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　新年あけましておめでとうございます。
　皆さまにおかれましては、ご健勝にて新年をお迎えのこ
とと心からお慶び申し上げます。
　旧年中は当協会に対し格別のご支援ご協力を賜りまし
た行政機関をはじめ関係者各位に紙面をもって厚くお礼
申し上げます。
　さて、昨年を顧みますと、関東・東北豪雨による北関東
での堤防決壊、口永良部島を始め箱根、阿蘇等の噴火・
地震と相変わらず自然災害の猛威に悩まされた１年であ
りました。
　一方で、わが業界を取り巻く状況として、株高円安を背
景に大企業の好調な業績が伝えられる一方で、その効果
が地方に波及しないジレンマを感じております。
　業界では、公共事業の事業量の拡大と経営環境、労働
環境の改善を掲げ県の入札制度の改善に向け、１１月に
阿部知事、西沢県議会議長への要望を行い、会員の厳し
い経営実態を訴えるなかで、業界の喫緊の課題である技
術者の減少、若手技術者の育成、雇用への連携した取り
組みをお願いして参りました。
　特に、労働環境の改善では、一昨年末に県北部を襲っ
た神城断層地震の災害復旧調査を豪雪地で雪と闘いな
がら協会一丸となって短期間での取り組んだ実績を強調
し、技術者の高齢化の実態を訴えて参りました。
　さて、この１年の協会活動は、会員の皆様の積極的な
地域・社会貢献活動にあったと思っております。
　まず、５月に千曲川・犀川総合水防演習への参加、
１０月末松本で開催の地域イベント「ものづくりフェア」
への出展、安曇野市への経緯度標の寄贈、さらに１年を
通じ県立歴史館と共同事業として取り組んできた絵図の
解析研究等協会として積極的に地域社会において活動し
て参りました。
　その成果の一つが、１２月１９日から県立歴史館で開
催されております企画展「地図の明治維新」であります。
この企画展は、一昨年の１０月に県立歴史館との共同研
究協定に基づき県立歴史館所蔵する絵図を一枚一枚解
析・研究された方々の努力を発現する場となっております。

　また、協会独自事業として実施の出前講座、測量実習
など教育機関等と連携しての若手技術者の育成、確保に
向けた積極的な取り組みもしておりますが、技術者の高
齢化、減少を容易に改善できる社会・経済環境下になく、
常に不安を覚えながら社業はもとより、協会の活動となっ
ていることに危機感を募らせております。
　この様な環境下ではありますが、測量、設計分野での
目覚ましい技術革新への対応と会員の意識改革に向け
た講習会、研修会等も積極的に行っており、会員のみなさ
んの技術研鑽の場として引き続き対応してまいる所存で
あります。
　特に、例年多くの方にご聴講頂いております災害復旧
技術者講習会は、県の公共３部門（建設、農政、林務）か
ら講師派遣頂き、内容に厚みが出て参りました。
　この様に行事、事業を実施する中で、平成２７年度を一
つの区切りとして協会の歩むべき方向性を打ち出したく、
会員各位に協会運営方針を問いたくアンケートを実施しま
した。その結果、現法人への移行時点に掲げ実施して来
た現事業・運営方針を引き続き堅持する方向でご賛同頂
きましたので、より多くの会員の皆様に協会活動に参加
頂き、その活動が活かせる協会事業となるよう積極的に
協会活動を推進して参ります。
　また、公共事業を経営の核とする我が業界にとって、行
政機関の発注業務をどう受注できるかが、極めて重要で
あり、行政が打ち出す手法に一喜一憂しておりますが、本
年も前年度同様にあらゆる機会を活用し、業界の実態、
取り組みを訴えて参る所存あります。
我々受注者は、地域の企業としての責務を忘れることな
く、自主性と責任を抱きながら日々努力し、信頼のいただ
ける協会を目指して参りますので、一層のご支援ご鞭撻を
お願い申し上げます。
　また、会員各位におかれましては、協会員としての使命
と精神のもと、力強いご支援ご協力をお願いします。
最後になりましたが、本年も幸多い年となりますよう、ご
祈念申し上げ新年のあいさつと致します。

会長あいさつ
一般社団法人
長野県測量設計業協会 代表理事

佐藤 芳明
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　測量、設計業界は、高度成長と共に発展してきたが、バブル経済の破綻以降、様々な課題に直面しており、その１

つに次代を託す若手技術者不足があります。

　今回、協会広報誌の発行を機に、次代を担う若手土木技術者にお集まりいただき、夢や希望を語って頂く中で、将

来故郷信州で働いていただくことを願いながらお話しを頂きました。

　座談会に参加頂いた長野高専環境都市工学科の皆さんとは、ここ数年来実施しの「信州の土木遺産」を題材とし

た現場実習を支援させて頂いていることを縁にお願いをしました。加えて、当協会に所属の企業で働く高専の先輩

にも参加頂いての座談会としました。

　司会は、県建設部建設政策課技術管理室長として、若手技術者の育成・雇用に精力的なお取り組みをされている

田下昌志さんにお願いをしました。

田下室長（以下：田下）
本日の進行を務めさせていただ
きます長野県建設部建設政策
課技術管理室の田下昌志です。
まず、皆さんにお伺いします。
測量設計業について、ご存知で
すか？　
資料として、県の総合戦略と今日
の座談会のため用意した事業の「計画と調査」、さらに

「業界が抱える課題等」の資料に基づいて、測量・設計
業の役割について説明します。

近年、施設の長寿命化対策や災害復旧の調査等公共
事業での役割の重要性が増してきています。
その中で、業界の技術者は、年々高齢化が進んでいる。
小さな町村では、技術職員が居ないことからこの業界
に業務を補っていただいています。
それでは、最初に、既に社会人として頑張っておられる
先輩から自己紹介を兼ね、高専を選ばれた理由をご紹
介いただきます。
森野さん、そして和田さんお願いします。

森野和幸「国土監理㈱勤務」（以下：森野）
森野和幸と申します。３２歳になりました。

若手土木技術者と語る！ 

特別企画

田下室長



3 4

この職業への動機ですが、学校への思いは特にありま
せんでしたが、他より入学試験が早いことから受験しま
した。就職にあたっては、担任の
永藤教授からコンサルは大変だ
とお聴きしていた。
現在、測量、設計等に係り、忙し
い中で、何かが出来ること形にな
ることを励みに頑張っている。仕
事が３月に集中し休みもままなら
ないこともあるが、ともかく今は楽しい！

和田加代「長野技研コンサルタント㈱勤務」（以下：和田）
和田加代と申します、平成１２卒です。
高専は、女性が少ないことから少し考えることもありま
したが、姉がこの学校におりましたので入学することに
は抵抗はありませんでした。

 最近はそんなことはありません。 by 古本

高専に入ることで、ものづくりに携わり、何か見つけら
れたらなとの思いがありました。

入学あたり、自分でものづくりと
して、何が出来たら嬉しいかなと
考えた時、一番目に見えるもの、
それは構造物かとの思いで環境
都市工学科を希望した。
現地で測量して、それが絵にな
り、そこに計画を加え、形になる

　　　　　　　　　  のが楽しく感じております。
地元が長野市なので、家から通えること、現場に出てい
く建設業（ものをつくる）より、計画に携わり、つくるだ
けでなく、分野的に色々な分野を見て、多くの物に携わ
れたらいいなと現在の会社を選びました。

田下 現在はどう思っていますか？
和田 やっと技術者として１０年が過ぎ、自分の計画が
形になるのを見るととっても嬉しい。

田下 そうですね！
この仕事は、設計したものが形に残りますね。

では、在校生の皆さんお願いします。渡辺さんからお願
いします。

渡辺空美：５年生（以下：渡辺）
高専に入学した理由は、父が高専の卒業生で、話を聴

いていており興味があった。
また、測量する姿がかっこよかっ
た。格好いいな・・・・（笑）
高専を選択するにあたっては、
地元工業高校も考え迷いました
が、最終的には就職等将来的な
ことも考え高専を選びました。

酒井直哉：４年生（以下：酒井）
高専を志望した理由は、地元が
松本で、牛伏寺断層の真上にあ
り、地震時は怖いなと感じてい
たのと地震に関心があり高専へ
の入学を考えていたところ、中学
を卒業の前の年の３月に東日本
の震災があり、地震への興味と 

　　　　　　　　　 関心から、将来的にはコンクリー
トの防波堤など設計して見たいとの思いから高専を選
んだ。

宮崎綾奈：３年生（以下：宮崎）
高専を志望した理由は、小さい
時から工事現場を見るのが好き
だった。工事現場がすごく好き
だった（笑い）
中学一年の時、東日本の震災を
経験し、地震に対する建物の耐
震、建物の構造について学びた
かった。

田下　大きな災害を契機に防災への意識が芽生えた
のですね。
それまで、公共事業に対する風当たりも強かったが、震
災を契機に意識が変わったことも事実ですね。

ヴ・アン・マン：５年生（以下 アン）
高専を選んだ理由を話す前に、
この道を選んだのは、日本の建
設技術を学ぶのが憧れで、チャ
レンジしてみたかった。ベトナム
の大学（建設）に入り学び、３
年で中退し日本に２０１１年に来
て、２年間日本語を学びながら  

　　　　　　　　　  高専を受験しました。
東京高専で勉強する先輩から高専は、ものづくりが強
いことを聴いており、ものづくりが好きだから高専に入
ろうと思った。

こんな思いで
学びの場を選択！

森野さん

和田さん

渡辺さん

酒井さん

宮崎さん

アンさん
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また、留学生として学位制度を使うことで学ぶ機会を
得た。

学位制度とは何でしょうか？奨学金制度のことでは
ないでしょうか？by 古本

田下　現在の心境は如何ですか？

アン　とても良かったです！勉強も生活も余裕が出来
た。
上條真理奈：４年生（以下：上條）
高専に興味を持った理由は、兄
が電気電子工学科に在学してお
り、高専が身近で面白そうに感
じた。
どうして環境都市工学科なのか
は、高専の夏の体験入学でコン
クリートの実験に参加し、ものづ
くりに興味を持った。ホームペー
ジで測量の作業風景の写真を見て格好いいなと思い、
自分にあっているのではと思った。
入学し不安もあったが、学年があがり時間が経過する
中で、自分が思うのと違いも感じているが、人の生活に
影響のある土木分野の仕事に魅了的を感じている。
一日体験入学（長野高専独自のオープンキャンパス）で、
コンクリートの圧縮・緊張の実験をみて興味をいだい
た。
砂防ダムの土石の流出実験にも興味を持ちました。

田下　コンクリートの圧縮試験で、コンクリートがバシー
と音を立て壊れるところですか！

（笑）

滝澤揚星：３年生（以下：滝澤）
高専を選んだ理由は、他の学校
とは違うことがしたかったのと
自分を周りと同じ環境に置きた
くなかった。
普段、道路とか橋等の工事現場
を見て、自分も携われたらなと
思っていた。

                        　１，２年はこれというものもなく
漠然とした気持ち授業を受けていたが、３年になり自
分の興味、自分がやりたいものが見えてきた。（社会基
盤整備に携わりたい）

田下　学校に入る時の思い、動機等をお聴きし、さら
に、測量から始まり道路、橋梁等社会資本整備をはじ
め様々な思いを聴いてきましたが、ここで皆さんの夢を
聴かせていただけますか？
どんなことがしたいのかお話しいただけますか？

滝澤　道路をつくることも楽しいが、メンテナンス等補
修の部分に関心があります。

上條　今年の夏、建築事務所にインターンシップ行った
とき思ったのが、メンテナンスについて、公共施設が作ら
れる最初から最後の維持管理まで関わりを持ってみた
い。
また、長野県は自然環境に恵まれているが、この良いと
ころ、自然を配慮しつつつくる防災施設、土砂崩れの
現場など自然との共生が出来る構造物への取り組みも
してみたい。

田下　公共事業において自然や景観を大切にする取り
組みが進んでいますが、先輩としてどう取り組んできま
したか？

森野　自然に配慮した取り組みは考えていかなければ
ならない事項ですが、費用対効果とのバランスもあるの
で、色々な面を総合的に意識して取り組んでいます。

田下　希少な生物に対する保全や景観の課題に対し
ては、みなさんからのよい提案を期待しているところで
す。

和田　砂防堰堤の計画に携わっていたが、普段水も流
れていない状況で、これまでの災害履歴等を考慮し、
何が必要なのか考え、どんな施設をつくれば安全で費
用対効果が見込めるかなど凄く大切なことだと思う。

アン　日本はこれまで困難を乗り越えいろいろ経験を
して来たのでこれを世界、特に発展途上国に伝えるこ
とが必要で、是非、日本とベトナムの懸け橋になりたい。
日本に来たときの印象としてトンネル、地下鉄などの隧
道の仕事に係わりたい。

宮崎　耐震、地震に強い建物をつくりたい。
特に、高度経済成長期のつくった構造物の長寿命化に
対策について興味を持っている。

田下　長野県では、住宅の耐震化を９０％レベルまで
上げようとしていますが難しいと言われている。ＰＲも
大切だと思うけれど、個人財産への対策は難しい面が
あります。

夢を語る！

上條さん

滝澤さん
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酒井　地震に対し強いものを自分で考え、提案し特許を
とりたい。（新工法の提案）

田下　公共事業では、新しい考え方を提案していただき
評価する入札制度も有るんですよ。

渡辺　就職先が電力会社ですが、志望した理由はダム
を見て、今はつくられることが少ないが、将来、原発に代
わる環境に配慮した新しい発電所の設計から管理まで
係れる仕事がしたい。

田下　原子力の問題もありますが、二酸化炭素を排出し
ない環境づくりが大事であり、県でも砂防堰堤等を活用
しての小水力発電について企業のみなさんとともに考え
ています。

田下　皆さんに夢を語っていただきましたが、測量と言
う部門も含めどんな仕事がしてみたいですか！

上條　土木の事業を考えると測量は色々な絡みがあり、
その重要性についても認識している。その上で、学校で
学んだ技術が発揮できる仕事をしたい。
たとえば橋もつくりたい、測量も実習は楽しかった経験
もあり、どうしようかと悩む、方向性を見出すことが出来
ないのが現実です。

田下　新たな技術開発も盛んで測量を含め事業全般に
高度化が進みつつある。
既に、情報化施工の技術開発も始まっており、３次元
データーをつくる仕事も測量・コンサルの重要な仕事に
なってきている。
宮崎　今、どんな仕事をしたいかと言うとわからない？
この業界、女性が少ないうえに、男性が優遇され女性が
下に見られる傾向にあるが、しっかり自分の意見をもち、

男性に負けないよう頑張っていきたい。

和田　既に働いていて感ずるのは、女性が男性と同等
に働くにあたり、同じ職場に、女性の先輩がいて、それを
見ていることもあり、また、会社も良くわかってくれてい
る。
結婚、家庭を持つなかで女性と男性を比べると家庭の
事情もついて回るので、同じように働きたいが、同じにな
れないジレンマがある。

田下　男女が共同参画できるように行政として制度を
整え、女性が働きやすい環境づくりを進める必要があ
る。コンサルは室内業務も多く、環境が整えやすいので
はないかと思います。

酒井　将来、事業として開発が始まる前に測量を学ばせ
てもらえる企業を望んでいる。
インターンシップにおいて、測量、調査そして施行の一部
を経験できたので、企業として幾つか得意分野を持つ
会社に入りたい。

田下　既に現場で、測量や設計に携わっての思いをお聞
かせください。

和田　測量にも出ることも多く、河川、道路から農政の
ため池の仕事まで多岐にわたる。
その中で、分野を意識することが出来るようになり、自分
がしたい仕事をやらせてもらえる様になり、１０年を経
過し自ら方向性を描けるようになった。

森野　砂防堰堤、橋梁等の設計に係わると１年通しての
仕事となり、応力計算、図面そして報告書まで、全てを整
え納品したとき、初めて自信となる。
その後、施工され完成したものを見た時、一番のやりが
いを感ずる。

魅力ある測量・設計業に
ついて！

将来、どんな仕事に
就きたいか！
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和田　出来た物を見るのは嬉しい。
地元要望に沿って、設計、計画したものが、短時間で出
来上がり、住民に喜んでいただいたとき、また、そこを通
る時、母さんが設計したと家族に話ができる時最高に喜
びを感ずる。

田下　ここ数年、県内にある土木遺産をテーマに現場
実習授業を測量設計業協会のみなさんに支援していた
だいているとのことですが、感想を聞かせてください。

滝澤　測量実習で、今年は東御市の大石眼鏡橋を調
査・測量し、川の中に入りメジャーで図ることで、今では
作るのが難しい美しい石積み、アーチを見ると昔の人の
凄さ、手づくり構造物の偉大さを感じてきました。

上條　私が印象的に覚えていることに、昨年信濃町のト
ンネルの調査の際、坑口の平板測量を行いましたが、車
が通る、校内とは異なり急なところもある環境下で、測
量設計業協会の皆さんは、こんな風にすればと効率的
な指導を頂いたことを覚えております。

アン　学校で学んだことより、実習では特別な技術を習
得できたと思っています。

宮崎　今年、大石眼鏡橋の実習に行き、実際仕事をされ
ている技術者の生の声を聴き、学校とは一味異なる学習
の場であったと思っています。

酒井　測量について、実地で学ぶ機会を頂き、効率を含
め身に着く実習でした。

渡辺　父から、既に使われていない平板測量なのにと
言われましたが、実習してみて、現場で活かして行けるの
ではと思いました。

田下　本日は、非常に短い時間でしたが、貴重なお話し
を頂きありがとうございました。
土木技術者として学ばれるみなさんの意識を大切に育
み、信州と言う地域の環境づくりに大いに貢献頂ければ
と願うものです。
また、既に地元にて社会人としてご活躍の方々には、信
州の地域づくりの一翼を担う土木技術者として、測量設
計の大切さとそれに伴う課題の克服にご尽力頂けるもの
と思っております。
今回、測量設計業協会が土木技術者の育成、雇用に向
けた取り組みの一つとして、現場に出向き、若者と語る
ことで、今後の経営方針、さらに労働環境の改善を進め、
地域の社会基盤、環境保全を担う技術者集団として、地
域貢献できることを期待しております。

※網掛けした部分のコメントの「by 古本」とは、環境都
　市工学科の古本吉倫教授です。

測量設計業協会が
取り組んでいる測量実習に
ついての感想は？
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協会活動の１年を振り返る

神城断層地震の調査、雪の中頑張る！
　昨年、11月26日の夜10時過ぎ、県北部の北安曇郡白馬村を震源とする神城断層地震があり、この震災受け、県及
び長野市、白馬、小谷両村から要請があり、災害調査に入ったが、例年なく早い雪との戦いで、雪を掻きながら正月返
上で災害復旧調査が行われた。
　この厳しい現実の中で、新しい年がスタートした !
　この災害復旧調査、協会一丸となり対応し、延べ5,700人余の技術者が災害復旧調査に係わった。

通常総会 
　新幹線が北陸へと伸び、善光寺の御開帳開催中の5月19日（火）、長野市内にて第46回通常総会が開催した。
　周りの賑やかさとは違い、今総会は、重要審議案件、役員改選もなく、事業報告・承認及び新年度の事業計画等を
議題とするもので、佐藤会長が議長を務め、予定どおりご審議いただきました。
　提案審議事項の審議終了後、国、県から来賓をお招きしご挨拶頂いた後、会員のみなさんによる和やかな親睦の宴
が開催された。
　総会は、オーナーが必ず参加することから従来にはない試みとして、総会前にコンプライアンスの研修会を開催した。
　今年度は、従来とマインドを替え、企業倫理におけるコンプライアンスとして、セイコーエプソン株式会社の人事部の
赤沼典昌人事課長に講演を依頼、従来と一味違う研修機会となった。

総会＆コンプライアンス研修会

雪の中での災害調査
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講習会・研修会
今年も大勢のみなさんにご聴講頂いた災害復旧技術者講習会！ 

　総会の翌週（5月27日）、松本市（キッセイ文化ホール・中ホール）にて、会員はもとより測量、設計に携わる
330名余の技術者及び災害復旧業務にかかわる多くのみなさまに参加頂いた講習会であった。

　今年度から県の農政部にもご支援を頂き、農地・農業用施設等の災害復旧を加え、例年どおり国土交通省、
県の建設部、林務部に講師を依頼し、早朝から6時間余、話す側も、聴き手にとっても非常にハードな講習会で
あったが、年々激甚化する災害対応向け、貴重な技術研鑽の場を提供できた。

技術研修会！

　技術研鑽に向けての研修機会として、最新の測量について国土地理院関東地方測量部測量課の徳留護係長に、長
寿命化が叫ばれている公共インフラの維持・点検についての最新情報を県建設部道路管理課山﨑直人課長補佐にお
話し頂いた。
　また、会員の資格取得に向けた取り組みとして、地理情報空間の資格取得検定試験（松本市にて）を（公社）日本測
量協会と共催で開催した。

災害復旧技術者講習会

9月の資格取得講習＆検定 10月の技術研修会
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教育支援
高等学校・高専への学習支援 

　関係機関との連携し、次代を担う若手技術者の育成・雇用に向けた取り組みとして、県内の建設系技術高等学校で
の出前講座、校外実習、国立長野高専の環境都市工学科のみなさん（３年生４０名）が県内に残る土木遺産をテーマ
とする現場実習を行った。

測量の日！（小学校でのキャリア教育） ： 上田市立浦里小学校

　測量の日（５月３日）の事業としいて、今年度は９月８日（火）に上田市立浦里小学校６年生の総合学習の時間をお
借りし、図形、地図について学んで頂いた外、最新の測量機器に触れ、教室にて図化を楽しんでいただいた。

測量実習（上伊那農業高等学校）測量実習（長野高専）

雨で教室にて測量

教室での授業風景
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今日の計量の
勉強をしてい

ただきありが
とうござ

います。合同
な図形や拡大

図と縮図の復
習みたい

な授業も楽し
かったです。

図形の辺が 2
倍になった

時のその図の
面積は辺と同

じで 2倍にな
ると思って

いたけれど 4
倍になってい

ました。思っ
ていた事と

違うのでびっ
くりしました

。

今日は測量について色々教えて下さってありがと

うございました。 福澤さんは最初はつまらないと

おっしゃっていましたがとても楽しい授業でした。

天才と言われてとてもうれしかったです。でも最後

の方の問題が難しかったです。音楽室の 1/4 の縮小

を作ったら思ったよりも小さかったです。

お礼の
お手紙

地域イベントへの参加

絵図を見る ワーキングループでの作業風景

◇ものづくりフェア　（主催者：長野県職業能力開発協会
　技能振興センター）
　１０月３１日（土）、１１月１日（日）の２日間、松本市寿
の県技術専門校において開催されたものづくりフェアに
出展。ジグソーパズルでの「日本地図をつくろう」、パソコ
ンでの「地図記号当てクイズ」を体験いただいた。
　両日とも大盛況で、一時は行列が出来るほどでした！

◇絵図をよむ！（県立歴史館）　
　県立歴史館に残る幕末から明治初期の膨大な絵図地
図の解析を当協会員が、歴史館との共同研究を進めてお
り、その成果が12月19日～ 2月28日の間、県立歴史館に
て「地図の明治維新」と題した企画展が開催されます。
　また、企画展期間内には絵図の研究に携わった協会
員が参加し「地図が語る明治期の測量と作図」と題し、
パネルディスカッションが開催されます。

地域での活動
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◇千曲川・犀川総合水防演習への参加　
　５月２３日（土）長野市篠ノ井横田地籍（千曲橋下流左岸の高水敷）にて開催の千曲川・犀川総合水防演習に当協
会も参加した。
　総合水防演習の開会式には、塩見健太郎指揮者（㈱こうそく）のもと６名が式典に参加し、小林善治さん（㈲長測技
術）が旗手を務めました。
　演習では、話題のＵＡＶによる被災調査の紹介（デモストレーションと映像紹介）と車載型３Ｄ測量機器を搭載した
最新の測量技術を紹介（機材を積んだ車が会場にてデモストレーション＆映像紹介）、機動性と新たな技術を紹介する
最大のパフォーマンスとなった。

◇経緯度標の寄贈　
　平成２４年（２００２年）に日本の位置を表す物差しが、日本測地系から世界測地系に移行したことを受け、県内の
公共公益施設への経緯度標の寄贈を行ってきた。
　今年度は、安曇野市が庁舎新築をしたことを祝し、経緯度標を寄贈した。

話題のドローン展示（演習会場展示ブース前）開会式典

12月8日  経緯度標除幕式
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要望・行政との対話
◇地域を支える調査・設計業検討会議
　県と業界の対話のテーブルとして設置さ
れた当会議において、会員アンケートを基
に、　業界の経営改善と労働環境の改善
に向けた取り組み方針をまとめ、当協会を
含む関係５団体連名で知事要望、県議会
議長要望（１１月１８日）を実施した。

◇国土交通省、県との意見交換会の開催　
　第３四半期に入り、行政との対話の機会が多くなり、北陸地整の県内に事務所を有する千曲川河川事務所など３事
務所。さらに、関東地整の長野国道事務所など３事務所との意見交換会を建コン、補償コンと合同で相次いで実施。

　また、今年度は、県の建設部に農政部、林務部を含めた３部局との意見交換会を実施、若手技術者の育成を連携し
て取り組むこととなった。

西沢県議会議長要望

国との意見交換会

奥村建設部長要望

県との意見交換会
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E-mail
支
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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

㈱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

国土監理㈱　安藤 達也

㈱国土設計　駒村 信夫

㈲三栄測地　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

㈱ダイエー測量設計　山本 知佳

㈱中央測量　浦野　泉

㈲長測技術　小林 善治

㈲中村測量設計事務所　中村 利通

長野技研コンサルタント㈱　柳沢 洋一

明和測量設計㈱　山本 武利

㈲山本測量　山本 洋輔

㈱アクロス　市川 九一

㈱浅間エンジニアリング　安原 隆雄

㈲イー・ティー・シー企画　畠山 主一郎

㈱総和コンサル　小林 勝明

㈲タイム社　福島 敬和

㈱タイヨーエンジニヤ　佐藤 芳明

日測設計㈱　山本 元栄

㈱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

㈱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

㈱あづみ野開発コンサル　赤羽 明彦

㈱アンドー　平林 正守

㈲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

㈱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

㈱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

㈱日研コンサル　中澤 久

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

㈲井戸測量　大平 俊家

㈱伊那測量　守屋 美喜男

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

㈱北測　北原 さだ子

㈱協同コンサル　中村 知貴

㈱小林コンサルタント　小林 佳人

㈱ジッソク　溝口　實

㈱ゼンシン　田中 洋治

㈱藤測　松村 忠次

㈱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

㈲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

㈱嶺水　小山 忠孝

㈱ワイド　加納 一憲

㈱石田技術コンサルタンツ木曽支店　新山 春雄

㈱いとう　高村 和則

カシヨ㈱　清水 光朗
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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

長野市大字鶴賀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

飯山市飯山1108

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

長野市信州新町新町1377

佐久市原138-12

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
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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.0269（62）2261

FAX.026（292）7839

FAX.026（226）8033

FAX.026（283）2305

FAX.026（248）4146

FAX.026（262）2853

FAX.0267（64）8551

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

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

KYODO@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

turano@poplar.ocn.ne.jp

chousoku@mx1.avis.ne.jp

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

ngckk@avis.ne.jp

info@meiwa-sv.com

yosuke@yamasoku.com

across@cpost.plala.or.jp

asama-eg@sas.janis.or.jp

etc@rose.ocn.ne.jp

souwa@lily.ocn.ne.jp

info@time-inc.jp

info@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

〒390-0303

〒398-0003

〒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

〒399-2431

〒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

〒381-0037

松本市浅間温泉1-29-25

大町市社6268-1

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

飯田市川路7527

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

長野市西和田1-27-9

TEL.0263（46）5225

TEL.0261（22）9851

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.0265（27）5250

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（251）0510

FAX.0263（46）5154

FAX.0261（23）3577 

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.0265（27）5220

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（251）0500

kei@po.mcci.or.jp

sanko@lily.ocn.ne.jp

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

jissoku@beige.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

kashiyo@kashiyo.com

　（

　18

　社

　）

準
会
員

賛
助
会
員

北  

信  

支  

部

　（

　22

　社

　）

東  

信  

支  

部

　（

　11

　社

　）
　

南

　信

　支

　部

　（

　23

　社

　）

　

（副会長兼支部長）

（副支部長）

（技術委員）

（監事）

（理事兼総務広報委員長）

（総務広報委員）

（副支部長）

（会長）

（理事兼支部長）

（技術委員）

（技術委員）

（副支部長）

（副会長）

（総務広報委員）

（副支部長）

（理事兼副支部長）

（新規事業確保検討委員）

（副支部長）

（監事）

（理事兼新規事業確保検討委員長）

（技術委員）

（副支部長）

（総務広報委員）

（副支部長）

※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。

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

㈱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

国土監理㈱　安藤 達也

㈱国土設計　駒村 信夫

㈲三栄測地　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

㈱ダイエー測量設計　山本 知佳

㈱中央測量　浦野　泉

㈲長測技術　小林 善治

㈲中村測量設計事務所　中村 利通

長野技研コンサルタント㈱　柳沢 洋一

明和測量設計㈱　山本 武利

㈲山本測量　山本 洋輔

㈱アクロス　市川 九一

㈱浅間エンジニアリング　安原 隆雄

㈲イー・ティー・シー企画　畠山 主一郎

㈱総和コンサル　小林 勝明

㈲タイム社　福島 敬和

㈱タイヨーエンジニヤ　佐藤 芳明

日測設計㈱　山本 元栄

㈱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

㈱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

㈱あづみ野開発コンサル　赤羽 明彦

㈱アンドー　平林 正守

㈲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

㈱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

㈱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

㈱日研コンサル　中澤 久

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

㈲井戸測量　大平 俊家

㈱伊那測量　守屋 美喜男

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

㈱北測　北原 さだ子

㈱協同コンサル　中村 知貴

㈱小林コンサルタント　小林 佳人

㈱ジッソク　溝口　實

㈱ゼンシン　田中 洋治

㈱藤測　松村 忠次

㈱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

㈲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

㈱嶺水　小山 忠孝

㈱ワイド　加納 一憲

㈱石田技術コンサルタンツ木曽支店　新山 春雄

㈱いとう　高村 和則

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

〒389-2253

〒380-8008

〒380-0943

〒381-2204

〒382-0054

〒381-2400

〒385-0052

〒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

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

長野市大字鶴賀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

飯山市飯山1108

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

長野市信州新町新町1377

佐久市原138-12

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

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.0269（62）4177

TEL.026（292）7838

TEL.026（226）7033

TEL.026（283）2304

TEL.026（246）9037

TEL.026（262）2831

TEL.0267（64）8550

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

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.0269（62）2261

FAX.026（292）7839

FAX.026（226）8033

FAX.026（283）2305

FAX.026（248）4146

FAX.026（262）2853

FAX.0267（64）8551

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

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

KYODO@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

turano@poplar.ocn.ne.jp

chousoku@mx1.avis.ne.jp

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

ngckk@avis.ne.jp

info@meiwa-sv.com

yosuke@yamasoku.com

across@cpost.plala.or.jp

asama-eg@sas.janis.or.jp

etc@rose.ocn.ne.jp

souwa@lily.ocn.ne.jp

info@time-inc.jp

info@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

〒390-0303

〒398-0003

〒399-8301

〒390-0851

〒390-0852

〒390-1701

〒390-0221

〒390-1241
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松本市浅間温泉1-29-25
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松本市梓川倭3085-1
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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
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飯田市川路7527
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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
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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

長野市西和田1-27-9
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TEL.0265（83）7744

TEL.0265（23）3000

TEL.0265（78）7533

TEL.0264（52）3812

TEL.026（221）4101

TEL.026（251）0510

FAX.0263（46）5154

FAX.0261（23）3577 
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FAX.0263（47）7537
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FAX.0263（27）2614
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FAX.0266（22）5524
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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
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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
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FAX.026（221）5313

FAX.026（251）0500

kei@po.mcci.or.jp

sanko@lily.ocn.ne.jp

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

jissoku@beige.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

kashiyo@kashiyo.com
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（副会長兼支部長）

（副支部長）

（技術委員）

（監事）

（理事兼総務広報委員長）

（総務広報委員）

（副支部長）

（会長）

（理事兼支部長）

（技術委員）

（技術委員）

（副支部長）

（副会長）

（総務広報委員）

（副支部長）

（理事兼副支部長）

（新規事業確保検討委員）

（副支部長）

（監事）

（理事兼新規事業確保検討委員長）

（技術委員）

（副支部長）

（総務広報委員）

（副支部長）

※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。



　今年は、戦後70年の節目の年でした。気になって2015年が〇周年になる出来事を少し調べてみ
ました。阪神淡路大震災から20年、オウム真理教地下鉄サリン事件から20年、日航ジャンボ123便
墜落事故から30年、人類初の宇宙遊泳から50年、ラジオ放送開始から90年、上高地に大正池が
できてから100年、真田幸村没後400年。
　昭和45年（1970年）10月、会員数40社で設立された「長野県測量設計業協会」は翌年2月には
社団法人として設立認可を取得し活動を開始しました。来年、平成28年（2016年）には設立45年
を迎えます。その間に、測量技術は日進月歩で変化し、トータルステーションの出現や GNSS による
位置情報の取得、図面も紙ベースからデジタルベースへと変化してきました。先般、会員の皆様のご
協力でまとめましたアンケートの結果からも、ウェブ上での広報を求める声が聞かれました。今後、広
報誌もどのような配布になるかは議論が必要ではあると思いますが、今年度は年1回の発行となり
ました。どのような方式であっても、業界の動きを一般にアピールすることは肝要です。今後とも、総
務広報委員会は協会の広報活動を積極的に進めて参りますので会員の皆様のご理解とご協力を
お願いいたします。
　最後になりましたが、会員の皆様の益々のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務広報委員長

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

冬季展

地図の『明治維新』
～残された明治初期の町村地図～

平成28 年２月28日まで開催中

　県立歴史館には、明治前期に作成された 2700 余点の
地図群があります。その中に、明治政府が進めた『皇国地
誌』の編さんにあわせて描かれた町村の地図が670 余点あ
ります。
　本展では、この地図群の中から、表現や測量・作図技術
に特色ある地図をご紹介します。魅力ある地図をお楽しみ
ください。

●『皇国地誌』と町村の地図
新国家を建設するにあたり、明治政府は各地の地理・歴史・
産業などを記した『皇国地誌』を作ろうとしました。このとき本文
に添えるために作られた地図のうち、各町村が作成した地図が
今回の主な展示資料です。

南安曇郡烏川村（安曇野市常念岳付近）木曽郡王滝村（御嶽神社里宮付近）

下高井郡高野村（飯山市瑞穂）

長野県立歴史館
からのお知らせ

①パネルディスカッション：「地図が語る明治期の測量と作図」
コーディネーター：山浦直人氏
パネラー：伊藤敏氏、溝口實氏、
　　　　 増澤延男氏
             （長野県測量設計業協会会員）
１月16 日（土） 午後１時30 分～３時

②「全国有数の地図アーカイブを読み解く」
遠藤公洋（当館職員）
２月13 日（土） 午後１時30 分～３時

①「公開お宝の地図東北信編」
　１月10 日（日） 午後１時30 分～３時

②「公開お宝の地図中信編」
　１月30 日（土） 午後１時30 分～３時

③「公開お宝の地図南信編」
　２月21 日（日） 午後１時30 分～３時

講

　
　座

地
図
見
学
会

大型地図
10 点程度
を公開

※講座と地図見学会にご参加いただくには観覧料が必要です。全てをご覧い
　ただける展覧会期間限定の割引券を用意しておりますので、ご利用ください。
※小、中、高、特別支援学校生は無料です。
※地図見学会は定員40 名です。各回とも当日受付で先着順となります
※１月26 日（火／休館日）に一部の展示資料を入れ変えます。

○交通案内  長野自動車道・上信越自動車道「更埴」IC から車で５分。
                 しなの鉄道「屋代」駅、「屋代高校前」駅から徒歩25 分。
                 高速道路バス停「上信越道・屋代」から徒歩５分。

 歴史館と
共同研究に参加の
ワーキンググループの
皆さんによるパネル
ディスカッションです。
ぜひ、おいでください。


