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第53回
通常総会開催

「地盤情報活用システム」とweb版「札幌地盤図」の作成

「日本海外コンサルタンツ株式会社の海外での仕事」
その1 「現地乗り込み」



一．人格の形成

二．技術力の向上

三．倫理の徹底

四．公共の福祉増進

この「心得」は企業としてのモットーであるべきであると同時に、建設コンサルタン
ト業の社員一人一人の心得るべき事項でもある。社内規定等に採用するとともに、
あらゆる機会にこれを表示して、建設コンサルタント技術者の認識と社会的地位向
上のために資していただきたいと考えるものである。

「建設コンサルタント技術者の心得」は第６代福岡保理事長の提案で常設の「経営研
究会」が設置され、当協同組合のモットーともいうべき標語の検討にかかった。慎重
審議を重ね、平成２年３月２３日の理事会で制定をみるに至った。

建設コンサルタント技術者の心得

建設コンサルタント技術者はその使命と職責を自覚し、
社会的地位の向上を図るために、下記の各条を実践する。

知的産業に従事する職業人としての常識と教養を身に付け、
さらに敬愛される人格の形成に精進する。

あらゆる機会に合理性と創造性を追求し、
常により高い技術力の修得に努力する。

いかなるときも中立的立場を堅持し、秘密を厳守して、
クライアントおよび公共に不利益をもたらさない。

建設関連業を通じて、公共の福祉増進に貢献し、
地域ひいては国家の繁栄に寄与する。
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堀尚義理事長ご挨拶

第53回通常総会

【就任挨拶】

山本実副理事長

村尾建治副理事長

藤條豪史監事

佐野彰理事

山内一晃理事

【来賓ご挨拶】
国土交通省　土地・建設産業局　建設市場整備課
専門工事業・建設関連業振興室　企画専門官

水草浩一様

「地盤情報活用システム」とweb版「札幌地盤図」の作成

「日本海外コンサルタンツ株式会社」の海外での仕事
その１「現地乗り込み」
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　去る５月２５日の第５３回定時総会に於きまして、今期も引き続き理事長職を仰せつかりまし

た堀です。当組合の活動に際しましては組合員の皆様には、常日頃ご理解ご協力を賜り衷

心より御礼申し上げます。先の総会では４つの決議事項に付きまして原案通りご承認頂きま

した事を先ずご報告申し上げます。この総会をもちまして退任されました大日コンサルタントの

篠井様、エイコウコンサルタンツの山内様、タイヨーエンジニヤの佐藤様には永年に亘り当組

合の理事、監事として献身的に活躍、且つご指導頂きました事に厚く御礼申し上げます。新

たに高野様、山内様、佐野様が理事に又藤條様が監事にご就任され新しい布陣でのス

タートとなりました。宜しくお願いいたします。

　２期４年理事長職を仰せつかってまいりましたが、組合員の皆様のご助力が無いと何も出

来ない事を痛感しております。特に残念な事は永年ご尽力頂きました勝又前事務局長が勇

退され、事務局の所在地も変えざるを得ない状況となり３年前に移転したわけですが、限りあ

る貴重な組合員様の賦課金によりましては未だ専任の事務局長を迎え入れることが出来ない状態で何とかこの状況を打破し

たいと考えております。

　とは申しましても世の中の潮目の変化と共にこの４年間で２７社の新規の組合員様に加入頂き退会組合員１２社を差し引きま

しても１５社の増加となりました。理事の皆様の協力に感謝申し上げますと共に何としても３桁１００社の組合員様を勧誘できたら

と考えております。

　この度の総会で２つのご意見が出されました１つは、教育情報費用繰越金が３０万円計上できましたので「昨今の人手不足

に対応するためこの繰越金を有効活用して組合員に還元せよ」というご意見でした。２点目は「国土交通省のキャリア職員の方

あるいは有識者の方に時節に合致した講演をお願いしたら」と言うものでした。尤もなご意見ですので企画委員会で検討頂く

様取計りたいと考えております。総会の懇親会の席上では各社の代表の方に由るＰＲがなされたわけですが、私がかねがね申

しております組合員同士がその強み又弱みを互いに補完できるような、双方がウイン・ウインの関係が出来たら正に協同組合

の存在価値があるのではと思っております。今年も出来得る限り組合員様の意思の疎通を図りながら「組合員の皆様に何が還

元出来るか」、また、組合員様は「何が組合から得るものがあるのか」をご提案頂き、共に中小建設コンサルタンツの発展のため

微力を尽くしますので今年度も何卒宜しく協力ご指導の程伏してお願い申し上げご挨拶と致します。

建設コンサルタンツ協同組合理事長

堀　尚義

ご挨拶
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第53回通常総会懇親会祝電

第53回通常総会開催

第１号議案　平成26年度事業報告及び収支決算報告
第２号議案　平成27年度事業計画案及び収支予算案
第３号議案　平成27年度経費の賦課金徴収方法
第４号議案　任期満了による理事・監事の改選

平成27年5月25日 月曜日 14:00～ 15:00

理事長
副理事長
副理事長
理事
理事
理事

堀　尚義
村尾建治
山本　実
土屋誠司
黒田真一郎
村西隆之

理事
理事
理事
理事
監事
監事

◎
◎

◎

神田康嗣
高野泰隆
佐野　彰
山内一晃
渡部友則
藤條豪史

理事・監事の改選による役員一覧 ◎は新任。

参議院議員　佐藤信秋様
参議院議員　脇　雅史様
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　今年の定時総会において副理事長の重責を再度仰せつかりました山本です。
副理事長就任にあたり一言ご挨拶申し上げます。

　私ども協同組合は今年で53周年目を迎えます。その間バブル経済が崩壊し受注環境は
大変厳しい時期が長く続き、中小企業は存続の危機に直面しておりました。そのような中に
おいて、組合は平成19年に「中小建設コンサルタント業の活路開拓ビジョン」取りまとめ、中小
企業の生き残り策を提言して参りました。
　今はお陰様で、自民党政権の前向きな政策により、私どもの受注環境は大きく改善されよう
としております。しかしながら、バブルがはじけて25年のつけはとても大きいものがございます。
それは、人の問題です。これは私ども企業だけの話だけではなく、発注者も受注者も今抱え
ている大きな問題だと思われます。これまでの社会を築き上げてこられた団塊世代の人が卒
業し、その穴を埋めるべき若手技術者の技術職離れは極めて深刻な状況にあります。

　昨年品確法が改正され、その法律目的に「公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成・確保の促進」が明記されま
した。基本理念には「施工技術の維持向上とそれを有する者の中長期的な育成・確保」「公共工事に従事する者の賃金や安
全衛生等の労働環境改善」が記されております。私たち組合員も将来につながる若手技術者の育成や雇用拡大に努めており
ますが、私たちだけでは出来ない労働環境の改善は、国をはじめとし地方自治体の行政の皆さんに、是非とも真剣に考えて頂き
たい政策課題だと考えております。
　特に労働環境の改善でお願いしたいことは、業務発注の平準化です。年度末に業務が集中することがないようにお願いした
いです。どうしても、年度末に業務が集中するのであれば、年度跨ぎの発注、明許契約の導入を全国的な制度として採り入れて
頂くことができないでしょうか。
　限られた人数で仕事をする我われにとって、仕事が手薄な４月、５月まで工期を延長して頂ければ、無理なく安心して業務に
取り組むことができます。そしてそれは、高品質な成果品提供はもとより、企業経営の安定へと繋がり、雇用促進への環境作りに
もなると思われます。年度末業務の忙しさを経験した若手技術者は、よりよい労働環境を考え、他業種へ移る傾向が見られま
す。是非とも、労働環境の改善につながる年度を跨ぐ発注、明許契約の制度化を全国規模で実施出来るよう、組合が中心と
なって各行政機関に積極的に働きかけて行くことが、今、求められていることと考えております。

　これからも微力ながら私も、堀理事長のもとで、新役員と一丸となって組合員皆さんと問題意識を共有しながら、組合活動が
展開出来ればと考えております。
　今後とも、組合員の皆様にはご指導、ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

建設コンサルタンツ協同組合副理事長

山本　実

（日建コンサルタンツ株式会社　代表取締役社長）

就任挨拶

KENCON COOP

No.104
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　組合を通して、すこしでも多くの若者に土木分野で活躍した先輩たちを紹介していきたい。 
私は組合の会合で前理事長・須山富直氏所有のDVD『パッテンライ!!～南の島の水ものがた
り～』（長編アニメーション映画）を見せてもらいました。
　内容は金沢出身の土木技師・八田與（はったよ）一（いち）が台湾で農民のために巨大なダ
ムを作るというものです。出席していた組合員の多くは八田與（はったよ）一（いち）の土木技師
としての生き方に深い感銘を受けました。早速このDVDを須山富直さんから借り、私の地元の
新潟県地質調査業協会、長岡技術大学、新潟商工会議所で上映させていただきました。
　また、昭和初期に土木での大事業といわれる信濃川大河津分水路工事を成し遂げた青山
士（あおやまあきら）がキリスト教の集会（無教会主義のキリスト信者の集会ですので新潟市内
の民家で行われた）に参加している写真を最近手に入れました。かつて私は青山士（あおやま
あきら）の土木技師としての活躍をビデオで見たことがあります。このような偉大な先人たちの記
録を探して、より多くの若い人たちに鑑賞してもらおうと思います。志の高い先輩たちの生き方は
必ずや若い人達の心に響いていくと思います。

建設コンサルタンツ協同組合副理事長

村尾  建治

KENCON COOP
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『パッテンライ !! ～南の島の水ものがたり～』
2008年11月15日に公開されたアニメーション映画。 
文部科学省選定・土木学会土木技術映像委員会選定映画。 キャッチコピーは、「夢をあきらめるな」。 第23回土木学会映画コンクール最優秀賞。
日本統治時代の台湾で土木技師として活躍した八田與一の業績と台湾地元民の交流を描いた作品。
與一の故郷・石川県金沢市に本社を置く地方紙北國新聞社が創刊115周年記念として出資し、虫プロダクションが制作にあたった。

日本統治時代初期、台湾南西部に位置する嘉南平原は雨量が少なく、灌漑設備もなかったことから、不毛の大地と呼ばれていた。台湾総督府から
技師として派遣された八田與一は、この地に広大な灌漑施設を造るという計画を立てる。その信憑性を疑う地元の農民たちは当初、與一に対して

敵意を抱く。その中に農民の子・英哲もいた。英哲は與一の土木にかける切実な想いに動かされ、次第にダムの必要性を理解し、自らも土木技師になる夢を抱くよう
になる。現場の近くの宿舎に移り住んだ日本人作業員の家族の中に、ススムという少年がいた。ススムの夢は飛行機乗り。英哲と意気投合した二人は、互いの夢を語り
合う。そんなある日、トンネル工事中の爆発事故により、五十余名が殉職してしまう。被害者の中にススムの父親もいた。工事の中止が囁かれ、與一は苦悩に陥る。

（ウィキペディアより）

　５３歳を迎えた建設コンサルタンツ協同組合の新任監事を務めさせて頂くことになりまし
た”藤條豪史（とうじょうたけし）”です。
　昨今の建設業界を取り巻く世相を俯瞰して眺めてみますと大海に浮かぶ２隻の客船があ
るとして、１隻はハイテクを駆使したコンピューターで制御される豪華客船、もう１隻は決して
豪華ではないが経験豊富な船長とそれを取り巻く人情あふれるスタッフに守られながら一人
ひとりのお客さまの体調などにも配慮しながら舵をとる大衆客船があり、新天地を求めて出航
する２隻の船のどちらかに身を預けるということだと思います。
　そこで私はというと迷わず後者の大衆客船を選択するでしょう。そして一人ひとりの顔が見
える客船の中、皆様と一緒に新天地を探す航海に出発できればと考えています。
　ただし大衆客船は、ただ乗船してのんびり航海を優雅に楽しむものではないと思います。
一人ひとりが力を合わせ荒波を乗り越えていきたいと覚悟すると共に、次世代のかじ取り役
を含め若手航海士を一緒に育てていく環境作りに微力ながら尽力したいと願っています。
　皆様、よろしくお願いします。

建設コンサルタンツ協同組合監事

藤條  豪史

（株式会社幸徳環境設計　代表取締役社長）

（株式会社村尾技建　代表取締役会長）

就任挨拶
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　去る平成27年5月25日に開催されました建設コンサルタンツ協同組合の第53回通常総会
において理事に選任されました。光栄であり、謝してお役に立つよう努めてまいります。
よろしく、ご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。
　私ども建設コンサルタント業界における近年の受注環境や経営環境の変化には著しいも
のがあります。自らの将来像を明確に定めていくことの難しい時代といえましょう。
　社会インフラに関しては、整備から維持管理へと移り変わり、防災への対応も大きな課題と
なってきています。ニーズの多様化が進み、情報の共有が必要となって繊細な対応が求めら
れています。
　建設コンサルタントは、これまでも発注者とともに高い技術力と倫理観をもってインフラ整備
を進めることで社会に貢献してきました。“専門的な知識とその応用力”は、より高度な技術の
追及を可能とし、また新技術の開発やその取り込みによって新たな建設市場の展開を可能
としてきました。
　私たちは、“この創造的でダイナミックな仕事が、いかに面白く楽しいか”を感じながら、「自立した技術者」として積極的に参加
してきました。　　
　しかしながら、一方では企業にとって深刻な“人材不足”と言った極めて重い現実を突きつけられていました。今更ながら、“企
業としての新時代に向けた環境つくり”が試されてきたと言えましょう。
　この理事就任が「どのように次世代に繋げていくか」その答えを探す機会になるものと期待しています。

建設コンサルタンツ協同組合理事

佐野　彰

組合員の皆様、私は第53回通常総会で新たに理事に就任いたしました青森県八戸市に本
社を置くエイコウコンサルタンツ株式会社の山内と申します。どうぞよろしくお願い申し上げま
す。新役員就任に当たり今後の抱負を述べさせて頂きます。
　さて、担い手3法が施行され、その1法である「改正品確法」が施行されてから、約1年が
経過しました。国土交通省では、それを受けいろいろな施策を行うようです。
青森県の協会では、今年度、当組合のご協力により勉強会を開催し、いち早くこれらの施策
に対処していくこととしております。
また、若手技術者の確保として、大学や高専、工業高校との連携事業を行っており、担い手
の確保と我々の業種に対する理解と情報発信に努めております。
その他、技術継承や業務実績など当社が抱える問題と同様な問題を組合の皆様も抱え、対
処していることと思います。
　今後は、全国組織である当組合の情報力、発信力をフルに活用し、皆様のお知恵を拝借

しながら若輩微力ではございますが、本州最北端より皆様のお役にたてるよう努めていきたいと思っております。ご指導ご鞭撻
の程よろしくお願い申し上げます。

建設コンサルタンツ協同組合理事

山内  一晃

（株式会社シーウェイエンジニアリング　代表取締役社長）

（エイコウコンサルタンツ株式会社　代表取締役社長）

就任挨拶

KENCON COOP

No.104
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　日頃より国土交通行政に対してご理解ご協力をいただきありがとうございます。
せっかく戴いた機会ですので、昨年度の私からのご挨拶の中でご案内した①技術者制度
②若手の人材育成についてのこの一年間の動きをご報告致しますとともに、③土地・建
設産業局で実施している案件について皆様にご紹介します。

①<<技術者制度>>

　国交省では昨年度１年間を掛けて、民間資格の利活用方法に関する議論を重ね、1月
26日に点検・診断に特化した民間資格の登録・公表をしました。当初点検診断に特化し
て議論が始まりましたが、設計の段階から点検診断や長期化を見据えて設計しなければ
ならない、との学識者からの指摘を受け、今年度は設計も含めた民間資格の利活用につ
いて議論がなされるところです。
　なお、この登録は5年間の更新制であり、発注者が求める資格要件を満たすことなくして
次回更新はできないという厳しい制度となっております。
　地方自治体では技術系人材が不足しているところ、民間の知恵・技術・経験を活かして手助けをしてもらう仕組みとして、
今回は50個の民間資格が登録されましたので、今後うまく活用して地方自治体をお手伝いしていただければと思います。

②<<若手の人材育成>>

　建設関連業促進協議会として、測量・地質・コンサルタントの3業の関連団体が集まり若手・担い手の確保策に関する活
動をしております。
　過去三ヶ年､大学に出向いて説明会を開催してきましたが、昨年度はこれに加え、私から活動範囲を広げるために工業高校
も対象にすることが必要であるとご提案し、近場の千葉県内の工業高校2校に行ってまいりました。
　コンサルタント業への入職者は大卒採用が多いと思いますので、工業高校での説明会と聞くと疑問に思われるかも知れませ
ん。実は工業高校の卒業生のうち10パーセントは大学に進学するとのことです。この10％の生徒がコンサルタント業に興味を持
ち、将来的に入職まで考えて貰えることの手助けとなれば良いと考え昨年度実施いたしました。
　今年は予算をつけて全国、特に地方での説明会を行う予定です。このような働きかけにより、全国でコンサルタント業に就きた
いという若者が増えていくことを願って活動していきます。

③<<土地・建設産業局で実施中の建設産業活性化会議>>

　中間とりまとめが昨年6月末に出されました。
　こちらは建設業・専門工事業の活性化を中心に議論されて参りましたが、若手人材育成、建設関連業として女性の活躍の
場、工期の適正な設定の仕方など、建設関連業にも関係するところが多々あります。必要な施策はどしどし推し進めていき、日本
の社会基盤を盛り上げる下支えをしていきたいと考えているところ、今後も皆様には国土交通行政に力添えをいただきたいと思
います。

水草 浩一  様
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来賓ご挨拶
国土交通省　土地・建設産業局　建設市場整備課
専門工事業・建設関連業振興室　企画専門官
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１．はじめに
　地盤情報としてのボーリングデータは、より多くを地域情報として収集し処理することによって詳細な地質構造を明らかにする
だけでなく、建設工事等のコストの低減をはじめとした経済性の追求を可能とします。また、精度の高い地盤情報として可視化でき
ることから、年々データベース化への需要が多くなってきているとともにその有効利用と一元的な管理が望まれてきました。
　これまでは、“その利用価値は大きいが、導入費用が高い”と言うことで地盤情報のデータベース化に難色を示す事業体が多く、地
域の貴重な財産でありながら一度使用済みとなったボーリングデータは、そのほとんどが書庫等に放置されたままとなっていて投
資価値を著しく小さくしていました。
　一方で、インターネットの急速な普及と情報の電子化が一般的となってきたことと、光ファイバーケーブル網の整備やコンピューター技
術におけるハード面およびソフト面でのPC環境に著しい進化が観られてきており、さらにはインターネット上での各種の基礎データ
および地図情報関連の一般公開が進んだことによって、手軽に利用できる“情報管理システムの構築”が可能となってきています。
　「地盤情報活用システム」は、こうした背景のもと独自に構築されたシステムであり、サーバーとなるPCに本システムをインス
トールし運用することでネットワークに繋がっているPCのwebブラウザを利用してアクセスできるシステムです。登録したボーリ
ングデータは、地図上に表示されるとともに検索やボーリング柱状図の表示さらには地質断面図の表示を可能としています。
　これまでに、地質調査関連業者の社内における地盤情報の管理に利用されているのみならず、大規模な工業団地の“造成地販売促
進”のための地盤資料としてHP上で操作・閲覧を可能としたり、公共施設周辺の地盤構成に関する情報管理等に利用されています。

２．「地盤情報活用システム」の機能と特徴
　この「地盤情報活用システム」では、ボーリングデータの登録・閲覧が簡単に出来ます。検索や検索結果の一覧表示も可能です。登
録されたボーリングデータは、地図上に表示されるとともに、地盤構成を示すボーリング柱状図（JACCIC様式）が表示できるだけで
なく、相対的な地盤の強さを示すN値等の地盤情報を付した地質断面図の表示も可能です。
　地質断面図の表示には、これまで難しかった地図上の任意の測線に対しての地形線や三次元処理した地層線を自動的に表示する
機能があります。これによって、“多くの選択肢を短時間で比較検討する”ことが可能になります。
　さらに、ボーリングデータ以外のPDFや画像データも登録可能とする機能を持っていますので、同時に多くの関連情報を登録する
ことができます。
　また、簡単な操作で動かすことができるだけでなく、システムをインストールしたPCをサーバーとして社内のネットワークに繋
がっている複数のPCから同じように地盤情報を閲覧することができます。しかも、誰でもボーリングデータを容易に登録すること
ができて、位置情報さえ判っていれば瞬時に多量の情報をこのシステムに移すことも可能です。
　地図情報としてインターネット上の地図を使用するシステムとなっているので軽量であり、表示速度が速いのも大きな特徴です。
ほかにも、操作性を考えて緯度経度の位置情報を自動表示したり、住所検索等の機能も加えています。
　この「地盤情報活用システム」は、“軽い・早い・簡単”と言った特徴を持った“地理情報システム”と言えます。しかも、これだけの
機能を有しているのにもかかわらずwebブラウザを利用することによって経済的に低コストを可能としたシステムです。

３．Web版「札幌地盤図」の作成 
　近年、電子化された大量のボーリングデータの入手が容易となったことから、この「地盤情報活用システム」によるWeb版「札幌地
盤図」が作成可能となりました。
　札幌および周辺の地盤情報としては、すでに1974年発行の北海道立地下資源調査所「10万分の１北海道地盤地質図」があり、加えて
2003年に地盤工学会北海道支部から「北海道地盤情報データベースVer.2003」がCD-ROMで頒布されています。さらに、2008年には国
土交通省が「国土地盤情報検索サイト（KuniJiban）」として地盤情報の提供をウェブサイトで行っています。
　これらの大量のボーリング柱状図を「地盤情報活用システム」に一元化して地盤の三次元モデルを作成することで、より詳細な
web版「札幌地盤図」の作成が可能となりました。
　このweb版「札幌地盤図」では、個別のボーリング柱状図が表示できるだけでなく任意の地質断面がその場で瞬時に作成可能とな
ります。地史を考慮した断面図の地層区分には、地形区分毎に地層区分を付加した示準柱状図を設定し、この示準柱状図を元に
Dynamic Waveform Matching（DWM）による層相類似度マトリックスを用いた地層の類似性評価を行い自動的に判定しています。
さらに地質断面図は、DXF形式のCADデータとしてダウンロードできるように作業性への考慮もしています。
　Web版「札幌地盤図」は、今秋の平成27年9月1日から札幌で開催される“第50回地盤工学研究発表会”において公開を予定しています。

7

「地盤情報活用システム」と
　　web版「札幌地盤図」の作成

株式会社シーウェイエンジニアリング
代表取締役　佐野　彰
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　皆さん、毎日お忙しい日々をお過ごしのことと思います。　私どもの会社は名前の通り、50年間、海外の道路の改善を
主としたＪＩＣＡならびにＡＤＢアジア開発銀行（ＡＤＢ），世銀（ＷＢ）、ＩＤＢ等の国際金融機関の資金によるＯＤＡ
案件を追い続けてきております。
この場をお借りして、会員会社として海外の仕事を本号を含め「現地乗り込み」、「プロポーザル作成」、「施工管理」に分け
てご案内させていただきます。
　さて、プロジェクトの最初の情報はインターネットを通じて入ってくる案件の入札案内です。その他に各国の実施機
関である例えば公共事業省が発表する案内です。
　対象分野は道路ですと、マスター・プラン、ＦＳ，詳細設計、施工管理等になります。まず指名を受けるための資格審査
書類を作成し関心表明を提出します。ＡＤＢの案件ですと、資格審査の期間は約1か月で、審査完了と同時に、通常、6社が
選ばれ指名入札の通知が客先よりあります。通知と同時に、プロポーザル作成準備のため現地調査に乗り込むケースが
多い。この場合には、現地協力会社が存在する、既に現地に出先事務所あるいは現地雇用のスタッフがいる場合等、色々
ですが事前に連絡を取り共同で作業することになります。プロポーザル作成期間は通常30日もしくは45日となります。
　例えば、最近の例で、当社では、中央アジアに案件があり日本からは当社がショート・リストに残り入札が行われまし
た。現地には既に10年前から継続して案件ベースで雇用してきたロシア語通訳を使い、出発前に入札締め切りまでの作
業を説明し、それによる事前の段取り‐―車の手配、サイト視察、入札事前説明会、現地の組むべきコンサルタント社－
ローカル・パートナーとの協議予約、アパートの借り上げ――等を行う。
　次に現地に到着すると現地事務所がない場合、「現地基地」立ち上げ‐―アパートの中に事務所、印刷機、通信用設備、
用紙、日本から持ち込んだ事務用品、食料品の買い出し、冷蔵庫、アパートのセキュリテイ――を行う。
　さて、上記の体制が整うと先ず現場視察の段取り、ローカル・パートナー訪問・作戦協議、客先訪問、見積もりのため
の情報収集、入札図書の原稿作成の作業が始まる。　原稿作成は主として日本にて行う。
中央アジアの特徴としては言語がロシア語であり、通訳が重要な位置を占めるということです。また、夕方には町に出る
と色白の金髪のロシア系、またアジア系、トルコ系の混ざった人種が多く、ウォッカが非常に安く手に入り、飲み屋も多
数あります。身の回りには気を付けることが多いです。

　次号には、「プロポーザルの作成作業」をご案内します。
ご質問は何でも結構ですので（例えば興味があるので一度参加したいが費用はどうなるのかとか）
下記にお願いいたします。　社外秘扱いにいたします。

建設コンサルタンツ協同組合　東京都台東区元浅草4-9-13 イマス元浅草ビル7階
TEL.03-5827-0381　FAX.03-5827-0382
webmaster@kencon-coop.or.jp　　www.kencon-coop.or.jp

「日本海外コンサルタンツ株式会社」の海外での仕事

東京都中小企業団体中央会に加入しました。

建設コンサルタンツ協同組合は、本年6月より『東京都中小企業団体中央会』に加入しました。

当組合の組合員で、「みんなの労災ガード　業務災害補償総合保険」にご加入なさっているのであれば、
制度運営団体・東京都中小企業団体中央会の事業者数割引が適用され、保険料が5%安くなります。

■詳細はお電話にてお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

　東京都中小企業団体中央会　業務課
　TEL.03-3542-0317

http://www.tokyochuokai.or.jp/index.php/sienseido/kyousai.html

http://www.tokyochuokai.or.jp/images/tochu/rousaigaado26.12.24.pdf

その1「現地乗り込み」
特集
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