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2020 年度事業計画 
 

 

計画の概要 

政府の公表する 2 月の月例経済報告では、景気の総括判断は「製造業を中心に弱

さが一段と増しているものの、緩やかに回復している」とされた。この基調判断に

ついては、昨年 12 月に引き下げられており、2020 年度の我が国の経済動向を考え

ると、通商問題を巡る動向、中国経済の先行き、英国のＥＵ離脱、中東地域を巡る

情勢等の海外経済の動向や金融資本市場の変動の影響、消費税率引上げ後の消費者

マインドの動向に加え、新型コロナウイルス感染症の広がりが内外の社会や経済に

どこまで影響を与えるかなどさまざまなリスクが見込まれ、先行きへの不透明感は

強まっている。 

また、建設業界については、建設経済研究所等による「建設経済モデルによる建

設投資の見通し」（2020 年 1 月）によると、2019 年度名目建設投資は前年度比 2.1％
増、2020 年度名目建設投資は前年度比 1.8％増とされており、2020 年度の政府建

設投資は 3.5％増、民間住宅投資は 1.2％減、民間非住宅建設投資は 3.0％増との予

測となっている。 

 

このような状況の中で、建材試験センターでは、2017 年度に「発展計画 2018」
を策定し、2018 年度から 5 年間（財務状況見込及び施設整備の全体計画設定に際

しては、10 年間）の事業推進の方向性を明確にしたところである。この「発展計画

2018」においては、「持続可能な発展に向けた基盤と体制の整備」を目標に、以下の

事項に重点的に取り組むこととしている。 

・施設整備や人材育成の推進による中核能力の向上 

・効率的な組織体制や持続可能な業務体制構築など筋肉質な体制作りによる

コスト競争力の向上 

・常に顧客目線での対応を基本とすることによる顧客満足度の向上 

 

2020 年度においては、一層の業務の効率化を目指して、組織体制を一部変更す

ることとしている。具体的には、従来６事業所（３試験所３事業本部）が独立した

形で構成されていたものを、 

・中央試験所、西日本試験所（本所）と性能評価本部からなる「総合試験ユニッ

ト」 
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・工事材料試験所（福岡試験室を含む）と検定業務室からなる「工事材料試験ユ

ニット」 

・ISO審査本部と製品認証本部からなる「認証ユニット」 

による３ユニット６事業所体制に改めることとする。 

 中央試験所と西日本試験所（本所）は、いずれも品質性能試験を行っており業務

内容がほぼ同じであることから、「総合試験ユニット」として一つの傘の下に位置付

け、同一の試験管理システムの下で一体的に運用することができるようにする。ま

た、性能評価本部については、性能評価業務は防耐火試験等の試験業務と一体不可

分であることから、性能評価の申し込みを受けてから、試験体製作、試験実施、評

価の流れが円滑かつ迅速に行われやすいよう、「総合試験ユニット」に位置づける。

これに併せて、性能評価本部は、そのオフィスを、草加の試験所内に移転する。 

 一方、西日本試験所福岡試験室は、業務内容が工事材料試験所と同じであること

から工事材料試験所の下に置くこととし、福岡試験室を含む工事材料試験所と検定

業務室を合わせて、「工事材料試験ユニット」とする。福岡試験室については、2020
年 4 月の新試験室への移転に併せて、工事材料試験所各試験室と同様の工材業務シ

ステムを導入する。 

さらに、ISO 審査本部と製品認証本部は、その業務形態が類似しており、業務効

率化の観点から、「認証ユニット」としてとりまとめる。 

また、これらの組織体制変更と併せて、既存の業務実施方法の見直しやシステム

の再整備、役割分担の見直しや相互補完の円滑化などを進めることにより、相乗的

な効果発揮を目指す。 

 

施設整備については、2019 年度に設計や準備工事（既存試験棟の解体工事他）

を進めてきた中央試験所新防耐火試験棟の整備について、2020 年度に建屋の建築

を行う。なお、その後 2 年間で試験炉整備を予定している。 

 

 これらの組織体制変更による業務効率化や施設整備による試験実施能力向上に

より、顧客からの試験等の依頼に対して、より迅速かつ的確な対応が可能となるこ

とを最終的な目的とする。 

 

建材試験センターは、今後とも引き続き「第三者証明事業を通し住生活・社会基

盤整備に貢献する」ことを使命として、試験事業、マネジメントシステム認証事業、

性能評価事業、製品認証事業等を的確かつ公正に実施していく。 
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 各事業における 2020 年度の取組みを以下に示す。 

 なお、上記のような組織変更を踏まえ、各事業の取りまとめに当たっては、ユニ

ットを念頭に置いた区分に変更している。 

 

 

１．総合試験事業 

（１） 品質性能試験事業（中央試験所及び西日本試験所） 

総合試験ユニットの中央試験所及び西日本試験所（以下「両試験所」という。）

において、建設分野における材料・部材等の品質・性能を証明するための試験

事業を、材料・構造・防耐火・環境の各分野において総合的に実施する。 

2020 年度においては、両試験所で、試験報告書及び請求書の電子化及び自動

発行を前提とした試験管理システムの改修を行う。また、当該システムを全職

員が利用可能な状況とし、工程管理や入金管理を効率化するとともに、苦情及

び不適合業務の撲滅に努める。 

また、試験項目毎の試験期間，報告書作成期間の標準化や、頻度の高い試験

についての報告書の標準化を一層推進し、報告書作成の迅速化に努める。 

一方、顧客からの問合せ・事前相談の中には、通常以上に時間を割かれるも

のもみられる。これは事前相談等についての料金を設定していないことが原因

であると考えられることから、一定時間以上の事前相談等については試験料金

とは別に料金を設定し、「技術相談・技術指導」の依頼として料金を請求するこ

とを検討する。なお、試験準備等の実際の作業を行った後の試験中止の場合に

は、人件費等について実費精算によるキャンセル料請求も考える。 

①  材料試験分野 

2019 年度不調であった耐久性関連の試験の復調や化学混和剤等の現地立

ち合いを見込むものの、中央試験所材料部門の年間収益は低下が見込まれる。

このような状況の中で、中央試験所においては、業務効率化の観点から、業

務繁閑度のフラット化に向けた無機、有機班の融合や相互補完制度の活用を

進める。 

②  構造試験分野 

中央試験所においては、新規導入した大型試験装置の稼働率が年々増加し、

2019 年度に導入した自動加力装置等による業務の効率化も進んでいる。こ

のような状況の中で、2020 年度においては、土木研究所の振動台の保守点検
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等との関係で大型振動試験は実施できないものの、一定の増収増益を見込む

ことができるようになっている。 

西日本試験所においては、あと施工アンカー関係の試験を重点項目とし、

顧客に対して告示に関連する事前試験を働きかける。 

③  防耐火試験分野 

性能評価本部と同一ユニットとなること、性能評価本部と中央試験所防耐

火部門とは同一フロアでの業務となることのメリットを最大限活用し、性能

評価申込から試験実施、評価書発行といった一連の流れの効率的実施を図る。

また、これと併せて、中央試験所において「柱・梁・水平炉」の予約管理シ

ステムを構築し稼働率アップを図る。西日本試験所においてもキャンセル対

応を含めスケジュール管理を強化する。 

④  環境試験分野 

台風等による風雨災害対策や建築物の省エネに関連した性能試験の需要

が増加しており、これらの試験依頼に的確に対応する。また、新防耐火試験

棟整備に向けて旧音響試験棟が解体除却されたことへの対応として、新音響

試験棟の効率的運用による稼働率向上を図る。 

また、西日本地域における止水性試験及び住宅気密性試験の依頼が増加し

た場合には、西日本試験所で受託が可能となるよう、西日本試験所への技術

移転を進める。 

 

（２） 性能評価事業（性能評価本部） 

建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律などに基づく指定機関

並びに登録機関として、引き続き評価・認定等を実施する。また、試験体製作

及び管理についても効率的で確実な業務を行う。 

2020 年度からのユニット化及び草加への移転に併せて、防耐火分野等の試験

部門との連携を一層強化し、性能評価申込から試験実施、評価書発行といった

一連の流れの効率的実施を図る。処理期間は平均で現在の 6 月から 4 月とする

ことを目指す。 

また、両試験所の試験管理システムとの連携も可能とする新たな業務管理シ

ステムについて検討し、2020 年秋発注、2021 年秋稼働を目指す。 
 

 

２．工事材料試験事業（工事材料試験所） 
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工事材料試験所において、コンクリート・鋼材等の建築用材料試験、アスファル

ト・路盤材等の土木用材料試験について、迅速かつ公正な試験事業を実施する。 

2020 年度においては、福岡試験室の編入、船橋試験室と住宅基礎課の統合、仙

台支所の廃止といった組織変更を行う。これらの組織変更と併せて、業務の実情に

合わせた要員の削減を行う一方で、企画管理課技術スタッフの効果的な活用や相

互補完制度の活用により、繁閑に合わせた機動的な要員配置を行う。 

工材業務システムについては、新たに編入された福岡試験室を含め全試験室で

同一のシステムを利用するが、2020 年度には、今後のシステム全面更新に向けた

準備を進める。 

 

 

３．認証事業 

認証ユニットにおいては、ISO 審査本部と製品認証本部のユニット化に併せて、

審査員等に関する管理業務を一元化し、共通する事業活動の効果的な運営を行う。 

2020 年度は、審査員の審査報酬や旅費等の設定や経理処理を効率化、一元化す

るとともに、事業管理システムの全面的更新に向けた検討を進める。 
 

（１） ISO 審査事業（ISO 審査本部） 

JIS Q 17021 に基づく信頼性の高いマネジメントシステム認証機関として、

品質（ISO9001）、環境（ISO14001）及び労働安全衛生（ISO45001/OHSAS18001）
の審査を業務の 3本柱とし認証事業を展開する。また、GHG 検証業務を行う。 

2020 年度においては、引き続き ISO 審査料金や GHG 検証料金の適正化を

図るとともに、個別に管理されている顧客情報の一元化、工程計画策定プロセ

ス見直しによる長期的な計画作成、チーフ業務とライン業務の見直しによる事

務局業務のスリム化などにより業務の効率化を進める。 

 

（２）製品認証事業（製品認証本部） 

JIS マーク表示制度の登録認証機関として、JIS Q 17065 に基づき信頼性が

高く適格な認証業務を遂行していく。 

2020 年度においては、顧客への事務手順の見直し、事務局と事業者の連携に

よるサンプリングミスの削減、事務局と審査員の連携による臨時審査の趣旨の

徹底などを進める。 

なお、クリーンウッド法の登録実施機関業務については既存顧客を維持する。 
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４．公益目的支出計画実施事業 

（１）調査研究事業 

試験事業との連携を図りつつ、社会ニーズが高く、かつ、当センターの業務

と密接に関連する分野を中心に調査研究業務を進めるとともに、第三者証明機

関としての信頼性と試験・調査研究の実績を生かした技術相談・技術支援業務

についても今後とも依頼があれば的確に対応していく。 

 

（２）標準化事業 

当センターの実施する試験事業と関連する分野を中心に、JIS 原案及び当セ

ンターの団体規格（JSTM）の作成業務・メンテナンス業務を行う。また、国際

標準化の分野で、ISO に関連する国内委員会の事務局業務や関連機関における

国際標準化活動への協力を継続する。 

 

（３）情報提供事業 

機関誌「建材試験情報」、ホームページ、SNS、メールニュース等を活用して、

試験技術、認証制度等に関する知識・情報の普及を図る。 

 

（４）技術研修・検定事業 

建設工事現場においてフレッシュコンクリートの採取試験を行う技能者を

対象として、コンクリート採取技能者認定試験を実施し、技能者の認定・登録・

更新を行う。また、技能者の育成を目的として実務講習会を実施する。 

 

 

５．その他の事業活動 

（１）品質マネジメントシステムの維持・管理 

各事業所において、JIS Q 17025、17021、17065 等に基づいた品質マネジメ

ントシステムを維持・向上させるとともに、内部監査体制の充実を図り、信頼

性の高い第三者証明機関として顧客の要請に応える。 

 

（２）施設・機器等の整備 

① 施設整備 
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中央試験所新防耐火試験棟について、2020 年度は建屋の建築を行う。 

また、性能評価本部の新たな業務管理システム（既存システムの全面的更新）

については、年度当初よりその検討を進め、2020 年秋には発注し、2021 年

秋稼働を目指す。 

② 試験機器の更新・導入 

    空気音遮断性能測定装置（中央試験所）、熱伝導率測定装置（GHG 法）（中

央試験所）、1000kN 万能試験機（工事材料試験所）等の試験機器の計画的な

更新・導入を行う。 

 

（３）組織の改正 

従来６事業所が独立した形で構成されていたものを、「総合試験ユニット」、

「工事材料試験ユニット」、「認証ユニット」の３つのユニットの下に構成し、

３ユニット６事業所体制に改める。 

 また、品質保証室、中央試験所品質管理室及び技術課、工事材料試験所住宅

基礎課、品質管理室及び仙台支所、ISO 審査本部福岡支所、製品認証本部木材

関連登録業務室を廃止し、企画管理課の配置を変更する。なお、これらに併せ

て、新たに、品質保証担当、業務管理担当、品質管理担当、住宅基礎担当を置

いている。 

 

（４）職員の教育・研修等 

技術の進歩、事業環境の変化等に柔軟に対応できる職員を育成するため、新

人から管理職に至るまで一貫した教育・研修計画を策定し、各層別に実施する。

内部研修の実施に際しては、職員の講師としての活用を推進する。 

また、外部の委員会活動等への参加、業務等の成果発表会の開催、提案研究

の実施等を通じた能力の向上、自己啓発の促進に努める。 

更に、業績と能力の双方についての的確な人事考課と本人へのフィードバッ

クを行うことにより、改善すべき部分や更に伸ばすべき部分を本人との間で共

有し能力向上に繋げる。併せて、人事考課結果の昇級や賞与への反映を進め、

本人の能力向上へのインセンティブとしていく。 

一方、働き方改革推進の観点から、超過勤務時間の縮減や年次有給休暇取得

の円滑化を進めてきたところであるが、これらと併せて、2020 年 4 月よりテレ

ワークを導入するとともに、副業への対応や希望者に対する週休 3 日制の導入

等についても検討を進める。 
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なお、2020 年 4 月より、事務職・技術職の区分を廃し、統合職に統一する。 

 

以上 


