
1.会議事項

1-1　　第３4回通常総会

日時 平成19年5月14日(月）

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   １１４名

出席会員   　９６名

 本人出席   ６７名

委任状      ２９名

欠席会員    １８名

議題

第１号議案 平成1８年度事業報告並びに収支決算承認の件

第２号議案 平成１９年度事業計画(案)承認の件

第３号議案 平成１９年度収支予算（案）承認の件

議事 廣瀬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 　　　㈱中部テック　　　　　　　　　寺　島　新　吾　氏

議事録署名者   　協和調査設計㈱　　　　　 　河  野  喬  一　氏       

　　　久松測量設計㈱  　　　　　 久　松　　　　顕　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、各議案及び役員改選の件は満場一致で原案通り承認された。



1-2. 正副会長会 年9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6回開催

１-４-２    公益委員会 年4回開催

１-４-３    技術委員会 年9回開催

道路台帳検討部会 年3回開催

用地測量打合せ会

打合せ会

１-４-４    経営委員会 年3回開催

給与実態調査説明会

１-４-５     人材確保･広報委員会　　　年3回開催

要望活動班長打合せ会

１-４-６     コンプライアンス委員会　　　年3開催

１-４-７　　人材確保検討委員会　　　　　年2回開催



２-２.  公益活動

2-2-1    測量設計無料相談所設置

    設置月日 偶数月第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3‐19‐30（愛知県住宅供給公社ﾋﾞﾙ3階内）

             TEL  （０５２）９５３ー５０２１

東三河地区    豊橋市役所市民センター相談室

    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       半田市市民交流センター相談室

　　半田市広小路町９０（クラシティ半田３階）

　　　　　ＴEＬ（０５６９）３２－３４３０

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） 7 1 1

測量相談110番(協会事務局)を含む 12 6 6

相談所 実施回数 相談件数 利用者

東三河地区(豊橋市民センター） 7 2 2

西三河地区(岡崎市役所） 7 2 2

尾張地区(一宮市役所西分庁舎) 7 3 3

知多地区(半田市民交流センター） 7 1 1

計 40 15 15

各所偶数月（４、６、８、１０、１２、２月）に１回、相談担当員２名が出張して相談に応じた。

5月のみ前年度計画のため実施



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、中部地方整備局と全測連中部地区協議会、名古

屋市と当協会との災害協定の締結に伴い、中部地方整備局の県内出先事

務所、名古屋市との協力体制も整備した。

協力体制表は、７月２５、２７日公益委員で各建設事務所に配布し、有事

の際の利用依頼をした。

平成１８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ており、平成19年度も同

じく配布をした。

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1９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日が土曜日のため、9月3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。

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、日頃から訓練をすることになった。

尚、中部地方整備局とも９月３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２３日～４月２７日にわたり、県内全発注

機関へ｢協会員の指名｣、｢早期発注｣について要望活動を実施した。

２-３-２　 愛知県建設部へ要望活動

１）９月１４日、正副会長、経営委員長で、愛知県建設部　湯山部長、江坂、

　小林両技監、葛島建設企画課長、神田用地課長等へ倉知、日高、浜田

　顧問(各県議)同席の上

   1.県内会員の受注機会の増大

　 ２．官公需法に基づく中小企業者の委託業務(役務)の目標の適切な執　

       行のお願い

　以上、要望した。

 併せて、1０月３日、４日に県内各建設事務所を訪問し、同様の要望活動を

 実施した。

２）各事務所への要望

　正副会長、経営委員長で、12月７日、１１日両日に、県内の建設事務所を

　訪問し、上記２項目の事項について要望をした。

　1０月３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

　１０月４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５号」配布及び要望

　　平成1８年度の合同研修会、技術研修の報告書を｢テクノアイ」として編集、

　　2500部を印刷し、平成1９年4月の全会員による、県内全発注機関への要

　　望活動の際、併せて配布をした｡

　　平成１９年度の合同研修会の報告も、テクノアイ６号として、発刊すべく

　　準備をした｡

２－４  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１０年度から１９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18年度から再開した給与実態調査を19年度も実施。会員から

21社を選抜し、９月１９日、記入説明会を実施。調査を実施した。

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４   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。



２-５  研修活動

２-５-１   独占禁止法遵守の研修

1)コンプライアンスセミナー（中小企業人材確保推進事業協賛）

月日

場所 岡崎市竜美丘会館

講習ﾃｰﾏ 「改正独占禁止法について」

及び講師 （財）公正取引協会　客員研究員　　小　関　征　二　様

参加者 　　２９社　４１名                           

２)営業研修会

月日 平成20年2月29日

場所    三重県長島町・長島温泉・ホテルオリーブ

講習ﾃｰﾏ 　　｢独占禁止法遵守と改正独禁法の主な改正点について」

講師 　協会ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員長　　関　谷　憲　正

　　　　副会長　　　　　　　　　齋　藤　健　雄

参加者 　44社59名

２-５-２   技術研修

1)技術講習会

   ①測量士受験模擬試験

　　　今年度は、測量士受験模擬試験を会員に紹介したが、参加者０名であった

  ②技術士養成講座への参加

　　他機関の技術士養成口座の紹介をした。

２）合同研修会

　①東三河地区

　　月日 平成1９年1１月１６日(金)

　　場所 　東三河建設事務所会議室

　　ﾃｰﾏ １）．開会の言葉                                                            

２）．測量設計業協会代表あいさつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３）．建設事務所代表あいさつ　　　　　　　　　　　　　

４）．研修テーマ

　第一部：建設コンサルタント部門

　｢土砂災害対策　～死者ゼロの実現を目指して～｣

　　①    愛知県建設部から提案

　　題目「土砂災害から身を守る安全な地域づくり」

　　愛知県建設部砂防課主査　　湯浅　健司　様

　　②    協会からの提案

　　題目「土砂災害ハザードマップの公開方法についての　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　事例紹介」

平成19年10月5日



　　玉野総合コンサルタント㈱　廣瀬　昌彦　様

　第二部：調査・測量部門

　①　協会からの提案　　　　　　　　　　　　　　　　

　　題目「改正不動産登記法概要と用地測量実務の対応」

　　栄土地測量設計㈱　青山　紘一　様

５)．まとめ (建設事務所代表)
６)．閉会あいさつ（測量設計業協会代表）

　②新城設楽地区

日時　　　平成1９年11月2６日(月）

場所　　　新城設楽建設事務所会議室

次第は、東三河地区と同じ

　③豊田加茂地区

月日　　　平成1９年1１月２８日（水）

場所　　　豊田加茂建設事務所会議室

次第は、東三河地区と同じ

　④参加者ⅰ)東三河地区

　　県建設事務所　３事務所21名　　市町村　　5市町村22名

　　協会会員　20社41名　役・委員　8名　　　　計92名

ⅱ)新城設楽地区

　　県建設事務所　１事務所21名　　市町村　　１市町村１１名

　　協会会員　16社３６名　役・委員　１２名　　　　計８０名

ⅲ)豊田加茂地区

　　県建設事務所　１事務所１４名　　市町村　　１市町村６名

　　協会会員　４４社６７名　役・委員　１１名　　　　計９８名



３）現場見学会

開催日　　平成19年9月18日(火)

場所　　　　三遠トンネル内の工事現場見学

説明者　　　国土交通省浜松河川国道工事事務所

　　　　　　 　清水・熊谷特性建設工事企業体

参加者　　　二村副会長始め16社21名

２-５-３  愛知県建設部との研修

定例勉強会

月日 平成19年12月21日

場所 桜華会館　松の間

研修ﾃｰﾏ Ａ．県建設部からお聞きしたいこと。

　１．  建設部の平成２０年度主要方針予算等について



　２．  入札に関する事項

　３．前払い金について

　４．官公需法の適用について

　５．技術問題について　　　　　　　　　　　　　　　　

　１）　技術関係通知文等の周知方法について

　２）　技術力の社会的位置づけ

　３）　協会員よりアンケート結果について

Ｂ．県建設部からお話ししたいこと。

　　各建設事務所からの意見

Ｃ．測量設計業界からお話ししたいこと。

　１）協会の活動状況及び各種の取り組みについて

出席者 　　　県建設部建設企画課主幹　　　都築道和様始め　2４名　

　　　協会側　西出会長始め理事、監事　1４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19年10月9日

場所 名古屋逓信会館

講習ﾃｰﾏ 「給与体系の再構築の考え方」

講師 あすなろ経営管理事務所　　

社会保険労務士･行政書士　　岩瀬　秀幸　様

参加者 　５０社　６４名

           総務委員会と共催で、１０月９日、名古屋市の逓信会館で、第１回

           全員研修会、独禁法遵守講習会及び経営研修会を開催した。

　　　　　中小企業人材確保推進事業の一環として開催した。

２-５-５   営業研修

営業研修会

月日

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 　　｢独占禁止法遵守と改正独禁法の主な改正点について」

平成20年2月29日



講師 　協会ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員長　　関　谷　憲　正

　　　　副会長　　　　　　　　　齋　藤　健　雄

　　「経営委員会活動報告」

　　　　経営副委員長　　　　　　 高　木　喜　一

参加者 　４４社　５９名

２-５-６  全員研修

1)第１回全員研修会

月日 平成19年10月9日

場所 　　　名古屋逓信会館

講習ﾃｰﾏ 　　　①中小企業人材セミナー

講師 　　　｢給与体系の再構築｣

　　　　あすなろ経営管理事務所長　岩　瀬　秀　幸　様　

       ②会務報告(全測連、同中部地区協議会、協会理事会、

          総務、公益、技術、経営、広報、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ、人材確保

          検討各委員会報告

参加者 　５０社６４名

2)第２回全員研修会

月日 平成20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、

         総務、公益、技術、経営、広報、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ、人材確保

         検討各委員会報告

　　②その他

参加者 　　６４社６７名



２-５-７　中小企業人材確保推進事業

当協会は、独)雇用・能力開発機構から、平成18年度から3年間、
中小企業人材確保推進事業の補助金受給団体に認定され、人材

確保・育成に推進しています｡

平成1９年度実施状況
①    年次計画・調査事業
　会員各位の現状を実態調査し、今後の事業の計画及び、会員の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　動向を分析・解析しています｡

②     人材確保検討委員会
　中小企業人材事業を進めるため、人材確保検討委員会を立ち上

　 げ、平成19年度は、6月と2月に委員会を開催。事業計画、事業進行状況

    を確認した。

　人材確保検討委員会メンバー

　　委員長　　西出善助　　

　　副委員長　二村貴和、齋藤健雄

　　委員　　　中西喜久雄、廣瀬博、古橋春二、関谷憲正、小島　　　

　　　　　　　裕二、藤田隆矢、香村信男

③     企業実態等に関する事業主意識調査について
　協会員の未来への一助とする為に、｢生き残るための人材確保・

　　育成｣をテーマとして㈱建通新聞社へ調査・報告書作成を委託した。

　　平成19年10月発刊し、会員に　配布した。作成は、120部。　

④     事業活動報告書
　平成19年度中小企業人材確保推進事業の実施状況について、報

　 告書に纏め、印刷作成、人材確保の参考資料として活用願い、会員企

   業に配布した。

⑤     雇用環境改善事業(各種セミナーの開催)
　1） レベルアップセミナー　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　開催日　　　平成19年8月28日

　　開催場所　　マナハウス会議室（名古屋市中区錦三丁目22番20号）

　　テーマ　　「これからの職場のメンタルヘルス」

　　講　師　　　亀井労務管理事務所総務課長

　　　　　 　　　社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三ツ口美恵子　様

　　参加者　　　26 社  38名



　２） 人事管理講習会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　開催日　　　平成19年10月９日

　　開催場所　　名古屋逓信会館会議室（名古屋市西区牛島町5番6号）

　　テーマ　　　「給与体系の再構築の考え方」

　　講　師　　　あすなろ経営管理事務所

　　　　　　　　　社会保険労務士･行政書士　岩瀬　秀幸　様

　　参加者　　　50社　64名

　３） コンプライアンス講習会　　　　　　　　　　　　　　　

　　開催日　　　平成19年10月15日　　　

　　開催場所　　岡崎竜美丘会館会議室（岡崎市東明大寺町5番地1）

　　テーマ　　「改正独占禁止法について」

　　講　師　　（財）公正取引協会客員研究員　　小関　征ニ　様

　　参加者  　　29社　41名

　4） レベルアップセミナー　　　　　　　　　　　　　　　　

　　開催日　　　平成19年10月30日

　　開催場所　　マナハウス会議室（名古屋市中区錦三丁目22番20号）

　　テーマ　　 「高年者雇用をめぐる問題点と活用対策」

　　講　師　　　あすなろ経営管理事務所

　　　　　　　　　社会保険労務士･行政書士　　岩瀬　秀幸　様

　　参加者　　　50社64名



　5）若手技術者講習会　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　開催日　　　平成19年12月11日

　　開催場所　　マナハウス会議室（名古屋市中区錦三丁目22番20号）

　　テーマ　　　「資格取得の必要性」～資格取得のポイント～

　　講　師　　　協会技術委員・株式会社　新日　濱田　常雄　様

　　参加者　　　30社 39名

⑥    採用活動改善事業
　　1）  土木系教育機関との意見交換会　　　　　　　　　　　　　

　　開催日　　　平成19年9月25日

　　開催場所　　マナハウス会議室（名古屋市中区錦三丁目22番20号）

　　テーマ　　「若年者の就業について」

　　参加者　　　愛知工業専門学校測量科主任　小川喜信様他1名

　　　　　　　　東海工業専門学校土木科主任　梅田　忠様他1名

　　　　　　　　愛知県立碧南工業高校長　　　藤井和義　様

　　　　　　　　　他、愛知県工業高校土木部会の工業高校６校

　　　　　　　　　の先生方

　　　　　　　　協会　　　正副会長、各委員長，広報委員



　　2）   協会機関誌「方位」の作成・配布
　　　機関誌「方位」の発行

　　　機関誌「方位」30号を1500部印刷、発行。

　　　会員はもとより、発注機関、教育機関（工業高校、普通高

　　　校、商業高校、工業専門学校、大学土木科等）等へ配布した。

　　3）   新聞への広告
　　　建通新聞への「中小企業人材確保推進事業の広告掲載」

　　　1回目　　　　　平成19年8月23日付け3面1頁に掲載

　　　2回目　　　　　平成19年12月13日付け3面1頁に掲載

　　4）   人材確保・ポスター作成・配布
　　　「中小企業人材確保推進事業」の啓発・啓蒙のため、ポス

　　　ターを1500部印刷。会員はもとより、発注機関、教育機関

　　　（工業高校、普通高校、商業高校、工業専門学校、大学土

　　　木科等）等へ配布し、関係部署への掲示依頼をした。

　　　　　　　　1回目　　　　　平成19年9月に配布

　　　　　　　　2回目　　　　　平成19年12月に配布

　　5)　  協会紹介DVD作成
　　　協会紹介のＤＶＤを作成し、高校、工業専門学校、大学

　　　と幅広く配布し、測量・設計業界のＰＲに努め、会員の採

　　　用活動の一助にした。

　　6)    協会ガイドブックの作成
　　　協会紹介のガイドブックを作成し、協会紹介ＤＶＤと共に

　　　高校、工業専門学校、大学と幅広く配布し、測量・設計業

　　　界のＰＲに努め、会員の採用活動の一助にした。

　　7） テクノアイの作成配布
　　　協会の事業紹介で、平成19年11月に開催した、合同研修会、

　　　　　現場見学会の模様を「テクノアイ」に纏め、関係先に配布する。



２-６  測量設計啓蒙活動

２-６-１     土木系教育機関との意見交換会

　　開催日　　　平成19年9月25日

　　開催場所　　マナハウス会議室（名古屋市中区錦三丁目22番20号）

　　テーマ　　「若年者の就業について」

　　参加者　　　愛知工業専門学校測量科主任　小川喜信様他1名

　　　　　　　　東海工業専門学校土木科主任　梅田　忠様他1名

　　　　　　　　愛知県立碧南工業高校長　　　藤井和義様　　

　　　　　　　　他、愛知県工業高校土木部会の工業高校６校の

　　　　　　　　先生方

　　　　　　　　協会　正副会長、各委員長、広報委員　

２-６-２   測量競技会後援

農業高校測量競技大会

愛知県学校農業クラブ連盟（県下農業高校測量科７校が加盟)主催の

測量競技大会県大会に当協会から協賛並びに審査員２名を派遣し、

生徒の測量競技について審査、競技大会をバックアップした。

協会から、審査員として鈴木一平氏（㈲鈴木測量設計事務所）、　　

古井和孝氏(信栄測量設計㈱）の２名を派遣した。

２-７  測量の日啓蒙活動

２-７-１　「測量の日」記念行事

１）創立百周年小学校記念品贈呈

　　創立１００周年を迎えた小学校に１００年前の地形図と現在の地形図及び

　　協会からの記念品を贈呈する事業が、中部地方測量部と協会の担当者

　　が訪問し、各小学校の校長先生等に記念品を手渡した。

　　６月４日　名古屋市立常磐、正木小学校

　　特に正木小学校では、５年生を対象に教室で、中部地方測量部の米溪

　　次長から｢地図｣に関しての授業の後、校庭で測量実習体験を実施した。

　　２校へは協会から西出会長、齋藤副会長、古橋公益委員長が出席。

　　実習体験コーナーでは他に玉野総合コンサルタント、大増ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂの

　　技術者に実習体験を手伝って頂いた。

２）「測量の日」中部地区記念行事協賛

　　地図記号わくわく大図鑑開幕（9月22～30日）

　　平成19年度「測量の日」中部記念行事として、国土地理院中部地方測

　　量部、愛知県測量設計業協会、名古屋市科学館が主催し、「地図記号

　　わくわく大図鑑」展を開催。

　　当協会から、土日、祝日に場内担当者2名づつを派遣し、協力をした。

３）地籍フェア協賛(10月６日)

　　全国持ち回りの「地籍フェア」が、2007年度、愛知県で開催されることで、

　　愛知県企画振興部土地水資源課から、測量体験コーナーの協力依頼

　　があり、当協会でも測量業のPRになるとのことで、協力をした｡

　　10月6日、万博記念公園で開催されたプレイベント事業の「測量体験

　　コーナー」を担当｡



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｣を年１回（11月）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　行事結果報告

協会の行事結果及び予定を毎月1日に発行し、協会の行事の詳細を会員に

メールで報告、配信した。

２-８-３   全測連関係の広報

全測連の機関誌｢全測連｣を年３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。

２‐８‐４　独禁法遵守の徹底

１）独禁法遵守ニュースの発行

　全国的な情報を含め、独禁法関係の情報をニュースにまとめ、会員に伝達。

　機関誌｢方位｣にｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会便りとしても掲載。

２）独禁法遵守の徹底通知

  全員研修会等、機会ある毎に、改正独禁法の趣旨を説明。独禁法の遵守に

　ついて、会員に徹底を図った。

３）独禁法遵守相談日の設定

　会員の独禁法関係の不明な点、疑問点の相談を受け付けるため、３月7日

　協会会議室で、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員が６名、会員の相談にあたった。

　会員から、３社３名の相談があった。

２-９  親睦活動

２-９-１   賀詞交換会

月日 平成２０年1月1８日

場所 　　名古屋逓信会館

参加者 　　来賓　　愛知県副知事　西　村　　眞様　企業庁長　宮島寿男様

　　　　　　　建設部長   湯山芳夫様始め １０名

    顧問    日高、山本(和)、浜田各県議会議員、山本代議士

　　　　　　　（代理）

    協会       １１０名



２-９-２　中部協･経営者研修会（社長懇親会）に参加

月日 平成１９年１１月５日（月）

場所 三重県・津市ホテルグリーンパーク津

テーマ　 「公共工事の最近の話題について」

講  師　  国土交通省 中部地方整備局企画部 

　　　　　　技術調整管理官　高　木　正　幸　様

参加者 　総計71名　(愛知　19名)

２-９-３　愛測会

第１８５回

日時 平成１９年６月１３日（水）

場所 名古屋広幡ゴルフコース

参加者 1７名

第１8６回

日時      平成1９年1０月１７日（水）

場所      新陽カントリー倶楽部

参加者 １８名

第１８７回

日時      平成20年3月25日(火)

場所　　 　　オールドレイクゴルフクラブ

参加者 １９名


