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公益社団法人 大阪技術振興協会 

平成 29年度(第 6期) 事業報告書 

 
当協会は、創立 50 周年を経た現在、協会の「これからの 10 年」を展望した新中長期(10 ヵ

年)計画に基づき協会運営における三つの取組みを推進しています。 

第一に、協会のブランドになった事業におけるイノベーション(進化)と、第二に、協会と会員の社会

的責任(SR)の高揚を図るための取り組み、第三に、新しい事業への挑戦です。 

平成29年度の我が国の経済は、雇用・所得環境が改善し、所得の増加が消費や投資の拡大につながる

という「経済の好循環」が着実に回り始め、緩やかな回復基調が続きました。一方、国土の基盤は、大

雪、豪雨、台風、噴火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

施策が求められています。このような社会経済情勢の下で当協会は、平成29年度事業計画書に基づ

いて各事業委員会により８つの継続事業と１つの新規事業を行いました。 

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、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・減災対策、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、新たな支援業務として工事監理、技術評価業務等の業務を実施

し、今後この分野の拡大が予想されます。 

国交省近畿地方整備局と連携して地方自治体への災害発生時の支援活動については、自治体の要望に

対応して職員向けの防災教育・研修資料の整備を行い、支援体制づくりに取組みましたが、支援協定を

結ぶところまでの進展はまだ難しい状況です。 

環境保全施設の技術支援については、廃棄物処理施設およびし尿処理施設で見積審査業務

を行いました。 

協会の社会的責務である科学技術の振興については、28 年度と同様に一般市民への科学技

術の普及・支援活動や環境月間・防災週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 28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が、中小企業者等が参加

している各種団体等との関係を深めて、事業の拡大に向けた体制を整備しました。 

また、新規事業の「省エネルギー等支援事業」では 29 年度は支援実績を残すことが出来ませ

んでしたが、EA21 支援事業と同様に中小事業者等への支援体制づくりを整備し、今後積極的な広報

活動を行います。 

協会の収益事業である技術士育成事業については、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。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、及びセミナー無料相談会を開催し、事業の推進を図り

ます。 

このように、夫々の事業委員会では今年度２回の新中長期推進委員会のもと、適正かつ活発な各事

業の展開により公益法人財務三基準を適正に満たすことができ、SR委員会も年 4回開催しました。 

また、非常時に備える事業継続計画（BCP）については、各事業委員会においてその計画の策定、整

備に着手し、協会全体として平成 30年度早期にまとめ上げる予定です。 
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以下に、平成 29年度に計画・実施した９つの事業内容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 

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 

７．公２ 省エネルギー等支援【新規事業】 

収益事業； 

８．収１ 技術士育成事業（技術士受験講座） 

９．収１ 技術者教育及び技術士業務研修の支援 

 

Ⅰ．主な運営について  

1)総会の開催  

◇平成29年度定時総会/平成29年6月3日(土)  

・平成28年度(第5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  

・会員の入・退会等に関する規程の件 

2)理事会の開催(主な審議事項)  

◇第1回理事会/平成29年5月19日(金)  

・平成28年度(第5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  

・省エネ等支援事業の業務管理規程の件 

◇第2回理事会/平成29年7月28日(金)  

・正会員の顧問職就任の件 

・規程の改訂の件 

◇第3回理事会/平成29年10月13日(金)  

・平成29年度中間監査報告の件  

・受託業務管理規程・委員会規程の改訂の件  

・個人情報管理規程の改訂の件  

◇第4回理事会/平成29年12月8日(金)  

・役員候補者推薦委員会設置と委員承認の件 

・個人情報保護管理責任者の選任の件 

◇第5回理事会/平成30年3月9日(金)  

・平成30年度（第7期）事業計画書（案）の件 

・平成30年度（第7期）収支予算書（案）の件 
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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） 

 当事業は、工事監査・検査等の工事技術調査及び発注者支援により地方自治体公共事業の適正な執行

のために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。 

 平成 29 年度の事業活動は、工事監査・検査業務においては、技術の高度化・多様化により多分野の

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

行の適否について適正な判断を行いました。 

また、発注者支援業務においては、防災行政無線システム工事及び排水処理設備更新工事等の 3件の

工事監理、技術評価業務等の支援業務を行い、発注者のニーズに対応しました。 

「品質と精度の向上」については、近年の AI、IoT 等の急速な技術革新に対応するために、受託業務

部会における研修会において継続研鑚等を実施しました。また、工事監査・検査業務の地方自治体への

アンケート調査について回答結果を分析し、受託業務の改善のための研修資料としました。 

28年度よりの継続作業である「会員の栞」の改訂を行い、部会員の調査技術のレベルアップと平準化

を図るとともに、工事監査に伴う工事技術調査総括報告のリーフレット等を各地の自治体へ送付し、広

報活動を積極的に行いました。 

水道事業体への技術支援については、従前より支援を行っている事業体に対して、継続的に仕様書の

作成要領や設備工事の検査ポイント要領書作成等の技術支援を行いました。しかし、工事監査・検査等

により繋がりのある地方自治体の水道事業体に対して新規開拓を図りましたが、目標達成には及びませ

んでした。今後共、継続的に情報交換に努めて水道事業体への技術支援を実施してまいります。 

当事業の事業収益については、当初計画額の 127％となり目標を達成しました。 

 

２．公１ 環境保全施設の技術支援 

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。地方自治体からの要請

を受けて、主として 1)廃棄物処理施設、及び 2)し尿処理施設の定期点検・補修工事等の見積審査業務

を平成 11年から約 19年間にわたり「適正な見積審査を行う」という期待に応えてきました。 

平成 29年度は、1)廃棄物処理施設では 7自治体から 13工事、2)し尿処理施設では 3自治体から 5工

事の見積審査業務を行いました。 

また、担当技術士の体制強化も図り、今後は技術力・品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」と「審査マニュアルの整備」等に取り組んでいきます。 

当事業の事業収益については、当初計画額の 108％となり目標を達成しました。 

 

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、28 年度と同様に積極的に展開し

ました。 

6 月の環境月間、8 月の夏休み期間、9 月の防災週間などで、サイエンスサマースクール、環境・安

全・地域防災関連の科学・技術シンポジウムなどを幅広く展開しました。 

一般市民の参加者が目標に達しなかった活動があったことを反省し、今後さらに一般市民が魅力を感
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じる活動の展開を図ってまいります。 

国交省近畿地方整備局と連携して行った地方自治体向けの防災・災害支援については、発災前

に行う防災研修資料の整備等を実施し、自治体の要望に対応できる体制づくりに取組みまし

た。 

 

４.公１ 技術鑑定業務 

技術鑑定業務は、官・民工事の工事請負・設計業務に基づく工事中の事故や設計上の不具合などの瑕

疵をめぐる係争の判定のため、第三者の立場で誠実、公平な技術的な鑑定を行う技術士に相応しい業務

です。 

平成 29 年度は、損保会社に対して建築物設備の瑕疵の判定、及び自治体に対して公共建築施設の雨

漏りに関する技術鑑定書の提出等、技術的な因果関係を明確にしました。 

今後とも、依頼された事案に対しては第三者の立場で誠実、公平な技術的鑑定の実施に努め

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・

ノウハウを習得するなど自己研鑚を続けなければなりません。 

平成 29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、食品部会の６つの部会・研

究会活動を通して、夫々の技術士の知見と技術の維持向上の為の活動を展開しました。 

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。新規事業の「省エネルギー等支援事業」を支える(仮称)省エネ支援部会の設立を検討し

ましたが、業務の拡大に至らないために設立は次年度以降としました。 

 

各部会・研究会の活動状況は下記のとおりです。 

(1)機械システム部会  (部会長 飯野勝彦)      10回  （286名） 

(2)電気電子部会    (部会長 北村康一)      5回  （126名） 

(3)化学部会      （部会長 末吉俊信)       4回  （ 80名） 

(4)環境研究会         (代表者 安ヵ川常孝)     6回  （279名） 

(5)技術士業務研究会  (代表者 上田修史)      11回  （205名） 

(6)食品部会          （代表者 野村幸弘)     10回  （153名） 

 (7)受託業務部会      （部会長 中道 裕)      8回  （178名） 

(8)EA21普及部会      (部会長 奥村 勝)      12回  （105名） 

計                       66回 （1412名） 

なお、引き続き、部会・研究会の改善を進めて参ります。 
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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ます。 

 平成 29年度は、地域の工業会、業界団体、協同組合や個別の企業を訪問し、環境省 CO2削減プログラ

ム補助事業（Eco-CRIP）や複数企業によるグリーン化プログラム等を紹介し、普及活動に取り組んでき

ました。取下げ事業者対策として審査遅延の事業者に対して担当審査人や事務局から継続のための支援

を行い、また審査人の力量向上のための研修会を実施しました。 その結果、新規事業者は 4社と増加

しましたが、運送事業者、自動車整備事業者等の取下げが 9社となり、当事務局が担当する事業者数は

5社減となりました。 

 また、新ガイドライン 2017年版は平成 30年度から事業者審査に適用されますが、中央事務局と共催

で事業者向けに新ガイドラインに関する説明会を開催しました。 

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団体等を通

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および会員

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．公２ 省エネルギー等支援事業（新規事業） 

当事業は、平成 29 年度より行う新規事業で、国及び地方自治体が行う省エネルギーや脱 CO2 エネル

ギー等に関する補助金交付事業について、中小事業者等に対して補助金申請に関する相談や技術指導・

支援などを行うものです。 

広報活動として協会ホームページに支援内容を掲載し、大阪府主催の省エネ・脱 CO2セミナーで支援

内容を説明すると共に支援広報リーフレットを多数の中小事業者等に向けて配布する活動等を展開し

たが、補助金申請に関する支援実績には至らなかった。 

平成 30 年度は、支援実績がなかったことを反省し、中小事業者等が参加している商工会議所等の各

種団体をとおして積極的に支援内容広報を実施し、事業の拡大を図ります。 

 

8．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) 

平成29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に活動を行いました。 
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一次セミナーでは、協会での本セミナーについては，収益は昨年並みですが，本コース以外に科目別

に受講しやすいコースを設けたため，本コースの受講者が減少，科目別受講者が増加するという結果に

なりました。団体（企業等）の受講者は，個別の団体においては合格者が出ると受講者が年々減少する

ため，毎年，新規団体の受講を開拓していくことが課題です。 

29年度は東京において各種セミナーを開講している企業と共同開催も行いましたが，受講者は少なく，

今後継続していくためには，新たな特色などを打ち出すなど，再考することが必要となっています。 

二次セミナーは，昨年度同様，協会，団体セミナーとも受講者数は順調に推移しています。団体セミ

ナーは，合格者が一定程度輩出したことにより依頼がなくなり，来年度からは受講者数が減少していく

見込みです。団体受講については合格者の増加とともに受講者が減少しますので，一次同様，新規団体

の開拓が必須となっています。 

29年度下半期からは30年度に向けて新たな団体受講を確保するために，約200の企業，団体等へセミ

ナーパンフレットを郵送，また当協会の団体会員企業へは次年度セミナーの出張無料説明会を実施しま

した。また土曜の日中，年１回のみであった無料説明会を夜間に複数回実施するなどの取組みをはじめ

ました。 

総合技術監理コースは，平成26年度には受講者数1名まで落ち込みましたが，その後は20部門の過去

の合格者へ向けた案内レターの送付なども効を奏し，年々微増傾向にあります。 

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、多くの合格者を出すこと

で信頼を獲得することが重要です。優秀な技術士を輩出するためにも，技術士育成コースの充実を図り，

価値を高めるような様々な企画を実施していく所存です。 

当事業の事業収益については、当初計画額の 89％と減額となりましたが，平成 30年度は，31年度の

二次試験方法の改正も視野に，今後の対策を検討してまいります。 

 

９-1．収１ 技術者教育支援 

当事業は、地方自治体において近年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技術職員向けの教育研修を実施するものです。 

平成29年度は、地方自治体向けの研修機関との連携及び地方自治体の研修担当箇所よりの要望によ

り、28年度とほぼ同数の教育支援を実施しました。研修内容は、自治体のニーズに対応したテーマと

し、地方自治体の公益性確保に向けた研修内容としました。 

今後は、研修テーマパンフレットによる広報活動等により継続して技術者教育支援業務の拡大を図

ります。 

また、民間の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。 

 

９-２．収１  技術士業務研修支援 

当事業は、技術士二次試験合格者、若手から定年前技術士までの企業内技術士に、及び近未来に技

術士事務所開設を目指す技術士を対象に、コンサルタント業務等の技術士として行う業務内容、方法

等の研修支援を行うものです。 



【平成 29 年度 事業報告書】 

平成 30 年 6 月 9 日 

 

7 

 

研修内容は、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。 

平成29年度は、9月～11月に月1回の頻度で計3回開催し、8名の受講者があり、その内4名の方が協会

に入会され活動されています。 

平成30年度は、10名以上の受講者を確保すべく、技術士業務研修支援を積極的に推進します。 

 

Ⅲ.会員の推移について  

平成29年度(平成30年3月末)会員の動向;  

・入会:個人 17名 団体 0社  

・退会:個人 13名(うち死亡7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） 

Ｈ29年3月末 192 15 207 

Ｈ30年3月末 196 

（+4） 

15 

（0） 

211 

（+4） 

 

以 上 


