
（令和３年１月～令和３年６月）

順番 第１連絡者 第２連絡者 第３連絡者

月日 会社名 会社名 会社名

災害時における緊急調査委託当番表（測量・設計コンサル）      須坂建設事務所

1月1日 環境都市設計（株）  (株)ﾀｲﾖｰｴﾝｼﾞﾆﾔ長野支店 （株）フジ技研

1月2日 （株）協同測量社 (株)ダイエー測量設計 （株）AB.do

1月3日 三共技研（株） 国土監理(株) （株）伊藤測量設計

1月4日  (株)みすず綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ長野営業所 共和設計(株) （株）しな測長野支社

1月5日  (株)日研コンサル長野営業所 (株)フジテック  ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）須坂営業所

1月6日  日本工営（株）長野事務所  (株)モテキ長野支社 綜合地質ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）

1月7日  国土防災技術（株）長野支店 （有）光コンサルタント （株）中央工研

1月8日 日本綜合建設（株） （有）長測技術  北陽建設（株）長野営業所

1月9日 （株）地域総合計画 （株）こうそく  黒田整地開発（株）須坂支社

1月10日 長野技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株） （株）国土設計  （株）アンドー須坂営業所

1月11日  (株)ﾀｲﾖｰｴﾝｼﾞﾆﾔ長野支店 （株）フジ技研 環境都市設計（株）

1月12日 (株)ダイエー測量設計 （株）AB.do （株）協同測量社

1月13日 国土監理(株) （株）伊藤測量設計 三共技研（株）

1月14日 共和設計(株) （株）しな測長野支社  (株)みすず綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ長野営業所

1月15日 (株)フジテック  ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）須坂営業所  (株)日研コンサル長野営業所

1月16日  (株)モテキ長野支社 綜合地質ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）  日本工営（株）長野事務所

1月17日 （有）光コンサルタント （株）中央工研  国土防災技術（株）長野支店

1月18日 （有）長測技術  北陽建設（株）長野営業所 日本綜合建設（株）

1月19日 （株）こうそく  黒田整地開発（株）須坂支社 （株）地域総合計画

1月20日 （株）国土設計  （株）アンドー須坂営業所 長野技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）

1月21日 （株）フジ技研 環境都市設計（株）  (株)ﾀｲﾖｰｴﾝｼﾞﾆﾔ長野支店

1月22日 （株）AB.do （株）協同測量社 (株)ダイエー測量設計

1月23日 （株）伊藤測量設計 三共技研（株） 国土監理(株)

1月24日 （株）しな測長野支社  (株)みすず綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ長野営業所 共和設計(株)

1月25日  ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）須坂営業所  (株)日研コンサル長野営業所 (株)フジテック

1月26日 綜合地質ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）  日本工営（株）長野事務所  (株)モテキ長野支社

1月27日 （株）中央工研  国土防災技術（株）長野支店 （有）光コンサルタント

1月28日  北陽建設（株）長野営業所 日本綜合建設（株） （有）長測技術

1月29日  黒田整地開発（株）須坂支社 （株）地域総合計画 （株）こうそく

1月30日  （株）アンドー須坂営業所 長野技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株） （株）国土設計

1月31日 環境都市設計（株）  (株)ﾀｲﾖｰｴﾝｼﾞﾆﾔ長野支店 （株）フジ技研

　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配慮してあります。
　　　(当番は、当日の午前８時半から翌日の午前８時半までの範囲です。)
　２　災害が発生した月日に当番会社が足りない時は、翌日の当番、さらに翌々日の当番と繰り上げて調査を依頼します。
　３　当番会社の指名停止期間中の場合は、直後の当番会社へ依頼します。



（令和３年１月～令和３年６月）

順番 第１連絡者 第２連絡者 第３連絡者

月日 会社名 会社名 会社名

災害時における緊急調査委託当番表（測量・設計コンサル）      須坂建設事務所

2月1日 （株）協同測量社 (株)ダイエー測量設計 （株）AB.do

2月2日 三共技研（株） 国土監理(株) （株）伊藤測量設計

2月3日  (株)みすず綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ長野営業所 共和設計(株) （株）しな測長野支社

2月4日  (株)日研コンサル長野営業所 (株)フジテック  ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）須坂営業所

2月5日  日本工営（株）長野事務所  (株)モテキ長野支社 綜合地質ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）

2月6日  国土防災技術（株）長野支店 （有）光コンサルタント （株）中央工研

2月7日 日本綜合建設（株） （有）長測技術  北陽建設（株）長野営業所

2月8日 （株）地域総合計画 （株）こうそく  黒田整地開発（株）須坂支社

2月9日 長野技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株） （株）国土設計  （株）アンドー須坂営業所

2月10日  (株)ﾀｲﾖｰｴﾝｼﾞﾆﾔ長野支店 （株）フジ技研 環境都市設計（株）

2月11日 (株)ダイエー測量設計 （株）AB.do （株）協同測量社

2月12日 国土監理(株) （株）伊藤測量設計 三共技研（株）

2月13日 共和設計(株) （株）しな測長野支社  (株)みすず綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ長野営業所

2月14日 (株)フジテック  ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）須坂営業所  (株)日研コンサル長野営業所

2月15日  (株)モテキ長野支社 綜合地質ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）  日本工営（株）長野事務所

2月16日 （有）光コンサルタント （株）中央工研  国土防災技術（株）長野支店

2月17日 （有）長測技術  北陽建設（株）長野営業所 日本綜合建設（株）

2月18日 （株）こうそく  黒田整地開発（株）須坂支社 （株）地域総合計画

2月19日 （株）国土設計  （株）アンドー須坂営業所 長野技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）

2月20日 （株）フジ技研 環境都市設計（株）  (株)ﾀｲﾖｰｴﾝｼﾞﾆﾔ長野支店

2月21日 （株）AB.do （株）協同測量社 (株)ダイエー測量設計

2月22日 （株）伊藤測量設計 三共技研（株） 国土監理(株)

2月23日 （株）しな測長野支社  (株)みすず綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ長野営業所 共和設計(株)

2月24日  ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）須坂営業所  (株)日研コンサル長野営業所 (株)フジテック

2月25日 綜合地質ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）  日本工営（株）長野事務所  (株)モテキ長野支社

2月26日 （株）中央工研  国土防災技術（株）長野支店 （有）光コンサルタント

2月27日  北陽建設（株）長野営業所 日本綜合建設（株） （有）長測技術

2月28日  黒田整地開発（株）須坂支社 （株）地域総合計画 （株）こうそく

　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配慮してあります。
　　　(当番は、当日の午前８時半から翌日の午前８時半までの範囲です。)
　２　災害が発生した月日に当番会社が足りない時は、翌日の当番、さらに翌々日の当番と繰り上げて調査を依頼します。
　３　当番会社の指名停止期間中の場合は、直後の当番会社へ依頼します。



（令和３年１月～令和３年６月）

順番 第１連絡者 第２連絡者 第３連絡者

月日 会社名 会社名 会社名

災害時における緊急調査委託当番表（測量・設計コンサル）      須坂建設事務所

3月1日  （株）アンドー須坂営業所 長野技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株） （株）国土設計

3月2日 環境都市設計（株）  (株)ﾀｲﾖｰｴﾝｼﾞﾆﾔ長野支店 （株）フジ技研

3月3日 （株）協同測量社 (株)ダイエー測量設計 （株）AB.do

3月4日 三共技研（株） 国土監理(株) （株）伊藤測量設計

3月5日  (株)みすず綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ長野営業所 共和設計(株) （株）しな測長野支社

3月6日  (株)日研コンサル長野営業所 (株)フジテック  ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）須坂営業所

3月7日  日本工営（株）長野事務所  (株)モテキ長野支社 綜合地質ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）

3月8日  国土防災技術（株）長野支店 （有）光コンサルタント （株）中央工研

3月9日 日本綜合建設（株） （有）長測技術  北陽建設（株）長野営業所

3月10日 （株）地域総合計画 （株）こうそく  黒田整地開発（株）須坂支社

3月11日 長野技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株） （株）国土設計  （株）アンドー須坂営業所

3月12日  (株)ﾀｲﾖｰｴﾝｼﾞﾆﾔ長野支店 （株）フジ技研 環境都市設計（株）

3月13日 (株)ダイエー測量設計 （株）AB.do （株）協同測量社

3月14日 国土監理(株) （株）伊藤測量設計 三共技研（株）

3月15日 共和設計(株) （株）しな測長野支社  (株)みすず綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ長野営業所

3月16日 (株)フジテック  ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）須坂営業所  (株)日研コンサル長野営業所

3月17日  (株)モテキ長野支社 綜合地質ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）  日本工営（株）長野事務所

3月18日 （有）光コンサルタント （株）中央工研  国土防災技術（株）長野支店

3月19日 （有）長測技術  北陽建設（株）長野営業所 日本綜合建設（株）

3月20日 （株）こうそく  黒田整地開発（株）須坂支社 （株）地域総合計画

3月21日 （株）国土設計  （株）アンドー須坂営業所 長野技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）

3月22日 （株）フジ技研 環境都市設計（株）  (株)ﾀｲﾖｰｴﾝｼﾞﾆﾔ長野支店

3月23日 （株）AB.do （株）協同測量社 (株)ダイエー測量設計

3月24日 （株）伊藤測量設計 三共技研（株） 国土監理(株)

3月25日 （株）しな測長野支社  (株)みすず綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ長野営業所 共和設計(株)

3月26日  ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）須坂営業所  (株)日研コンサル長野営業所 (株)フジテック

3月27日 綜合地質ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）  日本工営（株）長野事務所  (株)モテキ長野支社

3月28日 （株）中央工研  国土防災技術（株）長野支店 （有）光コンサルタント

3月29日  北陽建設（株）長野営業所 日本綜合建設（株） （有）長測技術

3月30日  黒田整地開発（株）須坂支社 （株）地域総合計画 （株）こうそく

3月31日  （株）アンドー須坂営業所 長野技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株） （株）国土設計

　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配慮してあります。
　　　(当番は、当日の午前８時半から翌日の午前８時半までの範囲です。)
　２　災害が発生した月日に当番会社が足りない時は、翌日の当番、さらに翌々日の当番と繰り上げて調査を依頼します。
　３　当番会社の指名停止期間中の場合は、直後の当番会社へ依頼します。



（令和３年１月～令和３年６月）

順番 第１連絡者 第２連絡者 第３連絡者

月日 会社名 会社名 会社名

災害時における緊急調査委託当番表（測量・設計コンサル）      須坂建設事務所

4月1日 環境都市設計（株）  (株)ﾀｲﾖｰｴﾝｼﾞﾆﾔ長野支店 （株）フジ技研

4月2日 （株）協同測量社 (株)ダイエー測量設計 （株）AB.do

4月3日 三共技研（株） 国土監理(株) （株）伊藤測量設計

4月4日  (株)みすず綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ長野営業所 共和設計(株) （株）しな測長野支社

4月5日  (株)日研コンサル長野営業所 (株)フジテック  ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）須坂営業所

4月6日  日本工営（株）長野事務所  (株)モテキ長野支社 綜合地質ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）

4月7日  国土防災技術（株）長野支店 （有）光コンサルタント （株）中央工研

4月8日 日本綜合建設（株） （有）長測技術  北陽建設（株）長野営業所

4月9日 （株）地域総合計画 （株）こうそく  黒田整地開発（株）須坂支社

4月10日 長野技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株） （株）国土設計  （株）アンドー須坂営業所

4月11日  (株)ﾀｲﾖｰｴﾝｼﾞﾆﾔ長野支店 （株）フジ技研 環境都市設計（株）

4月12日 (株)ダイエー測量設計 （株）AB.do （株）協同測量社

4月13日 国土監理(株) （株）伊藤測量設計 三共技研（株）

4月14日 共和設計(株) （株）しな測長野支社  (株)みすず綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ長野営業所

4月15日 (株)フジテック  ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）須坂営業所  (株)日研コンサル長野営業所

4月16日  (株)モテキ長野支社 綜合地質ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）  日本工営（株）長野事務所

4月17日 （有）光コンサルタント （株）中央工研  国土防災技術（株）長野支店

4月18日 （有）長測技術  北陽建設（株）長野営業所 日本綜合建設（株）

4月19日 （株）こうそく  黒田整地開発（株）須坂支社 （株）地域総合計画

4月20日 （株）国土設計  （株）アンドー須坂営業所 長野技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）

4月21日 （株）フジ技研 環境都市設計（株）  (株)ﾀｲﾖｰｴﾝｼﾞﾆﾔ長野支店

4月22日 （株）AB.do （株）協同測量社 (株)ダイエー測量設計

4月23日 （株）伊藤測量設計 三共技研（株） 国土監理(株)

4月24日 （株）しな測長野支社  (株)みすず綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ長野営業所 共和設計(株)

4月25日  ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）須坂営業所  (株)日研コンサル長野営業所 (株)フジテック

4月26日 綜合地質ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）  日本工営（株）長野事務所  (株)モテキ長野支社

4月27日 （株）中央工研  国土防災技術（株）長野支店 （有）光コンサルタント

4月28日  北陽建設（株）長野営業所 日本綜合建設（株） （有）長測技術

4月29日  黒田整地開発（株）須坂支社 （株）地域総合計画 （株）こうそく

4月30日  （株）アンドー須坂営業所 長野技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株） （株）国土設計

　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配慮してあります。
　　　(当番は、当日の午前８時半から翌日の午前８時半までの範囲です。)
　２　災害が発生した月日に当番会社が足りない時は、翌日の当番、さらに翌々日の当番と繰り上げて調査を依頼します。
　３　当番会社の指名停止期間中の場合は、直後の当番会社へ依頼します。



（令和３年１月～令和３年６月）

順番 第１連絡者 第２連絡者 第３連絡者

月日 会社名 会社名 会社名

災害時における緊急調査委託当番表（測量・設計コンサル）      須坂建設事務所

5月1日 環境都市設計（株）  (株)ﾀｲﾖｰｴﾝｼﾞﾆﾔ長野支店 （株）フジ技研

5月2日 （株）協同測量社 (株)ダイエー測量設計 （株）AB.do

5月3日 三共技研（株） 国土監理(株) （株）伊藤測量設計

5月4日  (株)みすず綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ長野営業所 共和設計(株) （株）しな測長野支社

5月5日  (株)日研コンサル長野営業所 (株)フジテック  ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）須坂営業所

5月6日  日本工営（株）長野事務所  (株)モテキ長野支社 綜合地質ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）

5月7日  国土防災技術（株）長野支店 （有）光コンサルタント （株）中央工研

5月8日 日本綜合建設（株） （有）長測技術  北陽建設（株）長野営業所

5月9日 （株）地域総合計画 （株）こうそく  黒田整地開発（株）須坂支社

5月10日 長野技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株） （株）国土設計  （株）アンドー須坂営業所

5月11日  (株)ﾀｲﾖｰｴﾝｼﾞﾆﾔ長野支店 （株）フジ技研 環境都市設計（株）

5月12日 (株)ダイエー測量設計 （株）AB.do （株）協同測量社

5月13日 国土監理(株) （株）伊藤測量設計 三共技研（株）

5月14日 共和設計(株) （株）しな測長野支社  (株)みすず綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ長野営業所

5月15日 (株)フジテック  ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）須坂営業所  (株)日研コンサル長野営業所

5月16日  (株)モテキ長野支社 綜合地質ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）  日本工営（株）長野事務所

5月17日 （有）光コンサルタント （株）中央工研  国土防災技術（株）長野支店

5月18日 （有）長測技術  北陽建設（株）長野営業所 日本綜合建設（株）

5月19日 （株）こうそく  黒田整地開発（株）須坂支社 （株）地域総合計画

5月20日 （株）国土設計  （株）アンドー須坂営業所 長野技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）

5月21日 （株）フジ技研 環境都市設計（株）  (株)ﾀｲﾖｰｴﾝｼﾞﾆﾔ長野支店

5月22日 （株）AB.do （株）協同測量社 (株)ダイエー測量設計

5月23日 （株）伊藤測量設計 三共技研（株） 国土監理(株)

5月24日 （株）しな測長野支社  (株)みすず綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ長野営業所 共和設計(株)

5月25日  ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）須坂営業所  (株)日研コンサル長野営業所 (株)フジテック

5月26日 綜合地質ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）  日本工営（株）長野事務所  (株)モテキ長野支社

5月27日 （株）中央工研  国土防災技術（株）長野支店 （有）光コンサルタント

5月28日  北陽建設（株）長野営業所 日本綜合建設（株） （有）長測技術

5月29日  黒田整地開発（株）須坂支社 （株）地域総合計画 （株）こうそく

5月30日  （株）アンドー須坂営業所 長野技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株） （株）国土設計

5月31日 環境都市設計（株）  (株)ﾀｲﾖｰｴﾝｼﾞﾆﾔ長野支店 （株）フジ技研

　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配慮してあります。
　　　(当番は、当日の午前８時半から翌日の午前８時半までの範囲です。)
　２　災害が発生した月日に当番会社が足りない時は、翌日の当番、さらに翌々日の当番と繰り上げて調査を依頼します。
　３　当番会社の指名停止期間中の場合は、直後の当番会社へ依頼します。



（令和３年１月～令和３年６月）

順番 第１連絡者 第２連絡者 第３連絡者

月日 会社名 会社名 会社名

災害時における緊急調査委託当番表（測量・設計コンサル）      須坂建設事務所

6月1日 （株）協同測量社 (株)ダイエー測量設計 （株）AB.do

6月2日 三共技研（株） 国土監理(株) （株）伊藤測量設計

6月3日  (株)みすず綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ長野営業所 共和設計(株) （株）しな測長野支社

6月4日  (株)日研コンサル長野営業所 (株)フジテック  ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）須坂営業所

6月5日  日本工営（株）長野事務所  (株)モテキ長野支社 綜合地質ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）

6月6日  国土防災技術（株）長野支店 （有）光コンサルタント （株）中央工研

6月7日 日本綜合建設（株） （有）長測技術  北陽建設（株）長野営業所

6月8日 （株）地域総合計画 （株）こうそく  黒田整地開発（株）須坂支社

6月9日 長野技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株） （株）国土設計  （株）アンドー須坂営業所

6月10日  (株)ﾀｲﾖｰｴﾝｼﾞﾆﾔ長野支店 （株）フジ技研 環境都市設計（株）

6月11日 (株)ダイエー測量設計 （株）AB.do （株）協同測量社

6月12日 国土監理(株) （株）伊藤測量設計 三共技研（株）

6月13日 共和設計(株) （株）しな測長野支社  (株)みすず綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ長野営業所

6月14日 (株)フジテック  ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）須坂営業所  (株)日研コンサル長野営業所

6月15日  (株)モテキ長野支社 綜合地質ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）  日本工営（株）長野事務所

6月16日 （有）光コンサルタント （株）中央工研  国土防災技術（株）長野支店

6月17日 （有）長測技術  北陽建設（株）長野営業所 日本綜合建設（株）

6月18日 （株）こうそく  黒田整地開発（株）須坂支社 （株）地域総合計画

6月19日 （株）国土設計  （株）アンドー須坂営業所 長野技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）

6月20日 （株）フジ技研 環境都市設計（株）  (株)ﾀｲﾖｰｴﾝｼﾞﾆﾔ長野支店

6月21日 （株）AB.do （株）協同測量社 (株)ダイエー測量設計

6月22日 （株）伊藤測量設計 三共技研（株） 国土監理(株)

6月23日 （株）しな測長野支社  (株)みすず綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ長野営業所 共和設計(株)

6月24日  ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）須坂営業所  (株)日研コンサル長野営業所 (株)フジテック

6月25日 綜合地質ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）  日本工営（株）長野事務所  (株)モテキ長野支社

6月26日 （株）中央工研  国土防災技術（株）長野支店 （有）光コンサルタント

6月27日  北陽建設（株）長野営業所 日本綜合建設（株） （有）長測技術

6月28日  黒田整地開発（株）須坂支社 （株）地域総合計画 （株）こうそく

6月29日  （株）アンドー須坂営業所 長野技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株） （株）国土設計

6月30日 環境都市設計（株）  (株)ﾀｲﾖｰｴﾝｼﾞﾆﾔ長野支店 （株）フジ技研

　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配慮してあります。
　　　(当番は、当日の午前８時半から翌日の午前８時半までの範囲です。)
　２　災害が発生した月日に当番会社が足りない時は、翌日の当番、さらに翌々日の当番と繰り上げて調査を依頼します。
　３　当番会社の指名停止期間中の場合は、直後の当番会社へ依頼します。


