
1.会議事項

1-1. 第３１回通常総会

日時 平成１7年５月９日（月）午後３時30分

場所 名古屋逓信会館（名古屋市西区牛島町５番６号）

出席 会員総数   １２１名

出席会員   　９７名

 本人出席   ７０名

委任状      ２７名

欠席会員    ２４名

議題

第１号議案 平成1６年度事業報告並びに収支決算承認の件

第２号議案 平成１７年度事業計画(案)承認の件

第３号議案 会費暫定値下（案）及び収支予算（案）承認の件

第４号議案 役員一部補充の件

議事 渡辺総務委員長の司会で始まり、資格審査、西出会長の挨拶があった後、

議   長 　　　太栄コンサルタンツ㈱　　　　馬　場　慎　一　氏

議事録署名者   　三恵測量設計(株)　　　　　　福　井　董　幸　氏       

　　　 司開発(株)       　　　　 　　川　澄　　　功　氏

の各氏を選任、第１号議案から第３号議案まで慎重な審議が行われた結

果、各議案及び役員一部補充の件は満場一致で承認された。



1-2. 正副会長会 年7回開催

1-3. 理事会 年10回開催

1-4. 委員会

１-４-１    総務委員会 年5回開催

野球大会主将会議

１-４-２    公益委員会 年5回開催

１-４-３    技術委員会 年11回開催

設計部会 年4回開催

測量部会 年2回開催

道路台帳打合せ会

１-４-４    経営委員会 年6回開催

給与実態調査説明会

１-４-５     広報委員会 年4回開催

要望活動班長打合せ会

１-４-６     独禁法遵守委員会　　年8回開催



2.事業活動

２-２.  公益活動

2-2-1    測量設計無料相談所設置

    設置月日 毎月第４木曜日１３時～１６時

    設置場所

名古屋地区    協会事務局 

            名古屋市中区丸の内３ー２０ー２２(桜通大津KTビル８階内）

                   TEL  （０５２）９５３ー５０２１

東三河地区    豊橋市役所市民センター

            豊橋市松葉町２丁目６３番地

                   TEＬ （０５３２）５６ー５１４１

西三河地区    岡崎市役所市民相談室

            岡崎市十王町２丁目９番地

                  ＴＥＬ （０５６４）２３ー６４９３

尾張地区       一宮市役所西分庁舎相談室

            一宮市本町二丁目５番６号

                  ＴＥＬ  （０５８６）７３ー９１１１

知多地区       半田市役所雁宿ホール相談室

            半田市雁宿町１丁目２２番１  半田市福祉文化会館内

                  ＴＥＬ （０５６９）２３ー７３６１

２-２-２    測量設計無料相談所実施利用状況

相談所 実施回数 相談件数 利用者

名古屋地区(協会事務局）

測量相談110番(協会事務局)を含む 12 15 15

東三河地区(豊橋市民センター） 12 5 5

相談所 実施回数 相談件数 利用者

西三河地区(岡崎市役所） 12 5 5

尾張地区(一宮市役所西分庁舎) 12 4 4

知多地区(半田市役所雁宿ホール） 12 5 5

計 60 34 34

各所毎月１回、相談担当員２名が出張して相談に応じた。



２-２-３     ｢測量相談１１０番｣設置

月曜日～金曜日の９時から１７時迄、測量に関しての相談を電話でも受付け

月１回の無料相談所に来所等出来ない方の為に、５年度から新設。今年度

も随時対応した。

２-２-４    災害等緊急時協力体制

災害等緊急時に対応出来る組織として、県建設事務所毎に協力会員を登

録更新整備した。併せて、名古屋市と当協会との災害協定の締結に伴い、

名古屋市との協力体制も整備した。

協力体制表は、７月２１，２６，２７日公益委員で各建設事務所に配布し、有事

の際の利活用依頼をした。

今年度から、国交省中部地方整備局愛知県内出先事務所６ヶ所と名古屋市

緑政土木局道路維持課へも協力体制を配布した。

２-２-５　　中部地方整備局との災害協定の改訂に伴う協力体制の整備

平成１７年３月に国土交通省中部地方整備局と（社）全測連中部地区協議

会の災害協定改訂に伴い、平成18年度も愛知県内の国土交通省の各事

務所毎に、責任者を決定し、有事の出動に備える体制を整備した。

県建設部各事務所への協力体制の配布に併せ、県内の国土交通省の各

事務所に協力体制を持参、有事の際の利活用を依頼した。

２-２-６    災害等緊急時連絡体制の訓練について

防災の日の９月１日、災害等緊急時の連絡模擬訓練を実施した。

委員長から、連絡模擬訓練の実施指令があった後、委員から、登録会員に

連絡、出動できる人員の把握に努めた。

昨年は、愛知県内の大規模な集中豪雨により、災害が発生したことを踏まえ、

迅速に対応できるように模擬訓練に務めた。

結果は、連絡がスムーズに行われ、今後共有事の際に迅速に会員に連絡

が出来るよう、日頃から訓練を重ねることになった。

尚、中部地方整備局とも１１月２４日、大規模地震災害による協力体制の連絡

模擬訓練を実施した。



２-３  要望活動

２-３-１　会員全員で要望活動を実施

会員全員で、２８班に分かれ、４月２５日～４月２８日にわたり、県内全発注機

関へ「地域振興に役立つ中小企業の業務量確保」と「協会員の更なる活用」を

要望した。

２-３-２　 愛知県建設部へ要望活動

１）愛知県建設部　藤井部長様始め幹部への要望

　正副会長、経営委員長で、７月25日に、愛知県建設部（本庁）幹部を訪問し

　下記事項について要望をした。

　①「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」に基づく県

　　内中小企業者の受注機会増大のお願い

　②測量業種における県内会員指名の徹底のお願い

　③県内会員の全体受注シェアの改善のお願い

　④建設コンサルタント業務（設計業務）における県内会員受注シェアの改善

　　のお願い

　⑤入札参加資格総合点数算定方式による評価点数の問題点についての改

　　善のお願い

２）各事務所への要望

　正副会長、経営委員長で、９月１5日、２2日両日に、県内の建設事務所を訪

　問し上記５項目の事項について要望をした。

　９月15日　尾張、一宮、海部、知多各建設事務所、河川工事事務

　　　　　　所、名古屋東部丘陵工事事務所、衣浦港務所

　９月22日　知立、西三河、豊田加茂、東三河、新城設楽各建設事

　　　　　　務所、三河港務所

２-３-３   「テクノアイ」３号配布及び要望

技術委員会で開催した、県建設部各事務所との合同研修会及び現場見学会の

報告書「テクノアイ３号」として取りまとめ、広報委員会の要望活動の際、併せて

県内発注機関へ配布した。

平成1７年度分の報告書「テクノアイ4号」も3月に作成した。



２ー４  調査活動

２ｰ４ｰ１   愛知県建設部受注実態調査及び解析

建通新聞に掲載された、県建設部の発注状況を平成８年度から１７年度まで

各事務所毎、会員、非会員別、大企業、中小企業別、県内業者、県外業者

別等々集計し、取り纏め、会員への報告及び要望用資料に活用した。

２ｰ４ｰ２  全測連経営実態調査等

全測連で毎年、実施している経営･受注実態調査について協力、全会員に

依頼をした。   回答を回収し全測連に送付した。

２ｰ４ｰ３   全測連給与実態調査の協力

全測連が平成１３年以降実施していなかった給与実態調査を実施。愛知県で

は会員から２１社を選抜し、　１１月２１日、記入説明会を実施。調査を実施し

依頼会員全社から回答を頂き、全測連へ送付した。

２ｰ４ｰ３   問題点調査

建設部発注の問題点調査

愛知県建設部発注の業務について、関係会員に実態調査を実施。

問題点を取り纏めた。要望活動の資料とした。



２-５  研修活動

２-５-１   独占禁止法遵守の研修

1)独禁法遵守研修会

月日 平成17年9月30日

場所 　名古屋逓信会館

講習ﾃｰﾏ 　「独占禁止法の遵守について」

講師 （財）公正取引協会指導員　　　　　神　野　智　文　様

参加者 　６９社　７７名                           

２）公正取引委員会名古屋事務所主催の独禁法改正説明会に参加

日  時     平成17年10月20日

場  所     愛知県産業貿易館西館　１０階大会議室

講習ﾃｰﾏ 独占禁止法改正について

参加者 　４１社　４７名

３)営業研修会

月日 平成18年3月24日

場所    三重県長島町・長島温泉・ガーデンホテルオリーブ

講習ﾃｰﾏ 　　｢独占禁止法の遵守の諸課題について」

講師 　　　　独禁法遵守委員長　　　 齋　藤　健　雄　

参加者 　３９社　５７名

２-５-２   技術研修

1)技術講習会

   ①測量士受験模擬試験

　　　測量士模擬試験を実施するに参加者を募集したところ、３社３名であり、

　　　模擬試験用紙を会社に送付、自宅研修を実施。

　 ②技術士補受験対策講座



   ③技術士養成講座への参加

　　　技術士、士補受験対策講座は、他団体の受験養成講座と提携し、協会

　　　から情報提供に努め、参加者を募集した。

2）合同研修会

　　①開催日程

　　　平成１７年1０月２6日　　　東三河建設事務所会議室

　　　 　　　　　　１１月１０日　　　知多建設事務所会議室

　　　 　　　　　　1１月1６日　　　知立建設事務所会議室

　②研修テーマ　

　　愛知県建設部あいさつ

　　　愛知県建設部建設総務課主幹　　　大久保智司　様

　「総合的な資産管理手法(アセットマネジメント)の構築」

　　ⅰ)「愛知県の社会資本長寿化基本計画」

　　　愛知県建設部道路維持課主査　　　中野　錦也　様

　　ⅱ)協会からの提案

　　　第一部「道路台帳のデジタル化」

　　　中日本航空測量㈱　　　　　　　　伊藤　　博　

　　　第二部「アセットマネジメントの取組み」

　　　中央コンサルタンツ㈱　市橋　忠幸　

　③出席者

　　　東三河建設地区 県建設部 ２０名 市町村 １１名

協会 18社38名 総計 ６９名

　　　知多建設地区 県建設部 1４名 市町村 １３名

協会 22社45名 総計 ７２名

　　　知立建設地区 県建設部 1２名 市町村 　７名

協会 34社53名 総計 72名

　　④合同研修会アンケート実施

　　　　３地区の合同研修会に参加した全員にアンケートを実施し、今年度の反省

　　　　　及び次年度の開催についての参考資料とした。



３）現場見学会

月日 　平成1７年１０月１2日(水)

場所 　徳山ダム建設現場視察

見学概要  １．ＪＲ名古屋駅集合､マイクロバスで現地へ

見学行程      ２．場内見学(バスで移動)
３．徳山ダム建設事務所訪問

　　①ビデオ放映

　　②現場をバスで移動、担当者から概要説明

参加者 　20名

２-５-３  愛知県建設部との研修

定例勉強会（第８回）

月日 平成17年12月20日

場所 　桜華会館



研修ﾃｰﾏ Ａ．県建設部からお聞きしたいこと。

　　１．建設部の18年度主要方針予算等について

　　２．「公共工事品質確保法」に対する愛知県建設部の運用

　　　方針について

　　３．国の三位一体改革に対する愛知県建設部の運用方針

　　　について

　　４．官公需法について

　　５．業務評価（成績評定）の施行と表彰制度の導入等につ

　　　いて

　　６．低価格入札の結果に対する愛知県建設部の現状と対策

　　　について

　　７．指名業者名の入札後公表の試行について

　　８．技術問題について

　　　１）道路台帳のデジタル化への提案

　　　２）ＣＡＬＳ（電子納品）への取り組みについて

　　　３）協会員アンケート結果より

　　　４）担当課の指示

Ｂ．県建設部からお話ししたいこと。

　　各事務所から業界への意見、要望

Ｃ．測量設計業界からお話ししたいこと。

　　協会の活動状況及び各種の取り組みについて

　　協会員の経営実態調査

出席者 愛知県建設部技術管理監　滝沢正人様他本庁各課課長補佐

各事務所代表等２２名

協会     西出会長他理事、監事   １５名

平成１０年度から開催。

愛知県建設部本庁各課及び各建設事務所の代表の皆様方を

お迎えし、県建設部から建設部行政の方針、測量業者への要望、

大規模事業の概要等をお聞きした。

又、協会側から、協会員の実態報告及び活用について要望を

した後、幅広く意見交換をした。



２-５-４   経営研修

経営研修会

月日 平成17年9月30日

場所 　　　名古屋逓信会館

講習ﾃｰﾏ 「受注減少時代の経営のあり方｣

講師 公認会計士・不動産鑑定士　　　　　牧　原　徳　充　様

参加者 　６９社　７７名

２-５-５   営業研修

営業研修会

月日 平成18年3月24日

場所    三重県長島町・長島温泉ガーデンホテルオリーブ

研修ﾃｰﾏ 　　｢独占禁止法の遵守の諸課題について」

講師 　　　　独禁法遵守委員長　　　 齋　藤　健　雄　



　　「経営委員会活動報告」

　　　　経営委員長　　　　　　 梶　川　　　徹　

参加者 　３９社　５７名

２-５-６  全員研修

1)第１回全員研修会

月日 平成17年9月30日

場所 　　　名古屋逓信会館

講習ﾃｰﾏ        ①会務報告(全測連、同中部地区協議会、協会理事会、

講師           総務、公益、技術、経営、広報、独禁遵守、政策推進

          各委員会報告

　　　②独禁法遵守講習会

　　　　　「独占禁止法の遵守について」

　　　　　（財）公正取引協会指導員　　　　　神　野　智　文　様

　　　③経営研修会

　　　　「受注減少時代の経営のあり方｣

　　　　公認会計士・不動産鑑定士　　　　　牧　原　徳　充　様

参加者 　６９社　７７名

2)第２回全員研修会

月日 平成18年3月28日

場所 愛知県産業貿易館西館9階第3会議室

講習ﾃｰﾏ    １）会務報告(全測連、同中部地区協議会、協会理事会、

講師         総務、公益、技術、経営、広報、独禁遵守、政策推進

        各委員会報告）

参加者 　６１社　６３名



２-６  測量設計啓蒙活動

２-６-１   工業専門学校との懇談会(第１０回)

月日 平成17年7月6日

場所     協会会議室

研修ﾃｰﾏ     若年就業者の現状と業界の相互理解

出席 愛知工業専門学校 測量科長 小　川　喜　信　様

測量科 川　口　博　行　様

東海工業専門学校 土木科 中　沢　律　夫　様

土木科 梅　沢　　　忠　様

          両校併せて ４名

     協会   西出会長、二村副会長、藤田広報委員長等  ９名

２-６-２   測量競技会後援

農業高校測量競技大会

　　６月１４日、愛知県立稲沢高校で開催された、愛知県学校農業クラブ主催(県下

 　農業高校農業土木科７校参加）の｢農業クラブ測量競技会県大会」に後援し、

   協会会長賞等を授与した。

　 併せて、今年度から、審査員として、香村、佐久間両氏を派遣し、協力をした。

２-７  測量の日啓蒙活動

２-７-１    地図展

「地図展2005　ｉn　静岡」　～新たな旅立ち、地図で見る静岡～　に協賛

月日 11月18日（金）～11月20日（日）

場所 ツインメッセ　静岡（静岡市駿河区曲金３-１-10）

主催 地図展推進協議会

協賛 （社）全国測量設計業協会連合会中部地区協議会

（社）愛知県測量設計業協会 他

展示内容 ①静岡市を知る



②自然災害から守ろう

③時代を超えて、今蘇る日本の地図

④大地を描く

⑤地図が開く未来と地図作成の新技術

⑥地図と仲良し

⑦東海･東南海地震を知る

来場者 ３日間で５３２５人

当協会から、正副会長、公益委員長が開会式典等に参列した。



２-８  広報活動

２-８-１   機関誌｢方位｣の発行

協会の機関誌｢方位｣を７月、１１月に発刊。発注機関の各位を始め多数より

寄稿を賜り、測量設計業の情報を幅広く発信。

国、県、市町村の関係発注機関に広く配布し、広報活動を展開。

２-８-２   全測連関係の広報

全測連の機関誌｢全測連｣を年４回及び、全測連中部地区協議会機関誌

｢会報｣を年１回、県内の発注機関、会員に配布。全測連関係の広報活動

を展開した。

２‐８‐３　独禁法遵守の徹底

①独禁法遵守相談日の設定

　　独禁法の遵守を徹底するため、会員の疑問点を聞く相談日を３月１０日、

　　開催した。当日独禁法遵守委員３名が相談にあたった。

　　会員から、　１社１名が相談に訪れた。

②独禁遵守委員会で、｢独占禁止法遵守ニュース｣を発行し会員にメール

  で配布すると共に､機会ある毎に独占禁止法遵守について啓蒙活動を実施｡

２-９  親睦活動

２-９-１   中部協･経営者研修会・社長懇親会（愛知県測協担当）

月日 平成17年7月20日

場所 メルパルクNAGOYA
①経営者研修会

　　　テーマ　「測量業の現状と課題」

　　講  師　 国土交通省 中部地方整備局建政部建設産業調整官
山元　光次郎　様

参加者 　　岐阜県９社1０名、三重県　9社9名

　　静岡県１３社１４名、愛知県37社38名 計68社71名

②「愛･地球博」の見学

　　長久手町の｢愛･地球博｣の長久手会場見学

　　メルパルク　ＮＡＧＯYＡからマイクロバス２台で移動

　　現地で解散、自由見学となった。

　　但し、当日宿泊の会員をマイクロバスでメルパルク　ＮＡＧＯYＡへ

　　送った。

 計５１名（岐阜県7名、三重県４名、静岡県１１名、愛知県２９名）

総計７０社７３名



２-９-２   賀詞交換会

月日 平成18年1月19日

場所     名古屋逓信会館

参加者     来賓       愛知県建設部長       藤井則義様始め ９名

    顧問       高橋則行、倉知俊彦、日高　昇各県議会議員

　　　　　　　　山本代議士代理

    協会     ５５社９８名

２-９-３   第３２回親善野球大会

本大会

月日      １７年５月３１日、６月１日

場所 　　名古屋市･大高緑地公園野球場

参加ﾁｰﾑ      １３ﾁｰﾑ

成績 　　優勝　　司開発㈱　　　準優勝　　協和調査設計㈱　

　　3位　　　㈱サンキ　　　 4位　　　　㈱梶川土木コンサルタント

２-９-４　愛測会

第１７９回

　日時 平成17年5月26日（木）

　場所 岡崎カントリークラブ

　参加者 18名

第１80回

　日時      平成17年11月8日（火）

　場所      オールドレイクゴルフ倶楽部

　参加者 11名

第１８1回

　日時      平成１８年 3月１７日（金）

　場所　　 　　ザ･トラディションゴルフクラブ

　参加者 19名


