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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、台風の襲来、集中豪雨、そ

して南木曽町の土石流災害、御嶽山の噴火、県の北部

地震と自然災害の猛威を見せつけられた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、これまで

の超円高が一挙に円安に振れ、賃金、雇用の改善と

経済状況の好転がささやかれておりますが、公共事業

を生業とする当業界にとって、事業量の拡大、事業環

境の改善へとつながる糸口が一向に見えない状況に

あります。

　会員の多くが厳しい経営の中に身を置き、社業の継

続と雇用の確保に悩みながらの日 と々なっております。

　さらに、技術者の減少、高齢化への道をたどるなか

で、このところ頻発する自然災害等急激な需要の増加

に対応出来るのかが気がかりなところであります。

　協会活動としては、国、県、さらに地域と連携し、地

域イベントへの出展、建設系高等学校の就労支援、協

会独自の出前講座、を実施してきました。測量実習な

ど教育機関等と連携して、若手技術者の確保、育成に

向けた啓発活動を積極的に推進しておりますが、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

活動となっております。

　そん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

けて講習会、研修会等を積極的に行っております。

　さらに地域への貢献として今年度、県立歴史館と連

携協定の下、県立歴史館が所蔵する絵図をどう活かせ

るか研究の場を共同で設置し、平成26・27年度の2

年間で何らかの成果を生み出せればと活動もしていま

す。県立歴史館が所蔵する絵図を世に知らしめる部分

で少しでも行政のお役に立てればと新たな取り組みも

展開してきました。

　また、平成23年の東北地方太平洋沖地震の翌日、

栄村を震源とする県北部地震で被災した栄村立栄小

学校での学習会の実施にあたり、学校に経緯度標を

寄贈したことを機に、関係機関の申し入れを受け、学校

を始め公共施設の改測も積極的に展開しております。

　これらの新しい事業を積極的に進め、時代に相応し

た業界、協会活動を推進していきたいと考えています。

　また、公共事業を経営の中心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、その手法に一喜一憂しておりますが、品

確法などの関連３法、県の契約に関する条例等によ

り、さらに、公平性、透明性及び品質向上に確保につ

ながると考え、期待もしています。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

く所存あります。

　我々受注者は企業としての責務を忘れることなく、

自主性と責任を持って日々努力して参ります。協会員一

同活発に活動し、信頼のいただける協会を目指し、こ

れまで以上に努力して参りますので、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 会長

佐藤 芳明
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宇根 寛

　2014年は長野県に大きな災害が立て続けに発生した

年となりました。7月9日、台風8号の接近に伴う豪雨で

南木曽町に土石流が発生し、大きな被害が発生しまし

た。9月27日、紅葉真っ盛りの穏やかな土曜日昼時に突

然発生した御嶽山の水蒸気爆発は、57名の尊い命が

失われた戦後最悪の火山災害となりました。なお残る

6名の行方不明の方々の捜索を断念させた雪が白馬山

麓の里にも下りてこようとする11月22日夜10時8分、激

しい揺れが長野県北部を襲いました。長野市戸隠、鬼

無里、小谷村、小川村で震度6弱、白馬村などで震度5

強を観測したほか、長野県のほぼ全域で震度3以上の

揺れを観測しました。幸いこの地震で命を落とされた方

はありませんでしたが、白馬村を中心に31戸が全壊し、

多数の方が負傷されました。震源は長野県北部、深さ

約5km、マグニチュードは6.7と発表されました。後述の

ようにこの地震は既知の活断層である神城断層の一部

が活動したことにより発生したと考えられることから、

県ではこの地震を「長野県神城断層地震」と称してい

ますが、気象庁では特に地震名を決めていません。 

　この地震はよく知られている活断層である「糸魚川

－静岡構造線活断層帯」の一部である「神城断層」の

近くで発生したことから、当初からこの活断層との関連

が疑われました。 

　図１は都市圏活断層図「白馬岳」（澤ほか1999 ）及

び「大町」（東郷ほか1999 ）の一部です。図中に南北

に連続する赤い線が神城断層です。断層の東側が隆起

する逆断層と考えられ、南方は仁科三湖を縦断して大

町市まで連続し、さらに糸魚川－静岡構造線活断層系

として松本盆地東縁断層、牛伏寺断層へと連続する長

大な活断層系の一部と考えられています。 

　図1に示した電子基準点「白馬」は、本震の発生に

伴って東南東方向に29cm 移動し、上下方向に13cm

沈降しました。この点は神城断層のすぐ西側に位置し

ています。 

「長野県神城断層地震」と活断層 

特別寄稿

図１：都市圏活断層図「白馬岳」「大町」の一部
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　図2は2014年5月に打ち上げられた「だいち2号」の

観測データによる地震前後の SAR 干渉画像です。こ

れによると神城断層沿いの東側に大きな地殻変動が

見られ、断層をはさんで東側は西向き・上方に最大約

1ｍ、西側は東向き・下方に最大約20cm 変動したこと

がわかります。変動の境界線は南部は既知の神城断

層の位置とよく一致し、さらに北の姫川沿いに小谷村

方面に延びています。この画像から、地殻変動を引き

起こした断層の長さは約20km と推定されました。 

　さらに、現地では、神城断層上のいくつもの地点で

地表に表れた断層（地表地震断層）が発見されました。

上下変位は最大で約90cmで、東側が隆起し、若干の

（見かけ上の）左ずれを伴うものもあります（写真１～

３）。ほぼすべてがあらかじめ活断層として知られてい

た線上に表れました。 

　このような観測結果から、政府の地震調査研究推

進本部地震調査委員会では、今回の地震は神城断層

の一部とその北方延長が活動したと考えられると結

論付けました。 

図2：だいち2号によるSAR干渉画像。
10月2日（地震前）と11月27日（地震後）の観測データにより国土地理院が解析。原初データ©JAXA

写真1
白馬村塩島（図1の地点1）に出現した地表地震断層。道路、田、畑を横断
して約90cm の落差をもつ断層が連続する。
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　この地震による被害は白馬村堀之内地区に集中し

ています（写真 4 ）。この地区だけがなぜ大きな被害

を受けたのかはまだわかっていませんが、断層の位置

や形状との関係、地すべり地であること、地盤が軟弱

であることなどが要因として考えられます。 

　ところで、地震調査研究推進本部の長期評価では、

糸魚川－静岡構造線活断層帯は約1200年前に今回活

動した区間を含む白馬から松本を経て小淵沢までの約

100km が同時に活動し、マグニチュード8クラスの大地

震が発生したとしています。今回の地震はそれに比べる

とエネルギーでは数10分の1のもので、予測されている

地震のエネルギーが解放されたとはとても言えません。

むしろ、今回の地震が引き金となって隣接する地域に

大規模な地震が発生することも考えられます。2012年

の本誌で、2011年の東北地方太平洋沖地震で松本市

の牛伏寺断層の地震発生確率が高くなっている可能

性があることをお知らせしましたが、その状況は今も変

わっていません。今後も十分に警戒し、日頃からの備え

を強めることをお勧めしたいと思います。　　　　

写真3
白馬村飯田（図1の地点3 ）の田を横断する地表地震断層。上下変位量約
30cm。左横ずれ約30cm。

写真4
白馬村堀之内（図1の地点4 ）の被災状況。住宅が軒並み倒壊している。

写真2
白馬村大出（図1の地点 2 ）の国道406号を横断する地表地震断層。変位
量約40cm。

　１１月末に県北部を襲った地震（神城断層地

震）で、県及び白馬・小谷両村からの要請を受け、

協会を挙げて災害調査に取り組みました。今調

査には、会員の半数を超える４０社(延べ64社)

が対応。特に、白馬・小谷両村の災害調査は

気候的に雪との戦いとなり、雪を掻きながらの現

場調査でした。

協会員みんなで取り組んだ
地震災害調査！
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第４５回通常総会（報告）

　総会は例年どおり、佐藤会長のあいさつに始まり、

法人移行２年目の事業実施報告及び新年度の事業計

画等４件を提案、ご審議いただいた後、協会役員の改

選手続きが行われ新たな執行部が選出された。

　総会冒頭の佐藤会長あいさつは、今日の社会経済

動向から、昨年度の協会活動に触れられ、全国組織で

の活動成果として技術者単価の改定、県との対話の窓

口である「地域を支える調査設計業検討会議」での活

動状況、さらにその中で、協会を上げ取り組んでいる若

手技術者の育成・雇用に係る取り組み等が報告され、

今後の活動を通じ組織としての発信力、機動性等をア

ピールしてきた協会のこの１年間の活動についてご審

議いただきたいと締め括った。

　総会に提案された報告・承認案件は、佐藤会長（議

長）の下、昨年度の事業及び収支報告に続き、次年度

の事業計画とその収支計画の報告があり、財産、会費

等の承認を得た後、当総会最後の議題である役員改選

を、総会議長とは別の役員改選の為の議長を明和測

量設計株式会社の山本武利社長に託し、改選手続き

が行われ、滞りなく新役員を選出し提案した案件すべ

てについてご審議を頂いた。

　総会の審議事項、役員改選が終了したところで、来

賓をお迎えし、佐藤会長のあいさつに続き、護摩堂満

長野国道事務所長、宮武一郎千曲川河川事務所長及

び県建設部の油井均建設技監など多くの来賓をお招

きし、ご祝辞をいただき、今年の通常総会は滞りなく

幕となりました。

　今通常総会は、平成26年5月14日（水）長野市内のホ

テル国際21を会場に開催、正会員総数71名に対し70

名、準会員及び賛助会員の皆さんにもご出席頂き盛会

に開催できました。総会には、塩見節夫顧問もお元気

な姿を見せていただきました。

第４５回通常総会

来賓を迎えての会長あいさつ

パネル展示（協会活動）
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事業・行事報告

　本協会が測量の日記念事業の一環として実施している
「そくりょう出前講座」が昨年の南信地区に続いて、本年度
は中信地区の安曇野市立明北小学校で行われた。
■実施概要
　1）実施日および場所
　　 平成26年10月3日（金）
　　 安曇野市立明北小学校6年生（1組19名）
　2 ）実施項目
　　（1）授業の内容（教室）
　　　　①測量って何？
　　　　②図面の「合同」と「拡大図と縮小図」
　　　　③「拡大図」と「縮図」
　　　　④体験学習ですること
　　（2）体験学習の内容：校庭にて実施
　　　　①図形と比について、校庭のトラックを1/10　
　　　　　に縮小して描く。鋲で1/10トラックを作成　
　　　　　後、ライン引きでなぞる。
　　　　②作図の点検（辺長確認）

　当日の天気予報は、曇りのち雨であった。雨天の場合
は体育館で体験学習ができるように事前に段取りは行っ
たが、晴れてくれることを願った。幸い曇りのち晴れとな
り、体験学習や無人飛行機によるデモンストレーション
を校庭で行えたことは、児童たちに何よりのプレゼントで
あったと考えています。
　特に、児童たちが教室を出て校庭にて実施した体験学
習、測量機械（トータルステーション）に興味を持ったり、
校庭に描かれた1/10のトラックを感心しながら確認して
いる姿が印象的であった。
　来年度は、東信地区で「そくりょう出前講座」が予定さ

れていますが、社会貢献事業である当講座が継続するこ
とで長野県内全域に認知され、測量設計業の発展に寄
与できることを切望しています。
　最後に、全面的な協力を賜りました内川校長先生を始
めとします学校関係の皆様方に厚く御礼申し上げます。
また、中信支部等の当協会関係の皆様ご苦労様でした。

　国立長野高専（環境都市工学科）では、毎年3学年学生
を対象に、企業・現場見学、実習を実施しており、本年度
は、信濃町戸草隧道において調査実習を行うこととなり、
長野高専学校長より当協会あての協力要請を受け、当日
は協会正・副会長、技術委員長、技術委員、北信支部会
員6社が参加致しました。また（株）小林コンサルタント様
には、現地事前準備を含め、移動体3Dレーザーを始めと
する、最新の測量技術紹介をしていただきました。
　イベント概要は以下の通りです。

　主催 国立長野高専（環境都市工学科）
　企画 土木・環境しなの技術支援センター
　協力 信濃町教育委員会、長野県測量設計業協会
　日時 平成26年11月6日（木）9時15分～15時30 分
　場所 信濃町古間戸草隧道及び戸草区集会場
　内容 現場測量・トンネル調査
　目的 実際の土木建造物を自分たちで調査・測量し、　
　　 　その規格などを調べ、まとめることを通じて、　　
　     　測量の重要性や建造物の歴史・背景を学ぶ
　実習生 長野高専環境都市工学科44名

　ここで≪戸草隧道≫とは、明治21年信越線が直江津
から長野まで開通した際につくられた隧道の1つであり、
内部が数万個の切石と煉瓦でつくられている貴重な近代
建造物として、平成25年土木学会選奨土木遺産に選定さ
れている。現在は、その断面規格寸法が小さい（幅3.3ｍ、
頂高4.7ｍ、延長145ｍ）為、昭和41年の電化により廃止
となり、町道トンネルとして存続利用されている。
　現地学習会にあたり、当協会、主に技術委員及び北信
支部では現地事前準備として、草刈り、平板測量用基準
点設置作業を実施し、当日は、学生全8班の平板測量、ト
ンネル構造調査の技術指導を行いました。
　長野高専参加学生達は、これから本格的に測量学、土

「そくりょう出前講座」レポート
総務広報委員　矢ヶ崎恒夫

国立長野高専現地学習会
への参加報告

技術委員　駒村信夫
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木工学を学び、技術者を目指している若者です。その新
鮮で旺盛な学習意欲に接し、我々参加者は自己の学生
時代を想い返し、土木技術者としての責任と自覚を喚起
する貴重な1日となりました。
　最後に、繁忙期のおり当イベントに御協力頂きました協
会員・事務局の皆様、大変御苦労様でした。

　今年度の普及･ 啓発事業として、県立歴史館の歴史研
究者と当協会との共同作業による、長野県における明治初
期の絵地図の調査研究を行うことになりました。9月19日

長野県立歴史館と当協会との間で、「長野県立歴史館所
蔵長野県絵図・地図の保管・管理に関する共同研究」の
推進をはかる事を目的に協定書の調印が行われ、“長野
県絵図・地図研究会”が発足しました。研究会の構成員は、
歴史館から座長の市川正夫学芸部長、青木隆幸文献資料
課長、事務局の遠藤公洋専門主事、本研究の提案者であ
り推進・調整役の山浦直人客員学芸員の４氏、そして当協
会４支部の有志７名です。
　3月27日に歴史館所蔵資料の保管状況、長野県町村絵
地図大鑑、画像データの説明があり、会の今後の進め方

について検討を行いました。多くの資料が大変厳重に保
管、また丁寧に整理整頓されており、手に取ってみても百
数十年前の資料とはとても思えなく、県民の貴重な財産
への多くの関係者の強い想いが伝わってきます。9月19日
の第一回研究会において会長出席のもと、共同研究協定
書の調印が行われました。研究会の運営規則の確認、歴
史館所蔵の「長野県絵図・地図」の価値を明らかにする
ことを目標に資料及び資料群から見える具体的な着目点
と手法について検討を行い、次回までにそれぞれが調査
票に基づき試験的に作業を実施することにしました。11月
7日の第二回研究会では、情報交換として各会員が調査
シートへの試験入力の事例を発表し、データベース化に向
け着目点・方向性の確認を行いました。また、次回の会合
に向け各支部ごとに管轄区域の全てのデータの分析を行
うことを決めました。
　私は人生の大半を測量・地図作りに係わってきました
が、今回思いがけず江戸末期から明治初期の絵図・地図
と出会いました。お互いに ( 絵図・地図と私のこと) 手を
取り大喜びと勝手に思い込んでいますが、データ量があ
まりにも多く一枚一枚の絵図・地図とじっくり話をしてい
る時間がありません。是非多くの会員の皆さんが研究会
に加入され、特に地元の古地図とお会いされてはいかが
でしょうか。ご協力をお願いします。

概況報告
・開催日時：平成26年11月1、2日（土・日）
                10:00 ～ 16:00（日曜日は15:00 ）
・会　場：松本市寿北 長野県松本技術専門校内（２会場）
 ・フェアの出展者数：16ブース
・当日の参加者数：初日1,004人、二日目1,512人（合　
計2,516人）　大会本部報告
・（当協会の出展概要）
※日本地図をつくろう（100セット／ 2日間）※初日に6割実施
※地図記号を当てよう（初日に80名、2日目40名）
※伊能図及び協会活動パネル展示及び協会のパン配布

長野県絵図・地図研究会ワーキング
グループの活動について 

絵画WG　溝口 實

ものづくりフェア



7 8

フェアの状況
　当該イベントには昨年度参加せず、一昨年の松本平
広域公園（やまびこドーム）において開催の技能五輪時
に建産連が独自事業として開催した「ものづくり体験
フェア」に参加から1年空けての参加イベントとなった。

　今イベントは従来の技能五輪関連から少し方向が変
わり、長野県職業能力開発協会技能振興センター（厚
労省）主催事業となったが、事業趣旨に変化は無く、協
会としての出展内容は、ジグソーパズルでの「日本地図
をつくろう」と前回出展時好評であった「地図記号を当
てよう」を主な出し物として参加。

　1年ぶりの参加、一昨年度の地球儀づくりの経験を踏
まえ、今回ジグソーパズル（日本地図）をメインに提供す
ることに加え、会場の問題も含め、少し不安を抱きなが
ら企画提案した出し物であったが、初日から大盛況で製
作指導の皆さんは休む暇なく、2日ともジグソーパズルも
景品もなくなり午後は残念ながら店じまい。
　さらに、今年度は協会活動を積極的にＰＲすべく、パネル
の展示に加え桃太郎旗をつくり、会場機運を盛り上げた。

　堅い言い回しですが、当協会の理事会は、法人移行の
手続き後法定理事会として、定款、法令等に沿った運営
に代わり、監事である私も常に同席をしております。
　理事会は、代表理事である佐藤会長の下、午後早々に開
会し連続３～４時間の会議、夕方５時頃疲労感を背負いな
がら帰宅される姿を見て、お昼も自前、日当も無く、まさに
奉仕としか言いようがないのが理事会の現状であります。
　会員各位は、理事会の様子を事務局より配信（メール）
される「理事会の概要」でご存じのことと思いますが、毎
回、実に膨大な案件が提案され、次第を見るだけでうん
ざりの理事会の様子を見ております。
　こんな理事会ですが、年度末から総会（5月開催）前は、
実に多忙で、次年度事業計画、事業報告・決算等の承認、
報告事項と従来総会で審議・承認を得るものが理事会に
移るなど、理事会は年間を通じ相当ハードな会議となって
おり、理事の皆さんの負担の大きさを実感しております。
　現在、公益法人時代の蓄財の解消過程にありますが、
この手続き終了の平成28年度以降の運営をどう方向転
換出来るか、今後の理事会に課せられたものは大きく、次
年度は、さらに厳しい、差し迫った議論が求められる理
事会になるものと思料しております。
　今日の多忙な理事会の様子、会員の皆様に少しでもご
理解を頂き、支部活動等を通じ、積極的に協会運営に参
加、協力を頂ければと願っております。
　是非、役員任せの組織運営ではなく、一つでも二つで
も手を差し伸べていただき、会員参加の協会運営となっ
て欲しいと願っております。

監　査
通常総会（長野市）
災害復旧技術者講習会（313名参加：松本市）
技術系高等学校支援（上伊那農業高等学校）
測量の日

法令遵守研修会＆技術研修会（125名参加：
長野市）

関東地区協代表者会議（佐久市）
絵図を見る会（千曲市県立歴史館）
地域を支える調査設計業検討会議（第１回）
技術系高等学校支援（木曽青峰高等学校）
県立歴史館と「絵図の共同研究協定書」の締結

技術研修会（地理情報空間検定講習会、３０名
受講：松本市）　

小学校への出前講座（安曇野市立明北小学校：
測量の日記念行事）

関東地区協主催県地方県会議（高崎市）
技術系高等学校支援（南安曇農業高等学校）
ものづくりフェア（松本市）
国立長野高等専門学校現場学習支援（信濃町：戸草隧道）
須坂市へ経緯度標寄贈（市制60周年記念）
県北部地震災害における支援要請（現地調査）
地域を支える調査設計業検討会議（第2回）

４/１７
５/１４
５/２７

６/２
６/３

６/１９

６/２６
７/１１
７/３１
９/１８
９/１９

９/２５～ 
１０/１

１０/３

１０/１６
１０/１６

１１/１～２
１１/６

１１/１９
１１/２３
１２/１８

■ 今年の主な行事・事業について

理事会に思う！
峯村監事
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　思い出せば私が２１歳の頃、５～６名の消防団員が突然
自宅に…。消防団入団の勧誘でした。消防団は噂で大変
なのは知っていましたが、私は長男ということもあり、地元
で生きていく事を考えていましたし、勧誘に来られた消防団
員の中に知人もいたので須坂市消防団に入団することにし
ました。
　入団後、驚いたことに勧誘に来た知人が退団していまし
た。後で知ったのですが、この分団は団員数を確保するた
めに、退団予定者が新入団員を勧誘する習わしなのです

（なるほど…私が入団したから知人は退団できたのか…）。
　さて、須坂市消防団は本部・第１分団～第１１分団で構
成されており、全体で８００名を超える大きな組織です。私
が所属した第１１分団は６３名で構成されており、その中の
７～８名で構成されているラッパ隊に配属されました。楽器
に関しては小学校で笛を吹いた程度なので、最初は音が
出なかったため、全く楽しくありませんでした。
　２年、３年と時が経ち、後輩が入団してくる中で、このま
まではマズイと思い、時間がある時に練習をするようになり、
須坂市消防技術大会の個人の部で優秀賞をいただくこと
ができました（何かの間違いでは…。審査ミス？）。
　その後、須坂市消防団の代表として県大会に出場する
メンバ－（ラッパ吹奏員１４名）の一員に抜擢されました。
　須坂市消防団のラッパ隊はその当時、県大会で７連覇
を達成しており、８連覇を賭けた重圧がのしかかる大会…。

（本当に自分が選手で良いのだろうか？？？と思いながら…。）
そして県大会に向け、２ヶ月間の早朝訓練が始まりました。
毎朝４時に起きて訓練に参加し、取り巻きが１００名を超え
る状況の中、「これでは勝てない」と言われ続け、迎えた
本番…。『優勝』と聞いた瞬間、自然に涙が溢れてきました。
２ヶ月間休むことなく毎日参加した早朝訓練の厳しさ、大変
さ、重圧からの解放など、いろいろな気持ちが一気に溢れ、
涙となりました。大人になって仕事以外で真剣に取り組ん
だり、泣くこともめったにないので一生忘れられない出来事
になりました。
　その後、副分団長を２年、分団長を２年経て１６年間お
世話になった須坂市消防団を平成２４年１２月３１日をもって
退団しました。火災現場、行方不明者の捜索、各種訓練
など様々な経験をさせていただいた上、何より多くの仲間が
出来ました。
　みなさんもどうか地元の消防団に入団していただき、すば
らしい経験と仲間づくりをしてほしいと思います。

　標高８００ｍ、上田市の東、烏帽子岳からの清流が流れ
る山間にある村落は２０戸で、その一角に自宅はあります。
自分だけ別荘地と呼んでいるのですが、新幹線の駅までは
二十分、高速のインターまでは十分とアクセスもいいのにな
ぜか超限界集落なのです。水道の源水は山からの清水、
春には山桜秋には紅葉と季節ごとに変わる自然の真っただ
中で、小鳥をはじめ蛍や時にはカモシカまで庭に遊びに来て
くれます。もちろん夏はエアコン要らずで扇風機もほんのたま
に使う程です。

　寒い冬が今までは厳しかったですが一昨年から念願だっ
た薪ストーブを友人から譲ってもらい暖炉でのポカポカ生活
が始まりました。遠赤外線の火が一晩中とろとろと燃え暖
かな朝を迎えさせてくれます。山の中で薪にはさほど苦労し
ませんので毎日ではありませんが風呂も薪で温まってきまし
た。そこに太陽光発電や小水力発電など再生可能エネル
ギーを加えれば化石燃料に頼らないゼロエネルギー環境とな
り持続可能な社会を子供たちに残してあげられると思って
やっています。
　一見不便に見える場所でもＥＣＯ運転が最高の安全運転
であるように、ゼロエネルギー生活が本来の豊かな生活でし
た、今ここを心の楽園人生の楽園にしたいと思っています。

　御嶽山は東日本火山帯の西端に位置する標高3,067ｍ
の独立峰である。木曽節や信濃の国にも歌われ、信仰の
山としても知られている。
　私は小学生の頃、初めて麓のおんたけスキー場に行った
のをはじめ、中学生の時には学校集団登山で頂上まで登
り、以来成人してからは何度もスキー場に通ったものである。
　雪化粧した開田高原からの眺めは最高で、その時期が

会 員 支 だ り部 よ

消防団で得た経験
黒田整地開発株式会社　坂田 和広

今ここを
㈱みすず綜合コンサルタント　中村 直美

御嶽山噴火に思う
㈲奥原測量設計事務所　奥原 一吉
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来たり、カメラを新調した時などよく出かけて行った。当時
は休火山と言われ、噴火する山ではないと思われていた
が、昭和５４年突如噴火して驚いた記憶がある。またその
５年後の昭和５９年には、長野県西部地震が発生し、南
側山腹が崩れ人的被害も発生した。その時は消防団の一
員として、行方不明者の捜索に携わり、また災害復旧業
務の一端も担うこととなった。その後は断続的に小規模な
噴気活動が続いていたが、今回の噴火により、多数の登
山者が巻き込まれ、最悪の被害をもたらすところとなった。
犠牲になられた５６名の方々のご冥福をお祈りするとともに、
怪我をされた皆様、ご家族の皆様にもお見舞い申し上げま
す。
　現在行方不明となっている７名の方を残し捜索の中止が
決定し、再開は来春以降となりました。今回身の危険をか
えりみず、捜索にあたった大勢の自衛隊や警察・消防関
係者の皆様の献身的な働きに対して、ほんとうに頭が下が
ります。ご苦労様でした。
　自然災害は、いつどこでどういう形で表れるか、まったく
わかりません。今年７月には、南木曽町でも土石流災害が
あったばかりで、復旧はこれからです。
　私たち測量設計に携わる者は、特に被災後の現地調査
や測量に関して、常に危険にさらされた状態に置かれ、そ
の対応にはいつも神経を使います。
　一旦災害が発生したら、真っ先に対応を迫られる私たち
ですが、近年は即対応するのが難しい状況になっています。
受注環境の悪化、労働環境の悪化、社員数減少、年齢
バランスの悪化、などなど悪いスパイラルに入ってしまってい
るように思います。
　今後若い人たちが、希望を持ってこの業界に入ってこれ
るのか心配になりますが、何とかしなければなりません。
　無災害と将来を担う子供たちにとって、良い未来が来る
ことを祈って筆を擱くことにします。

　御嶽山噴火！！9月27日午前11時52分、テレビのテロッ
プに流れた速報のあと、次 と々流れてくる被害情報は、噴
火直後の登山者が撮影した映像など衝撃的なものでした。
　御嶽山は日頃から身近な山だっただけに、この様な事態
になることは大変な驚きでした。当時300人近くの登山者
が巻き込まれ、多くの犠牲者が出たことは被害を増大する
複数の要因が重なったためだと思います。
　御嶽山は「日本百名山」にも選ばれ、標高が3,000ｍ
以上であるにもかかわらず、比較的楽に登れる人気の高い
山であることから、行楽時期の連休と紅葉などが重なり、ま
た時間が昼時でもあったため、行程的に山頂で昼食を考え
た多くの登山客が丁度いたのだと思います。噴火が最悪の
タイミングで重なってしまいました。また、御嶽山では登山
届の不備も指摘されています。安易に登れる山のため軽視
した結果、捜索に支障をきたすことにもなってしまいました。
　捜索活動とは言え、1,000人以上もの人員を配し、あ
の過酷な状況下で二次災害と背中合わせの捜索活動は、
只々頭の下がる思いです。
　噴火前の9月10日に御嶽山では微動性地震を52回、
11日には85回観測し、その後20回程度で小康状態が続
いていたそうです。実際にテレビの地震速報などもこの頃か
ら数回目にしました。今回の噴火は、マグマ噴火と違い予
知の難しさが挙げられていますが、少なからず前兆はあった
のだといいます。噴火警戒レベルを引き上げる判断の仕方
と広報の不足もあったのではないでしょうか。ただ登山者の
多いこの時期に警告が出せなかったのが悔やまれます。
　ある火山学者の「火山を正しく怖がる」という言葉を思
い出しました。火山の近くで生活をしている以上は、もう少
し正しい知識を得ることも大切ではないでしょうか。
　火山災害は、豪雨による土石流災害や、地震災害と違
い、日常の生活において余り遭遇することのない災害のた
めか、警戒も薄れがちになってしまいます。
　火山噴火予知は、地震予知と共に年々予算の削減、
それに伴い携わる人員までもが削減され、研究者の減少
や観測設備、体制が整わず、いざ災害が起きると被害が
拡大してしまう悪循環のような気がします。
　？？？何だか昨今の業界とおなじか？？？公共工事の削減→
事業縮小に伴う人員整理→緊急災害時に人員不足のた
め対応ができない。これと同じ様な気もするが（余談）。
　しかし、技術は進歩している様で、最近、ミュオグラフィ（宇
宙線に含まれる素粒子のミューオンを使用して地球内部を
見る）と呼ばれる手法により、火山内部のマグマの挙動を
レントゲン撮影のように3次元高速可視化が可能な実験が
成功したということを知りました。

御嶽山噴火！！について考える
㈱中部日本測量社　今井 久一
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　まだまだ実用化というわけにはいかないが、1日に1枚ま
で撮影できるようになれば、噴火のリアルタイム予測に近づ
くというなんだか難しそうだが画期的なことも行われているよ
うです（相当な費用も掛かるようですが）。
　今回の噴火はデジカメ、スマホといったツールにより火口
付近での状況が、噴火直後から克明に残された記録より、
多くの情報が残されており、大変貴重な記録だといいます。
技術による火山災害予知が進歩し、大量な情報が提供さ
れても、それを今後的確に分析し、生かさなければ貴重情
報も火山灰と共に埋もれてしまう結果になる。
　やはり地道な火山活動の研究については、的確な観測
機械の設置と、観測したデータを分析する人間を確保して
いくことが今一番の急務ということだろうか。
　御嶽山噴火を目の当たりにして、火山災害も含め自然災
害全体に対する考えを、見直さなければいけない様に思い
ます。
　東日本大震災以来、異常気象の影響でもあるようなゲリ
ラ豪雨、竜巻、土石流災害など大きな災害が起き、その
度に「今まで経験したことのない規模の…」という言葉をよ
く聞きますが、これからの自然災害には過去の安全基準は
危険に思います。
　自然を軽視し、立ちはだかるかる行為は時に大きな被害
をもたらし、自らに振りかかります。
　多少なれ自然と関わることを職業としている以上「自然
を正しく怖がる」ことを肝に銘じたいと思います。
　最後に噴火災害の犠牲になられた方々の御霊の安らか
なることをお祈りいたします。

　丁度２年前１１月石垣島へ３Ｄ計測業務で行った時のこと
を少しお話します。
　某大学の依頼で石垣島の街並みを３次元化する業務で
した。計測範囲が広いので車載型スキャナー（ＭＭＳ）を
使用することが条件でした。したがって計測車両を現地へ
持っていかなくてはなりません。フェリーは石垣島には運航
してないので大型貨物船で送るしかありませんでした。１１
月９日に東京の有明埠頭で貨物船に積み込みました。ちな
みに往復運賃なんと４０万円です。貨物船が到着するの
を見計らって１１月１８日に私らはセントレアから那覇経由で石
垣に向かいました。飛行機から見る海はまさしく澄んだエメラ
ルドグリーンで、沖縄自体初めての私はもう仕事のことは頭
にありません。完全に観光客です。
　到着すると１１月なのに沖縄は２３度くらいあり飯田を出発
した時の服装では無理、半袖で十分です。空港到着後

レンタカーを借り、車を引き取りに港に向かいます。海運
会社の駐車場に見覚えのあるプリウスが私どもを待っていま
した。ここでやっと仕事でここに来たことを思い出させてくれ
ました。港には海上保安庁の巡視船が２艘停泊中でした。
尖閣諸島の警備を任務としている船だと思われます。
車を引き取り大学の研究チームの事務所に打合せに行き初
日は終了です。

　ホテル到着後少し休んで夕食に街に出ました。街は居
酒屋が多いのにはちょっとびっくり、他はスナックやカラオケ
ボックスです。お姉ちゃんがいっぱいいるような店は見当たり
ません。観光時期を少し外れているせいか閑散とした状態
です。とりあえず居酒屋で沖縄料理と泡盛で乾杯です。そ
のあと夜の街を散策し『マンタ』というスナックへ入りました
が、６０歳くらいのママが出てきました。他にこれといったと
ころもないので、ちょっと飲んでいこうかということになりその
まま飲むことに。すると地元の料理をどんどん出してくれて、
これが又珍しいしうまい。居酒屋に行く必要もなかった感じ
です。そんなわけで少々飲みすぎでした。
　１１月１９日いよいよ仕事です。計測箇所は３ブロックに分
かれています。１箇所目は空港方面から市街中心部までの
ルート、２箇所目は市街地から港方面、３箇所目は市街地内、
ここは昨夜の予習で完璧でした。現地計測作業は２．３時間
で終了です。あとはうちの清水君の計算処理だけです。私
の受け持ちはほぼ終了です。
　２日目の夜は昨晩のスナックに直行です。カウンターで同
席した海上保安庁の方 と々盛り上がりました。
　３日目は午前中打合せで午後やっと自由時間ができまし
た。ここからは観光です。スナックのママから勧められた竹
富島へ行くことにしました。小型船に乗り３０分で島に渡れ
ます。又３０分間隔で便があるので港に行けば待つことなく
渡れます。レンタルサイクルを借りて島一周をしましたが２時
間もあれば回れます。カイジ浜は言葉では表せないほど美
しい海岸で思わず飛び込みたくなりましたが、さすがに泳い
でいる人は誰もいません。
　確か星野リゾートがこの島にあるみたいです。
　３日目の夜もやはり例のスナックです。明日帰ることを告げ

石垣島3Ｄ計測の旅
(株)小林コンサルタント　小林 佳人
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株式会社飯田コンサルタント　下平 勝史

ると「私の友達が長野県に嫁いでいるから電話してみよう
か」ということに早速電話し、途中で替って話をしたときに

「長野県はどちらにお住まいですか？」と聞くと「飯田市で
す」「えー僕も飯田市ですが飯田のどこですか？」「上郷で
す」「えー。びっくり！」となんとまあ石垣と飯田が繋がっちゃ
いました。ほんと世の中狭いですね。
　翌日、ママさんの紹介の酒屋で極上の泡盛を土産に帰
路に着きました。仕事に行ったのか呑みに行ったのかわか
らない出張でした。是非皆さん行かれてない方は一度どう
ですか。
　タイトルとは無関係な内容ですいませんでした。

　今回は、地元で行われている自転車競技「ツアー・オブ・
ジャパン」を紹介します。このレースは日本国内で行われる
ロードレースとしては、都府県をまたぐ唯一のレースです。
　ツアー・オブ・ジャパンは、昭和５７年（１９８２年）から
平成７年（１９９５年）まで１４回開催していた「国際サイク
ルロードレース」を継承する国内最大規模の自転車レース
です。平成８年（１９９６年）、UCI（国際自転車競技連
合）にステージレースとして公認されたことを機に、その名称
を「ツアー・オブ・ジャパン」に変更し第１回ツアー・オブ・
ジャパンとして開催しました。平成２６年の大会では、UCI
よりグレードアップが承認されました。
　UCIとは、国際自転車競技連合が主催する自転車のロー
ドレースシリーズ“UCIプロツアー（ツール）”と共に誕生し
たのがUCIプロチーム制度。成績、財政、運営など多角
度から評価され、２０１３年は１９チームがUCIプロチームライ
センスを許可された。プロチームは、“UCIワールドツアー”
の全レースに出場する権利と義務を持つ。

　この大会は、日本を代表するステージレースで、日本版の
「ツール・ド・フランス」とも言えます。

　では、今年度の大会日程
5/18(日)【堺】-第1ステージ2.65㎞ 13:40(個人タイムトラ
　　　　 イアル)大仙公園周回コース
5/19(月)（移動日)
5/20(火)【美濃】-第2ステージ 160.7㎞ 9:15旧今井家  
　　　　 住宅前→横越→美濃和紙の里会館前周回コー
　　　　 ス(パレード4.0㎞＋11.6㎞＋21.3㎞×7周)
5/21(水)【南信州】-第3ステージ 148.0㎞ 8:45飯田駅
　　　　 →下久堅周回コース→松尾総合運動場前(パ
　　　　 レード7.3km＋（12.2km×12周）＋1.6km)
5/22(木)（移動日）
5/23(金)【富士山】-第4ステージ11.4㎞ 10:00 須走商
　　　　 店街→(ヒルクライム)ふじあざみライン入口→富
　　　　 士山須走口５合目（パレード2.1km＋11.4km）
5/24(土)【伊豆】-第5ステージ 146.4㎞ 9:30 日本サイク
　　　　 ルスポーツセンター周回コース（12.2km×12周）
5/25(日)【東京】-第6ステージ 112.7㎞ 11:00 日比谷シ
　　　　 ティ前→大井埠頭周回コース(パレード1.2㎞＋　
　　　　 14.7km＋(7.0km×14周))
全走行距離:581.85㎞
　この5/21の南信州
ステージでは、レース
が行われる下久堅周
辺と松尾総合運動場
付近は全面通行止め
になり迫力あるレース
が行われます。レース
の盛り上がりを見せる
山岳ポイントは、私の
自宅近くで、またゴー
ルは当社の目の前に
なると好条件が揃っ
ていますが、例年多
くの人が観戦していま
すので、なかなかじっくり見ることが出来ません。
　是非、皆様一度は白熱するレースを見て頂きたいです。

南信で行われるスポーツ



13 14

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　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

㈱ダイエー測量設計　山本 知佳

㈲長測技術　小林 善治

㈱中央測量　浦野　泉

㈲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

㈱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㈱　大井 英俊

㈱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　井戸 和則

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 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

㈲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　徳武 福司

山内商事㈱　山内 信広

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

長野市合戦場2丁目137-4

飯山市飯山1108

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
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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.0269（62）2261

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

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
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s_survey@avis.ne.jp

webmaster@daieisc.co.jp
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ngckk@avis.ne.jp

info@meiwa-sv.com

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

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
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〒399-8304

〒394-0031

〒395-0822
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〒399-2431
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〒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

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.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（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.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（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

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

info@yamauchikk.co.jp

kashiyo@kashiyo.com
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（副会長兼支部長）

（技術委員）

（理事兼総務広報委員長）

（総務広報委員）

（会長）

（総務広報委員）

（理事兼支部長）

（技術委員）

（技術委員）

（副会長）

（総務広報委員）

（理事兼技術委員長兼支部長）

（理事兼副支部長）

（新規事業確保検討委員）

（監事）

（理事兼新規事業確保検討委員長）

（技術委員）

（総務広報委員）

※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　（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　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

㈱ダイエー測量設計　山本 知佳

㈲長測技術　小林 善治

㈱中央測量　浦野　泉

㈲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

㈱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㈱　大井 英俊

㈱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　井戸 和則

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 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

㈲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　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

〒389-2253

〒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

長野市合戦場2丁目137-4

飯山市飯山1108

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.0269（62）4177

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.0269（62）2261

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

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

chousoku@mx1.avis.ne.jp

turano@poplar.ocn.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.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

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

〒399-2431

〒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

〒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

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.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（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.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（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

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

info@yamauchikk.co.jp

kashiyo@kashiyo.com
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（副会長兼支部長）

（技術委員）

（理事兼総務広報委員長）

（総務広報委員）

（会長）

（総務広報委員）

（理事兼支部長）

（技術委員）

（技術委員）

（副会長）

（総務広報委員）

（理事兼技術委員長兼支部長）

（理事兼副支部長）

（新規事業確保検討委員）

（監事）

（理事兼新規事業確保検討委員長）

（技術委員）

（総務広報委員）

※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　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

㈱ダイエー測量設計　山本 知佳

㈲長測技術　小林 善治

㈱中央測量　浦野　泉

㈲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

㈱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㈱　大井 英俊

㈱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　井戸 和則

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 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

㈲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　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

〒389-2253

〒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

長野市合戦場2丁目137-4

飯山市飯山1108

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.0269（62）4177

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.0269（62）2261

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

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

chousoku@mx1.avis.ne.jp

turano@poplar.ocn.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.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

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

〒399-2431

〒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

〒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

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.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（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.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（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

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

info@yamauchikk.co.jp

kashiyo@kashiyo.com
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）

　

南
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（

　
23

　
社

　
）

　

（副会長兼支部長）

（技術委員）

（理事兼総務広報委員長）

（総務広報委員）

（会長）

（総務広報委員）

（理事兼支部長）

（技術委員）

（技術委員）

（副会長）

（総務広報委員）

（理事兼技術委員長兼支部長）

（理事兼副支部長）

（新規事業確保検討委員）

（監事）

（理事兼新規事業確保検討委員長）

（技術委員）

（総務広報委員）

※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　（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　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

㈱ダイエー測量設計　山本 知佳

㈲長測技術　小林 善治

㈱中央測量　浦野　泉

㈲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

㈱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㈱　大井 英俊

㈱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　井戸 和則

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 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

㈲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　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

〒389-2253

〒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

長野市合戦場2丁目137-4

飯山市飯山1108

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.0269（62）4177

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.0269（62）2261

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

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

chousoku@mx1.avis.ne.jp

turano@poplar.ocn.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.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

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

〒399-2431

〒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

〒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

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.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（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.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（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

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

info@yamauchikk.co.jp

kashiyo@kashiyo.com
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（副会長兼支部長）

（技術委員）

（理事兼総務広報委員長）

（総務広報委員）

（会長）

（総務広報委員）

（理事兼支部長）

（技術委員）

（技術委員）

（副会長）

（総務広報委員）

（理事兼技術委員長兼支部長）

（理事兼副支部長）

（新規事業確保検討委員）

（監事）

（理事兼新規事業確保検討委員長）

（技術委員）

（総務広報委員）

※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。



新年恒例の講演会にお越しください！

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

　平成26年度を振り返ると、県内でも大きな災害が４件ありました。
　2月14日からの大雪で、県境の国道18、19、20号線では車が立往生し通行止め、農作物等は、
パイプハウスの倒壊など多大の被害が出ました。
　7月9日、木曽町の梨子沢であった土石流災害。12歳の子供が犠牲になり、ＪR中央本線の橋が
流され国道19号に土砂が流入しました。
　9月27日、御嶽山の噴火災害（水蒸気爆発）。秋の紅葉シーズンだったため、登山者が多く戦後
最悪の57人の命が犠牲になり、まだ行方不明者がおり大災害になりました。
　11月22日、白馬村を震源として発生したＭ6.7北部地震（神城断層地震）では、白馬村・小谷村で、
住居の全壊・半壊、交通網が鉄道・国道・県道等で土砂崩落などによる通行止めが発生し大きな被
害となりました。
　災害で犠牲になられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。また、被災された皆様には心よりお見
舞い申し上げます。平成27年は災害の無い年であってほしいと願っております。

発行に当たり、会員をはじめ多くの皆様からの協力を頂き厚く御礼申しあげます。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務広報委員

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

日時：平成27年1月29日（木） 午後3時
場所：ホテル国際21（藤の間）

（一社）長野県測量設計業協会 主催　講演会へのご案内

お誘い合わせ
ご聴講ください。

（無料）
お問い合わせ先：E-mail:chosokyo@seagreen.ocn.ne.jp
　　　　　　　　TEL.026-233-5078

「戦国武将の安全管理 」一龍齋貞花


