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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、熊本そして鳥取の地震、さらに
5年前の東日本大震災を思いおこさせる東北の地震、津波、
阿蘇山の噴火と自然災害の猛威に悩まされた1年でありま
した。
　また、11月に博多駅前での大規模陥没事故、原因が地
下鉄工事とも言われますが、これまでつくってきた都市イ
ンフラの老朽化に一石を投ずる大きな事故もありました。
　さらに、予想に反した結果の英国の EU 離脱、米国の大
統領選では過激な発言を繰り返すトランプ候補者が、大
統領に就任することになるなど、我が国の政治、経済を左
右する大きな変革の兆しの一方で、国内状況は、ここに来
て株高円安が進んでいますが、決して好調さが見えない企
業の業績、消費者動向も低迷し、依然デフレからの脱却が
現実性を観ない中で、地方における経済の停滞は相変わら
ずで、県内の経済動向にジレンマさえ感じております。
　業界として、公共事業の事業量の拡大に加え経営環境、
労働環境の改善を掲げ、県に要望して参りました入札制度
の改善の取り組みに対し、県は平成28年度の当初から従
来の失格基準価格に対し5% の改善努力を頂きました。
　このご対応に対し、業界の課題として掲げ、ご協力を依
頼してきました技術者の減少、若手技術者の育成、雇用へ
の連携した取り組みをより充実したものとして展開する必
要性を強く感じております。
　その様ななか、従来の建設系高等学校就労支援事業を
一歩進化させ、高校生に建設産業の魅力を直接体験して
もらう「自分たちでつくろうプロジェクト」として、高校生が
自ら、調査・測量から計画を立案し、自らの手で構造物を
造り上げることで、建設産業の魅力や実践的なものづくり
の達成感を体感してもらう取り組み「高校生 DIY-プロジェ
クト」を平成28年度にケーススタディー的に実施、その効果
の検証は今後としても従来の一日の実習授業に比べ、生徒
さんへの動機付けの意義を強く感じており、緒についた産
官学の取り組みを業界として積極的に推進します。

　これら高校生就労支援の取り組みの外、会員の皆様に
は積極的に地域・社会貢献活動にあたって頂きました。
　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、県佐久合同庁舎の経緯度標の改測、寄贈、さら
に1年を通じ県立歴史館と共同して取り組んでいます絵図
の解析・研究。この夏には、その成果の一端を活用し8月
の繁忙期2週間、長野駅前平安堂書店にて明治初期の県
内町村絵図、当時の測量機器も展示する「街カフェ」を開
催、多くの若者に訴えられたかなと思っています。さらに、
街カフェ開催期間中にワークショップの実施など地域社会
において活動して参りました。
　また、協会独自事業として実施の小学校への出前講座、
長野高専測量実習等教育機関と連携した若手技術者の
育成、確保に向けた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。
　会員の皆さんの力を一つに集結する機会として、災害時
対応がありますが、2年前の11月、県北部を襲った神城断
層地震の災害復旧調査では雪との闘いの中、協会一丸と
なっての対応に松本久志 小谷村村長から感謝状を頂いて
おります。
　さて、協会も平成24年度に現法人に移行し、認可庁に
提出の事業計画に基き4年間の堅実な事業実施により、
通常総会終了後の6月に「公益目的支出計画」の実施完了
承認を受けることが出来ました。これを区切りに、より積極
的な協会活動を推進できればと考えております。
　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、自主性と責任を常に抱きながら日々努力して参ります。
協会員一同、活発に活動し、信頼のいただける組織として、
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。
　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

測量・設計業界は、公共事業の上流域を担うプランナーとして、故郷のインフラ整備に寄与してきました。しか

し、バブル経済の破綻を機に、これまでのつくる時代から少しでも既存施設を長くという長寿命化の方向に

向っており、社会の仕組みが建設的公共事業の縮小に加え、少子高齢化の進展もあり、業界は若手技術者、

後継者不足と言う過去に例を見ない縮小の世界に向かう中で、この業界で頑張る若手土木技術者にお集まり

いただき、職場環境や時代を担う子ども達への発信、さらに自らの仕事への思い・夢を、県政の中枢で県内の

公共施設の整備、充実を進める一方で、若手技術者の育成・雇用の推進に取り組まれている県建設部建設技

監の油井均さんをお招きし、座談会を開催しました。

油井均建設技監（以下:油井
技監）

県内もインフラ整備が進み、現

在は維持管理の時代と言われ

ますが、ずいぶん県土が変わっ

てきたなと思っています。少子

高齢化の時代と言われ、私の

若いころには考えもしない担い手不足が現実の問題

となっています。

その様ななかで、公共事業の上流域を担う測量、

設計業界の次代を担う若手技術者の皆さんとざっ

くばらんにお話できる機会を頂き、楽しみにしてお

ります。

働くこと・伝えること・感性を磨くこと！

特別企画

（油井建設技監を囲み若手技術者が語る）

油井技監
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小池:休日は、釣りが趣味なので暇さえあれば川に
は行きたいですね。
平林:私は趣味でソフトバレーをしていますが、基
本、自分の予定を優先させてもらえますが、仕事が
重なり、どうしても出社しなければならないという
時はあります。しかし、きちんと振替休日を取るよ
う指導されています。
和田:子どもがいるので、休日は出来る限り家にい
たいのですが、必要に迫られれば出勤して仕事もし
ます。しかし、会社自体は完全週休2日制ですので、
自分の仕事の具合からですね。
小林:入社時から日々遅くまで仕事をしてきたため、
残業という感覚は殆ど無いのですが、実際に残業が
続き休日出勤も重なると、精神的にも肉体的にも疲
労が蓄積し、ミスや事故のスパイラルに陥るので、
仕事の質を上げるための適正な休みは必要だと思い
ます。
木崎:残業は結構ありますが、手の空く時間もあり、
仕事にメリハリをつけたいと思っています。何年か
この仕事をしてきて、自分の中でもう少し出来るの
ではとの思いも抱きながらです。

油井技監:若手技術者の減少の主な要因として給料、
経営環境の悪化、3K,さらに残業を要因としている
と思います。皆さんがおっしゃった仕事として、残
業、休日出勤等を当然と考える意識が問題であり、
若手技術者が入職してこない原因と考えています。
そもそも、皆さんが発言しておられる、残業に対す
る当然との意識や考え方が、既にしみついているこ
とが問題であると思います。
発注者として、この様な状況に対し、県はきめ細
やかな平準化を進めており、完了時期平準化によ
り、労働環境の改善に繋がればと考えております。
現在、年度末に集中している状況を少なくも対前
年比50%におさえることを目標に取り組んでおり
ます外、債務負担による契約、複数年契約、早期
契約制度など、年度末に集中する業務の解消に努

めるべく、発注者として努力をしており、平準化
と効率化への取り組みの基本が、労働環境の改善
と考えております。
これまで、発注者目線でものを考えてきましたが、
現在は、受注者の目線に移す転換期にありますが、
まだまだ県の取り組みが緒についたところで、県
下の市町村も含め取組みには時間がかかるものと
感じています。

さらに、国も労働環境の改善推進を図ることを目的
に、ICTを積極的に推進しております。ICT建機に
よる土工を施工業務のトップランナー方式で推進し
ており、測量については一歩遅れ、使い始めたとこ
ろで、現在の2次元データを新たな測量機器を使い
3次元の点群データに置き換え、ICT建機を活用し
た工事業務が先行している状況です。
労働の生産性向上で理想なのは、川上から川下ま
で、さらに維持管理の領域まで一貫したデータ管
理を行うもので、ICTは時代の流れとなっており、
避けて通れる時代ではない。
CIMのデータも出てきており、最初から最後までこ
の方式とするのが自然流れですし、数年の間に実用
化されるのがごく自然と思っています。

（松川ダムのICT建機による実施報告がありました）
次年度はこの取り組みを拡大し、1事務所1箇所の
事業化を目指しております。
業界との話の中で、ICT使用ソフトがバラバラで、
共通のプラットホームがない状況にあり、国も含め
統一の取り組みも進んでいます。
このように労働環境の改善に向け、色々な取り組み
を実施していますが、コンピューター、器械の進展
を皆さんはどう見ておられますか?

小林:我々にとっても、昔と現在での環境の違いを
痛感しています。
コンピューターの進展もあり、図面のつくり方、器

こうした残業などについて、どう思います？

皆さん仕事が好きなのか、余暇の過ごし方、趣味な
どの話が出ませんが（笑）、お休みや残業はどうなの
ですか？小池さんから山や川が好きとの話がありま
したが！

まずは皆さんに自己紹介いただき、議論を進めていきましょう。

和田加代さん
（長野技研コンサルタント㈱）
（以下「和田」）
工業高校の体験入学で測量
機器に触れたことが、分からな
いながらもすごく印象的で、そ
れが切っ掛けで高専に入学、
土木に席を置き、特に実験が

面白く、橋梁の図面を見よう見まねで書きながら、それ
を紙で模型にした時、結構な強度の橋が出来たのに感
動したことを覚えております。
図面からこの施設が出来るのかが印象的で、こんなこ
とが出来ればと現在の会社に入社し17年となります。
既に2児の母です !

木崎緑さん（㈱アンドー）
（以下「木崎」）
大学は土木学科であったことか
ら、土木構造物の設計に携わ
りたいと思ったのと、出来れば
生まれ育った地元に就職をした
いとの思いから現在の入社、今
年で8年目になりますが、入社し

てからの主な業務は、砂防業務が8割くらいで、後は橋梁
の補修点検業務に携わってきました。現在、橋梁の設計
に携わっております。
大学を選ぶ理由として、構造物とか建築に興味があり、
この道を選びました。

平林哲大さん
（大成測量設計㈱）
（以下「平林」）
この業界に入り1年半ですが、もと
もと違う業種で仕事をしていた時
は、その仕事にやりがいが見いだせ
ない中で、偶然、現在の会社の入
社試験を受けた時に、自分が生まれ
育った村のまちづくりに携われると
知って興味を持ち入社しました。
現在、落石対策の業務に携わって
おり、現地調査を含めその対策を
行っています。

小林秀樹さん
（㈱みすず綜合コンサルタント）
（以下「小林」）
学生時代建築分野を学び、一度住
宅メーカーの仕事を選びましたが、
ものづくりと言う観点で土木構造
物の世界に面白さを感じ、また、
建築とはスケールの異なる魅力も
あり挑戦したいと思った。
仕事は主に、土木構造物の調査、
補修設計を手掛けている中で、現
在は橋梁点検を主に維持管理業務
に携わっています。

小池紀之さん
（㈱小林コンサルタント）
（以下「小池」）
 高校卒業後、現在とは違う測量会社
に勤めていましたが、一度仕事を離れ
大工の道を選んだのですが、測量と言
う仕事の面白さが忘れられなかったの
と、山や川が好きで、そこをフィールド
と出来ることに喜びを感じています。
測量は、現場に出ることが多く、トー
タルステーション、GNSSなど重い機
器を持って現場に入り、楽ではないが
楽しく測量を行っています。
現在話題のUAVの活用にも積極的
に携わり、測量にのめり込む日 で々す。

理系女から土木女へと羽化ですね！（笑い）
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械化、さらに現場での測量機器の目覚ましい進展は
凄さすら感じています。
使用する機器が大きく進化する中で、次代の人たち
は自分たちとは別かもしてないと考えますし、最新
鋭の機器を使っての仕事に誇りを感ずるのではと
思っています。
測量業務は益々難しく、多くの制限もあるだろう
が、仕事を楽しむこと魅力的に感ずることが大事だ
と思っています。

木崎:大学時代に3DCADを扱ったことはあります
が現在、実務の中では3Dの図面作成は行っていま
せん。社内でもソフトの導入等は進んでおり、3D
化により地形や構造物の形状がわかりやすくなると
思います。
ただ、現状で3Dによる成果の作成は、時間的にも
厳しいと感じています。
平林:まだ最新鋭の機器を使った業務は経験してい
ませんが、講習会や研修会を通して、身近に最新鋭
機器を体験できる環境にあることに、仕事への喜び
と興味を抱いている状況です。

和田:まだ会社としての対応が、少し遅れている状
態で、今後企業としての設備投資等を含め議論して
いる状況で、まだまだICTについてどう対応すべき
か見えていない状況です。仕様書も提示されたとの
ことで、これからが勉強かなと思っています。
小林:弊社では地上型レーザースキャナーを10年来
活用し積極的に先行投資をしてきました。現在所有
するUAVにはカメラ、レーザースキャナー等を搭
載して、過去の技術的ノウハウを活かし今後は上空
からの3D、ICTの積極的な取り組みを進めて参り
ます。
橋梁調査の実務においては、通常梯子や点検車を用
いますが、効率化も含め高所で近づけない箇所、危
険な箇所などは3Dを活用し点群データを基に図化

し成果としています。

小林：維持管理、保守点検等時代の流れの中で重き
をおいた仕事で、我々の身近なものにも、事故や故
障が顕在化されていないだけで危険な状況がすぐそこ
に迫っている。実際、トンネル天井板落下など、自分
たちの暮らしの中で出来ことを考える意外と身近なこ
とを業としていることを実感しています。
新しいものをつくる華々しさに欠けるが、我々のして
いる仕事が、実際にエンドユーザーから喜ばれる声が
届くことは中々ないが、何事もなく安心して暮らせる
生活に携われることを誇りに思っています。

和田:子どもは自分の仕事についてよくわかっていな
い。何かをつくっている（建設業）と思っているのか
もしれない。仕事で扱う測量の器械が何なのか、図
面ってどんなものか噛み砕きながら話す事で、子ど
も達にとってこの仕事がどんな仕事であるかを伝える
ことが出来ればと思っています。
高校生など、これから就職する学生に建設業のつく
るという前に、測量、設計と言う部分があり、これ
を基につくるのだと言うことが伝わっていない。と
かく建設というものの流れにつくる部分が強調され、
この測量、設計の部分が省略されており、この部分
をコンセプトとして知らせることが大事だと考えてお
ります。

油井技監：県の取り組みを少しお話しましょう。

これまで建設系高等学校の就労支援事業を実施し
てきましたが、和田さんの話にもありましたが、もっ
と小さな子供たちに実施できないかについては、小
学校の皆さんに砂防堰堤や道路の見学を各事務所
にて実施してきました。以前は、建設フェア等に大
きな重機を持ち込み建設業の魅了も発信してきまし
たが、これからも必要なことです。
今年、長野工業高校では、「自分たちでつくろうプ
ロジェクト」に取り組んでおり、これに携わった生
徒は測量、設計を通じた一貫性のものづくりを体験
する取り組みを進めており、現在継続中ですが生徒
さんが、ものづくりを肌で実感できる良い機会と思っ
ています。

平林:私も毎年南安曇農業高校に講習会の講師とし
て参加しており、夏休みには企業研修の受け入れも
行っています。（インターンシップの取り組み）この取
り組みを通じ、入社してくる方もいて、社の平均年齢
を引き下げるなど実施効果を実感しています。
木崎:わが社も測量実習には携わっています。
自分は部門が異なるので、一緒しませんが、インター
ンシップで1週間くらい学生が来ており、実際の業
務の中で学ぶのは授業と条件が異なるので、社会に
でてからの仕事が良くわかると思います。

和田:うちの子は、小学生です。興味はあると思いま
すが、母と同じこの仕事をしたいと思うかは・・・・・・・
どうですかね（笑）
油井技監:県でも小さなお子さんへの取り組みとして、
小学校や幼稚園など小さな子どもさんにも興味を持っ
てもらうべく、積極的に取り組んでいます。

小池:私は転職し、この仕事に戻ってきた人間ですが、
仕事をかわることを子ども達に説明しても理解してもら
える年齢ではないので、自分が取り組むことに誇りを
持ってあたるべきと考えています。一生懸命の姿が受

け入れてもらえる道かなと・・・・

油井技監:誇りということでは、もう一つの県の取り
組みとして、技術者の心をくすぐる「技術者の名を刻
もうプロジェクト」測量・調査、設計から構造物づく
りに携わった皆の名を入れ、残そうとする新たな取り
組みを積極的に実施してきました。是非、この取り組
みについてご意見を伺いたい!
木崎:嬉しい取り組みですね。
小池:自分もこの様な機会に恵まれると、うれしいで
すね。
平林:私も転職ですが、ふと目にした業者向けセミナー
で転職しました。
これまでの仕事も人のためになっていたと思います
が、今セミナーで、生まれ育った地で、安全であったり、
便利であったり、人のためになる仕事に携われたらと
現在の仕事を選んでおります。

油井技監:以前業界の皆さんとお話しした時、この業
界は知られていない!
また学校の先生方も知らない!
これが問題で、工事をする前段に測量が行われるこ
とを一般の住民の人々は知らない、そのためにも今
回の名板作成では設計からですが測量から記載した
かった。
今後、地質、測量を含め業務のピーアールとして積極
的に対応し、委託業界の存在を一般の人々に知って
頂く取り組みとしても実施していきたい。
災害が起きた時、建設業の皆さんには応急対応をし
て頂いていますが、同時に測量設計業界の皆さんに
は災害被災調査をして頂き、図面をつくる大事な仕事
をして頂いており、このことをしっかりPRすることが
一番大事なのです。

構造物の補修の話がありましたが、目立たないが安
全を守る上で大事な仕事、この仕事は人の病気を治
すのと同じで、個々違った症状に、それぞれ異なる
対処療法をしなくてならず、新しいものをつくるよりよ
ほど難しい仕事をされていますが、それが伝わらない
のですよね。

小林:最近ですが、なかなか仕事の内容が伝えにくく、

次代を担う
子どもたちへ向けて！
若手が入ってくるためにはどうすればいいと思います？

皆さんは、目立たないけど大事な仕事をしているのですよね！

ＰＲしたい、伝えたいですね！

橋梁補修、長寿命化に携わっての話もありますが、
小林さんどうです？
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現在の補修、診断について、人間ドック同様、悪いと
ころを診つけて治療する橋のお医者さんだと話したこ
とがあります。
小池:子どもには、地図をつくる仕事をしていると言っ
たことがあるが、山を歩く人と思っているくらいでの
感じですかね。
木崎:この仕事について、友達には建築関係も多く、
何となく仕事の内容は理解されているが、逆に身近
な両親はどんな仕事をしているのか知らない。両親
は関係ない仕事であったことから仕事の話がわからず
びっくりしています。

油井技監:先程のi-Constructionではないが、測量
技術は凄いスピードで変わっており、私が大学で学ん
だ頃はトランシット、レベル等アナログの時代でした
が、知らぬ間にトータルステーション、さらにレーザー
スキャナー、そしてCIMの世界。時代はもう我々の
想像以上のスピードで変革しています。
例えば、この対応が業界の武器になると思っていま
すし、3Kイメージの払しょくに繋がると考えています。
こういう世界に行きつつあることは、若者にとってカッ
コ良い!と感じてもらえるのでは。

油井技監：今まで皆さんからお話しを聞いてきて、新
しい取り組みにこの業界もチャレンジしつつあるのかな
と感じました。最後に、皆さんの夢を伺ってもいいで
すか？

小池:何はともあれ、現場の仕事を早くマスターした
い。
器械の進歩もあるが、3日の仕事が、2日、1日さらに
半日と短縮出来る努力を積み重ね、目標として、良
い人材の中であれば良い仕事を学ぶことが出来ると

思っており、このような環境で人材育成にも取り組む
ことで、それが、この業界は魅力発信に繋がればと
思っています。

木崎:これからの業界は、新しい道路をつくるなどの
仕事ではなく、維持管理の時代で、昔の様に大きな
もの、派手なものをつくるイメージは薄く、出来れば、
身近な人の安全、安心を支える仕事にやりがいを見出
していきたい。
3Dの話として,二次元の図面より3Dで描き出されるも
のづくりの魅力を伝えることで、若者に興味を抱いて
頂ける環境づくりが出来ればと思っており、これを具
現化できるよう頑張っていきたい。

小林:自分の手掛けた現場が、人々の安全、安心な
暮らしの一部になり支えることが出来れば嬉しく思う。
何事もなく生活できること自体が維持管理の大きな役
目だと思っています。
興味として、日々、自分の世界で仕事に携わっており、
対外的発信出来る、今回の様な座談会等を通じ、こ
の仕事にスポットライトが当たるのと、ここで頑張って
いるとの認識を伝えられればと思っています。

和田:多くの方に測量・設計がどのような仕事なのか、
もっと知ってもらいたいという思いもありますが、自分
の仕事に関して言えば、維持管理について、大きな視
野を持って考えられるようになればと思います。多くの
構造物の点検・調査を行う中で、個々の構造物に対し
今後の劣化の予想を行い、補修・補強の優先順位の
検討や構造物の性能低下が社会的、経済的にどのよう
な損失につながるかを明確にとらえ、老朽化した多く
の構造物に対し、限られた予算の中でどのように投資
をし、より多くの構造物の安全を確保できるかを考え
ることが出来ればと思っています。

平林:まだ経験も浅く分からない事の多い身ですが、

技術者としての夢！！

人は便利なもの、安全なものに対して対価を払うこと
を惜しまない生き物だと思っています。
しかし、公共事業や予算が減らされているというのは、
人々が建設業の大事さを知らないのではないからでは
ないかと思います。
そこで、技術者と国が連携して建設業の大切さをもっ
と広め、この業界で働く人々を増やすことで最新機器
を扱える人々も増え、さらに効率が上がり、便利で安
全なものがつくれる環境が整うといった良い流れをつ
くる、そして自分もこのサイクルを作る手伝いができれ
ばと思っています。

油井技監:今のお話を伺い、皆さん夢を持たれ頑張っ
ているのが良くわかりました!
維持補修の話が多くありましたが縮み思考なる必要
は無く、これからも長野県には大きなプロジェクトが
あります。
具体例として、リニヤ関連では大きな道路計画がいく
つもあります。
維持補修の知識は、新しいものをつくる時にも生きて
きます、そこでの技術研鑽を大事にしてください。
県も8年前から設計VEの導入に取り組んでおります
が、一番重要なのは、測量、設計業界の皆さんの仕
事が永久に地上に残る構造物のプランナーであり、建
設業はそれを具現化する部分であり、ものづくりに対
する自負を持ってほしい。
是非、若い皆さんお願いしたい。
建築では独特な建築物、意匠から世界遺産が生れて
おりますが、土木構造物も同じです。

そのためには設計の感性を磨く、ただ構造物をつくる
のではなくユーザーのことを考えたものづくりが大事
で、日頃アンテナを高くして維持管理も経験し、設計
もし、過去の経験を振り返りながら仕事をする中で感
性を磨いて頂きたい。
これから情報化社会でツールが充実することで便利に
なるが、やはり根底にあるのは技術者としての感性で
あり、その感性を磨くことで最適なものとして地上に
残るという気概を持って仕事にあたって頂きたい。
最後に、今日は良い機会を頂きました。若い技術者と
の対談を通じ、皆さんのやる気、パワーを感じており
ます。是非その意気込みをもって測量、設計業のPR
はもとより、技術研鑽され故郷づくりの発展につくし
て頂くと同時に、この対談が次代を担う若者へのメッ
セージになればと思っています。

（ありがとうございました）
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県佐久合同庁舎の既存経緯度標改測し、新たな経緯度標を設置した。
11月16日（水）に現地にて、佐藤則之佐久地方事務所長に出席頂き式典を開催しました。

平成26年度に県立歴史館に眠る1,000部近い県内町村地図の整理と解析を会員有志が進
めており、作業の中で見つけられた美しい地図、精巧な地図、特殊技巧の地図などをお借り
し、併せてこの絵図が描かれた時代の測量機器を長野駅前平安堂書店に展示。街カフェ開
催期間中の8月8日にはワークショップも開催した。

経緯度標の寄贈

県立歴史館と作業している絵図・地図の整理・解析（街カフェの開催）

進

開

平成28年度を写真で綴る！

事業（広報・協会活動）

　9月6日（火）に信濃町立信濃小中学校6年生52名の皆さんと総合学習に図形の話や校庭で測量機器を使って図形
の作成をしていただきました。

（授業の内容）
　教室では、図形の拡大、縮小として、三角形や八角形の縮小、拡大、作図を学んで頂きました。
　次の時間、校庭に出て8班に分かれ、それぞれに描いた絵を、校庭に地上絵として測量機器で10倍に拡大しました。
さらに、今話題のドローンも身近で観てもらい、作図した地上絵を写真撮影。

地域における活動

　10月29（土）、30日（日）の2日間、長野県職業能力開発協会技能振興センターが長野県松本技術専門校・ふれあ
い技能センターで開催の「ものづくりフェア」に今年も出展しました。出展は19団体で入場者数（実行委員会調べ）は2
日間で3,810人小学生以下の家族連れで賑わいました。当協会はジグソーパズルでの日本地図をつくろう、パソコンで
の地図記号クイズ、さらに今年は UAVの展示 & パソコンでのデモストレーションも実施。

測量の日の取り組み（小学校出前授業）

ものづくりフェアへの出展

ワークショップ

カフェ利用者と絵地図の展示
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協働・連携の取り組み

　今年度、建設系高等学校就労支援事業の新たな取り組みとして、長野工業高等学校にてモデル事業「高校生 DIY 
プロジェクト」に、従来の授業形態と一線を画す取り組みで、自ら計画、自ら構造物を造り上げる実践的ものづくり体
験授業の開催。

行政との対話のテーブル「地域を支える調査・設計業検討会議」

長野高専の現場実習

会員の意識醸成
災害復旧技術者講習会を例年どおり、松本市にて開催

（5月26日）
会員はもとより、県下、近県を含め350名余の土木技術者
が受講、国、県の災害担当者に講師をお務め頂きました。

自然災害への備え！

　晩秋の11月、上伊那郡箕輪町の天竜川右岸大地に大正末期から昭和初期にかけ築かれた西天竜用水路の円筒分水
工群（土木学会選奨土木遺産）を題材に、長野高等専門学校環境都市工学科3年生43名が調査・測量等の学習をした。
　現場での調査、測量の前に、「西天竜用水と開田の歴史」と「西天竜用水路と円筒分水工」についての講義の後、6
班に別れ、現地で平板測量、水準測量及び分水槽の構造調査を行い、教室とした箕輪町文化センターに戻り成果発表。
　土木環境しなのの皆さんと技術委員長外15名の皆さんが、寒風の中ご苦労を頂きました。

　オーナーの皆様が集まる通常総会の機会を活用し、「法令遵守」の研修会を開催！
　女性が働く環境について、社会的にも大きな変化がある中で、企業活動、労働環境の改善等に活かしていただければ
と、講師に県の県民文化部人権・男女共同参画課の堀内千恵子企画幹を迎え、「女性も男性も共に輝く社会づくり」と
題しご講演頂いた。

経営の安定に向けて

　関東・北陸地方整備局を始め、県の建設、農政、林務等の意見交換会を実施しの外、各支部においても建設事務所
との技術研修会、意見交換会等を積極的に実施して参りました。

関係機関要望＆意見交換会

コンプライアンス研修会
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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

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　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　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㈱　臼田 裕一

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　原 榮一

㈲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　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

〒381-2204

〒380-0928

〒388-8004

〒381-0042

〒380-0815

〒381-0012

〒380-8577

〒381-0012

〒381-2205

〒381-0025
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〒380-0903

〒381-0043

〒382-0025

〒380-0905

〒389-2253

〒380-8008
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〒381-2204

〒382-0054

〒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

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
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（事業確保検討委員長）

（副会長兼支部長）

（理事兼事業確保検討委員）

（副支部長）

（総務広報副委員長）

（副支部長）

（技術副委員長）

（監事）

（副支部長）

（技術委員）

（会長）

（理事兼支部長）

（総務広報委員）

（副会長）

（事業確保検討委員）

（理事兼支部長兼技術委員）

（副支部長）

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

支
部

㈱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　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　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㈱　馬場 規生

㈱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　高木 勝

㈱いとう　高村 和則

カシヨ㈱　清水 光朗

（株）シー・ティー・エス　横島 泰蔵

MITT.O 社会保険労務士法人　増田 一三

〒390-0303

〒398-0003

〒399-8301

〒390-0851

〒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

〒380-0935

松本市浅間温泉3-2-8

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

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

長野市中御所1-16-11

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（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（217）7600

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（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（217）7613

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

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

kurumi@cts-h.co.jp

masuda@mittosr.com
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（技術委員長）

（総務広報委員）

（副支部長）

（総務広報委員）

（技術委員）

（事業確保検討委員）

（副支部長）

（監事）

（副支部長）

（理事）

（副支部長）

（理事兼支部長兼総務広報委員長）

会　員　名　簿



　年度末に国土地理院よりUAV（ドローン）を使用した測量のマニュアルが公表されました。会員
の中には、数年前から先進的に UAV に取り組んできた企業もありますが、多くの会員が UAV 導入
を検討し、技術的な研究に着手した「UAV 元年」ともいうべき年でありました。UAVを活用するこ
とにより測量業務の生産性向上をはかるとともに、測量業界のイメージ向上にもつながり、この業
界を志す若者が増えることが期待されます。
　本年も多くの皆様のご協力と会員の皆様のご尽力のもと、多くの事業を実施することができ、本
誌を発行できましたことを心より感謝を申し上げます。　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

　さて、まず読者に訴えたいのは、息子が漫画家になったからと言って私の家庭が
一転セレブになってはいないということ。それどころか、受注量の減少に、毎日ぎ
りっぎりの生活に追いまくられているということ。勿論彼自身も相変わらず、ぎ
りっぎりの生活で日々を送っているということです。
　それはそうと「週刊少年チャンピオン」に６月より連載されている「六道の悪女
（おんな）たち」のコミックス（単行本）第1巻が11月８日発売。新年2月8日には第
2巻が発売されます。
　この記事をお読みいただいた方全員のお買い上げを、今私は確信しています・・・
といった親バカの宣伝はこの辺にしておきたい。

　「向日葵乱奈」この漫画のヒロインです。「キルビル」も「トゥームレーダー」も、乱
奈さんの前では色褪せて見える。時代遅れのスケバンコスチュームの乱奈さんは
地上最強、最悪の悪女。ところが主人公六道にだけは、とにかく一途に尽くす健気
な乙女。この物語、こんな悪女が次々と現れ六道に惚れてしまう。一見ハーレム漫

画のように思われるかもしれないが、六道は貧弱な体に鞭打って惚れられた女性を守ろうと奮闘する真のヒーロー。
全編超熱いストーリーも最高に面白いのだが、特筆すべきはやっぱり乱奈さん♥はっきり言って私の超タイプです。
実は２チャンに投稿して息子に怒られました。しかし声を大にして私は言いたい。世の男性は全て乱奈さんのファン
になる。いや、彼女こそ世の男性全ての理想の女性なのだ。嘘だと思ったら読んでみるがいい。・・・あれ？今私が入
れあげている二次元の女性を描いたのは・・・？褒めてやりたい半分。恥ずかし過ぎる半分。嫁に知られたくない半
分。うーん150％になっているな。
　このことに関して全く無力の私が最後にお伝えしたいのは、測量設計業に携わる方々にこそ、是非「六道の悪女た
ち」を読んでいただきたい！もう、こんな滅茶苦茶になっている父親の心情を、果たしてご理解いただけるだろうか。

《 中村測量設計事務所　中村利通 》

いじめられっ子で不良が大嫌いな高校1年生の六道桃助。平和で楽し
い“普通の”学園生活を夢見て六道が進学した亞森高校は、右を向いて

も左を向いても不良だらけのデンジャラスゾーン。案の定クラスの不良軍団のお
もちゃにされる毎日。そんな六道のところに、幼い頃に死んだじ
いちゃんから怪しげな巻物が入った小包が届く。巻物が放つまば
ゆい光に包まれた翌日から、六道の身に不思議な変化が起こ
る。それは、悪女から無条件で好かれる術だったのだ。

ある日息子が漫画家になり、登場したヒロインが、
ど・ストライクだった父親の心情・・・について
ある日息子が漫画家になり、登場したヒロインが、
ど・ストライクだった父親の心情・・・について
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画のように思われるかもしれないが、
全編超熱いスト リ も最高に面白い


