 2020 年 9 年 8 月   17 名出席 

    第４回 2021 年 3 月 12 日  16 名出席 

 

２．決算報告 

 （１）収 入                      2019 年度決算 

 ○前年度繰越金 379,345 円 （  292,646 円） 

 ○構築会補助金(見込み) 124,716 円 （  207,492 円） 

 ○行事及び役員会会費 0 円 （  361,000 円） 

 ○預金利息等 2 円 （       0 円） 

    計 504,063 円 （  861,138 円） 

 

（２）支 出 

 ○行事費用 0 円 （  439,410 円） 

 ○役員会費用 5,322 円 （   31,223 円） 

 ○通信、印刷費等 13,350 円 （   11,160 円） 

 計 18,672 円 （  481,793 円） 

 

 （３）差 引（2021 年度へ繰越） 

504,063 円 － 18,672 円 ＝ 485,391 円   （ 379,345 円） 





２０２１年度事業計画・予算 

１．事業計画 

2021 年度 （参考）2020 年度 

第１回役員会（臨時）：４月３０日(メール開催) 

◇新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響に伴う 2021年 7月開催の総会中

止・講演会は延期(日程は新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽを踏まえ検討) 

◇新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響下における活動方針 

第１回役員会（臨時）：４月２９日(ﾒｰﾙ開催) 

◇新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響に伴う 2020 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：６月 9日(メール開催) 

◇2021 年度役員改選 

◇2020 年度事業・決算報告 

◇2021 年度事業計画・予算 

◇総会報告事項の代替承認 

第２回役員会：５月１９日開催(メール開催) 

◇支部会則の変更 

◇2020 年度役員改選 

◇2019 年度事業・決算報告 

◇2020 年度事業計画・予算 

◇総会報告事項の代替承認 

本部役員会：６月１６日予定 

 

本部役員会：６月２４日 

総会・講演会・懇親会：中止 

※講演会は延期 

総会・講演会・懇親会：中止 

第３回役員会：９月中旬（別途臨時開催の可能性有り） 

◇見学会、講演会の実施案の報告（中止の可能性有り） 

◇2022 年度 役員改選の検討 

◇2022 年度 講演会講師候補の検討 

第３回役員会：９月８日開催 

◇2020 見学会の中止決定 

◇2021 役員改選の検討 

◇2021 講演会講師候補の検討 

見学会、講演会の開催：１０月下旬～１１月上旬 

（時期変更や中止の可能性有り）【見学地】未定 

見学会・懇親会：中止 

 

第４回役員会：２月下旬～３月上旬 

◇2021 年度事業・決算報告（案） 

◇2022 年度役員改選（案） 

◇2022 年度事業計画・予算（案） 

総会・講演会：講師候補（案） 

見学会：候補地の検討 

第４回役員会：３月１２日開催 

◇2020 事業・決算報告(案) 

◇2021 役員改選（案） 

◇2021 事業計画・予算(案) 

講演会講師候補(案) 

見学会候補地の検討 

 

２．2021 年度予算案       

 

（１）収 入                         2020 年度予算案 

 ○ 前年度繰越金      485,391 円 （  379,345 円） 

 ○ 構築会補助金（2020 年度と同額） 124,716 円 （  207,492 円） 

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

 ○  預金利息 （2020 年度と同額）     2 円    (      100 円） 

           計   760,109 円 （  736,837 円） 

  

（２）支 出 

 ○ 行事費用                        250,000 円※ （250,000 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）       450,109 円   （ 426,837 円） 

           計          760,109 円   （ 736,837 円） 

※行事等会費および行事費用は 7月の総会・講演会・懇親会の中止を考慮した費用としている。 


