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　会員は、社会のニーズに応えて、技術に関する知識と経験を駆使し、社会の
健全な発展に寄与する建設コンサルタントの使命と職責を自覚し、信義に基づき
誠実に職務の遂行に努め、職業上の地位および社会的評価の向上を図らなければ
ならない。
　そのため、次の事項を遵守するものとする。

1. 品位の保持
　会員は、常に建設コンサルタントとしての品位の保持に努めるとともに、
会員相互の名誉を重んじなければならない。

2. 専門技術の権威保持
　会員は、常に幅広い知識の吸収と技術の向上に努め、依頼者の良きパート
ナーとして、技術的確信のもとに業務にあたらなければならない。

3. 中立・独立性の堅持
　会員は、建設コンサルタント業を専業とし、建設業者または建設業に関係
ある製造業者等と、建設コンサルタントとしての中立・独立性を害するような
利害関係をもってはならない。また、依頼者の支払う報酬以外いかなる利益を
も受けてはならない。

4. 秘密の保持
　会員は、依頼者の利益を擁護する立場を堅持するため、業務上知り得た秘密を
他に漏らしてはならない。

5. 公正かつ自由な競争の維持
　会員は、公正かつ自由な競争の維持に努めなければならない。
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平成 27 年度 活動概要
受発注者の相互理解のために 
 

意⾒交換会 

受発注者の相互理解、業務の円滑化、成果
品の品質向上のために、下記発注機関との意
⾒交換会を企画・実施しています。 
 
（1）近畿地方整備局 
（2）阪神⾼速道路㈱ 
（3）⻄⽇本⾼速道路㈱関⻄⽀社 
（4）福井県土木部 
（5）滋賀県土木交通部 
（6）京都府建設交通部 
（7）大阪府都市整備部 
（8）兵庫県県土整備部 
（9）奈良県県土マネジメント部 
（10）和歌山県県土整備部 
（11）京都市建設局 
（12）大阪市建設局 
（13）堺市建設局 
（14）神⼾市建設局 

※Ｈ27 年度：和歌山県、大阪市、堺市、未開催 

  
また、本部と「近畿地方整備局・府県・政令指
定都市」、「⻄⽇本⾼速道路㈱」との意⾒交
換会を実施しました。 

 
近畿地整・府県・政令指定都市と本部 意⾒交換会 

 
 
 
 

社会に貢献するために 
 

災害時の緊急応急対策支援 

近年、全国各地で地震・津波・風⽔害等、異
常な自然現象に伴う予期できない災害が発生
し、甚大な損害が増加傾向にあります。これら
の被災に対する緊急的な応急対策調査・設
計を実施し、被害の拡大防止と被災施設の早
期復旧に資することを目的に下記発注機関と
災害時協定を締結しています。 

（1）近畿地方整備局 
（2）兵庫県県土整備部 
（3）兵庫県農政環境部 
（4）京都市建設局 
（5）阪神⾼速道路㈱ 
（6）中⽇本⾼速道路㈱ 名古屋⽀社 
（7）中⽇本⾼速道路㈱ ⾦沢⽀社 
 
平成 23 年 9 月「台風 12 号 紀伊半島大
⽔害」、平成 25 年 9 月「台風 18 号豪雨災
害」、平成 26 年 8 月「8 月豪雨災害」、平
成 27 年 7 月「台風 11 号豪雨災害」におい
て、近畿地方整備局、兵庫県県土整備部、
京都市建設局との災害時協定に基づく⽀援
要請を受け、応急復旧対策に協⼒しました。 

また、当協会では、災害時に備え、毎年、協
会本部と各⽀部との災害時対応演習を実施
しています。 

その他、平成 26 年度に課題検討委員会にお
いて大規模災害時における活動を検討するＷ
Ｇを設置し、初動時活動、他団体との連携を
検討しました。 

その結果を受け、平成 27 年 3 月、南海トラフ
巨大地震等大規模災害時における情報の共
有、技術者⽀援等の緊急業務の連携につい

て、「大規模災害時業務連携協定」に合意し
た当⽀部、関⻄地質調査業協会、滋賀県測
量設計技術協会、大阪府測量設計業協会
が⼀堂に会し、近畿地方整備局の⽴会のもと
協定締結式を⾏いました。 

 
災害協定締結式 

 

この活動を「CIVIL3」(土木構造物の初期段
階を⽀える３本柱（調査、測量、設計）の
意)と命名し、認知度向上を図る他、協定は
毎年更新し、合同の災害時⾏動訓練も⾏い、
災害時への意識向上を図っています。 
 
 

技術⼒向上のために 
 

品質向上委員会 

設計業務のエラー防止や各種課題解決を目
的に、近畿地方整備局と共同で「品質向上委
員会」を開催しています。 

平成 27 年度では、設計業務等実施条件明
⽰マニュアル（案）の作成、道路事業における
事業リスク軽減のための道路調査・設計マニュ
アルＷＧの設置等、発注者・受注者共に有益
な資料作成の検討を⾏いました。 

また、近畿地方整備局の協⼒を得て「発注
者」「施工者」「設計者」の三者による「設計品
質・現場技術⼒向上研修会」を実施しました。 
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平成 27 年度 活動概要 
 

 

 
現場技術⼒向上研修会（現場研修） 

 

 
現場技術⼒向上研修会（質疑応答・ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ） 

 

その他、近畿地方整備局と共同で河川の基
礎技術取得と技術⼒維持のための「河川合同
現地⾒学会」を開催しました。 
 
 

研究発表会 

昭和 43 年度から毎年度、業務の研究発表
会を開催し、平成 27 年度では第 48 回目と
なりました。 

平成 27 年度は「⼀般論⽂ 33 題」、「プレゼ
ン論⽂ 52 題」、「学生発表 11 題」の研究発
表を実施しました。 

 
研究発表 

 

また、（1）「建設コンサルタント業務等に関す
る最近の状況」講師：近畿地方整備局 村
上技術調整管理官、（2）「発想の転換によ
る技術開発〜土のうによる道路整備と最近の
興味ある技術開発例〜」講師：京都大学大
学院工学研究科 木村教授を迎え特別講演
を実施した他、インフラ維持管理研究委員会と

道路研究委員会の中間報告会、学生向けイ
ベントを実施しました。 
 

 
優秀発表者への表彰 

 

参加者数は⽀部会員、発表者、特別講演講
師、発注者、大学などを含め 729 名の参加が
あり、盛況のうちに閉会しました。 
 
 

テーマ研究（研究委員会活動） 

⽀部会員の技術⽔準を向上させるため、⻑期
的・今⽇的課題を研究テーマに学識経験者の
指導のもと、研究委員会を設⽴し活動してい
ます。 

平成 27 年度は「インフラ維持管理研究委員
会」、「道路研究委員会」が活動しました。  

「インフラ維持管理研究委員会」は、建設コン
サルタントとして、現存する社会資本の効果的
な運⽤・維持管理について研究しています。な
お、この研究委員会活動は「建設コンサルタン
ト活動の公益性」および「地域コンサルタントの
活性化」を念頭に活動しています。 

「道路研究委員会」は、⽀部会員の技術⼒向
上および近畿地域の道路技術に関する情報
共有・発信を図るため、勉強会等を開催し研
究しています。 

 
研究委員会活動 

 

研究委員会活動の成果は報告書にとりまとめ、
研究発表会等やＨＰで公表しています。 

研修・講習・セミナーの開催 

⽀部会員の資質向上や技術⼒向上等を図る
ため、本部や近畿地方整備局等の協⼒を得
て、研修会、講習会、セミナー等を実施してい
ます。 

平成 27 年度は研修会・講習会・セミナー等を
計 24 回実施し、これらの講習会等は当協会
のＣＰＤ（継続教育）プログラムに認定され
ています。 

 
パネルディスカッション 

 
 

社会の理解を得るために 
 

学校訪問 

社会から信頼される魅⼒ある建設コンサルタン
ト像を探るため、これまでに若⼿技術者、学識
経験者等との意⾒交換会を開催しました。こ
れらを背景に建設コンサルタントの業務内容・
魅⼒・社会貢献などを紹介するため、建設コン
サルタントの魅⼒発信委員会では、大学・⾼
専などを訪問し職業紹介を⾏い、社会的地位
と認知度の向上を図っています。 

平成 27 年度は、摂南大学を訪問し、学生へ
のプレゼンテーションを⾏った他、建設技術展
2015 近畿において、土木学会のキャリア⽀援
活動に参加し、大学生・⾼専生を対象にした
カウンセリングを実施しました。 

 
学校訪問 
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建設技術展への出展 

建設技術展には共催者として、毎年ブース出
展し、建設コンサルタントの役割と知名度向上
を図っています。 

 
近畿⽀部ブース 

 
平成 27 年度の内容は、フォトコンテスト１次
審査通過作品の展⽰および人気投票、ＣＩ
ＶＩＬ3（大規模災害時業務連携協定）
活動のパネル展⽰およびロゴマーク発表会、イ
ンフラ維持管理研究委員会および道路研究
委員会作成のパネル展⽰を⾏いました。 
 

 
ＣＩＶＩＬ3 ロゴマーク発表会 

 
その他、建設コンサルタントの魅⼒発信委員会
では、土木学会のキャリア⽀援活動に参加し
大学・⾼専の学生に向け、建設コンサルタント
の業務内容や魅⼒等についてのＰＲ及び個
別相談会を実施し、就職活動を⽀援しました。 
 

 
建設コンサルタントの業務内容紹介 

 
 
 

クリエイトきんき 

平成 13 年度より⽀部広報誌「クリエイトきん
き」を発刊し、⽀部会員をはじめ、発注者、学
校、関連団体等に配布しています。第 11 号
（テーマ：コンクリート）は東京大学、京都大
学、⽴命館大学、大阪工業大学から教材に
使⽤したい旨の要望があり、第 15 号（テー
マ：維持管理）も京都大学から同様の要望
により増刷配布しています。平成 27 年度は第
26 号（テーマ：土木はいつの時代も人々の
幸せのために歩み続けます）を発刊しました。 

 
クリエイトきんき第 26 号 

 
 

広報活動 

平成 24 年度に近畿⽀部創⽴ 50 周年を迎
え、記念式典、祝賀会を開催し、50 周年記
念誌を発⾏しました。  

近畿⽀部ホームページでは、創⽴ 50 周年に
合わせ、デザインや操作性を⼀新し情報発信
⼒を持てるホームページへとリニューアルしました。 

 
ホームページリニューアル 

 
これからの次世代に向け社会資本整備の大切
さや建設コンサルタントの役割を分かりやすく説
明した⼩学校⾼学年向けの「建設コンサルタン
トの仕事とその魅⼒」と題したパンフレットを発⾏
し、関係各位へ広く配布しました。 
 

 
パンフレット「建設コンサルタントの仕事とその魅⼒」 

 
平成 23 年 9 月に発生した「台風 12 号 紀
伊半島大⽔害」での近畿⽀部の活動をまとめ、
「紀伊半島大⽔害 建設コンサルタント 復旧
への道標」と題したパンフレットを発⾏し、関係
各位へ広く配布しました。 
 

 
パンフレット「紀伊半島大⽔害」 

 

また、「よみうり防災フォーラム」の開催趣旨に賛
同し、紀伊半島大⽔害での活動報告を⾏いま
した。建設コンサルタントの役割を「明⽇への礎
を築く」というキャッチコピーにして新聞広告掲載
をしました。  
 

 
新聞広告制作・掲載 

 

その他、建コン協本部の学生を対象とした調査
に協⼒し、近畿地域の工学系学部を設置する
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平成 27 年度 活動概要 
 

 

大学・⾼専を訪問し趣旨説明を⾏い、建設コ
ンサルタントに関するＷＥＢアンケートを実施し、
学生の実態を調査しました。 
 
 

発注機関職員研修への講師派遣 

近畿地方整備局や地方自治体から技術職員
研修への講師派遣依頼があり、Ｈ27 年度は
34 件の研修に延べ 39 名の講師を派遣して
います。 
 
 

会員の相互交流のために 
 

厚⽣⾏事 

スポーツや趣味を通して、⽀部会員相互の交
流を図るため、⽀部全地域を対象とした⾏事
等を企画・⽴案し実施しています。 

平成 27 年度は、野球大会、フットサル大会の
2 ⾏事を開催しました。野球大会については、
近畿⽀部創⽴時から絶えることなく実施し続け、
平成 23 年度では、第 50 回記念大会として
開催し、ストラックアウトゲームやヘッドスピードコ
ンテストも⾏い大盛況のうちに幕を閉じました。 

  
第 50 回野球大会 

 

各⾏事とも、多数の参加者に⽀持され、会社
対抗である野球大会については、毎年恒例の
伝統⾏事として親しまれ、参加社員のご家族
も楽しめる企画を盛り込み、⽀部会員の良き
休⽇になるよう、工夫しています。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問合せ先 

（⼀社）建設コンサルタンツ協会近畿⽀部  
〒540-0021 
大阪市中央区大⼿通 1-4-10 大⼿前フタバビル 5Ｆ 
TEL 06-6945-5891 
FAX 06-6945-5892 
MAIL mail@kk.jcca.or.jp 
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