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平成 30 年度（第 7 期) 事業計画書 

協会の事業は、 新中長期(10 ヵ年)計画において「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の進化にある」をキャッチフレーズに進めています。 この礎になる「これ

からの 10 年」をどう乗り切るかがたいへん重要になってまいります。そこに我々世代の責務が

あると言え、そのために後述の 9 つの事業推進を支える様々な取り組みを行っています。 

(1)「これからの 10 年の全体像」をバランスよく進めること 

(2) 公益法人としての社会的責任を果たすために SS＆SR 活動を推進すること 

（Sustainable Society & Social Responsibility；持続可能な社会と社会的責任） 

(3) 協会の人的基盤の確保に必要な業務委員会と部会･研究会の強化･改善を図ること 

(4) BCP（事業継続計画）を確立すること 

これらの取り組みに会員全員が関り、確実に進めていくことにより事業運営に変化が現れ、

経営革新の基盤が創られ、協会の進化･発展に大きく寄与することになってまいります。 

このような活動の中、協会の事業推進においては、新中長期計画に定めた目標を実現するべ

く、次の三つの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のさらなる進化 

第二に、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、協会内に

新しい風を吹き込み、より一層の社会的責任を果たす取り組みの開始 

第三に、現行の 9 つの事業のさらなる発展を期すると共に、会員のコンピテンシ―を基にし

た新しい事業への挑戦、です。 

このような方針のもと、新しい協会のさらなる進化・発展を図るべく平成 30 年度事業計画を

策定いたしました。 

我が国の経済は、回復基調にあるとはいえ政府主導の「デフレから完全に脱却」には遠く、

経済成長の目標を上回ることはできないでいます。とはいえ、協会としては、世情にぶれるこ

となくしっかりと地に足をつけて、しかるべき事業に邁進してまいります。 

当協会では 9 つの事業の推進、特に新事業の省エネルギー等支援事業、SR 委員会活動、災害

発生時の技術支援活動などに備えた人材育成、また事業委員会の整備、部会･研究会との関係強

化を図ってまいります。 

特に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、イン

フラ老朽化対策等を通して、国土強靱化、地方創生と防災支援に適切に対応します。また、中

小事業者の環境配慮活動をエコアクション 21(EA21)支援事業等を通じて効果的に行っていき

ます。中でも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、

その基盤づくりに注力します。 

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科学技術啓発講座の開講や技術士 CPD 支援活動

を行います。加えて、第 5 期科学技術基本計画に対応した技術士受験講座や、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し、広く科学技術に精通した人材の育

成を図ってまいります。 

事業全体の進化･発展のためには、広く全国的に事業の拡大、会員増強･人材確保、内部監査

の見直しが必要です。 
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 [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 

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･工事検査等の工事技術調査業務） 

当事業は、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通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 30 年度においても例年と同様に、工事監査･工事検査技術調査業務は、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必要とされます。また、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することが要求されます。 

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、説明責任を果たすために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、技術提案型評価方式における審査･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「品質と精度の向上」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習得、受託業務部会におけ

る研修会等による継続研鑚、新入部会員の教育の一環として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、受託業務部会員の工事監査･工事検査等の業務内容のレベルア

ップと平準化にむけて、調査業務の手引書である「工事監査要領」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、新規受託先の拡大を念頭に総合パンフレット「技術支援のご案内」の見直しを行い、

新しいリーフレット等による各自治体に向け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た事業体への支援業務がほぼ

完了したため、今後は工事監査･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、より積極的に課題の改善に向けた提案を行い発注者支援を図ります。 

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 30 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・育成を行います。 

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 18 年間、地方自治体からの補修工事等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、審査業務を行ってきました。 

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の体制強化･増員や技術力･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みます。 

 

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法人である当協会の社会的責任  

（SR）です。 

平成 30 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

ンポジウムなどを他の関係機関と連携しながら開催します。 

新たな取組みとして、一つは２年前から検討していた「女性技術士の活躍の場」を提供する

ため、所属を問わない「（仮称）女性技術サロン」の開催を目指して小委員会で準備を始めます。

もう一つは、より多くの会員が活動できるよう一般企業向けの広報リーフレット「技術支援の

ご提案」を作成し、従前からの会員である東大阪商工会議所との関係を強め、相談コーナーや

東大阪産業展の出展ブースの開設準備を始めます。 

また、「大阪府中小企業同友会」（会員数 2,600 社）に入会申請を行い様々な行事に参加し、

メンバー企業の技術的支援や社員の技術教育などの顧客探しを実践的に取り組んでいきます。 

自治体への災害発生時の技術支援活動は、２年目に入りますが国交省近畿地方整備局や他の

技術士団体と連携しながら、自治体との災害支援協定や職員への防災教育･研修などの実施に向

けて取り組むと共に、この「災害支援活動の輪」を広げる運動も活発に行っていきます。 

これらの事業活動においては、会員以外の一般市民との関わりが増えるため、個人情報保護･

人権配慮･説明責任、並びに協会の倫理規程（自主行動基準）等に配慮して行動します。 

 

４．公１  技術鑑定業務 

平成 30 年度も、裁判所･損害保険会社･弁護士などから依頼される火災･電気･機械事故原因に

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。 

また、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。 

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

依頼があった場合には迅速に対応できる体制を整え、技術鑑定業務の推進を図ります。 
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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。 

「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、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力の維持向上に支援する

とともに、各部会･研究会との関係強化を図ります。 

平成 30 年度は、EA21 普及部会･受託業務部会において、部会規約の見直しを行い、技術士

育成委員会においては部会の必要性等の検討を行います。 

 

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、審査員の選定、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、認証事業者の普及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が続いているが、平成 30 年度は、従

来のエコアクション 21 普及拡大活動に加えて、当協会会員と連携するなど広報面の強化を図

り、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 審査員の資格取得にも

教育支援を行っていきます。 

 

７．公２  省エネルギー等支援事業 

当事業は、昨年度より開始した新規事業で、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。 

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。 

当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。 

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、及び省エネセミナー等において
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支援内容説明や広報リーフレットの配布等により、広くかつ多数の中小事業者等に対して実施

します。 

平成 29 年度の支援実績はありませんでしたが、平成 30 年度も大阪府主催のセミナーでの広

報活動などを通じて積極的な事業展開を行います。 

 

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。 

平成 30 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ため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

取り組みも行います。これまで以上に受講者ニーズにも対応していくために、新たにシニア向

けコースや東京での受験講座開設を行います。また、通信セミナー･再受験コース･特別指導コ

ースなどの充実を図ります。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。 

このように受講企業や受講者のニーズを最優先して柔軟に講座内容の見直しを行います。 

また、より広範囲に講師を確保するため、講師登録制度の拡充を行います。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ける「今後の技術士制度の在り方について」への取り組みの

今後の動向に注視して、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、及び主要自治体への研修テーマのリーフレット配布による重点的な広

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」の視点を考慮して地方自治体の公益性確保に関する内容、また防

災対策に関する内容も整備します。 

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
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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。 

また、災害発生時の技術支援活動に備えて、各部会等が協力して自治体職員等の教育･研修の

ための組織や教材の整備を行います。 

 

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、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、平成 29 年度に引続き平成 30 年度も開催

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･誠実かつ倫理的な行動、

CPD(継続研鑽)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、倫理的な行動などを身に付けさせ

ることも業務研修コースの目的の一つであり、この業務研修支援を通して会員拡大も図って行

きます。 

以上 

 

 


