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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、昨年は本県で開催しました関東地区協議会の

会議翌日、伊豆半島に上陸した台風19号は、関東を縦

断しましたが、本県においても佐久、上田さらに長野と

東北信地域が甚大な被害に見舞われました。まさに

270余年前の戌の満水の語りが思い起こされるような

大災害となり、平成29年末に長野県知事と締結の災害

協定が初めて発動され、県からの災害支援協力要請に

基づき、協会を挙げ災害対応にあたる実に厳しい年に

なりました。

　この台風災害の対応にあたっては、当協会員は元よ

り県内の関係団体との協力連携に留まらず業界が一つ

になっての対応となりました。さらに、お隣の山梨県測

量設計業協会の支援をいただくなかでの対応でした。

　この災害業務において、長時間労働等による労働環

境の悪化に加え、経営環境に及ぼす影響も大きく、会

員の皆さんの意向を少しでも叶えられればと努力をし

て参りましたが、改めて緊急性の高い災害業務が加わ

ることへの準備の難しさを深く痛感しており、協会とし

て、緊急時に対応できる体制とその運用について、今災

害の教訓を生かせる組織づくりに取り組んでまいる所

存であります。

　その一つが、国の重点政策でもあります人づくりであ

り、我が業界にとっても喫緊の課題である、人材の育成・

確保に向け行政、学校教育との連携の中で取り組んで

きましたが、今最災害対応を通じその人材活用の重要

性を実感しており、業界のイメージアップにつながる斬

新なチャレンジの必要性を痛感しておりますが、一方

で、ここ数年協会活動における若手技術者の育成、雇

用の取り組みが多岐にわたることから次第に会員の皆

さんに圧し掛かる負担が大きくなるという、相反する課

題もあり、一組織の枠を超え対応した今災害業務のよ

うに業界全体が大きな輪をもって望めることの重要性

を強く感じております。

　近年、IT、AI活用による技術革新が進み、建設産業

を取り巻く環境は大きな変化を見せており、当測量設

計業界もレーザー測量、ドローンを活用しての測量など

急激な技術革新、この技術を建設産業全体の中で活

用すべくBIM/CIMの取り組みが急速に進んでおり、特

に測量・調査から設計のBIM/CIM の活用を通じ生産

性の向上を図り、加えて働き方改革での人材育成・人材

活用による新たな雇用の創出に向け、就職説明会など

への参加の機会を活し、出展してまいる所存です。

　さて、本年度の協会事業や活動は、事業計画に沿っ

て上半期は順調に実施してまいりましたが、今災害を機

に測量の日の取組み、学校・地域支援等協会の目玉事

業を全て中止、加えて、行政との意見交換の場もつくれ

ない中で新しい年を迎えておりますが、引き続き厳しい

災害対応下ですが、出来る限り活発な協会活動に努

め、少しでも業界の実態が訴えられる活動を会員の皆

様と共に努力する所存あります。

　我々は、地域の企業としての責務を忘れることなく、

自主性と責任を常に抱きながら多様性を重んじ、日々

努力してまいります。

　協会員一同、活発に活動し、信頼のいただける組織

として、これまで以上に努力してまいりますので、一層

のご支援ご鞭撻をお願い申し上げます。

　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。
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特 集 災害と地図・測量図災害と地図・測量図

は じ め に

　令和の時代を迎えた2019年10月、長野県は台風19号による大雨が長時間継続し、千曲川は大洪水となり、

各地で大変な災害が発生した。今回の災害の解明はまだ途上にあるが、いずれにして歴史上に残る大災害であ

ることに間違いなく、私たちはこの災害の姿を正しく、将来に伝えていく責任がある。

　災害伝承とは、先人から学んだことを将来に伝えていくことによって、災害による被害を減らそうとする人の

営みである。では、私たちは、先人から、歴史から何を学びとっていかなくてはならないのだろうか。

 本稿では写真など現代のような情報伝達手段がなかった時代に、地図絵図という手段により伝えようとした

地図史料を紹介しながら、歴史災害を考えることとしたい。

※3頁の千曲川流域図に、文中の図1～7の概ねの位置を示しましたので場所を想像しながら読んでください。

　令和元年は、私たちが、自然との向き合い方につい

て考え直さねばならない時期にきていることを印象づ

ける年となった。季節はずれの暑さや大型台風の度重

なる襲来。ゲリラ豪雨や線状降水帯。経験知では対応

できない事態が頻発してきた。

　とりわけ、台風19号では、千曲川・阿武隈川など71河

川が決壊、死者行方不明者96人、8万棟の住宅が被災

した。長野県では死者5人、土砂災害40件超を数えた。

巨大台風の襲来頻度は今後高まるとされる。「想定外」

という言葉は免罪符にならない。

　19号台風では「戌の満水」という言葉が出た。寛保

2（1742）年8月、千曲川はじめ、関東全域を襲った大洪

水である。前線の停滞で地盤が軟弱化したうえに巨大

台風が江戸湾から日本海へ進んだ。千曲川流域では

3,000人近い死者が出た。

　今日では、映像や写真で被災地の様子がわかる。記

録も簡単に残せるが、写真が普及する以前はその役割

を文書や絵図が担っていた。戌の満水でも作成されて

いる。なかでも、今回橋梁が崩落した海野宿の洪水前

後の絵図と、戌の満水最大の被災地小諸町の洪水後

の絵図には、多くの教訓が盛り込まれている。以下、紹

介してみたい。

はじめに 1.「戌の満水」

■   飯田市美術博物館専門研究員（前長野県立歴史館学芸部長）青木 隆幸

「戌の満水」を記録した絵図



3

一級河川千曲川、長野県内の延長は214km、流域
面積は7,163km2 。山梨・埼玉・長野の県境にある
甲武信ヶ岳（こぶしがたけ）から流出し、佐久・上田・
長野盆地などを形成し、新潟県に入って信濃川とな
る。佐久盆地では湯川と鹿曲川、上田盆地で依田川
と神川、長野盆地で犀川、鳥居川などと合流する。
佐久盆地から上流は渓谷をなし、上田・長野盆地で
は勾配が緩くなり、河幅も広い。しかし、立ヶ花から
狭窄部となり、飯山ではまた幅が広い緩やかな流れ
になるが、そのまた下流も狭まる。

案内図　災害を伝える絵地図・測量図
（千曲川河川事務所「千曲川犀川の地形地質」の図を引用し、本文中に引用した図の場所を示しています）

戌の満水前後の千曲川の
河道変化（東御市海野宿）図1

寛保2戌年洪水変地
絵図（小諸市）

延徳沖及長沼沖浸水地見取図
（長野市、中野市、須坂市、小布施町）

埴科郡屋代町更級郡栄
村付近浸水区域調査図
（長野市、千曲市）

明治初期、
畑村村誌付図
（佐久穂町）

図2

図6

図5

図4

寛保2年戌の満水絵図
（千曲市戸倉） 図3

木嶋平水害区域平面図
（飯山市と木島平村）
※今回未掲載
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　海野宿は、戌の満水では宿場の東側入り口を千曲川

の激流が襲い、11人の死者を出した。図1の上が満水

以前の様子、下が以後の様子である。

　洪水後、宿場入り口の白鳥神社東側で千曲川が南に

屈曲し、右岸をまっすぐ伸びていた街道が北に道筋を

曲げたことがわかる。水流で入り口付近がえぐり取られ

たのである。

　実は、今回の台風で崩落した海野宿橋はこの場所に

ある。今回は千曲川右岸300メートルが崩壊、堤防の内

側にあった海野宿橋の橋台が横転した。

　報道では、海野宿橋は護岸が崩れないという前提で

工事を行ったらしい。杭を打ち込む等の構造をとらな

かった（信濃毎日新聞）。しかし、ここは「戌の満水」を

含め、度々護岸崩壊を繰り返してきた。洪水により街道

と護岸が不自然に屈曲するに至ったことを示す2枚の

絵図は、その意味で、海野宿で生きるとはどういう事な

のかを雄弁に物語る。復興に際しては、絵図に込めら

れたメッセージをしっかりと受け止める必要がある。

　戌の満水では、浅間山系から小諸町に流入する3河

川で土石流が発生した。1日朝7時頃である。2時間ほど

で町は壊滅した。流死者は500人を超えた。この時の

土石流を描いたのが図2「寛保2戌年小諸洪水変地図」

である。ちなみに、土石流を「蛇水」と呼んでいる。まず

蛇堀川に注目する。現在も蛇堀川は蛇堀橋のかなり下

方を流れているが、当時も同様だった。この時書かれ

た文書には、「蛇水の水煙は天に昇るほど高く、屏風を

立てたようだった。15 ～18メートル程の高さになり、石

が雨のように舞い上がっていた」とある。土石流は橋を

乗り越え、番所をなぎ倒し荒町方面に流れ下った。「変

地図」でも街道沿いに土石流が流れた様子がわかる。

ここは西に向かい急な下り坂である。

　松井川と中沢川に注目する。2つの川は成就寺付近

でもっとも接近する。「変地図」でもこの付近で土石流

の規模が大きくなり、本町・田町を押し流し、大手門、

三の門を突き抜けて城内に流れ込んだ様子がわかる。

土石流の速度はわからないが、小諸町の場合、土石流

特 集 災害と地図・測量図災害と地図・測量図

3. 戌の満水 最大の被災地小諸町を描いた絵図2. 戌の満水前後の海野宿を描いた絵図

図1　戌の満水前後の海野宿千曲川の河道変化　
　　（海野宿歴史民俗資料館所蔵、撮影：山浦）

図2　「寛保2戌年小諸洪水変地図」小諸市小山家所蔵
　　  画像 県立歴史館提供 1C-001001-601）
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の襲来は1日朝8時頃だった。深夜の出来事ではない。

この時間に500人が流死するというのは尋常ではない。

土石流は想像を超える速さだったのだろう。2014年の

広島県北部土砂災害では、土石流の速さは瞬間的には

秒速40メートルに達した。

　小諸の西隣に東御市金井集落がある。元々は所沢川

沿いに位置していたが、戌の満水の土石流で集落が全

滅し、現在の地点に移住した。名主の記録では、寛保2

年7月末から8月1日未明にかけ豪雨となり、朝には雨は

小康状態になったが、そこで土石流が発生したという。

名主の家族は庭のもみの木によじ登り、水が引くのを

待ち昼頃に避難を開始した。土石流はさらに田中宿を

突き破り千曲川に落ちた。広島同様の土石流とすれば、

発生から田中宿到達までは約10分。金井村へはその約

半分。これでは到底避難できない。

　小諸町に戻る。同様の速さで土石流が流れ下り500

人の流死者を出したと考えられる。災害絵図に時間の

経過という要素を組み込むことで、より多くの情報が引

き出せる。

　土石流は、城内に入ると何筋かに分かれた。色の濃

い部分は、分厚く堆積した土砂を描いている。何日にも

わたり遺体を掘り起こしたとある。言語に尽くしがたい

光景だったという。

　松井川と中沢川は、現在は小さな川である。急流だが

水量は少ない。町を壊滅させたとはとても思えないが、

「変地絵図」はそれが事実だったことを示す。川沿いに

は住宅が相当数建つ。道は狭く急勾配。戌の満水のよう

な土石流が発生したら、安全に避難できるだろうか。

　「変地絵図」の信憑性の高さは、絵図左（西）側に土

石流が流れなかった地帯が白く描かれていることでわ

かる。市町である。北に鍋蓋曲輪と呼ばれる微高地が

あったおかげで直撃を免れた。洪水後、本陣や問屋は

市町に移転し、市町が城下町の主要な機能を担う。

　戌の満水の場合、3河川の上流の浅間山系が豪雨

だった。7月晦日夜から1日早朝である。7時頃、雨は止

んだが、浅間山方向で轟音がし土石流が発生した。地

盤が緩んでいた上に豪雨で山が崩壊し、土砂が川をせ

き止める現象が起こっていたのだろう。それが1日朝決

壊したと考えるのが適当だ。

　300年前の小諸町と現在では建物の数も強度も違う

が、地形が変わっていない以上、豪雨の結果が戌の満

水同様の被害を生むことは間違いない。浅間山噴火に

ともない発生が予想される火砕流にも当てはまろう。

「変地絵図」は、その意味で、小諸町の未来の姿を描

いている。海野宿絵図同様、絵図に込められた先人の

メッセージを読み解く必要がある。

　図3は濁流が上徳間から内川村、千本柳村へ流れ

た様子を描いている。右方（西）に洪水前の千曲川（「古

千曲川」）、左方に決壊で生じた濁流（「押切 千曲川」）

を描く。濁流は福井村を直撃し、内川村等を水没させ

た。上徳間村は家屋58軒が流出全壊、死者65人、内

川村は死者49人だった。松代藩作成の被害書上帳か

ら算出すると内川村の全損耗率は100%、藩内の村の

なかで最も高い数値である。

　絵図左方の寂蒔村（現千曲市寂蒔）に注目する。絵

図では被害を免れたようにみえるが、水深3メートル

強、65軒流失、潰家28軒、流死者158人の被害を出し

4.「千曲市上徳間 寛保2年戌の満水絵図」

図3　「寛保2年戌の満水絵図」戸倉町誌より）
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ている。寂蒔は坂木代官所支配地だったため、描き方

が疎漏になったのかもしれない。濁流は元禄期に作ら

れた水除土手を突き破り村に流れ込んだ。1日午前10

時のことである。

　小諸同様、時間の要素を加えてみたい。白昼160人

が流死したというのは信じがたいが、上流の上田城下

に当日の千曲川を観察した史料が残っている。上田と

寂蒔の史料を整合的に読み解けば災害の様子が復元

できる。上田の史料を要約すれば次のようになる。

　1日朝7時半頃、東方で大きな音がし、地鳴りが激し

くなり、8時から9時頃上田城下の千曲川に家や死体

が流れ着いた。人々は漂流物を引き上げに出かけた。

水は10時頃少し引き、昼頃再び水位が上昇に転じた。

　千曲川は上田城下付近で一旦滞流したが、10時頃、

何らかの要因で水位が下がったのである。下流の寂蒔

村の洪水は10時頃。上田盆地出口岩鼻狭窄部に漂流

物が集中し、せき止めダム状のものが形成され、それ

が決壊したとすればつじつまが合う。いかがだろうか。

　災害絵図は、時間の経過や近隣の状況などのデータ

を補うことで、史料価値が高まる。

　戌の満水で248人の流死者を出し、村ごと移転

した上畑村（現佐久穂町上畑）の明治初期の村絵

図（図4）がある。村は千曲川の満水と、八ヶ岳山系を

水源とする大石川の土石流で1日真夜中に壊滅した

が、絵図には千曲川左岸に「腰巻」という奇妙な地名

が記されている。「腰まで水が渦巻く」という意味の

災害地名ではないか。「腰巻」地名は各地にある。

　図4の拡大図には「◯◯窪」、「押出」、「川除」など地

形や災害に関係する地名がみられる。

　土石流を木曽谷では「蛇抜け」と呼ぶが、奈良井村

や読書村には蛇抜ケ沢という地名がある。寂蒔という

地名も、「水が逆巻く」という意味かもしれない。千

曲市には粟佐、桜堂、倉科という地名があるが、アワ

は「土地が暴れる」、サクは「えぐられて水が流れる

様子」、クラは「崩れた、くりぬかれた土地」を示す災

害地名。私の故郷飯田には猿倉という地名があるが、

まさにそのような土地である。ゾレは「崩壊した土

地」、タギルは「激しく水が流れ下る様」。カミ・カマ

は「噛み切る」の転化で浸食された地形、ヤマブキは

「山が崩れ、土砂が吹き出し下流に被害を与える土

地」である。

特 集 災害と地図・測量図災害と地図・測量図

5. 絵図に記された災害地名

図4　1-1- 8-27 畑村（図）  （明治初期、畑村村誌付図 県立歴史館所蔵、右図は千曲川沿いの一部を拡大したもの）
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6. おわりに　長野県には明治10年頃、約700の村があったが、

村々で村絵図が作成された。ほぼ全部の村絵図が現

存しており、県立歴史館に保管されている。これらの

絵図を研究したのが（一社）長野県測量設計業協会

と歴史館との共同研究「長野県絵図・地図研究会」

だった。

　地名や土地利用を詳しく記した絵図が多いこと

が特徴である。木曽の蘭川沿いの吾妻村（現南木

曽町吾妻）の絵図には「大ガケ沢」という地名がある。

土石流多発地帯で、絵図には急斜面にできた崩壊

地が朱色で彩色されている。災害危険地帯が一目

でわかる。共同研究ではこれらの村絵図をデジタ

ル化し公開した。県立歴史館のホームページから閲

覧できる。

　台風19号と戌の満水の類似性が指摘されている。

それを受け、戌の満水関連の絵図を紹介した。是非

読み解いていただきたい。災害に立ち向かう心構えは

「一度あったことは必ず二度ある」と考えることだ。何

があったのかを明らかにすることは、私たちが、ある

いは私たちの子孫たちが、より安全で豊かな生活を

築いていくための、今できる大切な任務である。手塚

治虫の『火の鳥』の中にこんな言葉がある。

　「人間は、明日生きるために今日を生きてきた」

　災害地図は、そのために欠かせない「武器」だと思う。

　　　

　日本一の河川、信濃川は、地形条件も影響し、たび

たび洪水被害が各地でおきてきた。長野県を流れる

千曲川も地盤隆起などの地質活動により形成された

盆地や狭窄部により、急激な河床幅の変化、勾配の変

化などにより水害の発生しやすい地形条件が形成さ

れている。このため千曲川では、たびたび洪水が発生

しているが、近代化を目指す明治時代、川の沿線へ開

発などが進んだことも相まって災害が頻発している。

ここでは、特に被害が大きかった明治29年、43年の

2つをとりあげる。

（1） 明治29年 7月洪水

　明治29年7月に、四国上空より日本列島を縦断する

形で、弱い熱帯低気圧が長野県上空を通過し、さら

に梅雨前線の低気圧が通過していった。7月18日頃か

ら降り続いた雨は20日頃には激しくなって、大洪水と

なり、千曲川をはじめ、支川で被害が各地で発生した。

　洪水は、寛保2年（1742年）の「戌の満水」以来の規

模とされ、その証拠は長野市長沼 妙笑寺の水位記録

に残され、32尺とある。（戌の満水が最大で36尺）で明

治時代最大の洪水となった。

　この水害の際に、下高井郡長から県庁にあてた電

報にはこうある。「千曲川水位立ヶ花ニ於て　三丈余

に及ぶ、延徳沖と称する部分悉皆浸水、高丘村ニ於テ

　家屋百七十五戸、田畑百五十八町歩、長丘村ニ於

1. 水害の多発期であった明治時代の水害を伝える測量図

■   土木・環境しなの技術支援センター理事／県立歴史館名誉学芸員山浦 直人

災害を伝える測量図

▼次の参考文献をぜひご一読ください。
・「長野県近代村絵図・地図の世界：明治の地図はどう
つくられたか」（長野県絵図・地図共同研究事業実行委
員会編）
・『古地図で楽しむ信州』（風媒社）
  ・佐久広域連合製作DVD『戌の満水、その時佐久では』
　（HPから動画で見れます）
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特 集 災害と地図・測量図災害と地図・測量図

テ・・・・深さ大約3丈余　電信線ノ水中ニ没スル二 ,

三尺、宛も大湖ノ如ク　舟筏を以テ人命ヲ救助（略）」

とある。

　この時の道路や橋の被害は甚大で堤防欠損が

180kmにもおよび、公共土木の被害額は、734万円と

あるので、現在価格にすれば1千億円を超えるだろう。

　こうして明治29年水害は、全国的にも大災害とな

り、近代化を進める日本にとって防災法制度に成立の

契機となり、河川法、砂防法、森林法が翌30年に制定

される。

　これに先立ち、長野県では、明治24年、27年の水

害をうけて県下の主要河川の河川測量に着手し、延長

280kmに及ぶ測量図を完成させた。そして測量図に

基づいて治水工事の計画、予算措置などをきめてい

たが、明治29年の大水害は、その計画では不足するこ

とがわかり、県がまとめた治水工事計画は見直すこと

となり、本格的治水対策はまた先送りになってしまう。

（2） 明治43年8月洪水

　明治30年代も毎年のように大雨と洪水がおきてい

るが、特に明治43年8月9日から11日にかけては長野

県下は台風の影響により豪雨となり、千曲川をはじめ、

各河川が一斉に氾濫し、被害状況は、流失・全壊家屋

259戸、床上・床下浸水家屋12,873戸となった（図7）。

　この時の洪水による被害を伝える貴重な資料が県

立歴史館に残されている。行政文書や長野県測量図

にある浸水区域図である。

　図5, 6は屋代町栄村（篠ノ井）地区、長沼及び延徳

地区の浸水深さを調査した図面で「洪水による浸水

実績図」である。なお、同様の浸水地図が飯山木島地

区についても残されている。

　この当時の千曲川の堤防の状況は現在とは異なる

が、長野市長沼妙笑寺の浸水高さが27尺、立ヶ花の

量水標が27尺3寸5分を記録しており、明治29年に次

ぐ洪水であったとされる。

　この洪水では、長野市篠ノ井の駅付近が浸水し、

その深さは約2尺（60cm）に達したと伝えられている。

床上浸水である。

　家屋の被害も大であるが、当時の千曲川沿いは、日

本一とされる養蚕を支えた桑畑が一面に広がってい

た。このため、畑作被害が大きく、農業に大打撃を与

えたとされる。

　一方で養蚕や製糸のため山地山林を乱開発したこ

とが流出量の増大につながったとの指摘もあり、自然

災害が与える影響が広範囲に関係することを改めて

認識する機会となった。

　この災害時に軽井沢には、時の桂太郎首相が滞在

していたが、碓氷峠の鉄道が土砂崩れで不通となり、

直ちに東京へ戻れなかった。この災害は全国で死者

不明2,500人を超える大災害になり、桂首相は水害対

策を軽井沢から指揮したとなれる。そして、治水対策

の重要性がやっと政治に認知され、第一次治水長期

計画へとつながったとされる。

　千曲川も、県が治水対策を担っていたが、大正7年

ようやく千曲川本川を内務省が直轄改修として行うこ

とが決まり、堤防工事に着手、この工事は昭和10年ま

で続くこととなる。こうして出来たのが「内務省堤防」

である。
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図5　千曲川 埴科郡屋代町更級郡栄村付近浸水区域調査図（長野県立歴史館所蔵 長測図38）
     ※左下から右上に向かって中央を千曲川が流れる。2つの鉄道線が合流する少し上が篠ノ井

　駅である。
       ※図には明治31年・43年の浸水状況の加筆があり、浸水の範囲は、屋代、雨宮、塩崎、篠

　ノ井、横田などほぼ図の範囲一円に及んでいる。）　

図5～7の詳細、画像データなどの問い合わせについては、山浦
までお願いします。

　治水は、自然との闘いであり、終わりがない。戦後も

昭和24年キテイ台風、昭和34年、昭和57・58年の大

洪水が襲い、水害は決して収まったわけではない。

　千曲川は、流域面積が大きく、流路も長いため、様々

な大雨の降り方で洪水が発生することから。1つの対

策では解決できないと思われる。また下流の狭窄部と

いう解決しがたい地形を抱えている。

　土木技術の進展、総合的な治水対策の進展で水害

は着実に減少しているが、今回の災害は想像できない

大出水がおきることが現実であることを改めて明らか

にした。

　令和元年10月の台風19号の水害は、「戌の満水」

「明治の大水害」とともに、今後に語り伝え、備えに活

かしていかなくてはならないものとしたい。

2. おわりに
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特 集 災害と地図・測量図災害と地図・測量図

図6　延徳沖及長沼沖浸水地見取図（長野県立歴史館所蔵 長測図620 明治43年  撮影：山浦）
       （※図の中央を右から左へ千曲川が流れる。図には、浸水範囲と共に長沼浸水面積1278町歩 延徳浸水面積1025町歩とある。）

図7　明治43年 水害被災箇所図（長野県立歴史館所蔵 行政文書 明治43年2B-13に編冊　
撮影：山浦）

　図7の赤色の部分が被災地

域であるが、2019年台風19

号の被害地域と類似してい

る。本図は長野県の明治43

年行政文書に綴じ込まれてい

るが、県土の形状、方位などが

正確に描かれた地図である。

　地図が綴じ込まれている「水

害当時往復書類」には、県下

各地の被害額が詳細にまとめ

られ、被害額が明治時代最大

であることを示している。

　また、のちに県知事となる

長野県総務部長力石雄一郎

は、8月14日更級郡栄村（現

長野市篠ノ井）を皮切りに、被

災地を1ヶ月にわたり視察し、

関係者を激励したとされる。
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1. 資格取得講座（測量士・測量士補受験講座）
　協会加盟会員の技術力の向上にむけ、長野県が実施の「長野
県産業人材カレッジ」を活用しての「スキルアップ講座」測量士・
同士補の試験前4月に長野・飯田の2会場で開催。
　講師として、昨年度人材育成・確保に向け連携協定を締結した
「東海技術専門校金山校」の協力をいただき延べ4日間、79名
が受講しております。

2. 人材育成（建設系高等学校就労支援事業・建設技術支援実践プロジェクト（DIY））

　本年度は、当初支援計画に対し、下半期の事業として計画の
学校支援は、10月の台風19号災害により中止せざるを得なく、
結果上半期事業での6校11講座に留まる（DIY 3講座を含む）。
今年度新たな取り組みとして、6月に実施の2校において授業終
了後、企業説明会を開催。
　また、インターンシップも県下4校からの依頼を受け、延べ23
名の生徒が、協会員の社で1～3日のインターンシップを体験。

　今年度からテーマを絞り協会活動をアピールしており、学校
の授業支援後に企業紹介を実施、インターンシップの積極的な
受け入れ。さらに中学生の職場体験を受け入れるべく、地元新
聞への広告掲載。
　そして、今年も秋に開催のものづくりフェアに出展。今年度当
協会では2つのブースで頑張りました! 従来の地図づくりに加
え、ドローンのデモフライトを実施（大盛況でした）。

　今年の支部研修会は、6月6日（木）松本市の信州スカイパークで
開催中の信州花フェスタ（全国都市緑化信州フェア）の視察でした。
支部会員の皆さんは、北信地区の建設事務所の皆さんと開催中
の信州花フェスタ会場を訪れ、フェスタのメイン会場を見学、最
後に会場随一の大花壇が広がる“北アルプスの花の丘”で記念撮
影 !
　長野に戻り、意見交換会を開催。

平成３１年度・令和元年度の協会活動

担い手確保・育成

広報・啓発活動

支部活動（北信支部）
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　大型で非常に強い台風19号が2019年10月12日夜に伊豆半島に上陸。県の東側をかすめて通過したが、台風本
体の雲が到達する前に発達した雨雲が県東側に大量の雨をもたらしました。気象庁は大雨特別警報（大雨・洪水
警戒レベルで最高の5に相当）を発表して最大級の警戒や避難を求めたが長野市で千曲川が決壊、千曲川流域の東
信地域では橋の崩落や堤防決壊、千曲川支流でも猛威を振るい死者、行方不明者も出る甚大な被害となりました。

◇協会の災害対応の経緯
10月 13日 休日に建設事務所及び東信の市町村から災害緊急調査の依頼
 15・16日 東信の建設事務所と東信支部が独自に災害協定締結の3市町と災害対応協議
 16日 長野県知事と締結の災害協定に基づく支援要請　
 17日 災害協定締結3団体（測協・建コン・補償コン）における調整会議
  ※地質ボーリング業協会とは別途調整
 18日 業界一丸で災害業務。被災箇所が徐々に明らかに（当初450ヶ所→750ヶ所）
 20日 山梨県測量設計業協に応援要請
 21日 建設部長に災害対応要望（2件）・佐久建設事務所にて災害業務の合同説明会
 22日 協会各支部と支援要請の調整・情報提供
 23日 被災現場立会& 災害調査業務が本格化
 25日 長野国道工事事務所長要望（災害業務優先の依頼）
 27日 災害査定計画の公表
 30日 中部地整県内4事務所長要望（災害業務優先の依頼）
11月 　1日 災害業務は協会をあげて対応
 　5日 山梨県測量設計業協会員が現地に入る（10社）

この時点で被災箇所数（県）は900ヶ所超
　　　15日 建設部長に災害対応要望（4件）
  ※上記の被災箇所対応以外に、東信地区15市町村の545ヶ所も同時に業界をあげ対応。

　災害発生以降、災害の初期対応は我々業界人の使命との思い、強
い郷土愛を持って、災害査定に向けて全力で業務に取り組んでいる。
近年頻発する自然災害を真に体験し、今後の防災・減災・災害対応
の重要・必要性を痛感しており、今災害の甚大な被害とその対応の
労苦を忘れることなく、この取り組み経緯と課題を今後の災害業務
対応に活かし、伝えることの重要性を改めて認識した。
　今災害の全復旧工事には数年を要すと言われておりますが、その

間にもこのような台風・地震災害等の発生も想定されることから、国・県は国土強靭化に向け、千曲川洪水対策事
業に見るように住民に理解を得る新たな取り組みでの対策がスタートしている。
　我々委託業界においても今回の災害復旧経験を踏まえ、業界・協会の初動対応の手順・連絡体系・被害規模別
の想定対応・被災地区への応援等についての再確認が必要である。
　また、業務中の事故防止の訓練や災害業務の委託契約（歩掛等）等についても平時からの備えを痛感した。
　最後に、今災害が激甚災害に指定され、昨年の西日本豪雨にも匹敵すると聞いているが、一日も早い、復旧復
興に向け委託業界をあげ全力で対応してきました。是非、関係行政機関の皆様のご理解をお願いしたい。
　現在も会員の皆さんは、がむしゃらに業務に打ち込んでおられますが、まだまだこの業務を含め長丁場となり
ますので、引き続き頑張っていただきたいのと、初動時に情報が錯綜するなど多 ご々迷惑をお掛けしましたことを
この紙面をお借りし、お詫びとお礼を申し上げます。

台風19号災害の経緯と思い

理事・東信支部長　小池 文人
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㈱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（吉澤 邦雄）

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　間嶋 義明

㈱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㈱　臼田 裕一

㈲山本測量　山本 洋輔

㈱アクロス　市川 友一（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　下條 広行    

㈱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　嶋田 隆（坪井 利幸）

㈱奥原調査設計　奥原 広明

㈲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

〒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

〒381-2405

〒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

〒390-0303

〒398-0003

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

長野市大字鶴賀田町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

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

松本市浅間温泉3-2-8

大町市社6268-1

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（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

TEL.0263（46）5225

TEL.0261（22）9851

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（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

FAX.0263（46）5154

FAX.0261（23）3577 

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

i-urano@chuo-survey.com

chousoku@mx1.avis.ne.jp

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

ngckk@avis.ne.jp

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

sato@taiyoeng.co.jp

yamamoto@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

　

（事業確保検討委員長）

（監事）

（理事兼事業確保検討委員）

（総務広報副委員長）

（理事兼支部長）

（副支部長）

（技術副委員長）

（副支部長）

（総務広報委員）

（会長）

（技術委員）

（事業確保検討委員兼監事）

（理事兼支部長兼総務広報委員）

（副会長）

（事業確保検討副委員長）

（理事兼支部長）

（副支部長）

（技術委員長）

会  員  名　（代表者名） 所  在  地 電話番号 / FAX 番号
E-mail

支
部

北  

信  

支  

部

　（

　20

　社

　）

中  

信  

支  

部

　

東  
信  
支  
部

　（

　11

　社

　）
　

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

大成測量設計㈱　下里　守

㈱中央工研　矢ヶ崎 恒夫

中部測量㈱　古幡 和浩

㈱中部日本測量社　今井 久一

㈱長野技研　中嶋 孝満

㈱日研コンサル　中澤 久

深志測量㈱　横山 敏雪

㈱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 勝美

㈱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　豊

㈱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㈱　馬場 規生

㈱山庄コンサル　庄司 勉

㈲吉川測量設計事務所　廣瀬 大介

㈱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　高木  勝

㈱いとう　髙村 和則

カシヨ㈱　奥山  哲

㈱シー・ティー・エス　横島 泰蔵

㈲プラス・ワン　西山 求男

㈱ちとせ保険事務所　小澤 洋二

〒399-8301

〒390-0852

〒390-1701

〒390-0221

〒390-1241

〒390-0841

〒390-0852

〒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

〒386-0005

〒381-2233

〒380-0921

安曇野市穂高7602-3

松本市大字島立978-1

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

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

上田市古里115

長野市川中島町上氷鉋1574-1

長野市栗田182-1 MKビル2Ｆ-Ｃ

TEL.0263（50）8601

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（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

TEL.0268（71）8050

TEL.026（284）7442

TEL.026（224）1585

FAX.0263（50）8602

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（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

FAX.0268（26）3713

FAX.026（284）7461

FAX.026（224）1610

v-taisei@mx2.avis.ne.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

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

eigyobu@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

wide@cc-wide.co.jp

kiso@itcnet.co.jp

webmaster@itoh.co.jp

kashiyo@kashiyo.com

kurumi@cts-h.co.jp

info@plus1-n.com

info@chitosehoken.com

　（

　16

　社

　）

（副支部長）

（総務広報委員長）

（総務広報委員）

（副支部長）

（副支部長）

（理事兼技術委員）

（技術委員）

（副支部長）

（副会長兼支部長）

（事業確保検討委員）

準
会
員

賛
助
会
員

南

　信

　支

　部

　（

　23

　社

　）



〒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

　今年度の協会活動は多忙を極め、

改めて今後の在り方についても考えさ

せられる最中である。新たに締結した

災害協定の発動により、いまだに災害

業務にあることに疲弊感がつのる。

　広報誌のあとがきにあたり、ウェブで台風19号を

検索すると、災害に台風の命名は42年ぶりとのこ

と。政府はこの被害に対し、激甚災害、特定非常災

害（台風では初）、大規模災害復興法の非常災害（2

例目）の適用を行った。また、災害救助法適用自治体

は11月1日現在で14都県の390市区町村にも及び、

東日本大震災を超えて過去最大の適用となったとの

ことで、改めて規模の大きさに驚きを感じる。

　昨年G空間EXPOの講演会で、足立敏之参議員

が「激甚化する災害に備える」との講演の中で平成

23年から毎年続いている自然災害、地球変動期の

激甚災害に如何に生きるかとの言葉がフラッシュバ

ックのように蘇る。災害前々日には本協会開催の関

東地区協議会の地方県会議において国土交通省の

石原康弘関東地方整備局長から台風15号の被災状

況（千葉県で暴風被害）、TEC-FORCEの動き、国土

強靭化の必要性等を伺った後、被災の当事者となっ

たとは天からのお告げなのかと気がしてならない。

　今災害協定発動を受け、災害対応する中で多くの

課題が浮き彫りになっており、この教訓を今後に活

かすことがもっとも重要であると感じている。

　会員の皆様には疲労感漂う日々と思いますが、こ

の業務に携わる使命感と責任感に改めて敬意を表

しますと共に今後の災害業務対応を考える契機とし

たい。

総務広報委員

東海工業専門学校金山校
学校法人 電波学園

〒
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