一般財団法人大阪建築防災センター 中期経営計画（概要）
[計画期間：平成28年度～平成30年度]

(平成30年5月一部見直し）
※平成29年度実績等をふまえ下線部を修正

（１）全体部分
１．意義

４．環境分析
１）外部環境
当財団は、定期報告事業の関係で3年間の中
政治法律環境 （機会）： 改正建築基準法施行、建築物
で事業収支の変動が大きい。また、非営利法
省エネ法施行、宅建業法の改
人として収益事業と併せて公益目的事業を実
正（中古住宅の診断検査の説
施しており、建築防災センターの使命である建
明義務化）
築防災の普及啓発などの社会貢献事業を将来
（脅威）： 英国EU脱退
にわたり継続していくべきと考えている。さら
経済環境
（機会）： 住宅ローン金利の低下、イン
に、CS向上に努めつつ職員の働きがい意識を
バウンド景気、大型補正予算
高めたい。
.
消費税引上げ延長、人口減少
これらを実現するため、経営の安定化を図り
社会環境
（機会）： 同一労働同一賃金の動き、地
つつ、収益事業については目標設定し周辺環
球環境保全、省エネ
境の変化にも的確に対応して計画的に事業推
（脅威）： 少子高齢社会、大規模地震発
進することが求められる。このため、3年を1サイ
生の懸念
クルとした中期経営計画（平成28年度～30年
市場環境
（機会）： 既存ストックの活用、不適格
度）を策定する。
建築物の増改築対応、住宅・
建築物の長寿命化
２．経営理念
大阪府域の建築物について、計画から竣工
（脅威）： 建設物価の上昇、建設技能者
後の維持管理まで建築物のライフサイクル全
不足、設計建設現場でＩＴ化進
般にわたる建築防災に係る諸事業を推進し、
行
安全で安心なまちづくりに貢献する。
その他環境 （機会）： 住宅のＩＴ化、自然エネルギー
の活用、高まるリフォーム需要
（脅威）： 新築需要の停滞・減少、競争
が厳しい確認検査業務
３．経営ビジョン
顧客と行政から信頼され選ばれる法人とな
２）内部環境
る。他機関と競争している事業については大阪
強み ・大阪府内の特定行政庁と建築関係の各種団体
府域でのシェア№１を確保する。
が出捐して42年前に創立された信用できる法人
・建築防災の普及啓発などの社会貢献事業を実
施する公益性のある法人
５．経営目標
１）一般正味財産期末残高増加額
・基本的に大阪府域を業務対象地とし、各行政
平成28年度～30年度 3千5百万円以上
庁と連携して地域密着できめ細かく良質な業務
２）雇用環境の整備
の推進に努めている。
３）組織体制の整備（制度の創設や見直し等に
・諸事業を大阪府知事から委託、委任、指定を受
伴う）
け推進している。
４）顧客目線に立った良質なサービスの提供
弱み ・業務の進め方で前例主義的な面が未だある。
・高齢の技術職員が多い。
・多様な労働形態の混在
６．経営方針
（人）
・ＣＳ向上を目指しＰＤＣＡによる業務改善（優良職場・職員の表彰）
・労働形態の改善 ・有資格者、若手技術者の確保、育成
（物）
・職場空間の有効活用（省スペース化）
（金）
・厚生年金基金の解散に伴う掛金相当額の有効活用
・社会貢献事業の将来継続のための原資の確保
（情報） ・システム活用で業務を効率化、進行管理を徹底 ・Web事前申請（相談）の推進
・データ分析による戦略的営業
・ＩＴ利用での情報の共有化によりコミュニティを増進
（その他） ・顧客とのコミュニケーションの向上
※28、29年度は実績（カッコ内は計画）
７．目標収支計画
（千円）
項 目
平成29年度
平成30年度
3か年合計
平成28年度
経常収益
664,657（696,974） 730,892（679,439）
782,349
2,177,898
経常費用
665,326（695,798） 671,981（680,987）
706,234
2,043,541
経常増減額（税引前）
△669 （1,176） 58,911（△1,548）
76,115
134,357
法人税等負担額
26,010（5,300）
5,707 （7,500）
33,000
64,717
一般正味財産増減額
△6,376（△6,324） 32,901（△6,848）
43,115
69,640
(注）本表の経常収益、経常費用、経常増減額は、主要事業のほか、法人会計、公益目的実施事業 等を含む
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（２）個別事業実施部分
主要事業毎に中期事業計画を作成しＰＤＣＡにより進捗管理
（２）－① 確認検査等事業 中期事業計画
１） ３か年の事業実施方針
・知事認可の指定確認検査機関として本所と支所との連携による地元密着型のきめ細かな顧客サービス
の提供に努め、大阪府域でのシェアナンバーワンを維持し、17％を確保する。
・事業収益を確保するため営業戦略計画に基づき設計事務所等の訪問営業を強化して目標件数を獲得
する。
・顧客から信頼され選ばれるよう、CS・ES向上をさらに徹底する。
・電子申請による審査検査業務に対応できる準備と本格運用に備えた業務体制を構築する。
・ワンストップサービスの充実に向け、建築物省エネ法等による新制度の対応を行い、新たな組織・体制
を構築する。
２） 行動計画
部 門

具 体 的 行 動 内 容

■３か年共通

全 体

・上半期末(9月)と第3四半期末(12月)の年2回、年度目標の達成状況を再確認し、
事業収益・組織・体制・事業計画の検証を行う。必要に応じ年度毎に事業計画を
見直す。
・CS・ESの向上と併せ、事務の効率化を図るため、職員一人一人がPDCA手法を
活用して業務改善に取り組む。
・確認申請に係る建築基準法の業務だけでなく、新たな業務展開を検討し、業務
の多面化を図る。
・5S運動の実施により、書類等の保管スペースの確保に努め、身の回りを整理整
頓をして美しい職場にする。

管理営業部

・情報を基にした営業を行うため、 前年度営業実績の検証を行い、新規顧客への
訪問営業を実施する
・営業活動を強化するため、顧客のメールアドレスを収集活用し、情報の一斉配
信でサービスの向上を目指す。

企画審査部

・「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用したガイドライン(国土
交通省平成25年7月)」は、現在、大阪府内で適用されていないが、情報収集を図
り制度が活用できるような実施体制を検討する。
・機構内の発行書類等の様式統一を徹底するとともに、特定行政庁への通知報
告配信についてデータ送信への対応を行い、事務の軽減化を図る。
【構造部門】
・支所と連絡を密にし相互に協力し合うことにより仕事量を平準化し、かつ短期間
に構造審査を行う。
・構造計算書、構造図の提出をWEBを用いて申請してもらい構造審査を行うこと
により、構造事務所の負担を軽減する。

検査部

・お客様の検査日程に合わせられるように、柔軟で合理的な組織体制に向けて取
り組む。
・検査手配を迅速化し、支所での顧客サービス向上に向け、検査手配システムを
検討する。
・電子申請化を見据えたタブレット検査に取り組む。
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■平成２８年度
全 体

・登録建築物エネルギー消費性能判定機関として次年度から円滑に業務執行が
できるよう、組織・体制を検討する。

管理営業部

・「建築物省エネ法」の国開催の研修に参加し、登録建築物エネルギー消費性能
判定機関の申請を行う。
・住宅センターと情報交換を行い、「分室業務」の問題、課題を定め、対策を講じ
る。
・効率の良い書類管理をするため、年度ごとの廃棄処分計画を策定する。
・事業の進捗管理は管理営業部長がデータの管理を行い、機構長との調整を行
う。

企画審査部

・「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用したガイドライン」が
平成28年度に国から再度通知される予定で、大阪府内の取扱の動きを見極め
対策を検討する。
・「様式等統一作業ワーキング確認事項」において機構内で、ＮＩＣＥからすべて
の様式を導き出すことで、発行書類等の様式の統一を徹底する。
・システム管理については、企画審査部長が中心となり、検査部長と調整を行う。
・平成28年12月より利用希望者に対してWEB事前相談申請を本格実施し、営業
時にも周知を図る。
【構造部門】
・支所と連絡を密にし相互に協力し合うことにより仕事量を平準化し、かつ短期間
に構造審査を行う。
・構造計算書、構造図の提出をWEBを用いて申請してもらい構造審査を行うこと
により、構造事務所の負担を軽減する。本年度は数社の構造事務所を選び、問
題点を把握することを目的に試行する。

検査部

・緊急検査対応等顧客サービスの向上に向け、検査員、事務職員の勤務形態を
検討する。
・検査部での様々な問題点(タブレット等の使用)については、検査部内のワーキン
グを設置して対応策を検討し、必要に応じ他部との連携を図る。

■平成２９年度

管理営業部

・登録建築物エネルギー消費性能判定業務の開始年度であり、確認業務と連携
して円滑な業務推進に努める。
・顧客とのコミュニケーションの向上を目指し、メール一斉配信による効果の検証
を行い、提供する情報の内容について充実する。
・1～3号建築物の実績拡大に向け、営業活動を推進する。

企画審査部

・昨年度からのWEB事前相談申請について検証し、今後の展開については、構造
計算を伴う1～3号建築物を中心に、WEB事前相談申請をさらに推進する。

検査部

・地域別、曜日別の状況を分析し、目標件数に即して、検査員を効率的に配置す
る。
・タブレットを試行利用をすることで、検査員一人当たりの件数増加を検討する。

■平成３０年度

管理営業部

・電子申請に合わせた図書保存のデータ化について検討
・建築物省エネ法にもとづく登録建築物エネルギー消費性能判定機関として、業
務範囲拡大について調整を進めるとともに、29年度申請のあった事務所に対し
フォローアップを兼ねた営業を行う。
・倉庫に保管された15年経過の確認検査図書正本を適切に処分する。
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企画審査部

・WEB事前相談申請について引き続き推進すると共に、本申請の電子化に向け
検討を進める。
・「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用したガイドライン」につ
いては、国及び府内の取扱が定まっていないので、その動向を見極め迅速に対
応する。

検査部

・タブレットを試行した結果、暗い場所で画面が明るいなど一部利便性はあった
が、図面が一度に見にくいことやPDF化の作業負担に課題があった。
・タブレット利用について、平成29年度の検討結果や、他機関の取組状況、電子
申請の動向をふまえ、方針をまとめる。

３）目標計画
項 目
受付等件数
確認申請
中間検査
完了検査
フラット
瑕疵担保
長期優良
性能評価
省エネ適判

※28、29年度は実績（カッコ内は計画）

平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度

３か年合計

4,985（5,150）
4,732（4,900）
4,531（4,700）

5,053（5,000）
4,942（4,800）
4,622（4,550）

5,100
4,900
4,650

（件）
15,138
14,574
13,803

1,865（2,100）
1,900（2,000）
227 （180）
30 （30）
―

2,143（1,900）
2,111（1,800）
155（240）
34（25）
21（10）

2,100
2,100
200
25
20

6,108
6,111
582
89
41
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（２）－② 構造計算適合性判定事業 中期事業計画
１） ３か年の事業実施方針
構造計算適合性判定事業単独での黒字化と経営の安定化を図るため、本計画期間中の判定受諾件数
は、3年間で1463件を確保することを目標とする。さらに地域密着型の審査機関として、申請者とのコミュ
ニケーションを密に図り、お客様の要望や相談に丁寧に対応し、信頼を獲得するとともに、適確かつ迅速
な業務推進により、判定受諾件数の増加に努め大阪府域でのシェアナンバーワンを目指し30％以上を確
保する。
２） 行動計画
具 体 的 行 動 内 容

部 門
■３か年共通
全 体

・上半期（9月）末、第3四半期（12月）末の年2回、年度目標の達成状況、組織・体
制・事業計画の検証を行う。必要に応じ年度毎に事業計画を見直す。
・申請者を顧客A：常連顧客（申請件数上位20～30社程度）、顧客B：法改正前に
比べ大幅に申請件数が減少、顧客C：AB以外で過去1年間1件以上申請件数があ
る、と分類し、顧客に応じた営業展開を図る。

企画調整部

顧客の申請状況を見極めながら、顧客Aへ最重点に営業し、顧客Aで目標件数の
半数を確保する。顧客Bへの営業により減少原因の把握と対策を講じ、顧客Bの
回復と顧客Cで残り半数の件数を確保する。
(具体的な取り組み項目)
・業務改善に向けた顧客アンケートの実施
・Web事前申請、副本、通知書の郵送サービスの実施
・業務区域拡大に向けた府県協議の推進
・判定員の体制整備

判定部

業務の迅速化にさらに取り組み、総判定日数の短縮（事前審査から判定結果通
知まで14日以内）を徹底継続するとともに、申請者との一層の良好なコミュニケー
ションを構築する。

■平成２８年度
企画調整部

判定部
■平成２９年度
企画調整部
判定部
■平成３０年度
企画調整部

判定部

３）目標計画
項 目
受付等件数

顧客Aに対して重点的に営業活動を行うとともに、顧客Bに対して業務改善への
取り組みと成果を十分に説明し、再び申請していただけるよう、これまでの防災セ
ンター適判に対する先入観の解消に努める。
総判定日数14日以内の徹底、申請者との良好なコミュニケーション、親切な対
応、適切な質疑等により、信頼の回復を完全に定着させる。
顧客Aの申請件数半数確保を確実にして、さらに顧客BおよびCへの営業により申
請件数の増加を図り、40件以上/月の受諾を目標とする。
総判定日数14日以内の徹底、申請者との良好なコミュニケーションの強化によ
り、40件以上/月の受諾を目標とする。
判定員の体制整備を図りながら、受諾件数が大阪府域でのシェアが30％以上と
なるよう、申請者の動向をよく見極めて営業を強化し、45件以上/月の受諾を目標
とする。
企画調整部に協力し判定員の体制整備を図りながら、総判定日数14日以内の徹
底、申請者との良好なコミュニケーションの強化により45件以上/月の受諾を目標
とする。
※28、29年度は実績（カッコ内は計画）

平成２８年度
421（480）

平成２９年度
532（480）
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平成３０年度
510

３か年合計
（件）
1463

（２）－③ 定期報告事業 中期事業計画
１） ３か年の事業実施方針
・定期報告事業は、当財団の中核事業であるとの認識に基づき、業務を実施する。そのためには、申請
者（顧客）を第1とし、必要な情報提供やサービスの向上を常に心がけ業務を実施する。
・収益としては、３か年で 437百万円を確保し、業務サービスレベルの向上等のため執行体制等を充実さ
せながらも、３か年の合計「見かけ経常増減額」ベースで 180百万円、３か年平均 60百万円の確保を目
指す。
２） 行動計画
部 門
■３か年共通
定期報告部

具 体 的 行 動 内 容
・平成28年度及び平成29年度の指定建築物の受付件数は、前回比 3％増とす
る。また、平成30年度の共同住宅については前回比6％増とする。
・建築設備は、年2％の増、昇降機等は年500件増を見込む。
・受付窓口の待ち時間の短縮を図るため、預かり受付の改善等をＰＤＣＡサイクル
を運用し実施する。
・平成29年度の防火設備の受付に向け、平成28年度から申請者への情報提供を
行うとともに、平成29年度に「防火設備検査者必携」を作成する。
・通常の件数増に新たに防火設備が加わる中で、業務のサービスレベルの向上
のため、組織体制の充実を図る。また、繁忙期の職場環境改善のため、作業ス
ペースの改善を行う。

■平成２８年度
・受付件数は、当該年度分指定建築物3,080件、建築設備6,600件、合計9,680件と
する。過年度分は合計1,550件、昇降機等については87,000件とする。
・顧客対応としては、待ち時間の短縮のため、預かり受付の改善及び入力システ
ムのフォーマットの改良を行う。なお、預かり受付の改善については、ＰＤＣＡサイ
クルにより平成29年度までに完成させ、平成30年度の共同住宅の受付を円滑に
することを最終目標とする。
・平成29年度から対象となる防火設備の対応として、平成28年度から受付業務を
開始する東京都の状況を検証し、受付処理の留意点や支援サービス料の決定及
び受付台帳整備を行う。
・並行して、特定行政庁と連携し、防火設備の申請等に伴う情報提供を行う。
・安定した業務体制のため、事務職員の固定化を行う。

■平成２９年度
・受付件数は、当該年度分指定建築物4,280件、建築設備6480件、防火設備
1800件、合計12,560件とする。過年度分は合計350件、昇降機等については
87,300件とする。
・顧客対応としては、預かり受付を改善し、12月に「特別受付」を実施。
・平成29年度から始まった防火設備の対応について検証し、必要な改善と情報提
供を行う。
・また、当財団の経験と他団体の情報を基に、「防火設備検査者必携」を作成す
る。
・業務量の増加の状況を見て、顧客対応レベルの向上のため、時給契約職員か
ら常勤職員への転換を検討する。また、次年度の共同住宅の受付を見据え、職
員の増員も検討する。
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■平成３０年度
・法改正施行後の実績をふまえ、受付件数は、当該年度分指定建築物19,000件、
建築設備6,500件、防火設備3,600件、合計 29,100件とする。過年度分は合計520
件、昇降機等については84,600件とする。
・顧客対応としては、「特別受付」を期間を延長して本格的に実施し、待ち時間の
短縮と顧客の利便性の向上を図るとともに、必要な臨時職員を配置し過去最高と
なる報告数を処理する。
・平成27年度の反省に基づき、繁忙期までに、職員のＥＳ向上を図るため執務ス
ペースの改善を行い、顧客のＣＳ向上に繋げる。
３）目標計画
項 目
受付等件数
特定建築物
特定建築設備
防火設備
過年度指定建築物
過年度建築設備
過年度防火設備
合計
昇降機等

※28・29年度は実績（カッコ内は計画）

平成２８年度
2,905（3,080）
6,412（6,600）
1,322（1,300）
244（250）
10,883 （11,230）
84,404 （87,000）

平成２９年度
3,657（4,280）
6,081(6,480）
4,104（1,800）
163（130）
225（220）
－
14,230（12,910）
78,735（87,300）

7

平成３０年度
19,000
6,500
3,600
130
230
160
29,620
84,600

３か年合計
（件）
25,562
18,993
7,704
1615
699
160
54,733
247,739

（２）－④ 防災評定事業 中期事業計画
１） ３か年の事業実施方針
事業の実施にあたっては、事前相談の充実を図り申請手続き等に要する期間の短縮に協力するなど、
申請者に信頼される業務実施を行い、評定件数の確保を図る。また、財団全体の収益確保のため、建築
確認検査機構での建築確認検査への誘導、あるいは構造計算適合性判定センターでの構造計算適合性
判定（適合性判定）への誘導を図る。、
評定件数については、平成28年度後半以降の都心部での活発な建築動向を反映し、平成29年度以降
は過去の平均値に上積みし年65件以上とする。３か年の合計は243件とする。
大阪府内の防災評定の占有率については、３か年とも4割以上を確保し、シェアナンバーワンとする。
人材育成や1人業務体制の解消の観点から、担当者の配置を検討する。
２） 行動計画
具 体 的 行 動 内 容

部 門
■３か年共通
防災評定部

・事前相談の充実を図るなど申請者に信頼される業務実施により、３か年で243件
の評定件数を確保する。
・当財団での建築確認検査や適合性判定への誘導を図り、財団全体の収益の向
上を図る。なお、平成26年度と平成27年度の当財団での建築確認検査割合は38
パーセントとなっている。
・評定件数占有率4割以上を確保し、シェアナンバーワンとする。

■平成２８年度
・評定件数60件を確保する。
・評定件数の5割（30件）を目標に当財団での建築確認検査または適合性判定に
誘導する。（実績：49％、38件）
・宅配のための準備作業及び宅配料金の軽減を図るため、専門委員会欠席委員
への資料送付の電子化を行う。（平成29年度、30年度も申請者の業務軽減や効
率的な業務の推進等についてテーマ設定しＰＤＣＡサイクルで検証を予定）
■平成２９年度
・評定件数65件を確保する。
・評定件数の5.5割（36件）を目標に当財団での建築確認または適合性判定に誘
導する。（実績：73％、69件）
■平成３０年度
・評定件数70件を確保する。
・評定件数の6割（42件）を目標に当財団での建築確認または適合性判定に誘導
する。
・防災評定は、有為の人材育成に適した業務であること、また現在の担当1人業
務体制を解消するため、担当者の配置を検討する。
３）目標計画
項 目
受付等件数
防災評定件数

※28、29年度は実績（カッコ内は計画）

平成２８年度

平成２９年度

78（60）

95（65）

8

平成３０年度

３か年合計
70

（件）
243

