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１．定例会議 

◎ 役 員 会   ９月２７日(月) 

 《報告》１．委員会の報告 

        運営、企画、工務の各委員会における協議内容を委員長及び事務局が報

告し、了承されました。 

 《議題》１．山二施設工業（株）の準会員入会について 

        慎重審議の結果、入会が承認されました。 

     ２．測量技術研修会について 

        １０月７日(木)９時 20 分から太平山スキー場オーパスで行うことで了

承されました。 

     ３．委員会研修について 

研修の実施について各委員会へ一任することが了承されました。 

 

◎ 運営委員会   ９月１５日(水) 

 《議題》１．山二施設工業（株）の準会員への入会について 

        準会員入会審査基準に基づき慎重審議の結果全員一致で入会を承認する

ことで役員会に付議することといたしました。 

     ２．入会金の改正について(継続審議) 

        諸々の意見があり引き続き審議することといたしました。 

     ３．脱会した元会員の復帰の取り扱いについて(継続審議) 

        諸々の意見があり引き続き審議することといたしました。 

     ４．委員会研修について 

        企画委員会から合同で研修をしたい旨の申し出があり、参加人員、費用

等を検討のうえ、合同で研修することといたしました。 

        日 時  平成１６年１０月２２日(金)・２３日(土) 

        研修先  京都・大阪方面 

        目 的  歴史的建築物の構造調査視察 

 

◎ 企画委員会   ９月２日(木) 

 《議題》１．委員会研修について 

        今回の委員会研修は運営員会と合同で歴史的建築物の構造調査視察する

ことに決定いたしました。 

        日時・研修先は運営委員会で決まる日程等にあわせることといたしまし



     

た。 

     ２．親睦ゴルフ大会について 

        ゴルフ大会を担当する企画委員会としては、大会運営をスムーズに導く

ため万全を期すこととして、役割分担等を決めました。 

 

◎ 工務委員会   ９月９日(木) 

《議題》１．委員会研修について 

       １１月５日(金)・６日(土)の両日一泊二日で実施することにいたしまし

た。 

       担当を齋藤氏、高島氏の両名としました。 

       全面的に両氏にお願いし行程が決まり次第全員参加のもと実施すること

といたしました。 

    ２．合同安全パトロールについて 

       現在市で調整中であり、確定次第全面的に協力していくことといたしま

した。 

    ３．安全管理講習会について 

       １１月中旬に保健所から講師を招き開催する予定としております。 

 

２．青年会の活動 

 

◎ 役 員 会   ９月７日(火) 

  研修視察等について協議しました。 
 

3．行事報告 

 

《親睦ゴルフ大会》 

  恒例の親睦ゴルフ大会を９月８日(水)にノースハンプトンゴルフ倶楽部で２２名が参

加して行われました。 

  当日は台風の影響もあり悪天候の中でコンペとなりましたが、お互いに交流を深め楽

しく終了することができました。 

   優 勝   山 岡 緑三郎 氏(山岡工業（株）) 

   準優勝   加 藤 俊 介 氏(加藤建設（株）) 

 

《全建野球大会》 



     

 

  第３３回を迎えた秋田市建設技術協会主催による会員親睦の野球大会が９月１日

(水)・２日(木)の両日向浜運動広場並びに雄物川河川緑地野球場で開催されました。 

  当協会は前年度優勝チームであり、連続優勝の期待がかかりましたが、１回戦で前年

度準優勝の強豪都市整備 A チームと対戦いたしました。 

  ４点ビハインドのまま、最終回にノーアウト満塁のチャンスを迎えましたが、３点に

終わり結局５対３で惜しくも敗退いたしました。 

  翌日は敗者復活戦である 2 部に廻り準決勝で賛助会員(測量、補償)B チームと対戦し、

投打がかみ合い８対１で快勝。決勝進出。 

  決勝は建設部 B チームと対戦、打撃戦の末１１対８で惜敗。 

  ２部準優勝と言う結果に終わりました。 

  なお、個人賞では敢闘賞に淡路健二さん(淡路建工（株）)、伊藤久嗣さん(中央土建（株）)

がそれぞれ受賞されました。 

 

《建  功  会》 

 

  恒例の建功会懇談会を９月１３日(月)午後５時３０分よりシャインプラザ平安閣で開

催いたしました。 

  本会は現協会員で６５歳以上の方、並びに元協会員で会の趣旨に賛同する方、及び協

会三役で構成されております。 

  当日の建功会は加賀屋哲雄会長の挨拶、事務局からの事業報告、三浦勇雄会計監事か

の監査報告、引き続いての懇親会は酢屋潔様の乾杯の音頭で開会、なごやかな雰囲気の

中で２１名の参加者が楽しいひとときを過ごしました。 

  中締めの乾杯を石川忠治副会長にお願いし、懇親会を閉じました。 

 

４．秋田市総合防災訓練に参加 

 

  平成１６年度秋田市総合防災訓練は多数の防災関係機関、各種団体と地域住民も参加

し、９月３日(金)に太平山リゾート公園等を中心に開催されました。 

  わが、協会は緊急災害工作隊派遣訓練担当であり、災害対策特別委員会のメンバーが

参加し、道路障害物等の除去作業の訓練を行いました。 

 

 

 

 



     

５．上半期工事受注状況 
      
         平成１6 年９月３０日現在 
              単位：円 

 種       別 １６年度 １５年度 対前年度比％ 

道路(舗装除く) 775,989,000 1,068,991,590 -27.4

舗装 268,783000 381,301,000 -29.5

河川 2,280,000 2,680,000 -14.9

下水道 1,653,195,000 1,564,548,770 5.7

都市開発(街路・公園) 95,210,000 169,048,270 -43.7

区画整理 14,365,000 19,020,000 -24.5

農業・林業 20,640,000 52,772,300 -60.9

公社(建設・土地開発) 0 71,200,000 皆減

水道局 0 18,800,000 皆減

その他(学校他) 318,729,000 402,388,000 -20.8

計 3,149,191,000 3,750,749,930 -16.0

会員・準会員 2,421,948,000 2,882,477,090 -16.0

土 
 

 
 

木 

非会員 727,243,000 868,272,840 -16.2
 

学校 542,913,000 2,286,999,000 -76.3

住宅 4,240,000 512,510,000 -99.2

その他 1,100,778,000 1,413,530,000 -22.1

計 1,647,931,000 4,213,039,000 -60.9

会員・準会員 1,509,903,000 4,087,170,000 -63.1

建 
 

築 

非会員 138,028,000 125,869,000 9.7
 

合   計 4,797,122,000 7,963,788,930 -39.8

会員・準会員 3,931,851,000 6,969,647,090 -43.6

非会員 865,271,000 994,141,840 -13.0

      
【受注区分別】        単位：百万円 

種別 土   木 建   築 

 区分 受注高 比率％ 受注高 比率％ 
合計 比率％ 

会員・準会員 2,422 76.9 1,510 91.6 3,932 82.0

非   会   員 727 23.1 138 8.4 865 18.016 

計 3,149 100.0 1,648 100.0 4,797 100.0

会員・準会員 2882 76.9 4087 97.0 6969 87.5

非   会   員 868 23.1 126 3.0 994 12.515 

計 3750 100 4213 100.0 7963 100

         単位：百万円 

  １６年度受注高 １５年度受注高 対前年度比％ 

 合   計 4797 7963 -39.8
※ 前倒し工事の受注額は次年度へ参入 


