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子どもたちと学ぶ地図・測量
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地図、測量等の情報発信及び若手技術者育成・雇用に向け、
出前授業や測量実習等を教育機関と連携し実施しております！
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　広報誌の発刊にあたりごあいさつ申し上げます。
　会員の皆さまには、協会活動への積極的な参加、ご
協力に感謝申し上げます。
　今年もあっと言う間の１年、年度末を迎えましたが、こ
の１年アベノミクスという強力な経済対策のもと、円安・株
高が進み日本経済全体が上昇気流に乗った感があります
が、地方のおける業績回復をいまだ実感できる状況にな
いのはこの業界だけでしょうか。
　特に、公共事業への依存度が高い当業界、公共事
業の拡大、事業量の増加に期待する一方で、これまで
の公共事業抑制、競争原理だけが優先する入札制度下
で、企業の疲弊、規模縮小が進み、急激に求められる
環境への対処に不安を抱えながら、拡大するだろう受注
環境を注視しているのが現状です。また、本年２月には、
長年全測連を通して要望してきた「設計業務委託等技
術者単価」が近年になく大きく上昇を致しました。経営安
定につながることを願っております。
　このように変革の時こそ行政と民間の対話、協働での
活動の場が重要で、現在設置されている「地域を支える
調査設計業検討会議」の意義は大きいと思っております。
　このテーブルで、現在困窮している若手技術者（担い
手）の雇用・育成を官民挙げて取り組む１つの方策として、
現在、県下の建設系高等学校等において、若手技術
者の意識変革と学習支援として、実習授業、出前学習
講座及びインターンシップ等積極的に展開しております。
　同時に、子どもたちを対象とした学習機会（総合学習
の活用）を県下の小学校と連携し実施することで、底辺
から測量、設計さらに地図等から業界の啓蒙活動に努め
て参りました。今年度は上伊那郡辰野町立辰野東小学
校の６年生（56名）の皆さんと測量や地図について学ん
で頂いたほか、もう少し高い次元の取り組みとして長野高
専の生徒さんに歴史的土木遺産となっている松本市牛伏
川の砂防施設で、測量の原点である平板測量の学習体
験の支援も致しました。
　特に、子どもたちを対象とした取り組み（総合学習の
活用）を協会アピールの場と捉えつつ、未来の技術者養
成の起点と考え、次年度も安曇野市立明科明北小学校

での出前授業を計画しております。
　同時に県下の公共、公益施設に設置されている古い
経緯度標について、計測値が世界測地系へ移行し、大
きく変化していることから緯度、経度、そして標高の再測
活動を進めるほか、業界の見識をアピールする場として、
地図をツールに県下に残る絵図、古地図の解析の整理
整頓を進め、多くの人々に見てもらえる機会を県立歴史
館との連携・協働で発信できればと企画しております。
　また、業界の技術力、企業倫理の向上に向けた取り
組みとして、国、県等行政機関のほか、関係機関と連
携し、県下の多くの技術者が集う災害復旧技術者講習
会をはじめ、技術研修会の開催、業界の秩序と倫理の
確立を図るべくコンプライアンス研修会などを開催してきまし
たが、次年度は会員の資格取得と経営基盤の安定化に
向けた取り組みとして、大都市圏でのみ開催されておりま
す測量の資格取得講座と検定試験を２年を1サイクルとし
て県内で実施する計画をしております。多くの技術者に
技術力向上と資格取得の機会を提供して参ります。
　この他、支部単位で、若手技術者向け継続教育と経
営の安定へ向けての取り組みを色々な形で実施しており
ますので、協会事業として積極支援して参る所存であり
ます。
　最後に、会員の皆さんの率直な声を直接行政へ、また、
全測連などを通じ国レベルへのご意見もこれまで以上に踏
み込み、業界、会員の皆さんの経営実態を含めて訴え、
改善、要望の実現に向け努力する所存であります。
　今年１年間の事業、行事をふり返りながら次年度展望
を書き綴りましたが、協会が有する組織力、技術力さらに
機動性を強くアピールしながら業界、ひいては会員各位
の発展につながればとの思いで、協会活動を推進して参
りますので、従来にも増して会員各位のご支援ご協力を
切にお願い致します。

会長あいさつ
一般社団法人
長野県測量設計業協会 会長

佐藤 芳明
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新春の集い

　今年の１月３１日に、会員相互の親睦と協会の情報発
信の場として、新春に開催の新年賀詞交換会を松本市
(ホテルブエナビスタ３F グランデ)　にて開催しました。
　併せて、この機会を捉え協会主催の講演会も開催しま
した。
　新年賀詞交換会に先だって開催の講演会は、昨年の
健康や地域振興をテーマに開催した講演会とは少し方向
を変え、今年度は測量業、地図など会員にとって身近な
ことがらを題材に、業界の情報発信と多くの人に楽しん
でいただける講演会としました。
　この趣旨に沿い、会員のみならず多くの方に聴講いた
だきたく県、国土地理院、信濃毎日新聞等の後援をい
ただき広く周知する中での開催となりました。
　講演内容は、「柴崎芳太郎と一測量技術者の生きざ
ま」と題し、オフィス地図豆店主山岡光治さん（国土地
理院ＯＢ）に、ご講演をいただきました。

　測量技術者柴崎芳太郎については、既に多くの方が、
新田次郎の小説「劒岳　点の記」、さらに映画等から
ご存じのこと、未踏峰とされていた剱岳への登頂を未発
達な測量技術と登山装備など様々な困難のなかで日本
山岳会と競いながら、登頂に至った経緯を測量技術者
の視点と体験を踏まえ時代を顧みるロマン溢れる一時でし
た。
　また、「地図に学ぶ善光寺町防火水路」と題し、ご
講演いただいた古畑和男さん（元県職員・鹿島建設技
師長）は、生地である善光寺界隈の街づくりから、絵地
図が語る善光寺と町衆の思いを熱く語られた感動の講演
会でした。
　この講演会に引き続き、同ホテルにて琴の優美な音色
に包まれながら新年賀詞交換会が開会され、多くの会員
の皆さまに加え、地元行政機関、当協会顧問の萩原県
議をお招きし、盛会な新春の集いとなりました。
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長野県立歴史館　客員学芸員　山浦直人
（㈱千代田コンサルタント）

１　歴史的な土木資料遺産

　明治・大正期に長野県がおこなった道路、河川の建設
や補修に関する記録は、編冊された行政文書（写真1）、
その行政文書と本来対をなしたとみられる土木工事の測
量、設計図（写真2）などにみることができる。　
　これらの資料の内、行政文書の数は全国有数の量とさ
れ、土木行政関係も多く、2008（平成20）年には長野
県宝として文化財に指定された歴史的文書である。
　これらの資料は長野県立歴史館で閲覧ができ、電子コ
ピーはできないが、デジタルカメラによる写真撮影は可能で
ある。しかし、図面が大きいため個人で撮影するには限界
がある。

　本稿では、歴史的な資料となっている長野県立歴史
館の測量設計図面について紹介する。長野県測量図な

ど膨大な図面資料は、県庁の書庫に残された後、県立
図書館の倉庫を経て、破棄の危機を免れ、「公文書館」
の役割を有する長野県立歴史館へ移管され、今日に至っ
ている。

２　測量設計図の概要

　土木学会図書館図面調査委員会は、平成24年度か
ら各地の土木設計図面などの収集、公開への調査研究
の一環として、長野県立歴史館と共同研究を締結し、長
野県の近代測量設計図面のデジタル化（撮影）と関係
調査を実施している。
　これらの調査研究において対象としている土木分野に
関する「測量設計図」とは大きく次の３つからなっている。
　① 「長野県測量図（長測図）」（歴史館の資料分類）
　　 と呼ばれる図面群

長野県の明治・大正期に活躍した
技術者たちが残した測量設計図

特別寄稿

写真2
ケント紙に描かれ、柿渋を塗った袋に保管されていた測量設計図

（長野県立歴史館）

写真1
明治期に編纂された長野県行政文書

（長野県立歴史館）
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　②「長野県絵図地図目録」中の測量設計図
　③ 長野県行政文書中の測量設計図 

　「長野県測量図」は明治・大正
時代で3,290点、内道路橋梁関係
で1,730点に及ぶ資料で、田玉徳
明氏は「千曲川測量図」などを中
心に図面の特徴、作成経過や技
術者などについて研究成果をまとめ
ている（長野県立歴史館紀要）。
　私は、天竜川測量図に見られ
る河川計画手法、図面作成と河
川行政の関わりなどについて、又、
膨大に残されている道路改修事業
の図面について、道路技術との関
係を明らかにしている（土木学会土
木史研究論文等）。

　長野県測量図などの図面資料の調査はまだ全容を明ら
かにするに至っていない。例えば、河川では木曽川や犀
川、奈良井川や高瀬川などの測量成果があり、道路は
年代毎に平面、縦横断図などがある。明治20年代から
の橋梁設計図、篠ノ井線の計画図、木曽谷の発電所設
計図なども含め、多量の土木事業の測量設計図が存在し
ており、その解明にはさらなる取り組みが必要である。

　これらの図面資料群は図面の種類、所蔵形態、図面
の内容には特徴がある。
①「長野県測量図」は、10mを超えるような長尺の厚い

ケント紙に描かれた河川、道路の測量設計図が少なく
ないが、様々な工種、年代も明治前期から大正まで長
期に亘る（表－１）。

　　鉛筆書きもみられるが、清書は「からす口」などが
使われているとみられる。明治15年から開始された七

写真3
大町街道両郡橋近傍改築線測量図（一部拡大）S=1/2400、明治23年3月実測、片平文一 とある。
地形の表現はケバ式と呼ばれる方法で、道路の河川などが着色している。

（注：田玉作成の資料を加筆）

表.1　長野県測量図の分類

河川 135 136 83 352 706

道路 254 170 80 964 1,468

橋梁 22 15 14 213 264

鉄道 2 4 　 27 33

発電所 　 　 5 26 31

水路 9 　 45 　 54

山林 2 1 1 16 20

村図 1 1 8 245 255

境界 52 2 2 12 68

地図 8 1 2 19 30

建物敷地 22 15 14 213 264

その他 2 2 4 85 93

計 509 347 258 2,172 3,286

文献資料

長野県

測量図

路　線 M30 以前 M31～M45 大正期 不　明 計
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道開鑿事業の道路測量設計図を含む（表－２）。大
正期などでは青焼き（青地に白の線）の図面も含まれる。

　　なお、ケント紙は当時日本では製造されていないため、
イギリスなどからの輸入品と思われる。

②「絵図地図目録」の土木図面では、主に和紙に描か
れた明治20年代の三州街道や和田嶺道路改修図面
が多くある（表－３）。保存状態がよく、測量測線や図
面の引き出し線は赤色系が使われ、橋梁設計図などが
一部彩色されている。

③長野県行政文書には綴じ込まれた道路、橋梁設計図
面があり、行政文書と図面の密接な関係がわかる。

④橋梁設計図は、明治20年代の道路改修で架橋された
木造橋（桁橋、木造トラス）の設計図から大正期の吊
り橋、コンクリート橋梁など長期間の設計図が存在する。

⑤「長野県測量図」のうち、鉄道計画図、発電所設計
図は事業者が長野県へ提出した図面と見られる。その
証拠として、鉄道計画図には「割り印」が見られる。

●寄稿者　山浦 直人さん（工学博士）のご紹介（略歴）

昭和26年に北佐久郡浅科村（現在佐久市）に生まれ、新潟大学工学部を卒業
昭和49年に長野県に奉職
建設部（技術管理室、道路管理課、都市計画課）の各課課長を歴任後、上田建設事務所長を最後に退職
現在は、㈱千代田コンサル籍をおかれご活躍の傍ら、国立長野工業高等専門学校の非常勤講師として、長野県立
歴史館の客員学芸員として、さらに「土木・環境しなの技術支援センター」の中核で長野県の土木遺産などをライフワー
クにご活躍です

写真４
篠ノ井線開設計画図（松本駅付近、開設前）
明治30年頃　女鳥羽川が描かれている

◎今回は概要を説明しました。次回は測量設計図の特徴、図面を描いた技術者などを紹介します。

写真５
橋梁設計図
御桐谷橋（現佐久市望月）（木造曲弦ハウトラス　明治後半）

表.2　七道開鑿事業の測量設計図 表.3　三洲街道などの測量設計図

第 1 路線 　 2 　 　 

第 2 路線 2 1 　 8 2

第 3 路線 1 1 　 　 　

第 4 路線 9 10 　 　 　

第 5 路線 1 　 　 1 　

第 6 路線 3 9 　 　 　

第 7 路線 　 1 　 　 　

　  計 16 24 0 9 2

文献資料

長野県

測量図

路　線 平面図 縦断図 横断図 橋梁図 その他

三州街道 11 13 24 29 

高府街道 8 11 209 8 1

甲州街道 3 6 148 6 1

和田嶺 4 4 4 2 1

　 計 26 34 385 45 3

三州街道 18 21 29 15 23

和田嶺 19 25 17 9 31

　 計 37 46 46 24 54

 63 80 431 69 57

文献資料

長野県
測量図

長野県
絵図・
地図目録

合　計

路　線 平面図 縦断図 横断図 橋梁図 その他

（表作成　筆者）

（表作成　筆者）＊行政文書は添付図のため調査確認済みの数
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事業・行事報告

　まずもって、この事業で多くの協力会員の皆さん、先生
方そして受講された子供たちが一生懸命に取り組んでいた
だいたことに感謝します。ありがとうございました。
　本協会の測量の日記念事業として「そくりょう出前講
座」が平成25年10月3日に行われた。場所は上伊那郡
辰野町立辰野東小学校で、小学6年生の２クラスを対象
に講座が開かれた。本事業は、図形や比の学習の一環
として、座学と測量機器を使用して学習し、将来の社会的・
職業的な自立の一助となることを目的として行われた。
　天候を心配していたがご協力していただいた皆様の行い

が良かったため、澄み切った青空の中無事に行うことがで
きた。前年度は栄小学校で行われた測量の日記念事業
でも晴天の中、被災に見舞われながらも素直な優しい顔を
した児童と一緒に行われたことを思い出した。　
　はじめに座学では、福沢講師による「測量って何？」か
ら始まり、児童が既に学習した図形の「合同」と「相似」、
「拡大図」と「縮図」について、説明はパワーポイントを
使用し、演習問題は配布プリントにより進められた。児童
は最初緊張していたものの、講師のテンポのよい指導で
児童との距離感が縮まり、演習問題では佐藤会長をはじ
め協力会員の指導・協力によりお互いに声を掛け合えら
れる雰囲気になり和やかに進められた。
　次に測量機器を使用しての学習では、校庭のトラックを
使用し1/10のトラックの図形を作成した。実施にあたり、

測量の日記念事業
「そくりょう出前講座」

総務広報委員会　北原正人

　測量出前講座に来てくださった皆様へ

　木 が々紅葉し昼間と夜の温度差もはげしくなりましたがお元

気ですか。

　わたしはあの測量体験をしてから算数がとっても好きになりま

した。計算はにがてだけど。

　この前は、測量計をのぞいたり、はかったりしたんだけど、

今習っている算数があんなに大事な仕事にやくだっているとい

うことがわかりました。大事な仕事をやっている人を実さいに

見ても、楽しそうにしんけんにやっていてすごいと思いました。

　わたしたちのクラスからも測量の仕事をする人が出るというこ

とを考えるとワクワクします。また測量体験してみたいです。

　測量出前講座に来てくださった皆さまへ

　冬も近づき、だんだん朝、晩が寒くなってきましたが､ 体調

は優れていますか。

　十月三日は､遠い所から来ていただきありがとうございました。

　ぼくは初めて「測量」という仕事を知りました。でもすごく楽

しかったです｡ 　機械鏡を使い正確に測れることや、測量は

どんな時に使われるのかなどが知れました。

　実際に校庭の1/10の縮図を書いた時、本当に長さ、角

度などが正確に書けていたのでおどろきました。さらにそのやり

方までくわしく分かりました。

　分かりやすく教えていただき、またやりたいなと思いました。

本当にありがとうございました。

辰野東小学校の児童のみなさんの作文
お礼のお手紙の一部を紹介いたします。なお、お名前は差し控えさせていただきました。
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子供たちがそれぞれ、ＴＳ、ミラー、鋲打ち、記録等役割
を分担し、班員全員が経験できるようにした。児童はこの
体験に新鮮味を感じられたからか、全ての過程に非常に
興味を持って取り組んでいた。「なぜ光の反射で距離が
わかるのか」等積極的に質問をしてくる子もいた。慣れて
くると自分の役割以外の子を手伝ったり、方向を指示して
あげたりと、子供たちが積極的に協力し合う姿を見て、私
自身も良い経験ができたと感じた。
　終りの会では、児童へ記念品の贈呈、意見発表が行
われた。記念品贈呈では田中理事からこのグランドの造成
計画に携わった時の青焼きの図面を広げて当時のお話も
添えられた。
　最後に、現在日本経済は見かけの上昇傾向と異なり、
将来的な展望は暗い。それは労働人口が減少するからで
ある。子供たちは将来の日本経済を背負う貴重な人材で
あり、いかにその人材を獲得できるかが、どの業界におい
ても焦点となるのではないか。今回その意味でいかに測
量や設計に興味を持ってもらうか、職業選択の選択肢の
一つとして心に残るような体験をさせることができたのでは
ないだろうか。
　「好きこそ物の上手なれ」という言葉があるが、約100
分間の講座で測量に興味を持ち、測量を好きになっても
らいたいという想いで事業に臨んだが、さすがに時間が短
く、「好き」になってもらえたかは疑問である。しかし子供
たちの作業の様子を見ていて、少なからず数人は「興味」
を持ってくれたのではないかと思う。また作業に臨む子供
たちの姿勢も積極的であり協力的で、例え測量とは全く別
の道を選択しても社会的に自身の実力を発揮できると思わ
せるような姿であり、まさに本事業の目的にかなう「そくりょ
う出前講座」ができたのではないかと感じた。…義務教
育の把握、資料収集、事業計画、度重なる打合せ、雨
天時の準備など手間のかかった事業であったが、子供た
ちの様子を見て成功に実感のある事業であった。
　子供たちがこれから数年後、貴重な労働者としてその
実力を開花させることを願う。

1.　概要
　平成24年度に重要文化財に指定された牛伏川フランス

式階段工を一般社団法人 長野県測量設計業協会とその
他の支援団体の協力のもと、国立長野高専（長野工業
高等専門学校）の現役の学生が平板測量を行った。学
校行事で予定された現場見学の１日を利用し、環境都市
工学科3年生40名が現役測量士の指導のもと、学校や
教室ではめったに体験できない実践授業に取り組んだ。

2.　牛伏川フランス式階段工での平板測量
　牛伏川フランス式階段工（松本市内田）は、大正5年
完成の砂防施設で落差約24ｍの間に19基の段差を設け
水の勢いを緩和する。当時の内務省技官池田圓男の設
計で、彼が欧州の留学先から持ち帰った文献に掲載され
ていたフランスのサニエル渓流に施工された砂防施設の図
面を参考としたことからフランス式と呼ばれている 1)。
　平成25年11月7日(木)、国立高専環境都市工学科
3年生40名が5名ずつ8班に分かれ、延長約190mにお
よぶ階段工区間を予め分割した担当区域ごとに平板測量
を行った。各班では、平板を基準点に正確に据付けるこ
とから作業を開始し、ポールを持つ者、巻尺で距離を計
る者、アリダードを覗き平板上に設置したマイラーに印をつ
ける者、等に作業を分担した。時折小雨の降るなか、川
の中にポールを持って入る作業も行った。各班が基準点と
した8つの測点は、予め測量設計業協会により設置され
ており、各班へ1、2名の現役測量士が付きっきりで平板
測量の技術指導をして頂いた。各班ごとのマイラーも測量
設計業協会に用意して頂いた。測量機器は学校側が用
意したものであったが、一部の班でアリダードの縮尺が異な
るなどの準備不足があり、また、ヘルメット、長靴なども学
校では十分な数を揃えることができなかったが、それぞれ
現場の判断で補って頂いた。当日は朝10:30に現地集合
し、昼食（弁当）休憩をはさんで午後3時ごろまで、現
場作業を行った。

3.　授業のねらいと効果
　国立長野高専環境都市工学科では測量のカリキュラ
ムに力を入れている。１年次に講義１コマ(1単位)、２年
次で講義2コマ(2単位)と実習4コマ(4単位)、３年次で
講義1コマ(1単位)と実習2コマ(2単位)の実に10単位
履修することが必須となっており、1単位の実授業時間を
22.5時間として計算すると、実に225時間を測量の教育
に充当していることになる。しかしながら、学校周辺の近
隣の住家や交通の過密化のため、測量実習を行える場
所は最近では学校敷地内の限られた場所でしかない。具
体的な対象物があまりない状況での授業が常態化してい

国指定重要文化財
牛伏川フランス式階段工を測量する！
～現場測量授業の試み～

国立長野高専　環境都市工学科教授　古本吉倫



7 8

た。一方、国立長野高専では学校行事として、3年生に
は毎年11月の上旬に現場見学の日が設けられており、観
光バスの手配も学校が行ってくれる。牛伏川階段工には、
一昨年前も現場見学として訪問していた。しかし今年は新
たな企画として牛伏川階段工を対象として実践型授業が
できないかと、土木・環境しなの技術支援センターに協力
を要請したところ、多くの協力が得られ、今回の現場測
量授業が実現した。実際に現場測量を行った学生の感想
を聞いたところ、「普段は学校の中だけで測量実習をして
いるが、現場に出るといろいろな体験ができてよかった。」、

「測量士の方に親切に教えていただいて貴重な経験だっ
た。将来の仕事として、測量技術を考えるきっかけとなる
かもしれない。」などの感想が寄せられた。

　平成25年度の南安曇農業高校測量実習が平成25年
10月24日(木)に開催しました。
　中信支部がこの事業に取り組むようになってから今年で
3年目ですが、それ以前から中信地域の地元業者が協力
して実施していたものを引き継いでおり、長年続けられて
きた学校支援です。
　会員各社の中には同窓生が何人もおり、第一線の測
量設計技術者として活躍しております。そうしたメンバーが
後輩を直接指導する機会でもあります。そういう意味で、
この測量実習は単に実務を教える時間というだけではなく、

先輩・後輩の貴重な交流の場にもなっていると思います。
厳しい経営環境が続く会員各社にとって、毎年の講師派
遣負担は決して軽いものではないはずですが、それでも全
社が協力してくれるのは、地元企業や先輩としての誇りや
気概があるからではないかと思います。
　今年も先生や安曇野建設事務所整備課の関係者が終
始見守る中、1日かけて、会員各社の技術者20名ほどが、
総勢39名の生徒達に、丁張り、平板測量、GNSS測
量の手ほどきをしました。また、その脇では会員有志が大
鍋に豚汁を手づくりし、昼食時に参加者全員に振舞うの
も恒例行事で、毎年その出来栄えを評価しあうのも楽しみ
のひとつとなっています。ちなみに今年は株式会社けいか
くのご好意により、豚汁作りの経験豊富な女性陣につくっ
ていただくことができ、大変好評でした。これが厳しい(？)
実習の中にも和やかなひとときを添え、参加者の交流も深
まっていると思います。
　南安曇農業高校は指導にあたる先生方のご尽力もあっ
て、測量設計の実務教育が非常にしっかりしている学校だ
と感じています。最近は建設業など、地元業界への就業者
も増えており、さらに専門教育を受けてから地元に戻ってき
たいという卒業生もいるようで、近い将来我が業界への若
手就労者の増加につながることが期待されます。
　最後になりましたが、直接指導にあたった中信支部の会
員諸氏に加え、安曇野建設事務所の関係各位並びに南
安曇農業高校の先生方による多大なご支援・ご指導のも
とに、この測量実習が無事終了できたことを感謝申し上げ
ます。

建設系学科高校生の就労支援事業
～南安曇農業高校測量実習～

技術委員会 副委員長　平林正守

参考文献
1) 「防災遺産 牛伏川の砂防」：牛伏鉢伏友の会、平成25年6月15日
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　長野国道事務所外２事務所との意見交換会を９月２５日
（水）国道事務所の会議室にて開催しました。
　会議は、柳谷哲長野国道事務所長と当協会の佐藤会
長のあいさつで始まり、長野国道事務所、国営アルプス
あづみの公園事務所、長野営繕事務所から入札制度、
事業及び次年度の事業展望等に関する情報提供を頂い
た後、地元企業の活用等をテーマに意見交換頂きました。
なお、この意見交換会は、建コン、補償コンとの合同意
見交換会です。
　また、当協会と県建設部の意見交換会を１０月２１日（月）
に長野保健福祉事務所の３階会議室にて開催しました。
　この会議は、県側（建設部）から西元技術管理室長
を始め、各課の幹部の皆さんと当協会理事及び各委員
会の正副委員長に参加いただき、協会から入札制度に関
する件、地域を支える調査設計業検討会議にて提案の
災害協定及び協会事業への支援等を提案し、ご意見を
頂きました。
　この会議が、突っ込んだ議論の場となったことに感謝と
意義を感じております。

　全国測量設計連合会の新年会（１月１７日（金）　東京：
測量年金会館）に併せて開催された「全測連全国会長
懇談会」において、都道府県測協を代表して当協会の
佐藤会長が講演を行いました。
　佐藤会長の講演内容は、協会がこの１年取り組んでき
た高校から大学において実施の出前講座、測量実習な
どの取り組みを通じ、若手技術者の就労支援に繋がれば
との活動、さらに測量・設計業界の啓発活動として実施
している小学生への出前授業等一連の取り組みをまとめ
「次世代を担う就労推進事業について」と題してお話し
された。
※ 講演内容をお知りになりたい方は、協会あてご連絡くだ

さい。

前橋市
長野市
長野市
東京都
辰野町
木曽町
長野市
宇都宮
安曇野市
安曇野市
伊那市
松本市
東京都
　〃
長野市
松本市
安曇野市
東京都
長野市
　〃
東京都
　〃
松本市
長野市
東京都
長野市
千葉市

日本測量協会研修会（参加）
長野国道事務所他２事務所との意見交換会
全国府県県産連会長会議
関東地区協代表者会議
測量の日（辰野東小学校６年生総合学習）
技術系高等学校等支援事業（木曽青峰高校）
県建設部（技術管理室）との意見交換会
第３１回地方県会議　(関東地区協議会）
技術系高等学校等支援事業（南安曇農業高校）
技術系高等学校等支援事業（南安曇農業高校）
技術系高等学校等支援事業（上伊那農業高校）
長野高専測量実習（牛伏川）
Ｇ空間ＥＸＰＯ（東京）
関東地区協代表者会議
公正取引員会講演会
法令遵守研修会（建設業・建産連）
技術系高等学校等支援事業（南安曇農業高校）
関東地区協代表者会議
地域を支える５協会長会議
地域を支える調査設計業検討会議（第２回）
関東地区協臨時総会
全国会長会議（全測連）※佐藤会長事例報告
記念講演会＋新年賀詞交換会
県建設部との懇談会（地域を支える５協会会長）
関東地方測量部との意見交換会（関東地区協）　
建設生産システム合理化推進協議会（建産連）
関東地区協代表者会議

9月 5・6日
 25日
 26日
 27日
10月 3日
 8日
 21日
 24・25日
 22日
 24日
 28日
11月 7日
 14・15日
 〃  　
 15日
 18日
 26日
12月 6日
 20日
 26日
 10日
 17日
 31日
2月 21日
 27日
3月 4日
 13・14日

□ 平成25年度下半期　協会の主な事業経緯

意見交換会について（関係行政機関） 全測連での活動報告
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　思い出せば中学時代、部活動で気になっていた写真部。
当時、その部はマニアの集まりと思われていた印象があり、
私自身興味があったもののその世界に入り込めない自分が
いた（写真部の方、ごめんなさい）。
　高校時代は、自分の教室の中に写真部の部屋があっ
て、クラスメイトに写真部の友人が居たが、なかなかの変人
で。。。　いつも髪型がナチュラル！（ドライヤーで整髪しない）
　それでも生物学ではいつも全国一位の成績！（偏差値
７５以上）　やっぱり写真部のメンバーはおかしい。。。　と
思う始末。他部員は彼女と共に部室に閉じこもり。。。（何を
していたのか）　それでも写真に関しては何か惹かれるもの
があった。
　そんな回想も薄れながら、そろそろデジタル一眼レフカメラ
を手に入れようと５年位前に購入を検討したが、欲しかった
ニコンのカメラが他社製品には備えていたセンサー（デジカ
メで一番の命の部分）ダストのゴミ取り機構が無く、購入に
は踏み切れなかった（今も他社メーカーに比べれば弱いみ
たい）。だがやっとその問題をクリアーし、２年前に型落ちで
安くなり狙っていたカメラ（確かNikon D300）を注文しよう
としたら、妻に撃沈。。。　「何に使うの？　いるの？」と何も
言い返せなく、あっけなく夢と希望は途切れた。
　それから時を隔て今年の１月、テレビのＣＭでキムタクが

「そろそろ、ちゃんと、一眼レフ。」、たまには良いこと言う
な～（言わされている？）とこのキャッチフレーズ（？）にも
後押しされ、妻への説得のもと、念願のデジタル一眼レフカ
メラを手に入れた。けれど見返りも大変だったが。。。
　購入後早速、自宅で試し撮り。解ってはいたが、まず
驚いたのは画質。コンパクトデジタルカメラ（以下「コンデ
ジ」）とは次元が何次元も違う。でも、扱いが難しい。撮
影モードがＰ（プログラムオート）、Ｓ（シャッター優先オート）、
Ａ（絞り優先オート）、Ｍ（マニュアル露出）のそれぞれのモー
ドを自らその時その場所その被写体の状況から判断して決
定し、主にはＦ値（絞り）、シャッタースピードおよびＩＳＯ感
度を決めて撮影する。この機能については、以前から一眼
レフもどきのネオ一眼で練習していたので意外にスムーズに
対応できて良かった。良くあるコンデジのAUTOモードもある
が、いらない。。。　と言うか買った意味がないし、他人に
渡して撮ってくださいと言える大きさ、重さ、値段でもない。
落とされたら泣くに泣けない。
　最初に揃えたレンズは、憧れのF2.8通し標準ズームレン
ズ（暗い所でも撮影し易く、ボケも綺麗で一般的に超高
価なレンズと言われる）の28-75mm、望遠ズームの28-
300mm、「The　標準レンズ」の異名を持つ単焦点50mm

（肉眼に近い画角）。ニコン製の純正レンズはすごく高い
ので安価な型落ちのサードパーティ製レンズで単焦点レンズ
以外は揃えた。ボディ以上にレンズの投資が高いと言うのは
知っていたが、特にフルサイズの一眼を買ったとあって良い
レンズを欲しくなる病にかかってしまい、残るは超広角レンズ
の16mm前後のレンズが欲しくなったが中々お高い。。。　
消費税が上がる前に購入したいができるかな。。。　無理だ
な。
　早く外での撮影の気持ちが早る中、息子に新幹線が見
たいと言われ、これは一眼デビューか！　と高まる気持ちを
抑えつつ、一緒に長野駅へ。当初は息子の写真だけ考え
ていたが甘かった、と言うかうれしかった。息子「あの電
車撮って！」、おお！撮るのか？　撮って良いのか？　撮るよ！　
うれしいよ！　これは「撮り鉄」か？　と憧れの鉄道写真も
撮影できた。鉄道写真にも昔から憧れがあったので、ちょっ
とは勉強していた撮影技法も役に立ったかな。長野新幹線
「あさま」は３月下旬から新型Ｅ７系の導入が決まっている
ので、撮影したメルパルク（私の結婚式の会場）を背景に
した「あさま」は、これから役目を終えていく現行車両の記
念になるなと、自分的には自画自賛の最高の写真になった。
後、信越本線もバッチリ、解像しまくりで撮影できた。これ
も息子のおかげかな。
　これから狙っている撮影ポイントはホクト文化ホール（長野
県県民文化会館）の北側銀杏の紅葉。あの時、毎日通
勤途中にこれを撮影したいと常に通る度に思い、あの美しさ
を撮影したらどうなるのか。。。　すごくワクワクしたし、恐ろ
しくなった、何が残るのか。それまでに、必要最低限の準
備をしておきたい。あ！　三脚が貧弱か。。。　コストは掛か
るがとにかくデジタル一眼レフカメラの魔力はすごいですね、
これぞ「写真」の本髄を見せてくれます。また、機会が
あれば皆さんに

「 塩見写真展 」
（？）をお見せした
いと思います。

　「となり蔵立ちゃ、わしゃ腹立つ」　腹が立つわけですか
ら土地の境界争いはすぐに始まり尽きる事がありません。
兄弟の時は、境界は「だいたいその石の辺りでいいよ・・・」
が、世代が代わると争いが始まり、大きな石の右か左か真
ん中かでもめます。

会 員 支 だ り部 よ

一眼レフカメラを手に
～長年の憧れに到着～

㈱こうそく　塩見 健太郎

筆界特定制度、早分かり
㈱ユーアール測量設計 代表取締役　川上陽次郎
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　隣り同士になった事がそもそもの原因なのでしょうか？とに
かくおもしろくなさそうです。
　もめる原因は永久境界杭がしっかり入っていないからなの
です。
　境界争いは、今まで裁判所・裁判官による、境界確定
訴訟・土地所有権確認訴訟で解決されてきました。解決
には期間が長期化しますし、費用もかかります。意地になっ
たりもしますので、上訴・上訴で最高裁判所までほとんどいっ
てしまいます。話し合いでの和解の解決は少ないのです。
　そこに5年前、不動産登記法・土地家屋調査士法の大
改正があり、境界から新たに「筆界（ひっかい）」という
言葉が正式に法律用語になりました。それをもとに筆界特
定制度と土地家屋調査士型ＡＤＲ（裁判外紛争解決制度）
ができました。ＡＤＲは早い解決、所有権まで解決した良い
制度なのですが、双方の合意がないと開始できず、あくま
でも話し合いによる解決（申立人・相手方）なのです。
　ここで登場する筆界特定制度（俗にヒットク制度）は、
主体が裁判所ではなく、法務省法務局、判断者は裁判
官ではなく、筆界特定登記官なのです。相談者が法務局
の法テラスの窓口に行き、もめているのですと相談しますと、
そこからこの筆界特定が始まります。
　筆界の調査は職権主義ですから、法務局の方で職権で
調査してくれます（ほどほどの費用はかかりますよ）。でも、
早くやってくれ、それが納得できない場合には、裁判所の
境界確定訴訟に移行します。
　筆界特定登記官は、あくまでも原始筆界にこだわるそう
です。
　思い切って（思い切らなくても）一度尋ねてみて下さい。
ぐっすり眠れるようになるかも(・・)しれません。　

　「大晦日は、朝からず～っと知り合いに頼まれたそばを打
つんだ。俺が練りまでやって、のしから切りまでは女房がや
るんだけど、頼まれた分を打つだけでヘトヘトになるよ」
　「それで我が家の年越しそばは、頼まれた蕎麦の耳の
端っこの寄せ集めなんだよ。年越しの蕎麦くらいは、真ん
中のイイところにしてもらいたいよな～！」
　これは、蕎麦道をほぼ究めつつある方（全麺協認定；
素人そば打ち段位 四段）を奥様に持つご主人のグチであ
ります。一年ほど前にお宅へお邪魔して、無理を言って奥
様に蕎麦打ちを教えていただきながらご主人に伺った話で
す。

　お二人が結婚した当初は、奥様は蕎麦を打てなかったそ
うです。ご主人は既に経験があったので、その頃は主導権
を握っておられて、「俺の女房なら蕎麦打ちくらい覚えろよ。」
と言われた事がきっかけで、奥様は蕎麦打ち教室へ通わ
れたそうです。しかし当初の目的はすぐに達成されて、教
室へ数回通う頃から奥様の才能が開花してしまい、ご主人
を差し置いてメキメキ腕を上げられ、今や蕎麦に関する権
限は全て奥様が握っておられる様子でした。
　でも、ご主人もまんざらではなさそうで、ご自宅の離れに
蕎麦打ち道場を作ったり、全国各地で開催される昇段試
験やボランティア活動の時には道具をすべて運んであげたり
と、奥様の上達に嬉 と々されている様子もうかがえました。
　お話を伺い、おいしい蕎麦とお酒と手間をかけた肴をた
らふく頂戴してから帰る代行の中で、「…今日の○○社長
の話は“グチ”じゃなくて“ノロケ”かな～。蕎麦打ちは
ご夫婦共通の趣味で、夫婦円満の秘訣だってことを俺に
教えてくれたんだ…」と、納得した次第です。
　ところで、中信支部の社長さんたちの約半数はご自分で
蕎麦を打たれます。しかも、支部会での雑談を伺っている
と、概して、ご自分で打たれない方の方が見聞は広く評論
は辛口で…　既に評論家として蕎麦道を極められた観の
方も…。
　支部メンバーの中で蕎麦打ち経験の一番未熟な私は、
諸先輩とウンチクを語るために、一昨年から５畝ほどの畑に
ソバの栽培を始めました。しかも、春ソバと秋ソバの二期作
で！！　その甲斐あって、この頃は支部会での話題にも少し
は付いていけるようになりました。
　拙宅では、妻が時々「お父さんのソバが食べたいな～」
と言います。それは、「今日は夕食の支度をサボりたいな～」
とほぼ同じ意味だということは解っているのですが、口車に
載せられて二週間に一回くらいは家庭サービスをします。○
○社長のお宅と違って、うちの妻はソバが打ちあがるまでは
手を出しません。…茹でるのと食べるのは手伝ってくれま
すが…　これでも共通の趣味と言えるのかどうか解りません
が、夫唱婦随ならぬ婦唱夫随で出来上がるソバを、製粉
屋が上手だとか“つゆ”がイマイチだとか話しながら一緒に
食べるのも悪くないかと思っています。
　“蕎麦道を究める”という題は、私が中信支部長から「次
回の“支部だより”はオネガイね」と言われてグズッテいる
時に、横を通った佐藤会長がズバリご指示くださいました。
　今回、“お題”指定で記事を書く機会を頂いたおかげで、
単に自分の趣味だと思っていた蕎麦打ちに意味があること
に気が付きました。今の私にとって『蕎麦道を究める』とは、
<<< ソバをネタにして、夫婦仲良く・細く・長く暮らして行く
こと >>> となりそうです。
　佐藤会長が期待されたオチとは方向違いの感もあります
が、ソフトランディングで結びとさせていただきます。最後ま

蕎麦道を究める
― 妻が有段者に成ってしまった
　 夫へのインタビューから ―

㈱山光測舎　　白澤　一清
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でお読みいただきありがとうございました。

追伸
　インタビューは1年以上前のことで、記憶もボケております
し、脚色もしてあります。個人情報保護の観点からも、く
れぐれも〇〇社長の探索はなさらないようにお願いいたしま
す。また、今後の拙宅の夫婦円満度についても、全くお
気にされませんよう、強く、お願いいたします。

　諏訪湖が誕生して以来、繰り返し目撃されてきたのであ
ろう神秘の自然現象「御神渡り」。
　御神渡りについての公式記録でもっとも古い時代のもの
は、室町時代で諏訪神社の神官が幕府へ報告された文
章だそうです。以後、1682年から2014年(現在)に亘り
御神渡り帳により、気象記録が残され受け継がれてきまし
た。
　最近の記録によると地球温暖化や諏訪湖の富栄養化に
よる水温上昇による影響で冬でも全面結氷する日が減り、
御神渡りを見られない年が多くなっています。
　1990年以降、24年の間で御神渡りが確認された年は８
回と少なく御神渡りもなかなか見ることができなくなりました。

御神渡りのしくみ
① 諏訪地方に氷点下の日

が続き、氷点下10度前
後の日が何日にもわたる。

②諏訪湖が全面結氷する。
③ 更に①が数日続くと夜間

の冷え込みで氷が収縮し
て表面に裂け目ができる。

④ 裂け目に湖の水が上がり
新しい氷となる。

⑤ 翌日、気温が上昇すると収縮していた氷が膨張し、その
圧力により薄くて弱い新しい氷の両側にかかり氷が破壊
され、前にできた氷の上にせり上がる。

　 この現象が繰り返されると一本の道筋となるというわけで
す。

　御神渡りが見られる湖は少なく、本州で本格的に見られ
るのは諏訪湖だけで諏訪湖独自の現象と言われる諏訪の
七不思議の一つとなっています。又、諏訪大社上社の男
神が下社の女神のもとへ渡る恋の道であるというロマンチッ
クな言い伝えがあり、結氷の早い年は豊作、御神渡りが
出来た方向で下社方向の時は豊作などと占いにもつかわ

れてきました。
　諏訪周辺に住む人達と密接な関係にある諏訪湖、そこ
に起こる自然現象 ｢御神渡り｣ が子供の時代も見られるよ
うに守りたいものです。

　もう直入社して1年が経とうとしている。就職が決まった
のは、専門学校を卒業する1ヶ月前だった。就職先が決ま
らず、フリーターかなと思っていたところに、高校の恩師か
ら「測量に興味はないか。」と電話がかかってきた。今ま
で触れたことのない分野であったし、どんな仕事かも漠然と
イメージすることしかできなかった。強いて言うなら、街中で
何かの機械を覗いている人。といった感じだった。少し迷
いはしましたが、面接をお願いしました。面接で説明を受け
ても、相変わらず測量にいついてはよくわからなかった。し
かし、この会社の社員の人間性に惹かれるものがありました。
　今は測量という仕事がどんなものなのかは少しわかってき
た。環境調査の現場、補償の現場なども体験しました。こ
れらの体験の中で思い切ってチャレンジし、去年は2級ビ
オトープ管理士計画部門の試験に合格しました。今年は、
測量士補試験に向けて勉強をしている最中である。経験と
しては1年足らず、試験勉強は独学です。本命のこの資
格試験に合格しなくてはと思います。
　この1年を通じてひとつ確信したことがある。それは、最
初に感じた人間性です。この会社の社員の方は皆、魅力
のある人たちで、わからないことは聞けば、めんどうくさがら
ず教えてくれる。そして常に気にかけてくれる。それは、思
いやる気持ちからだと思う。だから心地良いと感じることが
出来ました。
　入社して1年、今からこんなことを考えるのは変な話だと
思うが、新しい人が入ってきたら、私がこの1年先輩たちに
接してもらったように、思いやりの心で接していきたいと思っ
ている。理由は単純明快、私がそうされて嬉しかったから
である。今の先輩たちのような魅力ある人になれるよう、仕
事も頼ってもらえるよう勉強していきたいと思っています。そ
して、私がこの会社に入ってくれてよかったと、先輩たちに
認めてもらえるよう
一生懸命頑張って
いきたいです。
　不思議な魅力が
この会社にはありま
す。私は、この会
社に入ってよかった
と思っています。

1年経った今
㈱協同コンサル　　小林　拓弘

御神渡りからみる気候の変化
㈱アルプス　名取　洋史

会 員 支 だ り部 よ
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TEL.026（263）0656

TEL.026（221）4330

TEL.026（221）5866

TEL.026（217）4220

TEL.026（243）8822

TEL.026（248）1241

TEL.026（228）4456

TEL.026（292）7838

TEL.026（226）7033

TEL.026（283）2304

TEL.026（246）9037

TEL.0267（62）8261

TEL.0267（82）6698

TEL.0267（68）4788

TEL.0267（63）7890

TEL.0268（62）1700

TEL.0267（23）6001

TEL.0268（25）1047

TEL.0268（24）8230

TEL.0267（62）7701

TEL.0267（22）8841

TEL.0264（23）2695

TEL.0261（22）4575

TEL.0263（72）7217

TEL.0263（48）0480

TEL.0264（23）2433

TEL.0263（64）2073

TEL.0263（46）5225

TEL.0261（22）9851

FAX.026（284）4237

FAX.026（254）7169

FAX.026（292）8181

FAX.026（244）0626

FAX.026（238）2369

FAX.026（243）5965

FAX.026（228）8858

FAX.026（252）5228

FAX.026（285）5222

FAX.026（263）1390

FAX.026（221）8991

FAX.026（221）5101

FAX.026（217）4228

FAX.026（243）0329

FAX.026（248）8735

FAX.026（228）4450

FAX.026（292）7839

FAX.026（226）8033

FAX.026（283）2305

FAX.026（248）4146

FAX.0267（62）1822

FAX.0267（82）6761

FAX.0267（68）5133

FAX.0267（63）7891

FAX.0268（62）2721

FAX.0267（25）5842

FAX.0268（25）5563

FAX.0268（24）8353

FAX.0267（62）6459

FAX.0267（22）2856

FAX.0264（24）2695

FAX.0261（22）0698

FAX.0263（73）0501

FAX.0263（48）0009

FAX.0264（24）2780

FAX.0263（64）4079

FAX.0263（46）5154

FAX.0261（23）3577 

arch@kg7.so-net.ne.jp

ito-suv@vmail.plala.or.jp

uchida.s@vesta.ocn.ne.jp

ntec@coral.ocn.ne.jp

eud@eud.co.jp

yamamoto-y@kyoei-sv.net

EIGYO@kyo-soku.co.jp

h-hilow10@silk.plala.or.jp

info@k-kousoku.jp

kokudost@k-kanri.co.jp

kokudo-s@kokudo-s.co.jp

sanei@janis.or.jp

info@sunkankyo.co.jp

info@sankyo-gk.jp

s_survey@avis.ne.jp

webmaster@daieisc.co.jp

chousoku@mx1.avis.ne.jp

naka-s-n@mx1.avis.ne.jp

ngckk@avis.ne.jp

info@meiwa-sv.com

asama-eg@sas.janis.or.jp

etc@rose.ocn.nejp

souwa@lily.ocn.ne.jp

info@time-inc.jp

sato@taiyoeng.co.jp

info@nissoku.com

fujigkn@fgnetwork.co.jp

msc06@e-misuzu.com

info@k-moteki.com

ur-sv@ctknet.ne.jp

asukae@plum.ocn.ne.jp

info@aen.co.jp

info@akconsul.com

andoh@kkandoh.co.jp

kokuhara@fancy.ocn.ne.jp

kanaissj@dh.mbn.or.jp

kei@po.mcci.or.jp

sanko@lily.ocn.ne.jp

〒399-8301

〒390-0851

〒390-0852

〒390-1701

〒390-0221

〒390-1241

〒390-0841

〒390-0852

〒390-1242

〒399-8304

〒394-0031

〒395-0822

〒395-0004

〒396-0022

〒395-0801

〒395-0154

〒395-0071

〒395-0151

〒399-4431

〒399-4431

〒393-0047

〒399-1504

〒399-4117

〒399-4115

〒395-0806

〒399-4117

〒396-0014

〒392-0015

〒395-0046

〒396-0012

〒399-4117

〒395-0003

〒396-0026

〒399-5607

〒381-0024

〒380-0913

〒381-0037

安曇野市穂高有明 3908-2

松本市島内 3939-3

松本市大字島立 1080-6

松本市梓川倭 3085-1

松本市大字里山辺 1823-4

松本市大字新村 2326

松本市渚 2-5-6

松本市大字島立 1080-7

松本市大字和田 3584

安曇野市穂高柏原 1019-1

岡谷市田中町　1-4-26

飯田市松尾寺所　7343

飯田市上郷黒田　5843

伊那市御園　1298-2

飯田市鼎中平　2887-1

飯田市下殿岡　206

飯田市今宮町4-20

飯田市北方 1313-2

伊那市西春近 9099

伊那市西春近下島 2875-3

諏訪郡下諏訪町西赤砂 4348-9

下伊那郡阿南町西條 775-1

駒ヶ根市赤穂 1378-2

駒ヶ根市上穂栄町 13-7

飯田市鼎上山 4040-1

駒ヶ根市赤穂 16705-9

伊那市狐島 4012

諏訪市大字中洲 5689-5

飯田市扇町 17

伊那市上新田 2557-1

駒ヶ根市赤穂 14616-67

飯田市上郷別府 182-1

伊那市西町 5845-1

木曽郡上松町大字小川袖畑 1988

長野市南長池 498-1

長野市川合新田（長野アークス）

長野市西和田1-27-9

TEL.0263（83）5880

TEL.0263（47）7536

TEL.0263（47）8631

TEL.0263（78）5522

TEL.0263（32）7320

TEL.0263（47）7677

TEL.0263（26）6470

TEL.0263（47）6501

TEL.0263（58）0039

TEL.0263（82）8458

TEL.0266（22）5514

TEL.0265（22）0100

TEL.0265（23）5793

TEL.0265（72）3966

TEL.0265（24）1079

TEL.0265（25）8855

TEL.0265（23）3666

TEL.0265（22）9585

TEL.0265（72）6458

TEL.0265（72）3704

TEL.0266（27）7111

TEL.0260（22）3452

TEL.0265（82）2328

TEL.0265（83）4865

TEL.0265（23）1522

TEL.0265（85）4517

TEL.0265（78）8111

TEL.0266（53）4383

TEL.0265（53）4808

TEL.0265（72）1126

TEL.0265（83）7744

TEL.0265（23）3000

TEL.0265（78）7533

TEL.0264（52）3812

TEL.026（221）4101

TEL.026（228）4221

TEL.026（251）0510

FAX.0263（83）5881

FAX.0263（47）7537

FAX.0263（47）8632

FAX.0263（78）5533

FAX.0263（32）7229

FAX.0263（47）6503

FAX.0263（27）2614

FAX.0263（47）4742

FAX.0263（58）3690

FAX.0263（82）4186

FAX.0266（22）5524

FAX.0265（22）0541

FAX.0265（22）4555

FAX.0265（72）4105

FAX.0265（24）1078

FAX.0265（25）8860

FAX.0265（23）3680

FAX.0265（22）8320

FAX.0265（72）6499

FAX.0265（72）3746

FAX.0266（27）7138

FAX.0260（22）3346

FAX.0265（82）5052

FAX.0265（83）9728

FAX.0265（23）4810

FAX.0265（85）4518

FAX.0265（78）8112

FAX.0266（52）0985

FAX.0265（53）4809

FAX.0265（78）0434

FAX.0265（83）7745

FAX.0265（22）6546

FAX.0265（78）6742

FAX.0264（52）4605

FAX.026（221）5313

FAX.026（224）1953

FAX.026（251）0500

v-taisei@mx2.avis.ne.jp

chisoku@po.mcci.or.jp

kikaku@ccer.co.jp

chubu-ar@mx１.avis.ne.jp

kk.tns@vega.ocn.ne.jp

soumu@naganogiken.co.jp

info@nikkenc.co.jp

soumu@fukashi-survey.jp

info@kkmatsusoku.co.jp

mizuho-eng@mzh-eng.co.jp

alps@cocoa.plala.or.jp

daihyo@iicon.co.jp

idosokuryou@sunny.ocn.ne.jp

i7so9@rose.ocn.ne.jp

eiwa1@crocus.ocn.ne.jp

soumu@kc-osahime.co.jp

o-c-s@giga.ocn.ne.jp

takeda@gkc.co.jp

rep@kitakuni.co.jp

kitasoku@cocoa.ocn.ne.jp

mail@kyoucon.co.jp

kobayashi@kobacon.co.jp

jissokuinfo@tea.ocn.ne.jp

tanaka@k-zensin.co.jp

t_sk@tohsoku.co.jp

nakatass@valley.ne.jp

bbsoku@valley.ne.jp

yamashou@po17.lcv.ne.jp

ykss@valley.ne.jp

rizai@aurora.ocn.ne.jp

info@land-lab.co.jp

gis@reisui.co.jp

r_ito@cc-wide.co.jp

kiso@itcnet.co.jp

webmaster@itoh.co.jp

info@yamauchikk.co.jp

info@kc-d.co.jp
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アーチコンサルタンツ㈱　丸山 幹夫

㈱伊藤測量設計　伊藤　裕

㈱内田測量　内田 哲郎

㈲エヌ・テック　中沢 清光

環境都市設計㈱　 伴野 節男

㈱共栄測量設計社　山本 芳照 （副支部長）

㈱協同測量社　中澤 健爾

黒田整地開発㈱　黒田　博

㈱こうそく　塩見 健太郎 （新規事業委員）

国土監理㈱　安藤 邦雄

㈱国土設計　駒村 信夫

㈲三栄測地　監事　峯村　茂

㈱サン環境計画　宮島 邦彦

三共技研㈱　村澤 修二

㈲須高測量　上原 康夫 （理事兼総務広報委員長）

㈱ダイエー測量設計　山本 知佳 （技術委員）

㈲長測技術　小林 善治

㈲中村測量設計事務所　中村 利通 （総務広報委員）

長野技研コンサルタント㈱　柳沢 洋一 （理事兼支部長兼新規事業委員長）

明和測量設計㈱　山本 武利

㈱浅間エンジニアリング　安原 隆雄 （理事兼支部長）

㈲イー・ティー・シー企画　畠山 主一郎 （総務広報委員）

㈱総和コンサル　小林 勝明 （副支部長）

㈲タイム社　福島 敬和

㈱タイヨーエンジニヤ　佐藤 芳明 （会長）

日測設計㈱　大井 英俊 （新規事業委員）

㈱フジ技研　井出 一彦

㈱みすず綜合コンサルタント　増沢 延男

㈱モテキ　小池 文人 （技術委員）

㈱ユーアール測量設計　川上 陽次郎

㈱アスカエンジニア　深澤 臣夫    

㈱アズミエンジニヤ　吉竹 行仁 （総務広報副委員長）

㈱あづみ野開発コンサル　赤羽 明彦

㈱アンドー　平林 正守 （技術副委員長）

㈲奥原測量設計事務所　奥原 一吉

㈲金井測量設計事務所　金井 治夫 （副支部長）

㈱けいかく　太田 大三

㈱山光測舎　白澤 一清

大成測量設計㈱　下里　守 （副会長）

㈱地図測量　伊藤　敏

㈱中央工研　矢ヶ崎 恒夫

中部測量㈱　中村 高行

㈱中部日本測量社　今井 久一

㈱長野技研　山本 和明 （副支部長）

㈱日研コンサル　井戸 和則 （理事兼技術委員長兼支部長）

深志測量㈱　横山 敏雪

㈱松本測量　中谷　修

㈱ミズホエンジニア　中村　功

㈱アルプス　名取 洋史

㈱飯田コンサルタント　下平 勝史 （技術委員）

㈲井戸測量　大平 俊家

㈱伊那測量　守屋 美喜男 （副支部長）

栄和測量㈱　矢澤 久実

㈱長姫　森脇 修郎

長姫調査設計㈱　藤澤 輝夫

技建開発㈱　武井 清彦

㈱北国コンサル　北原 正人 （総務広報委員）

㈱北測　北原 さだ子

㈱協同コンサル　中村 國彦

㈱小林コンサルタント　小林 佳人

㈱ジッソク　溝口　實 （副会長）

㈱ゼンシン　田中 洋治 （理事兼支部長）

㈱藤測　松村 政計

㈱ナカタ　唐木 暢彦

馬場測量設計㈱　中山 芳文

㈱山庄コンサル　庄司 吉郎 （副支部長）

㈲吉川測量設計事務所　杉江　敬

㈱理財　佐々木 宣久

㈱緑地計画　福澤　浩 （新規事業副委員長）

㈱嶺水　小山 忠孝 （副支部長）

㈱ワイド　加納 一憲

㈱石田技術コンサルタンツ木曽支店（支店長）　新山 春雄 

㈱いとう　徳武 福司

山内商事㈱　山内 信広

カシヨ㈱　清水 光朗

〒381-2204

〒380-0928

〒388-8004

〒381-0042

〒380-0815

〒381-0012

〒380-8577

〒381-0012

〒381-2205

〒381-0025

〒380-0912

〒380-0912

〒380-0903

〒381-0043

〒382-0025

〒380-0905

〒380-8008

〒380-0943

〒381-2204

〒382-0054

〒385-0051

〒384-0304

〒385-0016

〒385-0051

〒389-0512

〒384-0016

〒386-0002

〒386-1102

〒385-0051

〒384-0027

〒397-0001

〒398-0002

〒399-8205

〒390-0851

〒397-0002

〒399-7402

〒390-0303

〒398-0003

長野市真島町真島 792-1

長野市若里3丁目 10-10

長野市篠ノ井会 13-3

長野市稲田 3-37-12 横山ビル2F

長野市鶴賀田町 2396-1

長野市大字柳原 344-3

長野市安茂里 671

長野市柳原 1494-7

長野市青木島町大塚 1113

長野市大字北長池 1756-1

長野市稲葉日詰沖 1783-1

長野市稲葉日詰沖 1783-1

長野市鶴賀 54-4

長野市吉田 2-4-37

須坂市大字豊丘 4-2

長野市大字鶴賀 9-9

長野市合戦場 2丁目137-4

長野市大字安茂里 1823

長野市真島町真島 1292

須坂市大字小山高梨 2503-1

佐久市大字中込 3764-1

佐久市北川 525-11

佐久市大字鳴瀬 1131-1

佐久市中込 2813

東御市滋野乙 1302

小諸市八幡町 1-4-16

上田市住吉 104-1

上田市上田原 1073-4

佐久市大字中込 3421-50

小諸市六供 1-3-17

木曽郡木曽町福島 2637-1

大町市大町 1882-1

安曇野市豊科 2568-1

松本市島内 3481-1

木曽郡木曽町新開 2662-1

松本市会田 706-1

松本市浅間温泉 1-29-25

大町市社 6268-1

TEL.026（284）8860

TEL.026（254）7154

TEL.026（292）0539

TEL.026（244）0699

TEL.026（238）2368

TEL.026（243）5549

TEL.026（226）5691

TEL.026（217）2776

TEL.026（285）5221

TEL.026（263）0656

TEL.026（221）4330

TEL.026（221）5866

TEL.026（217）4220

TEL.026（243）8822

TEL.026（248）1241

TEL.026（228）4456

TEL.026（292）7838

TEL.026（226）7033

TEL.026（283）2304

TEL.026（246）9037

TEL.0267（62）8261

TEL.0267（82）6698

TEL.0267（68）4788

TEL.0267（63）7890

TEL.0268（62）1700

TEL.0267（23）6001

TEL.0268（25）1047

TEL.0268（24）8230

TEL.0267（62）7701

TEL.0267（22）8841

TEL.0264（23）2695

TEL.0261（22）4575

TEL.0263（72）7217

TEL.0263（48）0480

TEL.0264（23）2433

TEL.0263（64）2073

TEL.0263（46）5225

TEL.0261（22）9851

FAX.026（284）4237

FAX.026（254）7169

FAX.026（292）8181

FAX.026（244）0626

FAX.026（238）2369

FAX.026（243）5965

FAX.026（228）8858

FAX.026（252）5228

FAX.026（285）5222

FAX.026（263）1390

FAX.026（221）8991

FAX.026（221）5101

FAX.026（217）4228

FAX.026（243）0329

FAX.026（248）8735

FAX.026（228）4450

FAX.026（292）7839

FAX.026（226）8033

FAX.026（283）2305

FAX.026（248）4146

FAX.0267（62）1822

FAX.0267（82）6761

FAX.0267（68）5133

FAX.0267（63）7891

FAX.0268（62）2721

FAX.0267（25）5842

FAX.0268（25）5563

FAX.0268（24）8353

FAX.0267（62）6459

FAX.0267（22）2856

FAX.0264（24）2695

FAX.0261（22）0698

FAX.0263（73）0501

FAX.0263（48）0009

FAX.0264（24）2780

FAX.0263（64）4079

FAX.0263（46）5154

FAX.0261（23）3577 

arch@kg7.so-net.ne.jp

ito-suv@vmail.plala.or.jp

uchida.s@vesta.ocn.ne.jp

ntec@coral.ocn.ne.jp

eud@eud.co.jp

yamamoto-y@kyoei-sv.net

EIGYO@kyo-soku.co.jp

h-hilow10@silk.plala.or.jp

info@k-kousoku.jp

kokudost@k-kanri.co.jp

kokudo-s@kokudo-s.co.jp

sanei@janis.or.jp

info@sunkankyo.co.jp

info@sankyo-gk.jp

s_survey@avis.ne.jp

webmaster@daieisc.co.jp

chousoku@mx1.avis.ne.jp

naka-s-n@mx1.avis.ne.jp

ngckk@avis.ne.jp

info@meiwa-sv.com

asama-eg@sas.janis.or.jp

etc@rose.ocn.nejp

souwa@lily.ocn.ne.jp

info@time-inc.jp

sato@taiyoeng.co.jp

info@nissoku.com

fujigkn@fgnetwork.co.jp

msc06@e-misuzu.com

info@k-moteki.com

ur-sv@ctknet.ne.jp

asukae@plum.ocn.ne.jp

info@aen.co.jp

info@akconsul.com

andoh@kkandoh.co.jp

kokuhara@fancy.ocn.ne.jp

kanaissj@dh.mbn.or.jp

kei@po.mcci.or.jp

sanko@lily.ocn.ne.jp

〒399-8301

〒390-0851

〒390-0852

〒390-1701

〒390-0221

〒390-1241

〒390-0841

〒390-0852

〒390-1242

〒399-8304

〒394-0031

〒395-0822

〒395-0004

〒396-0022

〒395-0801

〒395-0154

〒395-0071

〒395-0151

〒399-4431

〒399-4431

〒393-0047

〒399-1504

〒399-4117

〒399-4115

〒395-0806

〒399-4117

〒396-0014

〒392-0015

〒395-0046

〒396-0012

〒399-4117

〒395-0003

〒396-0026

〒399-5607

〒381-0024

〒380-0913

〒381-0037

安曇野市穂高有明 3908-2

松本市島内 3939-3

松本市大字島立 1080-6

松本市梓川倭 3085-1

松本市大字里山辺 1823-4

松本市大字新村 2326

松本市渚 2-5-6

松本市大字島立 1080-7

松本市大字和田 3584

安曇野市穂高柏原 1019-1

岡谷市田中町　1-4-26

飯田市松尾寺所　7343

飯田市上郷黒田　5843

伊那市御園　1298-2

飯田市鼎中平　2887-1

飯田市下殿岡　206

飯田市今宮町4-20

飯田市北方 1313-2

伊那市西春近 9099

伊那市西春近下島 2875-3

諏訪郡下諏訪町西赤砂 4348-9

下伊那郡阿南町西條 775-1

駒ヶ根市赤穂 1378-2

駒ヶ根市上穂栄町 13-7

飯田市鼎上山 4040-1

駒ヶ根市赤穂 16705-9

伊那市狐島 4012

諏訪市大字中洲 5689-5

飯田市扇町 17

伊那市上新田 2557-1

駒ヶ根市赤穂 14616-67

飯田市上郷別府 182-1

伊那市西町 5845-1

木曽郡上松町大字小川袖畑 1988

長野市南長池 498-1

長野市川合新田（長野アークス）

長野市西和田1-27-9

TEL.0263（83）5880

TEL.0263（47）7536

TEL.0263（47）8631

TEL.0263（78）5522

TEL.0263（32）7320

TEL.0263（47）7677

TEL.0263（26）6470

TEL.0263（47）6501

TEL.0263（58）0039

TEL.0263（82）8458

TEL.0266（22）5514

TEL.0265（22）0100

TEL.0265（23）5793

TEL.0265（72）3966

TEL.0265（24）1079

TEL.0265（25）8855

TEL.0265（23）3666

TEL.0265（22）9585

TEL.0265（72）6458

TEL.0265（72）3704

TEL.0266（27）7111

TEL.0260（22）3452

TEL.0265（82）2328

TEL.0265（83）4865

TEL.0265（23）1522

TEL.0265（85）4517

TEL.0265（78）8111

TEL.0266（53）4383

TEL.0265（53）4808

TEL.0265（72）1126

TEL.0265（83）7744

TEL.0265（23）3000

TEL.0265（78）7533

TEL.0264（52）3812

TEL.026（221）4101

TEL.026（228）4221

TEL.026（251）0510

FAX.0263（83）5881

FAX.0263（47）7537

FAX.0263（47）8632

FAX.0263（78）5533

FAX.0263（32）7229

FAX.0263（47）6503

FAX.0263（27）2614

FAX.0263（47）4742

FAX.0263（58）3690

FAX.0263（82）4186

FAX.0266（22）5524

FAX.0265（22）0541

FAX.0265（22）4555

FAX.0265（72）4105

FAX.0265（24）1078

FAX.0265（25）8860

FAX.0265（23）3680

FAX.0265（22）8320

FAX.0265（72）6499

FAX.0265（72）3746

FAX.0266（27）7138

FAX.0260（22）3346

FAX.0265（82）5052

FAX.0265（83）9728

FAX.0265（23）4810

FAX.0265（85）4518

FAX.0265（78）8112

FAX.0266（52）0985

FAX.0265（53）4809

FAX.0265（78）0434

FAX.0265（83）7745

FAX.0265（22）6546

FAX.0265（78）6742

FAX.0264（52）4605

FAX.026（221）5313

FAX.026（224）1953

FAX.026（251）0500

v-taisei@mx2.avis.ne.jp

chisoku@po.mcci.or.jp

kikaku@ccer.co.jp

chubu-ar@mx１.avis.ne.jp

kk.tns@vega.ocn.ne.jp

soumu@naganogiken.co.jp

info@nikkenc.co.jp

soumu@fukashi-survey.jp

info@kkmatsusoku.co.jp

mizuho-eng@mzh-eng.co.jp

alps@cocoa.plala.or.jp

daihyo@iicon.co.jp

idosokuryou@sunny.ocn.ne.jp

i7so9@rose.ocn.ne.jp

eiwa1@crocus.ocn.ne.jp

soumu@kc-osahime.co.jp

o-c-s@giga.ocn.ne.jp

takeda@gkc.co.jp

rep@kitakuni.co.jp

kitasoku@cocoa.ocn.ne.jp

mail@kyoucon.co.jp

kobayashi@kobacon.co.jp

jissokuinfo@tea.ocn.ne.jp

tanaka@k-zensin.co.jp

t_sk@tohsoku.co.jp

nakatass@valley.ne.jp

bbsoku@valley.ne.jp

yamashou@po17.lcv.ne.jp

ykss@valley.ne.jp

rizai@aurora.ocn.ne.jp

info@land-lab.co.jp

gis@reisui.co.jp

r_ito@cc-wide.co.jp

kiso@itcnet.co.jp

webmaster@itoh.co.jp

info@yamauchikk.co.jp

info@kc-d.co.jp
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会　員　名　簿
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会  員  名　（代表者名） 所  在  地 電話番号 / FAX 番号
E-mail

支
部 会  員  名　（代表者名） 所  在  地 電話番号 / FAX 番号

E-mail
支
部

中  

信  

支  

部

　

アーチコンサルタンツ㈱　丸山 幹夫

㈱伊藤測量設計　伊藤　裕

㈱内田測量　内田 哲郎

㈲エヌ・テック　中沢 清光

環境都市設計㈱　 伴野 節男

㈱共栄測量設計社　山本 芳照 （副支部長）

㈱協同測量社　中澤 健爾

黒田整地開発㈱　黒田　博

㈱こうそく　塩見 健太郎 （新規事業委員）

国土監理㈱　安藤 邦雄

㈱国土設計　駒村 信夫

㈲三栄測地　監事　峯村　茂

㈱サン環境計画　宮島 邦彦

三共技研㈱　村澤 修二

㈲須高測量　上原 康夫 （理事兼総務広報委員長）

㈱ダイエー測量設計　山本 知佳 （技術委員）

㈲長測技術　小林 善治

㈲中村測量設計事務所　中村 利通 （総務広報委員）

長野技研コンサルタント㈱　柳沢 洋一 （理事兼支部長兼新規事業委員長）

明和測量設計㈱　山本 武利

㈱浅間エンジニアリング　安原 隆雄 （理事兼支部長）

㈲イー・ティー・シー企画　畠山 主一郎 （総務広報委員）

㈱総和コンサル　小林 勝明 （副支部長）

㈲タイム社　福島 敬和

㈱タイヨーエンジニヤ　佐藤 芳明 （会長）

日測設計㈱　大井 英俊 （新規事業委員）

㈱フジ技研　井出 一彦

㈱みすず綜合コンサルタント　増沢 延男

㈱モテキ　小池 文人 （技術委員）

㈱ユーアール測量設計　川上 陽次郎

㈱アスカエンジニア　深澤 臣夫    

㈱アズミエンジニヤ　吉竹 行仁 （総務広報副委員長）

㈱あづみ野開発コンサル　赤羽 明彦

㈱アンドー　平林 正守 （技術副委員長）

㈲奥原測量設計事務所　奥原 一吉

㈲金井測量設計事務所　金井 治夫 （副支部長）

㈱けいかく　太田 大三

㈱山光測舎　白澤 一清

大成測量設計㈱　下里　守 （副会長）

㈱地図測量　伊藤　敏

㈱中央工研　矢ヶ崎 恒夫

中部測量㈱　中村 高行

㈱中部日本測量社　今井 久一

㈱長野技研　山本 和明 （副支部長）

㈱日研コンサル　井戸 和則 （理事兼技術委員長兼支部長）

深志測量㈱　横山 敏雪

㈱松本測量　中谷　修

㈱ミズホエンジニア　中村　功

㈱アルプス　名取 洋史

㈱飯田コンサルタント　下平 勝史 （技術委員）

㈲井戸測量　大平 俊家

㈱伊那測量　守屋 美喜男 （副支部長）

栄和測量㈱　矢澤 久実

㈱長姫　森脇 修郎

長姫調査設計㈱　藤澤 輝夫

技建開発㈱　武井 清彦

㈱北国コンサル　北原 正人 （総務広報委員）

㈱北測　北原 さだ子

㈱協同コンサル　中村 國彦

㈱小林コンサルタント　小林 佳人

㈱ジッソク　溝口　實 （副会長）

㈱ゼンシン　田中 洋治 （理事兼支部長）

㈱藤測　松村 政計

㈱ナカタ　唐木 暢彦

馬場測量設計㈱　中山 芳文

㈱山庄コンサル　庄司 吉郎 （副支部長）

㈲吉川測量設計事務所　杉江　敬

㈱理財　佐々木 宣久

㈱緑地計画　福澤　浩 （新規事業副委員長）

㈱嶺水　小山 忠孝 （副支部長）

㈱ワイド　加納 一憲

㈱石田技術コンサルタンツ木曽支店（支店長）　新山 春雄 

㈱いとう　徳武 福司

山内商事㈱　山内 信広

カシヨ㈱　清水 光朗

〒381-2204

〒380-0928

〒388-8004

〒381-0042

〒380-0815

〒381-0012

〒380-8577

〒381-0012

〒381-2205

〒381-0025

〒380-0912

〒380-0912

〒380-0903

〒381-0043

〒382-0025

〒380-0905

〒380-8008

〒380-0943

〒381-2204

〒382-0054

〒385-0051

〒384-0304

〒385-0016

〒385-0051

〒389-0512

〒384-0016

〒386-0002

〒386-1102

〒385-0051

〒384-0027

〒397-0001

〒398-0002

〒399-8205

〒390-0851

〒397-0002

〒399-7402

〒390-0303

〒398-0003

長野市真島町真島 792-1

長野市若里3丁目 10-10

長野市篠ノ井会 13-3

長野市稲田 3-37-12 横山ビル2F

長野市鶴賀田町 2396-1

長野市大字柳原 344-3

長野市安茂里 671

長野市柳原 1494-7

長野市青木島町大塚 1113

長野市大字北長池 1756-1

長野市稲葉日詰沖 1783-1

長野市稲葉日詰沖 1783-1

長野市鶴賀 54-4

長野市吉田 2-4-37

須坂市大字豊丘 4-2

長野市大字鶴賀 9-9

長野市合戦場 2丁目137-4

長野市大字安茂里 1823

長野市真島町真島 1292

須坂市大字小山高梨 2503-1

佐久市大字中込 3764-1

佐久市北川 525-11

佐久市大字鳴瀬 1131-1

佐久市中込 2813

東御市滋野乙 1302

小諸市八幡町 1-4-16

上田市住吉 104-1

上田市上田原 1073-4

佐久市大字中込 3421-50

小諸市六供 1-3-17

木曽郡木曽町福島 2637-1

大町市大町 1882-1

安曇野市豊科 2568-1

松本市島内 3481-1

木曽郡木曽町新開 2662-1

松本市会田 706-1

松本市浅間温泉 1-29-25

大町市社 6268-1

TEL.026（284）8860

TEL.026（254）7154

TEL.026（292）0539

TEL.026（244）0699

TEL.026（238）2368

TEL.026（243）5549

TEL.026（226）5691

TEL.026（217）2776

TEL.026（285）5221

TEL.026（263）0656

TEL.026（221）4330

TEL.026（221）5866

TEL.026（217）4220

TEL.026（243）8822

TEL.026（248）1241

TEL.026（228）4456

TEL.026（292）7838

TEL.026（226）7033

TEL.026（283）2304

TEL.026（246）9037

TEL.0267（62）8261

TEL.0267（82）6698

TEL.0267（68）4788

TEL.0267（63）7890

TEL.0268（62）1700

TEL.0267（23）6001

TEL.0268（25）1047

TEL.0268（24）8230

TEL.0267（62）7701

TEL.0267（22）8841

TEL.0264（23）2695

TEL.0261（22）4575

TEL.0263（72）7217

TEL.0263（48）0480

TEL.0264（23）2433

TEL.0263（64）2073

TEL.0263（46）5225

TEL.0261（22）9851

FAX.026（284）4237

FAX.026（254）7169

FAX.026（292）8181

FAX.026（244）0626

FAX.026（238）2369

FAX.026（243）5965

FAX.026（228）8858

FAX.026（252）5228

FAX.026（285）5222

FAX.026（263）1390

FAX.026（221）8991

FAX.026（221）5101

FAX.026（217）4228

FAX.026（243）0329

FAX.026（248）8735

FAX.026（228）4450

FAX.026（292）7839

FAX.026（226）8033

FAX.026（283）2305

FAX.026（248）4146

FAX.0267（62）1822

FAX.0267（82）6761

FAX.0267（68）5133

FAX.0267（63）7891

FAX.0268（62）2721

FAX.0267（25）5842

FAX.0268（25）5563

FAX.0268（24）8353

FAX.0267（62）6459

FAX.0267（22）2856

FAX.0264（24）2695

FAX.0261（22）0698

FAX.0263（73）0501

FAX.0263（48）0009

FAX.0264（24）2780

FAX.0263（64）4079

FAX.0263（46）5154

FAX.0261（23）3577 

arch@kg7.so-net.ne.jp

ito-suv@vmail.plala.or.jp

uchida.s@vesta.ocn.ne.jp

ntec@coral.ocn.ne.jp

eud@eud.co.jp

yamamoto-y@kyoei-sv.net

EIGYO@kyo-soku.co.jp

h-hilow10@silk.plala.or.jp

info@k-kousoku.jp

kokudost@k-kanri.co.jp

kokudo-s@kokudo-s.co.jp

sanei@janis.or.jp

info@sunkankyo.co.jp

info@sankyo-gk.jp

s_survey@avis.ne.jp

webmaster@daieisc.co.jp

chousoku@mx1.avis.ne.jp

naka-s-n@mx1.avis.ne.jp

ngckk@avis.ne.jp

info@meiwa-sv.com

asama-eg@sas.janis.or.jp

etc@rose.ocn.nejp

souwa@lily.ocn.ne.jp

info@time-inc.jp

sato@taiyoeng.co.jp

info@nissoku.com

fujigkn@fgnetwork.co.jp

msc06@e-misuzu.com

info@k-moteki.com

ur-sv@ctknet.ne.jp

asukae@plum.ocn.ne.jp

info@aen.co.jp

info@akconsul.com

andoh@kkandoh.co.jp

kokuhara@fancy.ocn.ne.jp

kanaissj@dh.mbn.or.jp

kei@po.mcci.or.jp

sanko@lily.ocn.ne.jp

〒399-8301

〒390-0851

〒390-0852

〒390-1701

〒390-0221

〒390-1241

〒390-0841

〒390-0852

〒390-1242

〒399-8304

〒394-0031

〒395-0822

〒395-0004

〒396-0022

〒395-0801

〒395-0154

〒395-0071

〒395-0151

〒399-4431

〒399-4431

〒393-0047

〒399-1504

〒399-4117

〒399-4115

〒395-0806

〒399-4117

〒396-0014

〒392-0015

〒395-0046

〒396-0012

〒399-4117

〒395-0003

〒396-0026

〒399-5607

〒381-0024

〒380-0913

〒381-0037

安曇野市穂高有明 3908-2

松本市島内 3939-3

松本市大字島立 1080-6

松本市梓川倭 3085-1

松本市大字里山辺 1823-4

松本市大字新村 2326

松本市渚 2-5-6

松本市大字島立 1080-7

松本市大字和田 3584

安曇野市穂高柏原 1019-1

岡谷市田中町　1-4-26

飯田市松尾寺所　7343

飯田市上郷黒田　5843

伊那市御園　1298-2

飯田市鼎中平　2887-1

飯田市下殿岡　206

飯田市今宮町4-20

飯田市北方 1313-2

伊那市西春近 9099

伊那市西春近下島 2875-3

諏訪郡下諏訪町西赤砂 4348-9

下伊那郡阿南町西條 775-1

駒ヶ根市赤穂 1378-2

駒ヶ根市上穂栄町 13-7

飯田市鼎上山 4040-1

駒ヶ根市赤穂 16705-9

伊那市狐島 4012

諏訪市大字中洲 5689-5

飯田市扇町 17

伊那市上新田 2557-1

駒ヶ根市赤穂 14616-67

飯田市上郷別府 182-1

伊那市西町 5845-1

木曽郡上松町大字小川袖畑 1988

長野市南長池 498-1

長野市川合新田（長野アークス）

長野市西和田1-27-9

TEL.0263（83）5880

TEL.0263（47）7536

TEL.0263（47）8631

TEL.0263（78）5522

TEL.0263（32）7320

TEL.0263（47）7677

TEL.0263（26）6470

TEL.0263（47）6501

TEL.0263（58）0039

TEL.0263（82）8458

TEL.0266（22）5514

TEL.0265（22）0100

TEL.0265（23）5793

TEL.0265（72）3966

TEL.0265（24）1079

TEL.0265（25）8855

TEL.0265（23）3666

TEL.0265（22）9585

TEL.0265（72）6458

TEL.0265（72）3704

TEL.0266（27）7111

TEL.0260（22）3452

TEL.0265（82）2328

TEL.0265（83）4865

TEL.0265（23）1522

TEL.0265（85）4517

TEL.0265（78）8111

TEL.0266（53）4383

TEL.0265（53）4808

TEL.0265（72）1126

TEL.0265（83）7744

TEL.0265（23）3000

TEL.0265（78）7533

TEL.0264（52）3812

TEL.026（221）4101

TEL.026（228）4221

TEL.026（251）0510

FAX.0263（83）5881

FAX.0263（47）7537

FAX.0263（47）8632

FAX.0263（78）5533

FAX.0263（32）7229

FAX.0263（47）6503

FAX.0263（27）2614

FAX.0263（47）4742

FAX.0263（58）3690

FAX.0263（82）4186

FAX.0266（22）5524

FAX.0265（22）0541

FAX.0265（22）4555

FAX.0265（72）4105

FAX.0265（24）1078

FAX.0265（25）8860

FAX.0265（23）3680

FAX.0265（22）8320

FAX.0265（72）6499

FAX.0265（72）3746

FAX.0266（27）7138

FAX.0260（22）3346

FAX.0265（82）5052

FAX.0265（83）9728

FAX.0265（23）4810

FAX.0265（85）4518

FAX.0265（78）8112

FAX.0266（52）0985

FAX.0265（53）4809

FAX.0265（78）0434

FAX.0265（83）7745

FAX.0265（22）6546

FAX.0265（78）6742

FAX.0264（52）4605

FAX.026（221）5313

FAX.026（224）1953

FAX.026（251）0500

v-taisei@mx2.avis.ne.jp

chisoku@po.mcci.or.jp

kikaku@ccer.co.jp

chubu-ar@mx１.avis.ne.jp

kk.tns@vega.ocn.ne.jp

soumu@naganogiken.co.jp

info@nikkenc.co.jp

soumu@fukashi-survey.jp

info@kkmatsusoku.co.jp

mizuho-eng@mzh-eng.co.jp

alps@cocoa.plala.or.jp

daihyo@iicon.co.jp

idosokuryou@sunny.ocn.ne.jp

i7so9@rose.ocn.ne.jp

eiwa1@crocus.ocn.ne.jp

soumu@kc-osahime.co.jp

o-c-s@giga.ocn.ne.jp

takeda@gkc.co.jp

rep@kitakuni.co.jp

kitasoku@cocoa.ocn.ne.jp

mail@kyoucon.co.jp

kobayashi@kobacon.co.jp

jissokuinfo@tea.ocn.ne.jp

tanaka@k-zensin.co.jp

t_sk@tohsoku.co.jp

nakatass@valley.ne.jp

bbsoku@valley.ne.jp

yamashou@po17.lcv.ne.jp

ykss@valley.ne.jp

rizai@aurora.ocn.ne.jp

info@land-lab.co.jp

gis@reisui.co.jp

r_ito@cc-wide.co.jp

kiso@itcnet.co.jp

webmaster@itoh.co.jp

info@yamauchikk.co.jp

info@kc-d.co.jp
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会  員  名　（代表者名） 所  在  地 電話番号 / FAX 番号
E-mail

支
部 会  員  名　（代表者名） 所  在  地 電話番号 / FAX 番号

E-mail
支
部

中  

信  

支  

部

　

アーチコンサルタンツ㈱　丸山 幹夫

㈱伊藤測量設計　伊藤　裕

㈱内田測量　内田 哲郎

㈲エヌ・テック　中沢 清光

環境都市設計㈱　 伴野 節男

㈱共栄測量設計社　山本 芳照 （副支部長）

㈱協同測量社　中澤 健爾

黒田整地開発㈱　黒田　博

㈱こうそく　塩見 健太郎 （新規事業委員）

国土監理㈱　安藤 邦雄

㈱国土設計　駒村 信夫

㈲三栄測地　監事　峯村　茂

㈱サン環境計画　宮島 邦彦

三共技研㈱　村澤 修二

㈲須高測量　上原 康夫 （理事兼総務広報委員長）

㈱ダイエー測量設計　山本 知佳 （技術委員）

㈲長測技術　小林 善治

㈲中村測量設計事務所　中村 利通 （総務広報委員）

長野技研コンサルタント㈱　柳沢 洋一 （理事兼支部長兼新規事業委員長）

明和測量設計㈱　山本 武利

㈱浅間エンジニアリング　安原 隆雄 （理事兼支部長）

㈲イー・ティー・シー企画　畠山 主一郎 （総務広報委員）

㈱総和コンサル　小林 勝明 （副支部長）

㈲タイム社　福島 敬和

㈱タイヨーエンジニヤ　佐藤 芳明 （会長）

日測設計㈱　大井 英俊 （新規事業委員）

㈱フジ技研　井出 一彦

㈱みすず綜合コンサルタント　増沢 延男

㈱モテキ　小池 文人 （技術委員）

㈱ユーアール測量設計　川上 陽次郎

㈱アスカエンジニア　深澤 臣夫    

㈱アズミエンジニヤ　吉竹 行仁 （総務広報副委員長）

㈱あづみ野開発コンサル　赤羽 明彦

㈱アンドー　平林 正守 （技術副委員長）

㈲奥原測量設計事務所　奥原 一吉

㈲金井測量設計事務所　金井 治夫 （副支部長）

㈱けいかく　太田 大三

㈱山光測舎　白澤 一清

大成測量設計㈱　下里　守 （副会長）

㈱地図測量　伊藤　敏

㈱中央工研　矢ヶ崎 恒夫

中部測量㈱　中村 高行

㈱中部日本測量社　今井 久一

㈱長野技研　山本 和明 （副支部長）

㈱日研コンサル　井戸 和則 （理事兼技術委員長兼支部長）

深志測量㈱　横山 敏雪

㈱松本測量　中谷　修

㈱ミズホエンジニア　中村　功

㈱アルプス　名取 洋史

㈱飯田コンサルタント　下平 勝史 （技術委員）

㈲井戸測量　大平 俊家

㈱伊那測量　守屋 美喜男 （副支部長）

栄和測量㈱　矢澤 久実

㈱長姫　森脇 修郎

長姫調査設計㈱　藤澤 輝夫

技建開発㈱　武井 清彦

㈱北国コンサル　北原 正人 （総務広報委員）

㈱北測　北原 さだ子

㈱協同コンサル　中村 國彦

㈱小林コンサルタント　小林 佳人

㈱ジッソク　溝口　實 （副会長）

㈱ゼンシン　田中 洋治 （理事兼支部長）

㈱藤測　松村 政計

㈱ナカタ　唐木 暢彦

馬場測量設計㈱　中山 芳文

㈱山庄コンサル　庄司 吉郎 （副支部長）

㈲吉川測量設計事務所　杉江　敬

㈱理財　佐々木 宣久

㈱緑地計画　福澤　浩 （新規事業副委員長）

㈱嶺水　小山 忠孝 （副支部長）

㈱ワイド　加納 一憲

㈱石田技術コンサルタンツ木曽支店（支店長）　新山 春雄 

㈱いとう　徳武 福司

山内商事㈱　山内 信広

カシヨ㈱　清水 光朗

〒381-2204

〒380-0928

〒388-8004

〒381-0042

〒380-0815

〒381-0012

〒380-8577

〒381-0012

〒381-2205

〒381-0025

〒380-0912

〒380-0912

〒380-0903

〒381-0043

〒382-0025

〒380-0905

〒380-8008

〒380-0943

〒381-2204

〒382-0054

〒385-0051

〒384-0304

〒385-0016

〒385-0051

〒389-0512

〒384-0016

〒386-0002

〒386-1102

〒385-0051

〒384-0027

〒397-0001

〒398-0002

〒399-8205

〒390-0851

〒397-0002

〒399-7402

〒390-0303

〒398-0003

長野市真島町真島 792-1

長野市若里3丁目 10-10

長野市篠ノ井会 13-3

長野市稲田 3-37-12 横山ビル2F

長野市鶴賀田町 2396-1

長野市大字柳原 344-3

長野市安茂里 671

長野市柳原 1494-7

長野市青木島町大塚 1113

長野市大字北長池 1756-1

長野市稲葉日詰沖 1783-1

長野市稲葉日詰沖 1783-1

長野市鶴賀 54-4

長野市吉田 2-4-37

須坂市大字豊丘 4-2

長野市大字鶴賀 9-9

長野市合戦場 2丁目137-4

長野市大字安茂里 1823

長野市真島町真島 1292

須坂市大字小山高梨 2503-1

佐久市大字中込 3764-1

佐久市北川 525-11

佐久市大字鳴瀬 1131-1

佐久市中込 2813

東御市滋野乙 1302

小諸市八幡町 1-4-16

上田市住吉 104-1

上田市上田原 1073-4

佐久市大字中込 3421-50

小諸市六供 1-3-17

木曽郡木曽町福島 2637-1

大町市大町 1882-1

安曇野市豊科 2568-1

松本市島内 3481-1

木曽郡木曽町新開 2662-1

松本市会田 706-1

松本市浅間温泉 1-29-25

大町市社 6268-1

TEL.026（284）8860

TEL.026（254）7154

TEL.026（292）0539

TEL.026（244）0699

TEL.026（238）2368

TEL.026（243）5549

TEL.026（226）5691

TEL.026（217）2776

TEL.026（285）5221

TEL.026（263）0656

TEL.026（221）4330

TEL.026（221）5866

TEL.026（217）4220

TEL.026（243）8822

TEL.026（248）1241

TEL.026（228）4456

TEL.026（292）7838

TEL.026（226）7033

TEL.026（283）2304

TEL.026（246）9037

TEL.0267（62）8261

TEL.0267（82）6698

TEL.0267（68）4788

TEL.0267（63）7890

TEL.0268（62）1700

TEL.0267（23）6001

TEL.0268（25）1047

TEL.0268（24）8230

TEL.0267（62）7701

TEL.0267（22）8841

TEL.0264（23）2695

TEL.0261（22）4575

TEL.0263（72）7217

TEL.0263（48）0480

TEL.0264（23）2433

TEL.0263（64）2073

TEL.0263（46）5225

TEL.0261（22）9851

FAX.026（284）4237

FAX.026（254）7169

FAX.026（292）8181

FAX.026（244）0626

FAX.026（238）2369

FAX.026（243）5965

FAX.026（228）8858

FAX.026（252）5228

FAX.026（285）5222

FAX.026（263）1390

FAX.026（221）8991

FAX.026（221）5101

FAX.026（217）4228

FAX.026（243）0329

FAX.026（248）8735

FAX.026（228）4450

FAX.026（292）7839

FAX.026（226）8033

FAX.026（283）2305

FAX.026（248）4146

FAX.0267（62）1822

FAX.0267（82）6761

FAX.0267（68）5133

FAX.0267（63）7891

FAX.0268（62）2721

FAX.0267（25）5842

FAX.0268（25）5563

FAX.0268（24）8353

FAX.0267（62）6459

FAX.0267（22）2856

FAX.0264（24）2695

FAX.0261（22）0698

FAX.0263（73）0501

FAX.0263（48）0009

FAX.0264（24）2780

FAX.0263（64）4079

FAX.0263（46）5154

FAX.0261（23）3577 

arch@kg7.so-net.ne.jp

ito-suv@vmail.plala.or.jp

uchida.s@vesta.ocn.ne.jp

ntec@coral.ocn.ne.jp

eud@eud.co.jp

yamamoto-y@kyoei-sv.net

EIGYO@kyo-soku.co.jp

h-hilow10@silk.plala.or.jp

info@k-kousoku.jp

kokudost@k-kanri.co.jp

kokudo-s@kokudo-s.co.jp

sanei@janis.or.jp

info@sunkankyo.co.jp

info@sankyo-gk.jp

s_survey@avis.ne.jp

webmaster@daieisc.co.jp

chousoku@mx1.avis.ne.jp

naka-s-n@mx1.avis.ne.jp

ngckk@avis.ne.jp

info@meiwa-sv.com

asama-eg@sas.janis.or.jp

etc@rose.ocn.nejp

souwa@lily.ocn.ne.jp

info@time-inc.jp

sato@taiyoeng.co.jp

info@nissoku.com

fujigkn@fgnetwork.co.jp

msc06@e-misuzu.com

info@k-moteki.com

ur-sv@ctknet.ne.jp

asukae@plum.ocn.ne.jp

info@aen.co.jp

info@akconsul.com

andoh@kkandoh.co.jp

kokuhara@fancy.ocn.ne.jp

kanaissj@dh.mbn.or.jp

kei@po.mcci.or.jp

sanko@lily.ocn.ne.jp

〒399-8301

〒390-0851

〒390-0852

〒390-1701

〒390-0221

〒390-1241

〒390-0841

〒390-0852

〒390-1242

〒399-8304

〒394-0031

〒395-0822

〒395-0004

〒396-0022

〒395-0801

〒395-0154

〒395-0071

〒395-0151

〒399-4431

〒399-4431

〒393-0047

〒399-1504

〒399-4117

〒399-4115

〒395-0806

〒399-4117

〒396-0014

〒392-0015

〒395-0046

〒396-0012

〒399-4117

〒395-0003

〒396-0026

〒399-5607

〒381-0024

〒380-0913

〒381-0037

安曇野市穂高有明 3908-2

松本市島内 3939-3

松本市大字島立 1080-6

松本市梓川倭 3085-1

松本市大字里山辺 1823-4

松本市大字新村 2326

松本市渚 2-5-6

松本市大字島立 1080-7

松本市大字和田 3584

安曇野市穂高柏原 1019-1

岡谷市田中町　1-4-26

飯田市松尾寺所　7343

飯田市上郷黒田　5843

伊那市御園　1298-2

飯田市鼎中平　2887-1

飯田市下殿岡　206

飯田市今宮町4-20

飯田市北方 1313-2

伊那市西春近 9099

伊那市西春近下島 2875-3

諏訪郡下諏訪町西赤砂 4348-9

下伊那郡阿南町西條 775-1

駒ヶ根市赤穂 1378-2

駒ヶ根市上穂栄町 13-7

飯田市鼎上山 4040-1

駒ヶ根市赤穂 16705-9

伊那市狐島 4012

諏訪市大字中洲 5689-5

飯田市扇町 17

伊那市上新田 2557-1

駒ヶ根市赤穂 14616-67

飯田市上郷別府 182-1

伊那市西町 5845-1

木曽郡上松町大字小川袖畑 1988

長野市南長池 498-1

長野市川合新田（長野アークス）

長野市西和田1-27-9

TEL.0263（83）5880

TEL.0263（47）7536

TEL.0263（47）8631

TEL.0263（78）5522

TEL.0263（32）7320

TEL.0263（47）7677

TEL.0263（26）6470

TEL.0263（47）6501

TEL.0263（58）0039

TEL.0263（82）8458

TEL.0266（22）5514

TEL.0265（22）0100

TEL.0265（23）5793

TEL.0265（72）3966

TEL.0265（24）1079

TEL.0265（25）8855

TEL.0265（23）3666

TEL.0265（22）9585

TEL.0265（72）6458

TEL.0265（72）3704

TEL.0266（27）7111

TEL.0260（22）3452

TEL.0265（82）2328

TEL.0265（83）4865

TEL.0265（23）1522

TEL.0265（85）4517

TEL.0265（78）8111

TEL.0266（53）4383

TEL.0265（53）4808

TEL.0265（72）1126

TEL.0265（83）7744

TEL.0265（23）3000

TEL.0265（78）7533

TEL.0264（52）3812

TEL.026（221）4101

TEL.026（228）4221

TEL.026（251）0510

FAX.0263（83）5881

FAX.0263（47）7537

FAX.0263（47）8632

FAX.0263（78）5533

FAX.0263（32）7229

FAX.0263（47）6503

FAX.0263（27）2614

FAX.0263（47）4742

FAX.0263（58）3690

FAX.0263（82）4186

FAX.0266（22）5524

FAX.0265（22）0541

FAX.0265（22）4555

FAX.0265（72）4105

FAX.0265（24）1078

FAX.0265（25）8860

FAX.0265（23）3680

FAX.0265（22）8320

FAX.0265（72）6499

FAX.0265（72）3746

FAX.0266（27）7138

FAX.0260（22）3346

FAX.0265（82）5052

FAX.0265（83）9728

FAX.0265（23）4810

FAX.0265（85）4518

FAX.0265（78）8112

FAX.0266（52）0985

FAX.0265（53）4809

FAX.0265（78）0434

FAX.0265（83）7745

FAX.0265（22）6546

FAX.0265（78）6742

FAX.0264（52）4605

FAX.026（221）5313

FAX.026（224）1953

FAX.026（251）0500

v-taisei@mx2.avis.ne.jp

chisoku@po.mcci.or.jp

kikaku@ccer.co.jp

chubu-ar@mx１.avis.ne.jp

kk.tns@vega.ocn.ne.jp

soumu@naganogiken.co.jp

info@nikkenc.co.jp

soumu@fukashi-survey.jp

info@kkmatsusoku.co.jp

mizuho-eng@mzh-eng.co.jp

alps@cocoa.plala.or.jp

daihyo@iicon.co.jp

idosokuryou@sunny.ocn.ne.jp

i7so9@rose.ocn.ne.jp

eiwa1@crocus.ocn.ne.jp

soumu@kc-osahime.co.jp

o-c-s@giga.ocn.ne.jp

takeda@gkc.co.jp

rep@kitakuni.co.jp

kitasoku@cocoa.ocn.ne.jp

mail@kyoucon.co.jp

kobayashi@kobacon.co.jp

jissokuinfo@tea.ocn.ne.jp

tanaka@k-zensin.co.jp

t_sk@tohsoku.co.jp

nakatass@valley.ne.jp

bbsoku@valley.ne.jp

yamashou@po17.lcv.ne.jp

ykss@valley.ne.jp

rizai@aurora.ocn.ne.jp

info@land-lab.co.jp

gis@reisui.co.jp

r_ito@cc-wide.co.jp

kiso@itcnet.co.jp

webmaster@itoh.co.jp

info@yamauchikk.co.jp

info@kc-d.co.jp
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※協会の役職については、この5月が改選期ですので通常総会までとなります。



グループ保険共済制度グループ保険共済制度グループ保険共済制度グループ保険共済制度
グループ保険共済制度

万一の時（死亡･高度障害）の
安心のために！！

※制度内容の詳細については、パンフレットをご確認ください。

傷害共済制度

身近な不慮の事故への
補償のために！！

医療保障保険制度

病気やケガによる入院の
保障のために！！

重病克服支援制度

三大疾病の治療費のために！！

全  測  連

（お問い合わせ先）一般社団法人 長野県測量設計業協会　TEL.026-233-5078
（代  表  契  約  者）一般社団法人 全国測量設計業協会連合会

お 申 込 み、お 問 い 合 わ せ は
長測協までご連絡をお願いします。

充実した
4 つ の
総　　合
保障制度

　今年の２月は、関東甲信越地方を中心に過去最深積雪の記録を大幅に上回る大雪となり、国道
18号線碓氷峠周辺、又、国道20号線茅野市から富士見町までの間で車が数百台が立往生しました。
長野発名古屋行きのワイドビューしなのが途中の藪原駅で停止したまま動かなくなり、車内に２泊する事
態に。又、ビニールハウスの倒壊、損傷等で農作物が多大な被害を受けました。皆さんも会社、自宅
での雪かきに大変ご苦労されたことと思います。一日も早い桜の便りが待ち遠しいこの頃です。
　さて、今年は「午年」であり、測量ともいささか関係しています。子午線とは、北極と南極を通る大
円のことで、経線とも言います。北が「子(ね)」、南が「午(うま)」と呼んでいたことに由来するそうです。
　会員をはじめ多くの皆様の協力により発行できましたことに、委員一同感謝の気持ちでいっぱいです。
厚く御礼申しあげます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務広報委員会

編集
後記

〒380-0838 長野市南長野県町484-1（センターボア702）
TEL.026-233-5078 FAX.026-233-5089

http://www.chosokkyo.jp/
E-mail : chosokyo@seagreen.ocn.ne.jp

一般社団法人 長野県測量設計業協会

　現在決定しております主な事業・行事は、下記予定で実
施します。
　なお、一部に会場及び開催時間が未定の事業があります
が、決定次第協会のホームページ等でお知らせします。

１）第４５回通常総会（平成２６年度）
　  日時：平成２６年５月１４日（水）午後～（時間未定）
　  会場：長野市内（ホテル国際２１）

２）平成２６年度　災害復旧技術者講習会
　  日時：平成２６年５月２６日（月）９時３０分～１６時３０分
　  会場：松本市内（松本勤労者福祉センター 大会議室）

３）平成２６年度　研修会（第１回）
　  ・コンプライアンスの研修会（約１時間）
　  ・技術研修会（継続教育）（約２時間）
　  日時：平成２６年６月１９日（木）１３時３０分～１６時３０分
　  会場：長野市内（TOiGO ３F大学習室１）

４）平成２６年度　研修会（第２回）
　  ・技術研修会（基準点測量Ｂ課程第１部）
　  ※ この研修会は、平成２６年度と翌２７年度当初（第1

四半期内実施）の２年計画で実施する予定。
　  開催日：平成２６年９月２５日（木）～１０月１日（水）の
　　　　    ７日間連続
　  会　場：松本または諏訪にて開催予定（会場未定）
　　※ 研修会は、ＴＳ基準点測量及びＧＮＳＳ基準点測量

の認定試験を含みます。
　　※受講者数に限りがあり２５名規模です。

協会からのお知らせ！


