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公益社団法人 大阪技術振興協会 

平成 28年度(第 5期) 事業報告書 

 
協会は、平成 27 年度に創立 50 周年を迎え、「50 年 科学技術の発展と共に」を記念スロ

ーガンとして様々な記念行事を実施しました。28 年度には、「これからの 50 年」に向けた

協会の将来を展望した新中長期(10 ヵ年)計画を策定し、定款に定めた「産業及び地域社会

の発展に寄与すること」の目的に向って、各事業を推進しました。 

具体的には、「持続可能な社会の発展に貢献する協会」を目指した新中長期(10 カ年)計

画に基づいて、組織体制や財政基盤等をより強固なものにするとともに、「SS＆SR 計画」

の推進を通して協会の社会的責任の向上を図る取り組みを行い、ホームページの更新等に

よる広報活動を充実、拡大しました。 

28年度の我が国の経済は、アベノミクスの取組の下、雇用・所得環境が改善し緩やかな回復基調 

が続きましたが、国土の基盤は、地震・台風・噴火・暴風雪など数々の自然災害により甚大な被害が

発生し、防災・減災対策の早急な効果的施策が課題とし顕在化しました。 

このような社会経済情勢の下で協会は、事業計画書に基づき各事業委員会により 27 年度に引

き続き８つの継続事業と新中長期計画を推進し、事業活動を行いました。 

公益目的事業の柱である公共工事の技術支援事業については、27 年度と同様に工事監

査・検査及び発注者支援業務等を通して、地方創生推進、国土強靱化、防災・災害支援対策、イ

ンフラ老朽化対策等の公共事業に適切に対応しました。また、新たな支援業務内容として建

築積算業務の審査・検証も実施し、今後この分野の拡大が予想されます。環境保全施設の

技術支援においても、昨年とほぼ同様の技術支援でした。 

協会の社会的責務である科学技術の振興については、例年通り一般市民への科学技術の

普及・支援活動や環境月間・防災月間等の行事を実施しました。 

中小事業者向けの環境配慮活動である EA21 支援事業については、支援事業者数の減少

がみられ 27 年度に引続き支援事業者数の確保が課題として残りました。 

協会の収益事業である技術士育成事業については、28年度は大手企業等の団体セミナー

の減少が見られ、新たな団体セミナーの開拓・拡大が課題として残りましたが、今後ともホームペ

ージの更新・活用等により効果的な技術士育成コースの広報活動を行い、事業の推進を図ります。 

この様に各事業委員会が、適正に各事業の展開を図ることにより公益法人の財務三基準を遵守す

ることができ、且つ新規事業として中小企業者等への「省エネルギー等に関する補助金交付申請の

支援事業」が公益目的事業(公２事業)に追加して変更認定される運びになりました。また、今後も

国交省近畿地方整備局と共同で行う自治体等への災害支援策を進めます。 

以下に、28年度に計画・実施した 9つの事業について報告します。 

[９つの事業区分] 

公益目的事業； 

１．公１  公共工事の技術支援 

２．公１  環境保全施設の技術支援 
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３．公１  一般市民への科学・技術、環境、防災への普及支援 

４．公１  技術鑑定業務 

５．公１  技術士資質向上のための研鑽支援（部会・研究会活動） 

６．公２  エコアクション 21(EA21)支援 

収益事業； 

７．収１  技術士育成事業（技術士受験講座） 

８．収１  技術者教育及び技術士業務研修の支援 

公益目的事業； 

９．公１  新中長期計画推進活動 

 

Ⅰ．主な運営について  

1)総会の開催  

◇平成28年度定時総会/平成28年5月28日(土)  

・平成27年度(第4期)事業報告書及び収支計算書の件  

・同上会計・業務監査報告の件  

・平成28・29年度役員の選任の件 

 

2)理事会の開催(主な審議事項)  

◇第1回理事会/平成28年5月13日(金)  

・平成27年度(第4期)事業報告書及び収支計算書の件  

・同上会計・業務監査報告の件  

・新中長期(10ヵ年)計画書の件 

◇第1回臨時理事会/平成28年5月28日(土)  

・平成28・29年度専務理事及び常務理事選出の件  

・平成28・29年度代表理事選出の件 

◇第2回理事会/平成28年7月8日(金)  

・公益法人の各機関の役割と責任について 

・定款、理事会運営規程及び理事職務権限規程の件 

・新中長期(10ヵ年)計画推進委員会報告について 

◇第3回理事会/平成28年10月14日(金)  

・一般正味財産に振替を行った指定正味財産の区分整理の件 

・平成28年度中間監査報告の件  

・受託業務の管理比率の件  

・各事業の今年度見通しの件  

◇第4回理事会/平成28年12月9日(金)  

・「省エネルギー等に関する補助金交付申請の支援事業を新規事業として追加」する変更認定申請 

(案)に関する件  

・新中長期(10ヵ年)計画推進委員会規程の改訂(案)の件  
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◇第2回臨時理事会/平成29年2月7日(火)  

・平成29年度(第6期)事業計画書(案)の件 

・平成29年度(第6期)収支予算書(案)の件 

・「省エネルギー等支援事業運営規程」(案)の件 

◇第5回理事会/平成29年3月10日(金)  

・「会員の入・退会等に関する規程」(案)の件 

・「BCP・事業継続計画書」(案)の件 

 

Ⅱ．主な事業活動について 

１．公１ 公共工事の技術支援（工事監査・検査等の工事技術調査業務） 

 この事業は、工事監査・検査等の工事技術調査業務及び発注者支援業務により公共事業の適正な

執行のための技術支援を行うものであり、当協会の公益目的事業を支える基幹事業で継続的・安定

的な事業の推進及び拡大が求められています。  

28 年度の事業活動は、工事監査・検査については、技術の高度化・多様化により専門的知識と高

い技術力が要求され、市民監視の観点で監査委員、工事検査員を補佐し公共工事の執行の適否を適

正な判断を行いました。また、発注者支援業務については、工事発注前の建築工事の設計・積算業務

の審査・検証の技術調査支援も行い、今後地方自治体からの支援要望により拡大が予想される業務

でした。 

事業の活動は、公益目的事業として社会的要求に応えるため、「質と精度の向上」、「受託業務の改

善」、「業務拡大と体制の強化」の三つを目標としました。 

「質と精度の向上」については、モデル報告書の改訂、及び維持管理・地震防災・監査業務手法等

の部会研修会を実施し、「受託業務の改善」については、工事監査・検査業務の自治体へのアンケー

ト調査、及び部会員向けのガイダンス「会員の栞」の改訂に取り掛かりました。 

また、「業務拡大と体制の強化」については、「地方創生推進に向けた技術支援のご案内」ＰＲパ

ンフレットを近畿地方の自治体へ送付、及び工事技術調査総括報告リーフレットを各自治体へ説明

し、広報活動を実施しました。事業収入については、当初計画額の 95％となり計画額が達成できま

せんでした。 

水道事業部グループは、当初の計画に基づく技術支援は継続しましたが、新規の水道事業体から

の業務の受託を見込めませんでした。その中で、工事監査・検査等により繋がりのある地方自治体の

水道工事協同組合に対して、自治体の紹介により企業社員研修を実施しました。 

また、各水道事業体へ当協会の技術支援力の認識度を高めるため、近畿圏の水道行政窓口や日本

水道協会の支部、及び自治体の事業体に対しても技術支援に関する積極的な広報活動を行いました。 

 

２．公１  環境保全施設の技術支援 

この環境保全施設の技術支援は、当協会の公益目的事業を支える重要な事業です。特に、廃棄物処

理施設（ごみ、し尿等）の保全工事（定期点検・補修工事等）の見積審査業務は、平成 11年から約

18 年間、地方自治体からの見積審査要請に対し「適正な見積審査を行う」という方針で、その期待

に応えてきました。 
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28年度は、7自治体から 16項目の審査業務を行い、今後も継続して環境保全施設の技術支援業務

の展開を図っていきます。事業収入については、当初計画額の 123％となり計画額を達成しました。 

年々廃棄物処理予算が厳しくなる中、長寿命化が要求される施設の老朽化に対する保全工事の増

加が予想され、適正な見積審査を行う当協会の役割は極めて大きい。 

 一方、当協会が今後も本業務を継続していくために、現在少ない担当技術士の体制強化「増員計

画」、審査の質の向上を目標とした「研修会」、精度の向上を目指した「データの整備」や「審査マニ

アルの整備」等に取組んでいきます。 

 

３．公１  一般市民への科学・技術、環境、防災への普及支援 

一般市民への科学技術の啓発、普及の活動を支援し、且つ次世代を担う小中学生などの児童・生徒

たちに科学と技術の面白さを伝えることは当協会の社会的責任であり、下記の活動を例年と同様、

積極的に展開しました。 

・6月の環境月間には、環境講演会「気候変動・温暖化対策」を開催。 

・8月の夏休み期間には、大阪科学技術センター・関西原子力懇談会主催「わくわくサイエンスサマ

ースクール 2016」で実験工作教室、及び港区役所主催「こどもサイエンスカフェ」で科学実験教

室を開催。 

・9 月の防災週間には、安全・防災シンポジウム「2016・南海トラフ地震関連などを討議」を開催。 

 

４.公１  技術鑑定業務 

技術鑑定は、官民工事とも工事請負契約・設計業務委託に基づく工事中の事故や設計上の不具合

など瑕疵をめぐる係争の判定のため、第三者の立場で誠実、公平にジャッジする技術士に相応しい

業務です。 

28 年度は、弁護士事務所に対して製造者責任等に関する 2 件の意見書、また損保会社に対して建

設工事に伴う第三者損害賠償に関する 1件の意見書を提出し、技術的な因果関係を明確にしました。 

今後とも、幅広い技術分野に対処できる人材の確保及び技術士間の連携が重要であり、

依頼事案があった場合には迅速に対応できる体制を整えていきます。 

 

５．公１  技術士資質向上のための研鑽支援（部会・研究会活動） 

技術士は、資質向上のための CPD（継続研鑚）を責務とし、技術士が専門とする分野で

プロフェッショナルとして一流の実力を維持し続けるためには、CPD を常に重ね最先端の技術・ノ

ウハウを取得していなければならない。 

28年度は、日本技術士会近畿本部との共通部会である機械システム部会、電気電子部会、化学

部会の３部会、及び登録研究会である環境研究会、技術士業務研究会、関西食品技術士センターの

３研究会とは、合同の部会・研究会として活動しました。また、協会独自の受託業務部会、EA21普

及部会の２部会では、研修会・講演会など活発な活動を展開しました。 

各グループの活動状況は下記のとおり。 

(1)機械システム部会    (部会長 飯野勝彦)   8回（264名） 

(2)電気電子部会      (部会長 北村康一)    6回（146名） 
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(3)化学部会        (部会長 末吉俊信)   6回（100名） 

(4)環境研究会          (代表者 安ヵ川常孝) 6回（274名） 

(5)技術士業務研究会    (代表者 上田修史)  13回（214名） 

(6)関西食品技術士センター （代表者 野村幸弘)   11回（157名） 

 (7)受託業務部会      （部会長 中道 裕)   8回（203名） 

(8)EA21普及部会      (部会長 奥村 勝)   12回（103名） 

計                    70回（1461名） 

なお、引き続き、部会・研究会の改善を進めて参ります。 

 

６．公２  エコアクション 21（EA21）支援 

当事業は、環境省が推進する主として中小事業者向けの環境マネジメントシステムヘの普及と取

組み支援であり、普及委員会の下の実働組織である普及部会が、EA21 の普及促進の施策を実行して

いる。 

  28 年度は、新規申込事業者数 2 社に対し取下げ事業者数 6 社、他の地域事務局移管 1 社となり、

当事務局が担当する事業者数は 5 社減となった。その要因は、①環境省 CO2削減プログラム補助事

業（Eco-CRIP）の参加者が 1 社と少なかったこと、②企業グループで認証取得するグリーン化プロ

グラム等の参加企業がゼロであったこと、③運送事業者の取下げが多かったことによるものです。 

今後も実働組織である普及部会が中心となって、個別の事業者のみならず地域の工業会や協同組

合等を通じて Eco-CRIP やグリーン化プログラム等による参加事業者の獲得、審査人のスキルアッ

プ及び事業者の支援強化により取下げ事業者数の減少に取り組みます。また、EA21 審査人に加えて

当協会会員の協力支援を得て当事業の組織強化を図っていきます。 

 

７．収１   技術士育成事業 

当事業は、3つの技術士育成コースとして、①技術士受験の実力養成の受験講座、②二次合格者、

企業内技術士や独立事務所開設をめざす技術士のための業務研修コース、③技術士相互の交流と資

質向上のための業務研究会と一貫したシステムを構築して行っているものです。 

各講座を通して、技術士に最も重要な技術者の責務と技術に対する責任、即ち高度な社会的思考

学を学んでもらうものです。 

☆技術士受験講座(受験セミナー) 

28年度は、例年どおり技術士の第一次及び第二次試験(筆記・口頭試験)の個人指導講座、第一次及

び第二次試験の団体講座を実施しました。 

各講座とも受講生の確保と指導内容の充実を最重要課題として臨み、各セミナーの講座を見直し、

セミナー委員会の体制強化と講師陣の充実を図り、団体・企業への出張ガイダンスや団体出張セミ

ナーなどの出前講座を企業に対して活発な広報活動を行いました。 

一次セミナーでは、本セミナーの受講生は昨年なみでしたが、大口の団体セミナーが諸般の事情

により一件中止となり、規模縮小せざるを得ない状況となりました。また、団体セミナーは当初は多

数の受講生が集まるものの、合格者多数輩出により受講者数は年々減少する傾向にあり、新たな団

体セミナーの獲得が今後の課題です。 
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二次セミナーは、昨年度同様に団体出張セミナー・本セミナーとも件数、受講者数は順調に推移

し、また来期に向けての話も秋口からあり新規に対応しました。 

総合技術監理コースは前年度と同じように受講生が少なく、抜本的見直しが必要となりました。 

各セミナーでは、今後もホームページの活用により多くの受講生を確保して、何よりも多くの優

秀な技術士の輩出により講座への信頼を獲得し、協会の技術士育成コースの価値を高めるよう様々

な企画を実施します。 

また、28年度の技術士育成業務の事業収入については、当初計画額の85％と減額となりました。 

 

８-1．収１   技術者教育支援 

 近年、地方自治体においては、技術職員のレベルの向上に積極的に取り組む姿勢が多く見られ、

こうしたニーズに応えて地方自治体向けの研修機関との連携、及び自治体への研修テーマパンフレ

ットによる広報活動を行ってきました。 

技術職員の研修実績は、28年度は前年度と同数の支援実績でしたが、この事業は地方自治体の潜

在ニーズは高く、今後とも収益事業としての積極的な事業活動の展開を図ります。 

また、民間企業への技術者教育支援は 28年度にはなかったが、特定企業の技術者教育は、企業内

技術者教育の一助となり将来技術士となって活動することになれば、単なる企業だけの利益に留ま

らず、必ずやわが国の科学技術の振興と公益に資するものであるので今後ともこの事業を継続しま

す。 

 

８-２．収１  技術士業務研修支援 

28 年度の「技術士業務研修支援」は、独立技術士の業務実践体験報告に加えて企業内技術士の業

務展開事例の内容を増やし、さらに倫理的な行動を身に付けさせる技術者倫理、税務知識の講義を

充実させることで、技術士業務を幅広く習得できるカリキュラムとしました。 

28 年度は、8 月～10 月に月１回の頻度で計 3 回の講義、研修をしながら、受講生同士や受講生と

講師との交流も図った。参加者は、企業内技術士を中心に 27 年度 6 名に対して 9 名の受講生でし

た。 

本コ－スは永年にわたり開講して好評を得て来ているので、29 年度の業務研修支援では、さらな

る質的向上を図り、28年度に合格した新技術士が多数参加できるように、29年度の参加者募集方法

に工夫をこらして行きます。 

 

９．公１  新中長期計画推進活動 

 28 年度当初に「これからの 10 年の全体像」を見据えて、①会員が総活躍できる機会の

提供と会員の増強、②公益法人としての社会的責任、③各事業の検証と更なる展開策、及

び④新規事業の展開の四つを基本目標として計画を策定し、主に以下の推進活動を実施し

ました。 

①ホームページの更新、②環境基礎論講座の開設、及び③協会活性化の推進として中小企業者等

への「省エネルギー等に関する補助金交付申請の支援事業」の新規事業を公益目的事業(公２事業)

に追加する変更認定申請を行いました。 



 

平成 29 年 6 月 3 日 
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Ⅲ.会員の推移について  

平成28年度(平成29年3月末)会員の動向;  

・入会:個人 2名 団体 0社  

・退会:個人 11名(うち死亡2名) 団体 0社  

・休会:個人 12名  

◇会員の動向 
個人会員 

（前年比） 

団体会員 

（前年比） 

合計 

（前年比） 

Ｈ28年3月末  201 15 216 

Ｈ29年3月末  192 

（-9） 

15 

（0） 

207 

（-9） 

 

以 上 


