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はじめに 

 

 昨年、７月１５日以降、梅雨前線は本州付近に停滞し、南からの暖かく湿った空気の影響で活

動が活発化し、長野県内では１８日夕方以降、強い雨雲が中部から南部にかかり大雨となった。

天竜川水系では、宮田村太田切観測所において最大１時間降水量２４ｍｍ、総雨量は５２９ｍｍ

を記録した。また、伊那富、伊那水位観測所では流量観測開始以降で最大となる流量を記録した。 

 箕輪町松島北島地先（右岸204.8k）では堤防が決壊。中田切合流地点（右岸175.8k+150m）では

石張り護岸洗掘。天の中川橋下流（右岸164k）では旧堤防護岸洗掘。宮ケ瀬橋直下流（左岸160.6k）

では橋台裏と下流護岸背面の土砂吸出しといった大規模な災害が発生した。 

 

辰野町においては降り始めから７月１９日までの累計降雨量は４１１．５ｍｍ 。わずか４日間

で年間降雨量の約２３％と、今まで経験もしたことのない豪雨が諏訪・上伊那地域を襲った。そ

の結果、岡谷・辰野を中心に未曾有の災害が発生したのである。岡谷市・諏訪市および下諏訪町

は災害救助法が適用になり、また塩尻市、辰野町は被災者生活再建支援法適用の指定を受けるな

ど、この豪雨災害は歴史に残る災害となった。 

最終的に今回の災害で死者行方不明１３名、負傷者２０名、家屋の被害は全壊２２棟を含む被

害は３２９８棟といった大きな被害となった。長野県で直接的に豪雨災害によって１０名以上の

被害が生じたのは１９８１年以来のことであり，浸水被害も１９８１年８月，１９８３年９月の

事例に次ぐ規模となった。 

また、公共土木施設も大きな被害を被り、道路河川砂防等の土木部関係では３９０億円近い被

害額となり、農業林業関係も含めて５６０億円という大きな金額の被害が出た。 

長野県測量設計業協会南信支部に所属する各会社では、その災害の只中で関係官庁の災害査定

に間に合わせるべく夜を徹して作業にあたった。今回の技術研修会は、ちょうど災害から一年を

迎えるこの時期に実際に、自分たちが調査・設計した現場がどのように復旧されているかを検証

し、今後このような災害の場合に協会員として、技術者としてどのような対応を取るべきかを議

論する機会として開催した。 

 

末筆になるが、今回の災害で多くの皆さんが被災され、また尊い命を落とされた方々に、改め

てご冥福とお見舞いを心より申し上げ、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げると共に、今回

の企画にご後援をいただいたき技術的なご指導を頂いた長野県伊那建設事務所をはじめとする関

係諸官庁に深く御礼申し上げる。 
 

平成１９年７月 

 
（社）長野県測量設計業協会 南信支部 

支部長 ㈱飯田コンサルタント 
                                                             下 平 宗 治 
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Ⅰ．技術研修会の概要 
 
 
１．技術研修会の目的 

私ども長野県測量設計業協会は、地域の安全で安心な生活環境の確保のために、また全国的に

見ても脆弱といわれる県土を守るたえに、公共事業全体の流れの中でも上流部である“調査・設

計”といった業務を担当している業界団体である。上流部の私どもの“調査・測量・設計”とい

った業務の成果を用いて公共事業はその後、施工、供用、維持管理という流れに従って広くエン

ドユーザーである地域住民や国民に供される事となる。 
公共事業全体の流れの中で、そのような位置で業務を遂行することは、すなわち私どもの技術

力そのものが後続作業である“施工段階”に大きな影響を与え、そのインフラを利用する国民の

使い勝手に直接影響を与えるものであると自覚しているところである。そのようなことから、こ

れまでも長野県測量設計業協会加盟の各社ごとに、業務に従事する技術者個々の技術力向上を図

ってきた。さらに、業界全体でその技術力向上を図るため、私どもの団体ではその技術力の研鑽

と、日々の鍛錬のために業界として技術研修会を実施してきたところである。 
 
昨年７月、我がふるさと伊那谷は未曾有の豪雨に襲われ、土砂崩れ、堤防崩壊等により社会資

本の未整備が露呈された。そして、社会資本整備の上流部の業務を担当する我々の業界団体はそ

れぞれに緊急時にどのような動きをするべきだったかを考えさせられる事となった。 
今回の研修では、私どもが被災時に設計した図面・思想がどのように施工現場に反映され、あ

るいは今後どのような点に留意すべきことがあったかを現地を検証しながら考察する機会とす

る。また、どのような点に留意し、どのような提案を行って災害に強い県土を構築していくかを

研究することを目的とする。 
 
我々業界は、安全・安心な社会資本整備により、県民生活を快適にし県民が豊かで明るい社会

生活を送るためのステージづくりをすることが使命であると自覚している。今回の悲惨な災害を

教訓に、今後業界全体がどのような意識をもって業務にあたるべきかを自身が議論し、その動き

を広く社会全体にアピールすることを強く望むところである。 

 

２．技術研修会の概要 

1) 実施日 

  平成 19 年 7 月 6 日（金）  9:00～１７:00  

 

2) 現場研修 

現場研修では、南信支部借り上げの伊那バスに乗車し、災

害復旧工事が行なわれている以下の５箇所の現場を見学し

た。 

① 小野中村 災害関連緊急事業 急傾斜 がけ崩れ 



Ⅰ．技術研修会の概要 

2 

② 宮所(徳本水) 河川災害 道路崩壊 

③ 小横川 河川災害 及び 農林災(斜面崩壊) 

④ ほたる公園下 天竜川災害復旧助成事業 天竜川河川災害 

⑤ 箕輪町中村 災害関連緊急事業 砂防 土石流 

 

3) 室内研修 

室内研修は、現場より伊那市に戻り「生涯学習センター いなっせ」 ７０１，７０２会議室で行われた。

研修の内容は以下のとおりである。 

 

総合司会   副支部長 馬場測量設計(㈱)  小林智彦 

 

14:00 開会の辞  -----   副支部長 (㈱)山庄コンサル  庄司 勉 

挨  拶   -----    (社)長野県測量設計業協会南信支部長 

 ㈱飯田コンサルタント 下平宗治 

長野県 伊那建設事務所 所長 山浦直人様 

14:15 講  演   -----   長野建設事務所 整備課長 佐藤知章様 

15:45 グループディスカッション 

16:15 各クループの発表・意見交換 

16:45 謝   辞  -----   (社)長野県測量設計業協会  会長 (株)嶺水  小山弘倫 

16:55 閉会の辞 -----   副支部長 (有)井戸測量 井戸 勇 

17:00 解  散 

 

4) CPD ポイント 

長野県測量設計業協会事務局の手配により、今回の技術研修は「測量 CPD ポイント」４ポイントが付

加される。 

 

5) 主催・後援 

主催：長野県測量設計業協会 南信支部 

後援：長野県伊那建設事務所 
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Ⅱ．技術研修会の内容 
 
 
１． 現場研修 

 

１） 小野中村 災害関連緊急事業 急傾斜 がけ崩れ 
a） 現場の概要 

本急傾斜地は、辰野町の北西部飯沼川の左岸に位置し、高さが５０ｍ以上の長大斜面で、

保全対象として人家１２戸、県道楢川岡谷線、避難所である公民館等が存在する。 
領家帯奈良井層の砂岩の上に風化火山灰や崖すい堆積物が存在しており、水を集めやす

い地形のため湧水が多く、

崩壊の危険が高い。平成 18
年 7 月の梅雨前線豪雨によ

り斜面崩壊が発生し、1 名

が亡くなり、人家全壊 2 戸

の被害が発生したため、災

害関連緊急事業により対策

工を行う計画である。前後

の斜面も崩壊の危険が大き

いため、急傾斜地崩壊対策

工事を施工し生活の安定を

図る。 
 

全  体  計  画 
前年度までの実績 

（ ）は前年度内訳 
平 成 ２ ０ 年 度 計 画 

事 業 内 容 工 期 事 業 費 事 業 費 事 業 内 容 事  業  費 

２１年度以降 

残事業費 

上段（）は債務

歳出化分内訳 
〈 公 共 〉 

重力式擁壁工 

H=3.0～4.5m  

L=284m 

横ボーリング工 

L=920m 

H１８～ 

H２２ 
4 億円 （3000 万円）

1 億 4330 万円 
重力式擁壁工 

H=3.5m L=78m 

横ボーリング工 

L=300m 

9000 万円 （ － ）

1 億 6670 万円 
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b） 見学風景 
当該箇所は、災害発生時に 1 名が死亡

し、人家全壊 2 戸の被害が発生した箇所

である。現場見学に先立って当日の総合

コーディネターの馬場測量設計㈱小林社

長の号令で研修参加者は黙祷を捧げた。

続いて、伊那建設事務所整備課柳瀬課長

補佐より現場の災害発生状況の説明とそ

れに対する復旧方法の説明があった。研

修参加者は、それぞれに写真やメモを取

りながら真剣に聞き入っている様子であ

った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２） 宮所(徳本水) 河川災害 道路崩壊 

a） 現場の概要 
当区間は日当たりの悪いカーブ区間であるともに幅員が狭く、平成１１年の死亡事故を

初めとして過去多数の人身事故が発生している。特に、冬期間は積雪により南北の交通を

完全に麻痺させるボトルネック区間にもなっている。平成 13 年 1 月には、近年例のない大

雪にも見舞われ、障害が解消されるのに時間がかかった箇所でもある。 
また、平成１８年７月１８日～１９日の梅雨前線豪雨では、当該区間が被災を受け、現

道部が決壊したため、

地元からの改良に対

する要望が非常に強

い区間である。 
このためミニバイ

パスにより、カーブ

区間を解消する。 
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b） 見学風景 

今回の７月豪雨災害の際、特に検討事

項として重要視されたのは交通関連施設

の寸断である。中央高速道路は不通とな

り、広域農道も被災して通行止め、有賀

峠は土砂災害により同様に通行止め、そ

のため交通が集中した杖突峠はちょうど

道路改良工事中であったために渋滞とな

った。国道１５３号線では当該現場であ

る「徳本水」で道路が流出し、通行止め

となったために伊那建設事務所の職員は

前述の「小野中村」地区の災害現場への

到着が約 6 時間遅れた。 
当該箇所では交通路を復旧する為に、

応急復旧作業の際に通常現場発生の土砂

を詰めて使用する水密性の良好なトンパ

ックにフレッシュコンクリートを流し込

み、比重を上げて河川投入を行った。ま

だかたまらないコンクリートのワーカブ

ルな状態で積み上げ、最終的には護岸盛

土の中に残存させる復旧方法である。有

事の際のそのような現場での臨機の対応

の説明に研修参加は積極的に質疑を繰り

返していた。 
また、移動中の車中でも伊那建設事務

所整備課田代課長補佐からは災害時にお

ける緊急復旧方法等の具体的な説明が行

われた。 

被災直後 応急復旧後 
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３） 小横川 河川災害 及び 農林災(斜面崩壊) 

a） 現場の概要 
【被害状況】 死者１人 負傷者１名 
【緊急対応】 20 日暫定河道確保確認済 
【応急対策】 町道土砂撤去 ７月２６日開始 
【被災経緯】 7/19 

         17:20 散歩中の親子が土砂崩落に巻き込まれる 
         17:45 避難指示 500 戸 1,100 人 
         19:00 避難状況 辰野高校他 計 300 人 
        20:35 避難指示解除 

 
b） 見学風景 

当該地は、雨が一旦上がった後に川の風景に興味

のあった子供とその親が増水の状況を観察する為

に散歩中、土砂崩落に巻き込まれるといった痛まし

い災害の跡地でもある。本来の河道はもっと山側で

あったが、今回の災害復旧では河道を直線的に法線

修正して進められている。 
ここでも、馬場測量設計㈱小林社長の号令で研修

参加者は黙祷を捧げた。現場は、護岸工事の河道部

分はほぼ完成し、大きく崩壊した土砂の搬出処理と

法面の保護の法枠工事が進められていた。ここでも

研修参加者は興味深そうに法面処理作業にあたる

作業員の姿や、膨大な量の崩壊土砂を見入っていた。 
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４） ほたる公園下 天竜川災害復旧助成事業 天竜川河川災害 
a） 現場の概要 

【天竜川 河川災害復旧助成事業ほたる公園下】 
復旧延長 L=320m 
護岸工   右岸 コンクリートブロック張 L=１５１ｍ A=1,291m2 

        左岸  コンクリートブロック張 L=  ６８ｍ A= 157m2 
根固工   5 トン型 N＝444 個 
 
天竜川河川災害復旧助成事業の査定申請内容は以下のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b） 見学風景 

天竜川の三峰川合流地点から横川川合流

地点までは、国土交通省天竜川上流河川事

務所の直轄事業として「諏訪湖・天竜川河

川激甚災害特別緊急事業」が進められてい

る。長野県管理区間の横川川合流地点から

諏訪湖釜口水門の当区間は、釜口水門放流

量 430ｍ3/sec 対応の天竜川改修を「天竜川

災害復旧助成事業」として実施している。

当該箇所の復旧工事は完成し、天竜川の川

面は普段の流れを見せていた。この川が護岸を洗掘するほどに暴れるとはにわかに信じが

たいがそれが災害である。 

（単位：千円）

路河川名 市町村 字 復旧延長 査定申請額 決定額 備考

（－）天竜川 辰野町 ほたる公園下 320.0 165,160 110,126

（－）天竜川 辰野町 湖北衛生ｾﾝﾀｰ下 57.0 35,187 28,176

（－）天竜川 辰野町 湖北衛生ｾﾝﾀｰ前 59.0 37,740 28,292

（－）天竜川 辰野町 伝兵衛用水横 100.0 118,781 109,816

（－）天竜川 辰野町 上平出下 171.4 102,454 87,852 内仮  19,846

（－）天竜川 辰野町 上平出上 137.8 53,960 42,512

845.2 513,282 406,774

　査定申請額・決定額一覧
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研修参加者は、ホタル公園周辺にめいめい

に木陰を求めて散らばって、研修箇所の復旧

方法等を話しながら昼食をとった。用意され

た弁当に小山会長の口から「これは年寄り向

きじゃなくて第一線で動いている測量技術

者用だな。」と一言もれる。 
食事に充分満足した研修参加者は、次の視

察現場に移動した。 
 

 
５） 箕輪町中村 災害関連緊急事業 砂防 土石流 

a） 現場の概要 
中の沢は天竜川左岸の支川で東から西へ流下する渓流である。周辺の山地勾配は急峻で、

下流域は植林された針葉樹が多く、流域内には崖錐性と考えられる未固結堆積物が分布し、

表層は風化に伴い、細かく岩片化しており、土石流発生の危険性が高い。平成１８年７月

豪雨災害時には、上流域の複数の山腹が崩壊したこと等により土石流が発生し、下流の人

家３３戸、公民館２施設が被害を受けた。上流域には不安定土砂も多く、再度災害の危険

性が高いことから砂防えん堤工を設置し、人家・耕地・道路の保全を図るものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b） 見学風景 

当該現場は、災害関連緊急砂防事業として、砂防えん堤工 L=149m と、激甚災害対策特

別緊急事業による砂防えん堤 L=15.4m、治山激甚災害対策特別緊急事業による治山谷止工

４基の設置工事を平行して行う現場である。研修当

日はえん堤の床掘りが完了し地耐力の検証が行われ

ていた。 
ここでは、南信支部長の下平社長が伊那ケーブル

テレビの取材を受け、同日伊那地区にその状況が放

映された。 
現場研修はここまでとして、一行は室内研修の行

われる「生涯学習センター いなっせ」に向かった。 

道路・人家の被害状況 
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２．室内研修 

 

1) あいさつ 

南信支部副支部長である㈱山庄コンサルの庄司社長か

ら室内研修会の開会の辞が述べられた。続いて、 南信

支部長の㈱飯田コンサルタント、下平社長からあいさつが

あった。 

下平社長からは、今回の研修に後援いただいた長野県

伊那建設事務所に対してのお礼と、有事の場合の「災害

協定」を、長野県と当協会が締結したことの報告がなされ

た。 

伊那建設事務所 山浦所長からは、昨年の豪雨災害際

における、長野県測量設計業協会の協力体制に対してお礼が述べられ、あってはならない災害だがあ

ったときにどうすればいいのかを本日は検討して頂きたい。発注者と設計者が同時に力をつけて災害に

対応する“車の両輪”といったパートナーシップの構築を望む言葉をいただいた。仕様書や設計要領に

書いてあるとおりに設計しても再度災害が発生することもあるので、復旧工事の設計にあたってはお互い

が意見を出し合って切磋琢磨して技術力の向上を目指して欲しいと締めくくった。 

 

2) 基調講演 

基調講演は、昨年の災害当時に伊那建設事務所 整備課長として、各

現場を飛びまわり陣頭指揮にあたった、現 長野建設事務所 整備課 佐

藤課長より行われた。 

佐藤課長からは昨年の当協会の助力に対してのお礼に続き、災害対

応時に理解してする仕事と、理解しないでしている仕事の成果に大きな

違いが出ること、調査→測量→設計と連続する業務の引継ぎの重要性

が述べられ、“地域を熟知した測量設計業者が地域をつくるべき”と力説

した。現地形は過去の災害や土砂の崩壊によりつくられた姿であり、今後は地元の測量設計業者が測

量・設計を連続して担当するべきだと述べた。 

前置きに続いて突発性土砂災害発生時の対応として、箕輪町天竜川災害の住民非難誘導の成功、５

８災で災害時の対応について経験があった高遠町伊藤前町長の対応の良さに、今後の災害時非難対

応のキーポイントがあると語った。また、当時伊那ケーブルテレビがリアルタイムで災害対策本部の映像

を流し続けて市民の災害情報の理解に大きな成果をあげた

ことから、災害時に非難している住民は支援物資も当然必

要としているが情報を欲しがっている。災害当時は伊那建設

事務所では信州大学名誉教授である北澤修司教授の協力

を頂き、情報伝達による避難住民のケアを避難場所である

公民館や集会所で随時開催して高い評価を受けたと述べ

た。 

事例紹介では、現場研修を行った上伊那郡辰野町小野
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中村を例に挙げ、平成１８年７月１９日午前１０時１２分に発生した小規模崩壊の情報が伊那建設事務所

に伝わったのが同日午後２時５分と４時間のタイムラグがあった。その後同地では大規模な斜面崩壊が

発生し、女性１名が死亡、家屋全壊 2 戸の災害が発生した。しかし、当時道路はいたる所で通行止め状

態であり伊那建設事務所は孤立して、結局災害現場に到着したのは 7 月 20 日の午前 11 時 45 分であ

ったと、情報伝達のまずさへの反省点、交通施設の確保の必要性が述べられた。 

また、小野中村地先、小横川の土砂崩壊は雨が止んでから発生しており、災害復旧時の 2 次災害発

生の可能性を理解して行動する必要性を説いた。そのような観点からも、地元を熟知する測量設計技術

者が作業に従事するべきであると強調した。 

最後に、測量設計業に従事する技術者は常に自己研鑽が必要であるとし、学会活動や各種専門研

修会への参加を呼びかけた。 

 

3) グループディスカッション 

基調講演のあと、休憩を挟んで 3 部会に分かれて分科会を行った。分科会では、 

○ 現場研修で感じたこと 

○ 基調講演で感じたこと 

○ 災害発生時に技術者は何をしなければならないか。何ができたか 

○ 災害発生・分担・測量・設計・査定より工事発注までのスムーズな流れをどうつくるか 

○ 今回の災害対応を振り返って、良かった点、問題点はどこか 

○ 災害に対する日頃からの心構え 

○ 技術者としてできる災害時のアドバイス 

○ 発注者である長野県への災害対応の要望事項 

等についてグループリーダーの司会のもと、それぞれに議論された。また、分科会で出された意見は

各グループリーダーから報告された。 

 

a） 第１分科会               
  

 
   グループリーダー  ㈱ジッソク  伊東 誠 

【第１分科会の意見集約】 
○ 災害復旧における測量および設計に於

いては第 1 に迅速さが要求されるが、

やはり正確さも求められ結果として、

手戻りのない良い成果を上げることが

出来る点をこの災害で痛感した。 
○ 現場案内の際、市町村県の担当者と同

行するが、一方的に復旧工法を告げら

れるのではなく、こちらから助言・提

案できる様になりたい。そのため技術力が必要である。（経験や勉強など） 
○ 災害発生のメカニズムを調査しそれを解消するための対策（復旧工法の選択）が必要

測量設計業協会内の近所づきあいも肝要
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である（目先の対策でなく恒久的な対策が行わなければ意味がない）。たとえば頭首

工の河床洗掘により隣接護岸が被災した場合、護岸復旧と根固めを行うだけでなく、

頭首工の根固めも必要と思われる。 
○ 被災直後の状況や水位など被災後数日後に現地に入る我々に情報を伝えて欲しい。

（湧水などは翌日には無くなってしまう箇所が多い。また河床の洗掘も同様に水位が

下がれば被災前に戻ってしまう。） 
○ 小横川の復旧工法についての疑問点 

ⅰ)左岸法勾配２割 
解答：一帯は崩落土砂であり非常に不安定な土塊である。よって出来るだけ緩い

勾配で掘削し護岸を築造して背後地の土砂移動が無いよう配慮した。 
ⅱ)護岸勾配のすりつけが施工困難な曲線部であり、水位上昇も懸念される箇所と思 
われる。 
解答：現場を再度確認してみる。 

 ⅲ)河床の安定を図るため帯工等の計画はあるのか。 
解答：計画はあり、今後施工する予定である。 

○ 箕輪町中の沢の様に地元住民の近所づきあいがあり、地元が団結して人的被害を未然

に防いだように、測量設計業協会としても協会員同士が近所づきあいをして協力する

体制や、顔見知りになっておくことは非常に重要と思われる。 
 

b） 第２分科会 
  

 
グループリーダー  ㈱北国コンサル 小原透浩 

【第２分科会の意見集約】 
ⅰ)現地視察について 
○ 被災箇所を見ると、比較的緩い斜面

でも崩壊が起きており、何処に起き

ても不思議ではないと感じた。被災

箇所を明示した地すべり分布図のよ

うに、類似地質、土質、傾斜等を組

み入れた“災害危険マップ”を作成

すれば良いと思う。もし既にあれば、

活用したい。 
○ 伊那建設事務所管轄外の災害復旧の

測量、設計を行ったが、今回の視察箇所のような複合的な被災箇所を見ると、有事の

際には迅速な対応、的確な設計が求められており、日々の勉強や経験の必要性を痛感

した。 
○ 被災箇所を局部的な事象として捉えるのではなく、広い視野から多角的に考えていか

なければならないと感じた。 

経験の重要性・技術力の向上・復旧から防災へ
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○ 災害が起き、谷に土砂が流出している様を目の当りにすると、谷止め工は必要な物だ

と痛感した。 
○ 昨年の災害は一過性のものではなく、異常気象がもたらしたものの一部ではないかと

思う。（確率年の超越等…1/200 年が頻繁に起きる？） 
 
ⅱ) 災害復旧全般について 
○ 査定時の図面修正をする際に、他社の図面を拝見する機会があったが、各社図面仕様

や表記方法が異なるため、理解に時間を要した。一般の公共事業と災害図面は表記方

法等が異なる為、書き方の工夫が必要と思う。また、ある程度統一できれば効率よく

修正が出来ると感じた。 
○ 県や市町村、土木と耕地災等、近隣箇所の被災で管理が異なる場合に、どちらが主導

になるのか、どこまでがどちらの管轄かを早めに明確にしてもらいたかった。また、

その際、同一業者が着手するとデータのやり取りや、変換の必要がなく合理的ではな

いかと思う。 
 

ⅲ) 県に対して 
○ 受発注者双方に言えることだが、57、58 災や 62 災等の大災害を経験している技術者

が少ない上、経験の少ない者同士が協議している為、協議に必要以上の時間がかかっ

ている気がする。今回のような研修に併せて、情報交換や意見交換を積極的に行い、

どの様な設計が良かったか悪かったかなど、施工業者も含めて具体的な事例を元に、

県職員、業者共技術を研鑽していくことを望む。 
○ 災害が起きる以前に着目した行動を、国・県等官公庁に喚起したい。被災の測量設計

の際、「ここに横工があればこの被災は無かったな」と感じた箇所が多く、“災害復旧”

ではなく、“再度災害防止”の維持･補修･修繕等の改良や改修が出来れば良いと感じ

た。 
○ 「査定時」「実施」と 2 度の計画をする手順を 1 度に出来れば良い。（法令やシステム

上、困難だと思うが、1 回なら効率がかなり違う） 
○ 今回の災害は、測量を地元業者、設計を県外大手とした箇所が多いと聞いた。「経験」

の重要性を感じた今回の災害、その「経験値」を高めるためにも、地元業者に機会を

与えてほしい。また、それに応える業者側の「技術力の向上」も重要だと思う。 
 

ⅳ) 総括 
○ 経験の重要性 

○ 技術力の向上 

○ 復旧から防災へ 
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c） 第３分科会 
  

 
グループリーダー  ㈱ワイド 加納 一憲 

【第３分科会の意見集約】 
○ 本日、見学した被災現場は土砂災害

防止法で警戒区域に指定されている

のか。もし、警戒区域に指定されて

いれば非難体制の整備が行われ、災

害発生の可能性がある時には警戒区

域に避難勧告を出すことにより、住

民の生命・身体を災害から守れたの

ではないかと感じた。 
○ 災害時、県からの依頼で被災した護

岸の設計に着手したが、河川に接する道路が市町村道であったため、どちらの発注と

なるか決まるまで業務を止めざるを得ないがあった。その後、河川管理者である県の

発注となり業務を進めたが、その間に他の業務を受注しており、業務を進めるには厳

しい状況であった。このようなことが無いように、災害対応のようなケースでは事前

に発注する機関を決めておけると業務のスムーズな進め方ができるのではないか。 
 

4) 県担当職員からの意見 

昨年の災害時に県の職員の立場で感じた事項を、伊那建設

事務所 整備課 柳瀬課長補佐と田代課長補佐が述べた。 

柳瀬課長補佐は、先ほどの皆様からのご意見にもあったが市

町村と県、または県の内部でも被災地の管理者もしくは担当者

は誰かという調整に苦労した。今後はそのあたりも調整して、業

務がスムーズに進むよう検討したいとした。 

田代課長補佐は第３科会より発言のあった、管理者が決定す

るまで業務を止めざるを得なかった問題点について、出来るだけ

手を止めないで作業を続けて欲しい。災害時は迅速かつ正確さが

要求されるので、成果が出来れば発注者が誰であろうと何とかする。

こちらの気持ちとしては、当協会の会員の皆さんにもっと協力して

力を貸して欲しいと力説した。 

 

5) 閉会 

最後に、長野県測量設計業協会 小山会長から今回の技術研修会の総評と、今回の企画に対する伊

那建設事務所への謝辞が述べられた。 

定刻の午後５時に、南信支部副支部長である㈲井戸測量 井戸社長の閉会のあいさつで散会となっ

た。研修参加者全員がレベルの高い今回の技術研修会に満足げな表情であった。 

住民の生命・財産を守る施策が必要 
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Ⅲ．総評 
 
 
 

本日は朝からこの時間まで１日がかりの技術研修会とな

った。長野県測量設計業協会南信支部主催の技術研修会に私

もずっと同行させて頂いて、すばらしい研修が出来たことを

うれしく思う。また、この研修開催に対してご後援をいただ

いた伊那建設事務所の山浦所長様、ご講演をいただいた長野

建設事務所の佐藤課長様に深く感謝申し上げる。 
 
さて、ちょうど一年前に我が郷土伊那谷を襲った「７月豪

雨災害」は、地域に大きな傷跡を残したが、私ども技術者は未曾有の大災害を経験し、その災害

復旧測量設計業務の中で災害復旧はどうあるべきか、災害復旧はどのように進めるべきかを自問

自答しながら実体験をすることが出来た。 
災害はあるべきではないし、国民・県民の貴重な生命財産を守ることは私ども技術者の究極の

目的であることは間違いない。先ほどの意見交換会報告の中で、57、58 災や 62 災等の大災害を

経験している技術者が少ないとの発言があったが、ここ数年来の発注数の減少や入札形態の変更

がこのように業界全体の体力を落とさせていると痛感したところである。 
そのように考えると、今回の災害を経験し本日この場に参集して災害時の対応や災害に向けて

日々の技術研鑽の必要性を、長野県職員の皆様を交えて議論することができた当会会員の皆様は、

技術者冥利に尽きると言えるのではないか。このような技術を伝承し、各会社の中でさらに技術

力の向上を図り業界全体の技術力向上を願うところである。 
 
たまたま本日長野県よりご参加いただいた、伊那建設事務所 山浦所長、長野建設事務所 佐藤

課長、伊那建設事務所 柳瀬課長補佐、伊那建設事務所 田代課長補佐は揃って技術士である。こ

のような皆様を交えて研修会が出来たことは測量設計業協会として実に喜ばしいことではある

が、私ども測量設計業協会全体が技術力向上を目指し、充分な数の技術士や技術者を育成できう

る体制を作り上げることが必要である。佐藤課長からお言葉をいただいたとおり、「技術者は常

に自己研鑽が必要」であることを肝に銘じ、日々

の業務にあたって頂きたい。そして、長野県測量

設計業協会加盟各社の技術者が、真の技術パート

ナーとして長野県の職員の皆様に認められ助言を

求められるような体制づくりを今後進める必要性

を強く感じた１日であった。 

 

（社）長野県測量設計業協会 

            会長 (株)嶺水  小山 弘倫 
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（社）長野県測量設計業協会　南信支部　技術研修会

　実施日 　７月６日(金)　　８時５０分　長野県伊那合同庁舎　集合　　９時出発

現場研修  下記５箇所の現場研修

③　小横川　河川災害　及び　農林災(斜面崩壊)

④　ほたる公園下　天竜川災害復旧助成事業　天竜川河川災害

⑤　箕輪町中村　災害関連緊急事業　砂防　土石流

合庁 28.0km 小野中村 8.5km 宮所 4.9km 小横
９時

7.5km

ほたる公園下(研修・昼食) 箕輪町中村 いなっせ

１１時５０分～１２時４０分 13時50分

総キロ数　70.7km

室内研修会　　「生涯学習センター　いなっせ」　７０１，７０２会議　　１４時より　１７時まで  

総合司会　　　副支部長　馬場測量設計(㈱)　　小林智彦

開会の辞　　　副支部長　(㈱)山庄コンサル　　庄司　勉

挨　　　拶

(社)長野県測量設計業協会南信支部長　(㈱)飯田コンサル　下平宗治

長野県　伊那建設事務所　所長　山浦直人様

講　　　演　　　　　１４時１５分　より　１５時３０分

長野建設事務所　整備課長　佐藤知章様

グループディスカッション　　１５時４５分より１６時１５分

各クループの発表

意見交換

お礼の言葉

(社)長野県測量設計業協会　　会長　(株)嶺水　　小山弘倫

閉会の辞　　　副支部長　(有)井戸測量　井戸　勇

終了　　１７時 この研修会出席者には測量CPD４ポイントが付きます

１０時～１０時２０分 １０時４０分～１１時 １１時２０分～１１時４０分

１３時～１３時２０分

①　小野中村　災害関連緊急事業　急傾斜　がけ崩れ

②　宮所(徳本水) 河川災害　道路崩壊

7.9km



天
竜
川

横川川

復旧延長　L=137.8m
コンクリートブロック積　　L=97．5m　A=533m2
根固ブロック5トン　N=　34個

湖北衛生センター前

上平出下

復旧延長　L=171．4m
コンクリートブロック張
　L=101．6m    A=891m2
根固ブロック5トン　N=274個

上平出上

復旧延長　L=100m
大型ブロック積工（右岸）
L=１００ｍ　　A=1,088ｍ2
根固ブロック8トン　N=108個

伝兵衛用水横

復旧延長　L=59m
護岸工（ブロック張）L=42.4m　A=401m2
根継工　L=16m　V=63m3
根固ブロック5トン　　N=56個

湖北衛生センター下

復旧延長　L=57m
護岸工（ブロック張）L=46.7m　A=426m2
根固ブロック5トン　　N=８１個

ほたる公園下

復旧延長　L=320m
護岸工　右岸　コンクリートブロック張　L=１５１ｍ　A=1,291m2
　　　　　 左岸  コンクリートブロック張　L=  ６８ｍ　A=　157m2
根固工　5トン型　N＝444個

岡谷市

辰野町

南箕輪村

伊那市

　『平成１８年７月豪雨災害』
　天竜川　河川災害復旧助成事業概要

箕輪町

平成１９年５月３１日
長野県伊那建設事務所

辰野町

岡谷市

伝兵衛用水横

上平出下

（単位：千円）

路河川名 市町村 字 復旧延長 査定申請額 決定額 備考

（－）天竜川 辰野町 ほたる公園下 320.0 165,160 110,126

（－）天竜川 辰野町 湖北衛生ｾﾝﾀｰ下 57.0 35,187 28,176

（－）天竜川 辰野町 湖北衛生ｾﾝﾀｰ前 59.0 37,740 28,292

（－）天竜川 辰野町 伝兵衛用水横 100.0 118,781 109,816

（－）天竜川 辰野町 上平出下 171.4 102,454 87,852 内仮  19,846

（－）天竜川 辰野町 上平出上 137.8 53,960 42,512

845.2 513,282 406,774

　査定申請額・決定額一覧
湖北衛生センター前

伝兵衛用水横

ほたる公園下　被災状況 ほたる公園下　復旧工事状況



辰野町

箕輪町

南箕輪村

伊那市

宮田村

駒ヶ根市

飯島町

中川村

南箕輪村飛地

☆横川ダム

☆高遠城址公園

権兵衛峠☆

▲中央アルプス駒ヶ岳

○国立信州高遠少年自然の家

伊那中央病院○

駒ヶ根IC

伊那IC

伊北IC

153

153

361

361

☆天竜川

天
竜
川

361

☆
牛首峠

☆杖突峠

☆中沢峠

☆分杭峠

☆折草峠

静 岡 県

山 梨 県

☆箕輪ダム

152

152

☆火山峠

平成１８年７月豪雨による被災状況及び復旧状況について 平成１９年６月３０日現在
長野県 伊那建設事務所

【土石流　辰野町　赤羽】

【（一）中山松倉線　伊那市高遠町　中山

【土石流　辰野町　小野中村】

【（一）小横川川　辰野町　小横】

【（主）駒ヶ根駒ヶ岳公園線　宮田村　黒川平】

【被害状況】死者：１人　全壊２戸
【緊急対応】伸縮計３基7/25設置済
　　　　　　 8月1日伸縮計1基設置予定
【応急対応】土砂除去　7/24日開始　８/９日完了

【被害状況】死者１人　負傷者１名
【緊急対応】7/20暫定河道確保確認済
【応急対策】町道土砂撤去　7/26開始

凡例
【H18.11.28現在】

△：片側通行止
×：全面通行止

（一）小横川川

【（国）１５３号　辰野町　宮所】

【被害状況】道路崩壊　L=６０ｍ
【緊急対応】7/19 6:15～　全面通行止
【応急対応】応急復旧工事 7/19着手 7/25午
後６時開放

（一）横川川

至伊那市

×

361
226

辰野

340
215

伊那

410
241

宮田高原

126
89

杉島

274
199

飯島

274
139

伊那建設

167
86

伊那西部

316
198

横川ダム

120
82

溝口

善知鳥峠☆

【被害状況】道路崩壊L=300m
【緊急対応】19日23:00～　全面通行止
【応急対応】7/21応急工事着手　7/23迂回路にて開放

×

☆有賀峠

【（砂）前沢川　伊那市　柳沢】

中央自動車道

至伊那IC

至国立高遠少年自然の家

【土石流　辰野町　下雨沢】

【被災状況】家屋に土砂流入
【緊急対応】土石流センサー１基２５日設置済
【応急対応】土砂除去　7/26開始　8/10完了

累計雨量(mm)
最大24時間雨量(mm/24h)

観測所名

　凡　　例

【土石流　箕輪町　中村】

【被害状況】住宅33戸・公民館２施設に被害
【緊急対応】土石流センサー２基7/25設置済
【応急対応】土砂除去・仮土砂留工・仮排水工
　　　　　　7/25着手　7/31完了

【（一）沢渡高遠線　伊那市　殿島橋】

【被災状況】橋脚沈下　全面通行止
【緊急対応】7/19　7:30～　全面通行止
【応急対応】春近大橋の路肩拡幅
　　　　　　7/26着手　 8/4完了

仮設迂回路

×

被災直後

被災直後

【被災状況】道路崩壊L=７０ｍ
【緊急対応】7/21　8:05～　全面通行止
【応急状況】7/22応急工事着手　7/28迂回路にて開通

【被災状況】中央道通行止　家屋浸水被害あり
【緊急対応】土石流センサー２基7/23設置済
【応急対応】土砂除去・大型土のう土砂留工
　　　　　　7/25着手　8/25完了

【被災状況】全壊３件　一部損壊４件
【緊急対応】伸縮計１基7/24設置済
【応急対応】土砂除去・仮排水路工
　　　　　　大型土のう土砂留工
　　　　　　7/25着手　8/8完了

【急傾斜：諸町　伊那市　諸町】

【被災状況】がけ地崩壊　W=10m  H=10m
【緊急対応】7/21伸縮計設置済
【応急対応】モルタル吹付　7/25着手  7/26完
了

至駒ヶ根市街

382

396



○印の会社はグループリーターをお願いします 平成１９年７月６日実施

電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

 ㈱アルプス 0266(22)5514 0266(22）5524

　　　名　取　東洋雄

 ㈱飯田コンサルタント ０265(22)0100 ０265(22)0541

　　　下　平　宗　治　

 ㈱伊那測量 ０265(72)3966 ０265(72)4105

　　　守 屋  美喜男

 ㈱長　姫 ０265(25)8855 ０265(25)8860

　　　森　脇　修　郎

 技建開発㈱ ０265(22)9585 ０265(22)8320

　　　武　井　清　彦

 ㈱ジッソク ０265(82)2328 ０265(82)5052

　　　溝　口　　　 實

 ㈱藤　測 ０265(23)1522 ０265(23)4810

　　　松　村　政　計

 ㈱日興コンサルタント 0265(82)2233 0265(82)2234

　　　白　上　富　照

 ㈲井戸測量 ０265(23)5793 ０265(22)4555

　　　井　戸　 　　勇

 長姫調査設計㈱ ０265(23)3666 ０265(23)3680

　　　藤　澤　輝　夫

 ㈱北国コンサル ０265(72)6458 ０265(72)6499

　　　北　原　国　雄

 協同コンサル㈲ ０266(27)7111 ０266(27)7138

　　　中　村　國　彦

 ㈱ゼンシン 0265(83)4865 0265(83)9728

　　　田　中　洋　治

 馬場測量設計㈱ ０265(78)8111 ０265(78)8112

　　　小　林　智　彦

 ㈲吉川測量設計事務所 0265(53)4808 0265(53)4809

　　　杉　江　 　　敬

 栄和測量㈱ ０265(24)1079 ０265(24)1078

　　　棚　田　良　治

 ㈱北　測 ０265(72)3704 ０265(72)3746

　　　北　原　勝  美

 ㈱ナカタ 0265（85）4517 0265（85）4518

　　　唐　木　暢　彦

 ㈱山庄コンサル ０266(53)4383 ０266(52)0985

　　　庄　司　吉　郎

 ㈱理　財 ０265(72)1126 ０265(78)0434

　　　佐々木　宣　久

 ㈲緑地計画 0265(83)7744 0265(83)7745

　　　福　澤　 　　浩

 ㈱嶺　水 ０265(23)3000 ０265(22)6546

　　　小　山　弘　倫

 ㈱ワイド ０265(78)7533 ０265(78)6742

　　　齋藤庸道

富　永　光　浩

田　畑　和　範 加　納　一　憲

平成19年度　(社)長野県測量設計業協会  南信支部研修会　出席者名簿

杉　浦　隆　志

吉　沢　昌　司 山　上　貴　志

島　岡　則　夫 松　下　直　樹

3
wide@cc-wide.co.jp

3
gis@reisui.co.jp

山　崎　　勉

3
info@land-lab.co.jp

竹　村　宏　光

3 小　林　賢　吾 清　水　　功
rizai@aurora.ocn.ne.jp

3 庄　司　　勉
yamashou@po17.lcv.ne.jp

3 唐　木　貴　之 小　林　良　宏
nakatass@valley.ne.jp

3
kitasoku@cocoa.ocn.ne.jp

羽　柴　真　佐　樹 平　沢　宏　光

3 高　橋　　悟 安　藤　拓　也
eiwa1@crocus.ocn.ne.jp

2 三　村　　誠 広　瀬　大　介
ykss@valley.ne.jp

2
bbsoku@valley.ne.jp

伊　東　睦　雄

伊　東　　誠

2 宮　沢　直　樹

1 清　水　光　晴

2
info@k-zensin.co.jp

大　平　俊　家 塩　入　　諭

原　田　東　鶴 宮　下　利　一

2
kyodocon@po12.1cv.ne.jp

小　口　雅　史

2 小　原　秀　浩 水　野　好　洋
rep@kitakuni.co.jp

棚　田　博　士

中　村　英　喜

1
nikko@janis.or.jp

白　上　富　照

藤　澤　　亘
o-c-s@giga.ocn.ne.jp

2
idosokuryou@sunny.ocn.ne.jp

田　中　賢　吾

森　下　健　児
tosok3@mb.i-chubu.ne.jp

1
jissokuinfo@tea.ocn.ne.jp

竹　村　　進

1
takedak@gkc.co.jp

1
soumu@kc-osahime.co.jp

1
i7so9@rose.ocn.ne.jp

守　屋　美　喜　男

1
daihyo@iicon.co.jp

矢　沢　昌　彦

1 植　松　一　之
asama-eg@sas_janis.or.jp

グループ 会 員 名 （ 代 表 者 名 ） 出 席 者 名
Ｅ－ｍａｉｌ




