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平成 29 年度(第 6 期) 事業計画書 

当協会は、創立 50 周年を経た今後、公益法人関連三法に則り原則的に定款自治による自主

運営と、事業を行うための様々な環境の変化に対応した法人のガバナンス創りに取り組まねば

なりません。そのために、協会の「これからの 10 年」を展望して策定した新中長期(10 ヵ年)

計画に基づき、そのキャッチフレーズに定めた≪これからの 50 年は、持続可能な社会の実現に

貢献する協会(OTPEA for Sustainable Society)の進化(Innovation)にある。≫を目標にして、

協会運営における次の三つの新しい取り組みを始めています。 

第一に、協会の先人達が育て上げ今では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、二つ目に協会内に新しい風が吹く、「ISO26000(社会的責任に関する手引き)」の７

つの中核主題を視点に捉えて、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を行

います。三つ目は、新しい事業への挑戦です。これらの取り組みはホームページ上の「協会か

らのメッセージ」や協会誌(新年号と 2 月号)でお伝えしています。 

さて、我が国の経済においては、今年も政府主導による経済対策の「デフレから完

全に脱却」と、しっかりとした成長の道筋をつける「未来への投資を実現する経済対

策」が昨年に引き続き実施される見通しです。ただ、地球温暖化対策 (パリ協定 )や環

太平洋経済連携 (TPP)等の海外経済に不確実性があるものの、内需経済に期待して、

様々な環境の変化を見据えて平成 29 年度事業計画書を策定しました。  

当協会の事業においては、それぞれの事業委員会におけるコンサルティング事業を通じて、

産業及び地域社会の発展と国民の安全・安心で豊かな社会の構築に寄与し、協会の社会的責任

を果たします。そのために、昨年度に引き続き８つの継続事業と新事業の「省エネルギー等に

関する補助金交付申請の支援事業」(略して、省エネルギー等支援事業)、並びに新中長期(10 ヵ

年)計画の推進及びＳＲ委員会の活動を行います。 

公益目的事業の柱である公共工事の技術支援事業においては、工事監査・工事検査

等を通して、地方創生と防災支援、国土強靱化、インフラ老朽化等の対策における公共事業に

適切に対応し、また環境保全施設における施設等への技術支援を行います。  

一方、公益目的事業である中小事業者の環境配慮活動を支援するエコアクション

21(EA21)支援事業では、顧客拡大のための組織強化を図ります。また、新事業の「省エ

ネルギー等支援事業」では大阪府内の中小事業者等に対する技術指導・支援にしっかりと取り

組むとともに、その基盤づくりを行います。 

同時に、一般市民への科学技術の振興を図るため、科学技術週間や環境月間に講演

会等の行事を行うとともに、一般市民と会員のための環境基礎論講座の開講や技術士

CPD 支援活動を行います。  

収益事業である技術士育成事業においては、第 5 期科学技術基本計画に対応した技

術士受験講座と、一般企業や自治体職員の技術者教育支援、技術士業務研修を活発に

展開するとともに、事業全体のイノベーションへの取り組みを行います。また、技術

の高度化、統合化等に伴う科学技術イノベーションを支える人材力の強化を図る「技

術士に求められる資質能力 (コンピテンシー )」政策に呼応した取り組みも行います。  

事業全体の発展のため、引き続き全国的に会員増強を図り、人材確保に取り組みま

す。  



平成 29 年度(第 6 期)事業計画書 

平成 29 年 2 月 7 日 

2 

 

[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 (CPD)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 

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  

 

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、当協会の公益目的事業を支える基幹事業であり、工事監査・工事検査等の工事

技術調査業務及び発注者支援業務をとおして地方自治体公共事業の適正な執行のための技術的

支援を行うものです。 

平成 29 年度も、例年と同様に工事監査・工事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を適正に判断しなければなりません。また、公共工事への市民

の関心が高まるなか、技術調査業務においては高い倫理観と透明性を保ちつつ、説明責任を果

たし協会および業務を担う技術士の役割は重大です。 

また、発注者支援事業においては、昨年度実績のあった技術提案型評価方式による審査・評

価業務等の指導支援、及び実施設計段階での積算検証業務等の技術支援を積極的に行い、発注

者のニーズに対応します。 

今後も公益法人として社会的要求に応えるため技術調査業務の「質と精度の向上」を目標と

し、近年の急速なＡＩ、ＩｏＴなどの技術革新に対応する調査技術の向上、受託業務部会にお

ける研修会等による継続研鑚、ベテラン技術士による報告書のチェック、報告書自主確認の励

行などに取り組んでいきます。 

 今年度はこれらの行動に加え、受託業務部会員の業務内容を含めレベルアップと平準化にむ

けて調査業務の手引書である「会員の栞」を見直し、共通確認項目の整備・改善に取り組む計

画です。 

また、昨年度と同様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による広報活

動を積極的に展開し、地方創生に向けて様々な技術支援を行います。 

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す。一方、工事

監査・工事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は、課題の改善に向け

た提案を行い、積極的に発注者の支援をめざします。 

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、各府県を単位とする日本

水道協会の支部に対して技術研修会等への積極的な協力を提案いたします。 
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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あり、平成 29 年度

も継続して積極的に業務の展開を図ります。そのためにスタッフの増員を図ります。 

廃棄物処理施設、し尿処理施設、火葬施設等の定期点検・補修工事等の保全工事の見積審査

業務を主として、平成 11 年から約 17 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。」という期待に応えて、地方自治体からの要請を受けて審査業務を行っています。 

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

の増加が予想されるので、適正な見積審査を行う担当技術士の役割は重大です。 

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

術力・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。 

 

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、か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、魅力を伝えることは、公益社団法人であ

る当協会の社会的責任（ＳＲ）です。  

平成 29 年度も例年と同様に、科学・技術普及委員会を中心に、４月の科学技術週間、

６月の環境月間、８月の夏休み期間、９月の防災週間、１２月の冬休み期間などで、

こどもサイエンス・カフェ、サイエンスサマースクール、科学何でも相談所、環境・

安全・地域防災関連の科学技術シンポジウム、自治体への災害時の技術支援などを他

の関係機関と連携しながら開催します。  

これらの事業活動については、人権配慮・説明責任・倫理的基準などを遵守して積

極的に展開します。  

 

４ .公１  技術鑑定業務  

技術鑑定業務は、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。 

平成 29 年度も、裁判所・損害保険会社・弁護士・地方自治体などから依頼される火災・電気・

機械事故原因や構造部の瑕疵等に係る技術鑑定業務については、技術的な因果関係を明確にし

て適正な技術鑑定を行います。 

そのために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、鑑定業務の依頼があった場合には迅速に対応できる体制を整え、技術鑑定業務の

進展を目指します。  

 

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）を責務としています。技術士が専

門とする分野でトップの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、

常に最先端の技術・ノウハウを習得し、ハードな自己研鑚を続けなければなりません。つま
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り、プロフェッショナルとして社会の要請に応えるため、専門分野の新しい知識と技

術の動向などに絶えず関心を持ち、ＣＰＤを重ねていく必要があります。  

平成 29 年度は、新規事業の「省エネルギー等支援事業」が始まるのに伴い、この事業を

支える(仮称)省エネ支援部会の設立を検討し、日本技術士会と連携して活動を行う技術

士業務研究会・電気電子部会・化学部会・食品部会・環境研究会・機械システム部会

の６つの部会活動を通して、夫々の技術士の知見と技術の維持向上を図ります。  

なお、昨年に引き続き、部会・研究会全体で活動の見直しを行います。  

 

６．公２  エコアクション 21（EA21）支援 

当事業は、エコアクション２１地域事務局の認定を取得し、環境省が推進する環境マネジメ

ントシステム（主として中小事業者向け）の普及と事業者へのコンサルティング支援を行って

います。 

事業者からの審査受付、審査人の選定、審査結果の確認、地域判定委員会での事業者認証・

登録等の定常業務を行うとともに、その一環として事業者向けフォローアップ研修会や審査人

の力量向上研修等の各種セミナーを開催しています。 

また、エコアクション２１普及委員会・普及部会での活動やフォローを通じて、新規取得予

定事業者への相談窓口の開設や Eco-CRIP 制度等の情報提供、環境活動のコンサルティング支援

により、認証事業者数の拡大に取り組みます。 

現状、認証取得事業者の継続取下げの増加で厳しい状況にあるが、平成 29 年度は、エコアク

ション２１の事業者の取得メリットを協会の各部会などで紹介し、会員の企業や自治体のコネ

クションを通じて新規事業者数の拡大を目指します。また、会員のエコアクション２１審査人

の資格取得にも教育支援を行っていきます。 

環境省が主体となり、エコアクション２１ガイドラインの改訂に取り組んでいます。平成 29

年度に公表される新ガイドラインを取得事業者に説明するとともに、新規事業者獲得に向けて、

今後そのガイドラインに従って事業展開を図っていきます。 

 

 

７．公２ 省エネルギー等支援事業（新規事業） 

本事業は、今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・支援など行うものです。  

本事業を担当する科学・技術普及委員会においては  (仮称 )省エネ支援部会の設立

を検討し、エネルギー管理士の資格取得者や省エネルギー分野の技術的経験が豊富な

専門家等で構成する組織を整備し、その基盤づくりを行います。また、その運営に関し

ては「省エネルギー等支援事業運営規程」を遵守します。  

補助金申請に関する相談については、的確な助言・アドバイス等を行います。また、技術指

導・支援依頼については、①省エネルギー効果計算、②省エネルギー設備の計画立案・検討・

選定、③設備更新費用の三者からの見積書の徴集・精査、及び④完了報告等の技術指導・支援

を行います。 

広報活動については、協会ホームページに支援内容の掲載、及び省エネ・脱 CO2 セミナー等
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において支援内容説明や支援広報リーフレットの配布等により広く不特定かつ多数の中小事業

者等に対して実施します。 

 

８．収１   技術士育成事業 

当協会は、技術士を志す有為の技術者向けの受験講座をはじめ、技術士試験合格者及び独立

事務所の開設をめざす技術士の実力養成のための業務研修コース、更に技術士相互の交流と資

質向上、継続研鑽のための業務研究会にいたるまで、技術士育成のため一貫した講座システム

を構築して事業を行っています。 

各講座・研究会を通して、技術士がプロフェッショナル技術者として業務を行うに当たり、

最も重要な技術者の責務と技術に対する責任、社会に対する説明責任、高度な倫理観等を養い、

科学技術分野において指導的役割を果たす能力の涵養を図ります。 

中心となる技術士受験講座(受験セミナー)については、以下の方針で実施します。 

今年度も技術士資格の取得希望者のために、一次セミナー、二次セミナー(20 部門コースお

よび総合技術監理部門コース)(筆記・口頭試験)の受験講座をそれぞれに開設して、集合指導、

個人指導(マンツーマン方式)ならびに企業団体の為のセミナーを実施します。 

近年の技術の高度化・統合化に伴い、技術者に求められる資質能力は益々高度化、多様化し

ています。各講座では様々な変化に対応しつつ、過去 50 年の実績を活かし経験豊かな技術士と

新進気鋭の多彩な技術士講師を確保し、変化に即した最適な講座を計画します。 

技術士育成委員会では、収益事業としてその成果を挙げるべく、一次・二次セミナーで新た

な取組みも行います。これまで以上に受講生へのサービス向上と、全国ニーズにも対応してい

くために、通信セミナー・再受験コース・特別指導コースの多様化、などセミナーの内容充実

を図ります。特に、企業に出向いて行う出前講座も積極的に開拓します。 

また、より広範囲に名講師を確保するため、講師登録制度の拡充を行い講師の指導内容の充

実を図ります。各セミナーの分科会ごとに、講師を含む検討部会を設け講師陣の教育研修を行

い受験者の合格率を向上させる取り組みを行います。 

文部科学省の技術士分科会において、「今後の技術士制度の在り方について」審議されており、

今後の動向にも注視して事業の推進を図って行きます。 

 

９-１．収１   技術者教育支援 

地方自治体の技術系職員の技術レベルの向上に積極的な教育支援を行います。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配布による広報活動等により、

今年度も継続して技術者教育支援業務の拡大を図ります。 

研修内容は「社会的責任」の視点を考慮し、地方自治体の公益性確保に向けた研修内容も行

います。 

民間企業の技術系社員の教育支援については、企業や傘下企業からの要請の拡大を図り、新

入社員及び中堅の技術系社員の技術向上のための教育支援を行います。 

また、特定企業の技術者教育は、企業内技術者教育の一助となるが、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り、この事業を今後とも継続して行います。 

 



平成 29 年度(第 6 期)事業計画書 

平成 29 年 2 月 7 日 

6 

 

９-２．収１  技術士業務研修支援 

協会の技術士育成事業の一環として、技術士試験合格者、若手から定年前技術士ま

での企業内技術士、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業務を幅広く習得できる業務研修コースを、昨年度に引き続

き今年度も継続して開催します。  

技術士資格を生かす知識と知恵を伝授するのみならず、公正かつ倫理的な行動、Ｃ

ＰＤによる資質向上なども図れる、深く学べる研修会とします。  

また、技術士業務の習得とともに社会的責任の説明責任、倫理的な行動を身に付け

させることも研修コースの目的の一つであります。  

以  上  

 


