
別紙－３

№1

1 2 3

月日 曜日 会社名 会社名 会社名

1月1日 （土） （株）日研コンサル　安曇野営業所 （有）サン・コンサルタンツ （株）中央工研　安曇野営業所

1月2日 （日） （株）中央工研　安曇野営業所 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店

1月3日 （月） （株）アンドー　安曇野営業所 （株）あづみ野開発コンサル 大成測量設計（株）

1月4日 （火） （株）ミズホエンジニア （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （株）アンドー　安曇野営業所

1月5日 （水） （株）長野技研　安曇野営業所 大成測量設計（株） （株）松本測量　あずみ野営業所

1月6日 （木） （有）エンジニヤエヌディー （株）あづみ野開発コンサル 国土監理（株）　安曇野営業所

1月7日 （金） （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所

1月8日 （土） （有）サン・コンサルタンツ （株）中央工研　安曇野営業所 （株）ミズホエンジニア

1月9日 （日） （株）あづみ野開発コンサル （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所

1月10日 （月） 中部測量（株）　安曇野営業所 大成測量設計（株） （有）サン・コンサルタンツ

1月11日 （火） （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （株）アンドー　安曇野営業所 （株）長野技研　安曇野営業所

1月12日 （水） 大成測量設計（株） （株）松本測量　あずみ野営業所 （有）エンジニヤエヌディー

1月13日 （木） （株）あづみ野開発コンサル 国土監理（株）　安曇野営業所 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所

1月14日 （金） 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所 （有）サン・コンサルタンツ

1月15日 （土） （株）中央工研　安曇野営業所 （株）ミズホエンジニア （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店

1月16日 （日） （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 （株）長野技研　安曇野営業所

1月17日 （月） 大成測量設計（株） （有）サン・コンサルタンツ （有）エンジニヤエヌディー

1月18日 （火） （株）アンドー　安曇野営業所 （株）長野技研　安曇野営業所 大成測量設計（株）

1月19日 （水） （株）松本測量　あずみ野営業所 （有）エンジニヤエヌディー （株）あづみ野開発コンサル

1月20日 （木） 国土監理（株）　安曇野営業所 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 中部測量（株）　安曇野営業所

1月21日 （金） （株）日研コンサル　安曇野営業所 （有）サン・コンサルタンツ （株）中央工研　安曇野営業所

1月22日 （土） （株）ミズホエンジニア （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （株）アンドー　安曇野営業所

1月23日 （日） （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 （株）長野技研　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所

1月24日 （月） （有）サン・コンサルタンツ （有）エンジニヤエヌディー （株）ミズホエンジニア

1月25日 （火） （株）長野技研　安曇野営業所 大成測量設計（株） （株）松本測量　あずみ野営業所

1月26日 （水） （有）エンジニヤエヌディー （株）あづみ野開発コンサル 国土監理（株）　安曇野営業所

1月27日 （木） （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所

1月28日 （金） （有）サン・コンサルタンツ （株）中央工研　安曇野営業所 （株）ミズホエンジニア

1月29日 （土） （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （株）アンドー　安曇野営業所 （株）長野技研　安曇野営業所

1月30日 （日） （株）長野技研　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所 （株）松本測量　あずみ野営業所

1月31日 （月） （有）エンジニヤエヌディー （株）ミズホエンジニア 国土監理（株）　安曇野営業所

　注）

　　１　緊急調査当番表は、県において無作為に作成したものであり、当番の順番が公平に配置されるように
　　　　配慮しています。

　　２　災害が発生した月日において当番会社数が不足した場合は、翌日の当番、更に翌々日の当番と繰り上
　　　　げて調査を依頼します。

順番

１月　緊急調査当番表　(測量及び設計業務)令和４年



別紙－３

№2

1 2 3

月日 曜日 会社名 会社名 会社名

2月1日 （火） 大成測量設計（株） （株）松本測量　あずみ野営業所 （有）エンジニヤエヌディー

2月2日 （水） （株）あづみ野開発コンサル 国土監理（株）　安曇野営業所 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所

2月3日 （木） 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所 （有）サン・コンサルタンツ

2月4日 （金） （株）中央工研　安曇野営業所 （株）ミズホエンジニア （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店

2月5日 （土） （株）アンドー　安曇野営業所 （株）長野技研　安曇野営業所 大成測量設計（株）

2月6日 （日） （株）日研コンサル　安曇野営業所 （株）松本測量　あずみ野営業所 （株）中央工研　安曇野営業所

2月7日 （月） （株）ミズホエンジニア 国土監理（株）　安曇野営業所 （株）アンドー　安曇野営業所

2月8日 （火） （株）松本測量　あずみ野営業所 （有）エンジニヤエヌディー （株）あづみ野開発コンサル

2月9日 （水） 国土監理（株）　安曇野営業所 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 中部測量（株）　安曇野営業所

2月10日 （木） （株）日研コンサル　安曇野営業所 （有）サン・コンサルタンツ （株）中央工研　安曇野営業所

2月11日 （金） （株）ミズホエンジニア （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （株）アンドー　安曇野営業所

2月12日 （土） （株）長野技研　安曇野営業所 大成測量設計（株） （株）松本測量　あずみ野営業所

2月13日 （日） （株）松本測量　あずみ野営業所 （株）中央工研　安曇野営業所 （株）あづみ野開発コンサル

2月14日 （月） 国土監理（株）　安曇野営業所 （株）アンドー　安曇野営業所 中部測量（株）　安曇野営業所

2月15日 （火） （有）エンジニヤエヌディー （株）あづみ野開発コンサル 国土監理（株）　安曇野営業所

2月16日 （水） （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所

2月17日 （木） （有）サン・コンサルタンツ （株）中央工研　安曇野営業所 （株）ミズホエンジニア

2月18日 （金） （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （株）アンドー　安曇野営業所 （株）長野技研　安曇野営業所

2月19日 （土） 大成測量設計（株） （株）松本測量　あずみ野営業所 （有）エンジニヤエヌディー

2月20日 （日） （株）中央工研　安曇野営業所 （株）あづみ野開発コンサル 大成測量設計（株）

2月21日 （月） （株）アンドー　安曇野営業所 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店

2月22日 （火） （株）あづみ野開発コンサル 国土監理（株）　安曇野営業所 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所

2月23日 （水） 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所 （有）サン・コンサルタンツ

2月24日 （木） （株）中央工研　安曇野営業所 （株）ミズホエンジニア （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店

2月25日 （金） （株）アンドー　安曇野営業所 （株）長野技研　安曇野営業所 大成測量設計（株）

2月26日 （土） （株）松本測量　あずみ野営業所 （有）エンジニヤエヌディー （株）あづみ野開発コンサル

2月27日 （日） （株）あづみ野開発コンサル 大成測量設計（株） （有）サン・コンサルタンツ

2月28日 （月） 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所

　注）

　　１　緊急調査当番表は、県において無作為に作成したものであり、当番の順番が公平に配置されるように
　　　　配慮しています。

　　２　災害が発生した月日において当番会社数が不足した場合は、翌日の当番、更に翌々日の当番と繰り上
　　　　げて調査を依頼します。

順番

２月　緊急調査当番表　(測量及び設計業務)令和４年



別紙－３

№3

1 2 3

月日 曜日 会社名 会社名 会社名

3月1日 （火） 国土監理（株）　安曇野営業所 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 中部測量（株）　安曇野営業所

3月2日 （水） （株）日研コンサル　安曇野営業所 （有）サン・コンサルタンツ （株）中央工研　安曇野営業所

3月3日 （木） （株）ミズホエンジニア （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （株）アンドー　安曇野営業所

3月4日 （金） （株）長野技研　安曇野営業所 大成測量設計（株） （株）松本測量　あずみ野営業所

3月5日 （土） （有）エンジニヤエヌディー （株）あづみ野開発コンサル 国土監理（株）　安曇野営業所

3月6日 （日） （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （有）サン・コンサルタンツ （有）エンジニヤエヌディー

3月7日 （月） 大成測量設計（株） （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 （株）長野技研　安曇野営業所

3月8日 （火） （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所

3月9日 （水） （有）サン・コンサルタンツ （株）中央工研　安曇野営業所 （株）ミズホエンジニア

3月10日 （木） （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （株）アンドー　安曇野営業所 （株）長野技研　安曇野営業所

3月11日 （金） 大成測量設計（株） （株）松本測量　あずみ野営業所 （有）エンジニヤエヌディー

3月12日 （土） （株）あづみ野開発コンサル 国土監理（株）　安曇野営業所 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所

3月13日 （日） （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 （有）エンジニヤエヌディー （株）ミズホエンジニア

3月14日 （月） （有）サン・コンサルタンツ （株）長野技研　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所

3月15日 （火） 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所 （有）サン・コンサルタンツ

3月16日 （水） （株）中央工研　安曇野営業所 （株）ミズホエンジニア （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店

3月17日 （木） （株）アンドー　安曇野営業所 （株）長野技研　安曇野営業所 大成測量設計（株）

3月18日 （金） （株）松本測量　あずみ野営業所 （有）エンジニヤエヌディー （株）あづみ野開発コンサル

3月19日 （土） 国土監理（株）　安曇野営業所 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 中部測量（株）　安曇野営業所

3月20日 （日） （株）長野技研　安曇野営業所 （株）ミズホエンジニア 国土監理（株）　安曇野営業所

3月21日 （月） （有）エンジニヤエヌディー （株）日研コンサル　安曇野営業所 （株）松本測量　あずみ野営業所

3月22日 （火） （株）日研コンサル　安曇野営業所 （有）サン・コンサルタンツ （株）中央工研　安曇野営業所

3月23日 （水） （株）ミズホエンジニア （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （株）アンドー　安曇野営業所

3月24日 （木） （株）長野技研　安曇野営業所 大成測量設計（株） （株）松本測量　あずみ野営業所

3月25日 （金） （有）エンジニヤエヌディー （株）あづみ野開発コンサル 国土監理（株）　安曇野営業所

3月26日 （土） （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所

3月27日 （日） （株）日研コンサル　安曇野営業所 国土監理（株）　安曇野営業所 （株）アンドー　安曇野営業所

3月28日 （月） （株）ミズホエンジニア （株）松本測量　あずみ野営業所 （株）中央工研　安曇野営業所

3月29日 （火） （有）サン・コンサルタンツ （株）中央工研　安曇野営業所 （株）ミズホエンジニア

3月30日 （水） （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （株）アンドー　安曇野営業所 （株）長野技研　安曇野営業所

3月31日 （木） 大成測量設計（株） （株）松本測量　あずみ野営業所 （有）エンジニヤエヌディー

　注）

　　１　緊急調査当番表は、県において無作為に作成したものであり、当番の順番が公平に配置されるように
　　　　配慮しています。

　　２　災害が発生した月日において当番会社数が不足した場合は、翌日の当番、更に翌々日の当番と繰り上
　　　　げて調査を依頼します。

順番

３月　緊急調査当番表　(測量及び設計業務)令和４年



別紙－３

№4

1 2 3

月日 曜日 会社名 会社名 会社名

4月1日 （金） （株）あづみ野開発コンサル 国土監理（株）　安曇野営業所 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所

4月2日 （土） 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所 （有）サン・コンサルタンツ

4月3日 （日） （株）松本測量　あずみ野営業所 （株）アンドー　安曇野営業所 中部測量（株）　安曇野営業所

4月4日 （月） 国土監理（株）　安曇野営業所 （株）中央工研　安曇野営業所 （株）あづみ野開発コンサル

4月5日 （火） （株）中央工研　安曇野営業所 （株）ミズホエンジニア （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店

4月6日 （水） （株）アンドー　安曇野営業所 （株）長野技研　安曇野営業所 大成測量設計（株）

4月7日 （木） （株）松本測量　あずみ野営業所 （有）エンジニヤエヌディー （株）あづみ野開発コンサル

4月8日 （金） 国土監理（株）　安曇野営業所 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 中部測量（株）　安曇野営業所

4月9日 （土） （株）日研コンサル　安曇野営業所 （有）サン・コンサルタンツ （株）中央工研　安曇野営業所

4月10日 （日） （株）アンドー　安曇野営業所 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店

4月11日 （月） （株）中央工研　安曇野営業所 （株）あづみ野開発コンサル 大成測量設計（株）

4月12日 （火） （株）ミズホエンジニア （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （株）アンドー　安曇野営業所

4月13日 （水） （株）長野技研　安曇野営業所 大成測量設計（株） （株）松本測量　あずみ野営業所

4月14日 （木） （有）エンジニヤエヌディー （株）あづみ野開発コンサル 国土監理（株）　安曇野営業所

4月15日 （金） （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所

4月16日 （土） （有）サン・コンサルタンツ （株）中央工研　安曇野営業所 （株）ミズホエンジニア

4月17日 （日） 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所

4月18日 （月） （株）あづみ野開発コンサル 大成測量設計（株） （有）サン・コンサルタンツ

4月19日 （火） （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （株）アンドー　安曇野営業所 （株）長野技研　安曇野営業所

4月20日 （水） 大成測量設計（株） （株）松本測量　あずみ野営業所 （有）エンジニヤエヌディー

4月21日 （木） （株）あづみ野開発コンサル 国土監理（株）　安曇野営業所 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所

4月22日 （金） 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所 （有）サン・コンサルタンツ

4月23日 （土） （株）中央工研　安曇野営業所 （株）ミズホエンジニア （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店

4月24日 （日） （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 （株）長野技研　安曇野営業所

4月25日 （月） 大成測量設計（株） （有）サン・コンサルタンツ （有）エンジニヤエヌディー

4月26日 （火） （株）アンドー　安曇野営業所 （株）長野技研　安曇野営業所 大成測量設計（株）

4月27日 （水） （株）松本測量　あずみ野営業所 （有）エンジニヤエヌディー （株）あづみ野開発コンサル

4月28日 （木） 国土監理（株）　安曇野営業所 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 中部測量（株）　安曇野営業所

4月29日 （金） （株）日研コンサル　安曇野営業所 （有）サン・コンサルタンツ （株）中央工研　安曇野営業所

4月30日 （土） （株）ミズホエンジニア （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （株）アンドー　安曇野営業所

　注）

　　１　緊急調査当番表は、県において無作為に作成したものであり、当番の順番が公平に配置されるように
　　　　配慮しています。

　　２　災害が発生した月日において当番会社数が不足した場合は、翌日の当番、更に翌々日の当番と繰り上
　　　　げて調査を依頼します。

順番

４月　緊急調査当番表　(測量及び設計業務)令和４年



別紙－３

№5

1 2 3

月日 曜日 会社名 会社名 会社名

5月1日 （日） （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 （株）長野技研　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所

5月2日 （月） （有）サン・コンサルタンツ （有）エンジニヤエヌディー （株）ミズホエンジニア

5月3日 （火） （株）長野技研　安曇野営業所 大成測量設計（株） （株）松本測量　あずみ野営業所

5月4日 （水） （有）エンジニヤエヌディー （株）あづみ野開発コンサル 国土監理（株）　安曇野営業所

5月5日 （木） （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所

5月6日 （金） （有）サン・コンサルタンツ （株）中央工研　安曇野営業所 （株）ミズホエンジニア

5月7日 （土） （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （株）アンドー　安曇野営業所 （株）長野技研　安曇野営業所

5月8日 （日） （株）長野技研　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所 （株）松本測量　あずみ野営業所

5月9日 （月） （有）エンジニヤエヌディー （株）ミズホエンジニア 国土監理（株）　安曇野営業所

5月10日 （火） 大成測量設計（株） （株）松本測量　あずみ野営業所 （有）エンジニヤエヌディー

5月11日 （水） （株）あづみ野開発コンサル 国土監理（株）　安曇野営業所 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所

5月12日 （木） 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所 （有）サン・コンサルタンツ

5月13日 （金） （株）中央工研　安曇野営業所 （株）ミズホエンジニア （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店

5月14日 （土） （株）アンドー　安曇野営業所 （株）長野技研　安曇野営業所 大成測量設計（株）

5月15日 （日） （株）日研コンサル　安曇野営業所 （株）松本測量　あずみ野営業所 （株）中央工研　安曇野営業所

5月16日 （月） （株）ミズホエンジニア 国土監理（株）　安曇野営業所 （株）アンドー　安曇野営業所

5月17日 （火） （株）松本測量　あずみ野営業所 （有）エンジニヤエヌディー （株）あづみ野開発コンサル

5月18日 （水） 国土監理（株）　安曇野営業所 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 中部測量（株）　安曇野営業所

5月19日 （木） （株）日研コンサル　安曇野営業所 （有）サン・コンサルタンツ （株）中央工研　安曇野営業所

5月20日 （金） （株）ミズホエンジニア （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （株）アンドー　安曇野営業所

5月21日 （土） （株）長野技研　安曇野営業所 大成測量設計（株） （株）松本測量　あずみ野営業所

5月22日 （日） （株）松本測量　あずみ野営業所 （株）中央工研　安曇野営業所 （株）あづみ野開発コンサル

5月23日 （月） 国土監理（株）　安曇野営業所 （株）アンドー　安曇野営業所 中部測量（株）　安曇野営業所

5月24日 （火） （有）エンジニヤエヌディー （株）あづみ野開発コンサル 国土監理（株）　安曇野営業所

5月25日 （水） （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所

5月26日 （木） （有）サン・コンサルタンツ （株）中央工研　安曇野営業所 （株）ミズホエンジニア

5月27日 （金） （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （株）アンドー　安曇野営業所 （株）長野技研　安曇野営業所

5月28日 （土） 大成測量設計（株） （株）松本測量　あずみ野営業所 （有）エンジニヤエヌディー

5月29日 （日） （株）中央工研　安曇野営業所 （株）あづみ野開発コンサル 大成測量設計（株）

5月30日 （月） （株）アンドー　安曇野営業所 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店

5月31日 （火） （株）あづみ野開発コンサル 国土監理（株）　安曇野営業所 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所

　注）

　　１　緊急調査当番表は、県において無作為に作成したものであり、当番の順番が公平に配置されるように
　　　　配慮しています。

　　２　災害が発生した月日において当番会社数が不足した場合は、翌日の当番、更に翌々日の当番と繰り上
　　　　げて調査を依頼します。

順番

５月　緊急調査当番表　(測量及び設計業務)令和４年



別紙－３

№6

1 2 3

月日 曜日 会社名 会社名 会社名

6月1日 （水） 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所 （有）サン・コンサルタンツ

6月2日 （木） （株）中央工研　安曇野営業所 （株）ミズホエンジニア （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店

6月3日 （金） （株）アンドー　安曇野営業所 （株）長野技研　安曇野営業所 大成測量設計（株）

6月4日 （土） （株）松本測量　あずみ野営業所 （有）エンジニヤエヌディー （株）あづみ野開発コンサル

6月5日 （日） （株）あづみ野開発コンサル 大成測量設計（株） （有）サン・コンサルタンツ

6月6日 （月） 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所

6月7日 （火） 国土監理（株）　安曇野営業所 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 中部測量（株）　安曇野営業所

6月8日 （水） （株）日研コンサル　安曇野営業所 （有）サン・コンサルタンツ （株）中央工研　安曇野営業所

6月9日 （木） （株）ミズホエンジニア （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （株）アンドー　安曇野営業所

6月10日 （金） （株）長野技研　安曇野営業所 大成測量設計（株） （株）松本測量　あずみ野営業所

6月11日 （土） （有）エンジニヤエヌディー （株）あづみ野開発コンサル 国土監理（株）　安曇野営業所

6月12日 （日） 大成測量設計（株） （有）サン・コンサルタンツ （有）エンジニヤエヌディー

6月13日 （月） （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 （株）長野技研　安曇野営業所

6月14日 （火） （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所

6月15日 （水） （有）サン・コンサルタンツ （株）中央工研　安曇野営業所 （株）ミズホエンジニア

6月16日 （木） （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （株）アンドー　安曇野営業所 （株）長野技研　安曇野営業所

6月17日 （金） 大成測量設計（株） （株）松本測量　あずみ野営業所 （有）エンジニヤエヌディー

6月18日 （土） （株）あづみ野開発コンサル 国土監理（株）　安曇野営業所 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所

6月19日 （日） （有）サン・コンサルタンツ （有）エンジニヤエヌディー （株）日研コンサル　安曇野営業所

6月20日 （月） （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 （株）長野技研　安曇野営業所 （株）ミズホエンジニア

6月21日 （火） 中部測量（株）　安曇野営業所 （株）日研コンサル　安曇野営業所 （有）サン・コンサルタンツ

6月22日 （水） （株）中央工研　安曇野営業所 （株）ミズホエンジニア （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店

6月23日 （木） （株）アンドー　安曇野営業所 （株）長野技研　安曇野営業所 大成測量設計（株）

6月24日 （金） （株）松本測量　あずみ野営業所 （有）エンジニヤエヌディー （株）あづみ野開発コンサル

6月25日 （土） 国土監理（株）　安曇野営業所 （有）金井測量設計事務所　穂高営業所 中部測量（株）　安曇野営業所

6月26日 （日） （有）エンジニヤエヌディー （株）日研コンサル　安曇野営業所 （株）松本測量　あずみ野営業所

6月27日 （月） （株）長野技研　安曇野営業所 （株）ミズホエンジニア 国土監理（株）　安曇野営業所

6月28日 （火） （株）日研コンサル　安曇野営業所 （有）サン・コンサルタンツ （株）中央工研　安曇野営業所

6月29日 （水） （株）ミズホエンジニア （株）アズミエンジニヤ　安曇野支店 （株）アンドー　安曇野営業所

6月30日 （木） （株）長野技研　安曇野営業所 大成測量設計（株） （株）松本測量　あずみ野営業所

　注）

　　１　緊急調査当番表は、県において無作為に作成したものであり、当番の順番が公平に配置されるように
　　　　配慮しています。

　　２　災害が発生した月日において当番会社数が不足した場合は、翌日の当番、更に翌々日の当番と繰り上
　　　　げて調査を依頼します。

順番

６月　緊急調査当番表　(測量及び設計業務)令和４年


