
技術をつなぎ、
人と街をつなぐ。
安心と豊かな社会を、私たちの手で。

会 社 名

所 在 地

創　　業

資 本 金

沿　　革

株式会社関西シビルコンサルタント

〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目4番20号（中央ビル5F）

[代表] TEL 06-6838-7061　FAX 06-6307-5582

1966年12月

1千万円

1966年12月 国鉄OBにより設立。
1991年  6月 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社と資本提携。
1997年12月 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社の
 100%出資子会社となり現在に至る。

社内制度・福利厚生
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会社概要

社員が心身ともに健康で、思い切り力を発揮できるよう、
休暇や福利厚生などの社内制度を充実させています。また、
アットホームな社風で、社内旅行や懇親会などで社員同士
の交流を図っています。

● 年次有給休暇（入社時5日、以降法定通り付与）は、50％
以上の取得を目標とし、達成しています。

● 産前産後休業、育児休業、短時間勤務制度は国の基準、も
しくはそれ以上の待遇となっています。

● 社員の資格取得を積極的に支援するため、｢資格手当｣、
｢受験料補助｣、｢登録費用補助｣等の制度を設けています。

● 転勤がないので、腰を据えて仕事に集中することができ
ます。また、会社はJR・大阪メトロの「新大阪」駅から徒
歩5分の好立地です。

育児休職制度 短時間勤務制度

転勤なし年休取得率50％以上

2019年の社内旅行の様子（宮島）

お問い合わせ・採用情報は当社ホームページをご覧ください

www.kcc11.co.jp 株式会社 関西シビルコンサルタント
JR西日本グループ
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部門紹介

当社はJR西日本グループの一員であり、50年以
上にわたり、「鉄道」という重要なインフラを支え、
人々の暮らしに貢献してきました。安定した経営
基盤と、社会に役立っているという自負により、社
員は伸び伸びとやりがいを持って働いています。

社会情勢の影響を受けて「鉄道」に求められるも
のは変わっていくとしても、「社会インフラとして
の鉄道」の重要性は、これからも変わることはあり
ません。現在もJR西日本では大小さまざまなプロ
ジェクトが計画されており、当然、当社もそれに関
わっていきます。また、社員数は70名弱で、全員が
ワンフロアで仕事をしていますので、社員一人ひと
りの顔が見える会社です。
アットホームで社員同士の仲が良いのが特長で、

新入社員は面倒見の良い先輩社員の指導によって、
日々成長していくことができます。転勤がないこと、
夫婦共働きがしやすいことなども、社員やそのご
家族に喜ばれています。

今後も、全社員で“明るく、楽しく、前向き”に仕事
に取り組みながら、「魅力ある鉄道」「魅力ある社
会」の創出に貢献したいと思っています。
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代表取締役社長

坂本  保彦

「魅力ある鉄道」「魅力ある社会」の
創出に貢献し続けたいと思っています。

当社では「技術部」「測量調査部」「用地調査部」「GIS推進部」「コピーセンター」が相互に連携を取りながら1つの
プロジェクトをカタチにします。信頼される技術と積み重ねてきた実績、そしてこの“横の連携”による総合力こそが、
他社には真似できない当社の強みです。

ラーメン高架橋、橋りょう、線路下横断構造物、
駅ホームなど鉄道土木構造物の設計

技術部

主に鉄道に関する測量調査、
地質調査、構造物調査、財産整理

測量調査部

鉄道建設に伴う用地取得や、用地財産整理、
用地測量など

用地調査部

鉄道業務・鉄道用地業務の知識を活かした
システム開発、更新、登録、照査など

GIS推進部

設計図面や業務資料などのコピー、印刷、
製本、電子化など

コピーセンター

鉄道建設プロジェクトの流れと当社業務のイメージ

財産整理

保守管理

施　工

財産整理調査・測量

設　計計　画

ぎ
継
引

コピーセンター
 ( 印刷・電子化 )

測量調査部
 ( 測量・地質調査 )

技術部
 ( 鉄道構造物の設計 )

用地調査部

測量調査部

測量調査部
 ( 点検・調査 )

用地調査部
 ( 調査・測量 )

GIS 推進部
（用地図書の管理）
（工事図書資料の整理）
（システム登録・保守）

電気
建築
軌道

土木

用地

安定した経営基盤、社会貢献できる仕事、
アットホームな社風が当社の魅力です
関西シビルコンサルタントは、鉄道構造物の新設や改良にあたっての調査・測量・設計、
さらには維持・更新するための点検調査や用地管理などの役割を担っている
鉄道土木の総合コンサルタント会社です。
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JR西日本グループの中で鉄道土木構造物の設計作業を直轄で行っています（直轄：自ら手を動かして仕事をす
ること）。長年の実績と信頼される技術力を基に、安全性・利便性・経済性などをバランス良く考慮した設計を行い
ます。設計作業の一連の流れ（［形状設定］⇒［設計計算］⇒［設計図面］⇒［数量計算］）の中で、これまでに蓄積さ
れた膨大なデータを活用し、良質な成果を提供します。

鉄道構造物の設計は、ラーメン高架橋、橋りょう下部工、橋りょう、線路下横断ボックス、ホーム、ホーム柵設置等、多岐に
渡ります。

IT技術の進展に伴い、3D CADを活用した設計に取り
組んでいます。下の図は、ラーメン高架橋を3次元化した
図です。完成後のイメージだけでなく、建築物との競合、
施工時の支障部との干渉を防止し、品質や安全性の向上
に取り組んでいます。また地盤の影響解析にはFEM解析
を実施します。

技術部

多くの実績で培った鉄道の設計技術を基に、
確かな創造力を発揮

業務実績紹介

3D CADやFEM解析など
新しい技術を積極的に採用

当社では先輩技術者によるOJT（On the Job Train-
ing）による実務教育、技術士などの資格取得支援、技術
講習会参加の推奨、現場見学の実施により、若手技術者
の技術力をスキルアップさせていきます。

若手技術者の育成を
積極的に実施

3D CAD 図 (ラーメン高架橋 ) FEM解析 ( 変位分布図 )

JR西日本グループにおける測量や調査業務を直轄で行っています。測量調査、地質調査のほか、構造物調査や財
産整理など幅広い業務に対応しているのが特長で、これらのデータは快適な都市空間を創造する設計の根幹資料
となります。鉄道土木の豊富な経験により蓄積された確かな技術力で信頼を築き、多様化・高度化する設計ニーズ
に対応した測量データや地盤データを提供します。

線路内測量を主体として、鉄道運転の安全を確保し、
設計の基礎となる精度の高い測量を実施します。
最新鋭のGNSS測量や3Dレーザースキャナー測量を
導入し、いかなる測量にも対応しています。

現場では、任意の位置に3Dレーザースキャナー、基準
点にターゲットを設置して、作業対象箇所を囲うように
観測を行います。観測データを社内に持ち帰り、観測した
点群を一つのデータに合成。合成した点群から平面図、断
面図を作成します。

測量調査部

安全を確保し、設計の基本情報となる
高度な測量データと正確な地盤データを提供

測量調査

ボーリング・サウンディング等により地層の構成、分布
およびそれらの相互関係や地質構造など地下内部の情
報を、豊富な経験と高い技術力で判断して適切な情報を
提供します。

地質調査

鉄道構造物を財産として、設計・施工後の維持管理
を行うために基礎資料を取りまとめ、データベース化
を行っています。

財産整理

鉄道構造物などの健全度調査では、経年による変形の
程度、運転保安及び旅客公衆の安全に及ぼす影響度、補修
措置の必要性及び緊急性を尺度として構造物の変形や機
能の程度を定期的に調査しています。橋りょうを受ける
箇所において、橋りょう支承周りの詳細調査(右の写真)
を行っています。

構造物調査

3D測量調査

橋りょう支承周りの詳細調査

3D測量　点群データ（城廻りこ線橋）

3D測量の作業風景

おおさか東線
ラーメン高架橋（南吹田駅付近）

おおさか東線
橋りょう下部工(神崎川橋りょう)

JR総持寺駅
自由通路、駅舎部ボックス、ホーム

高槻駅
昇降式ホーム柵
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JR西日本グループの鉄道建設に伴う用地取得、JR用地保守部門に引き継ぐための用地財産管理、用地測量など
を行っています。具体的には、JRの土地の境界が不明確な箇所や、売買等による土地の整備に必要な境界を確定し、
恒久的な管理図書の作成等を行います。また、JRの土地は様々な事業の基盤となるため、事業のニーズに対応でき
るように取り組んでいます。

最先端技術と豊富な知識を活かす、
鉄道用地専門部門

鉄道業務・鉄道用地業務の知識を活かしたシステム開発・更新・登録・照査などのほか、鉄道用地関係図書の整理・
管理・活用も行っています。近年ではクラウドを活用したサブスクリプションサービスの提案や、安全対策・効率化を
目指した社内業務改善ツールの開発・検証にも取り組んでいます。

ICTを通じて、
新たな空間創造を実現

法務局に備え付けられている登記資料(公図、地積測量
図等)やJRが保有する図書(用地図、既確定図書等)を収集・
調査します。

資料調査

境界立会の前に、境界点に境界標が亡失している状況に
おいては、復元測量を行い、木杭などの仮杭を設置します。

復元測量

境界立会を終えて、利害関係者全
員が同意した境界点に対して、用地境
界杭(JRコンクリート界標)を設置し
ます。

用地境界杭の設置 (JRコンクリート界標)

用地測量は、線路付近で安全に作業を行わなければな
りません。当部門には線路近接にて作業を行うことがで
きる資格と経験を有した測量技術者が多く在籍してい
ます。

線路に近接した測量作業

調査区域の土地の境界を明らかにするため、管轄法務
局の公図および地積測量図を基にそれぞれの土地の利
害関係者が現地で立ち会います。

境界立会

ICT を活用したツールの開発・提案 各種システム関係業務

JR西日本グループの様々なビジネスをより円滑に運営・支援するために、多種多様な経験・実績・アイデア・コン
ポーネントを揃え、印刷物などの制作の提案をしています。幅広いニーズに対応しながら迅速に、打ち合わせ、デザ
イン制作、印刷手配、納品までをトータルで行っています。

最新の機器と高い技術力で、スピーディかつ
クオリティの高い製品を提供

多様な機器・最新機器の導入で多角的なニーズに対応 図面や計算書を補完するための各種図面箱、
オンデマンド印刷での製本作成

用地調査部 GIS推進部

コピーセンター
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仕事のやりがい・目標は？
技術部 クロストーク先輩 後輩の

さまざまな鉄道構造物の「設計」を担っているのが「技術部」です。
そこで入社年次の異なる３名で、これまでの仕事や今後の課題、

入社後の成長などを語り合いました。

友達に「どんな仕事してるの？」って聞かれたら、
設計した駅の名前を挙げますね。

先輩 これまでの仕事で印象に残っているのはどん
なこと？

後輩 北陸新幹線の新高岡駅ができる時、そこに在
来線の新駅も造ることになって、その駅の設計
をさせてもらったことですね。その時、初めて
施工中の現場にも連れて行ってもらえたので
すが、いろいろ現場からのお叱りもあり、入社
２年目だった自分にとっては貴重な経験にな
りました。

先輩 施工現場に行けたのは、確かにいい経験や
ね。苦労したのはどんなこと？

後輩 駅のホームって、１つの分野だけじゃなくてい
ろんな分野が絡んで出来上がるので、いろい
ろなことを勉強しないといけないことが大変
でした。

先輩  普通の構造物なら電車が走ればいいけど、
ホームはお客さんがどう動くかを踏まえたり、
建築設計さんとの調整があったりして、手間が
かかるからね。僕も北陸新幹線とか高架駅の
設計を何駅かやったことがあって、思うのは、
駅は大変だけど、やりがいがあるということ。
「お客さんはこう動くだろうから、ここは危な
い」とか「点字ブロックの貼り方はこうしたほ
うがいい」とか提案ができる分、やりがいは大
きいんじゃないかな。

後輩 そうですね、駅やホーム柵は身近なので、友達
に「どんな仕事してるの？」って聞かれたら、設
計した駅の名前を挙げますね。以前、友達と飲
んでいた時、そばに座っていた人が「新高岡駅
が最寄り駅」だと聞いた時は、「あの駅の設計
に関わった」とすぐ言いました（笑）。びっくりし
ていましたね。

僕らは何もないところに自分で考えてものを造れる。
その楽しさがある。

後輩 僕が印象に残っているのは、敦賀の橋桁を設計し
た時の構造計算書です。設計手法が変わったの
で、それに対応する計算書を作成するのが難し
かったですね。計算例はあったのでそれを参考に
しながら、この案件に合うように計算をしました。

先輩 それはしんどかっただけ？面白かったこともあった？

後輩 もちろん大変だっただけじゃなく、新しい計算
の手法は、自分自身が初めてのことだったので、
それを勉強することや、新しいことを覚えること
に対してやりがいを感じました。

先輩 じゃあ、今の二人の課題や目標は？

後輩 今までは与えられた仕事を黙々とやっている
だけだったんですけど、人にお願いすることも
多くなってきたので、そのあたりの管理をもっ
と上手にできるようにならないといけないと
思っています。

先輩 それは、自分の仕事というより、チームで仕事
をまわしていく上での調整ということ？

後輩 そうですね。技術的にわからないことは本を
読んだり人に聞いたりすれば解決するけど、
チームをまわす能力は意識していかないと身
につかないですから。人と自分はスピードが違
うし、自分だけがいくらスピードを上げても、
協力会社さんや社内の人たちにお願いをしな
いと大きな仕事はうまくいかないですね。

後輩 僕は打ち合わせする機会が多くなってきてい
るので、上司がいなくなっても一人でできるよ
うにならないといけないなと思っています。上
司の段取りで動くのではなく、必要事項の確
認を自分でできるようになりたいと思います。

A

B

B

B

B

A

A

A

先輩 入社してから成長したなと自分で思うことは？

後輩 CADが使えるようになったこと、構造力学に強
くなったこと。それから、協力会社さん、親会社
さんと打ち合わせをするので、いろんな人と会う
ことが増えて、人間関係が広がりました。個人的
に仕事以外で遊びに行くこともありますね。あ
と、洗濯バサミがいっぱいついているハンガー
に洗濯物を干している時、つり合いがとれるよ
うに「これは重たいからここ」とか考えながら干
すようになりました。職業病でしょうか？（笑）

先輩 確かに、どういうつり合いで構造物が成り立っ
ているのかを、毎日のように画を描いて計算し
ていたら、日常で見ているものまでそう見てし
まうようになるね（笑）。技術屋の見方になって
きたということかな。

後輩 スキルという点では、この仕事をしていると技
術士の資格は取りやすくなりますね。

先輩 会社としてもJRグループとしても、技術士の資
格取得のための支援制度を整えているから、
積極的に取得してほしいね。では、最後に学生
さんへ「こんな会社なのでいいですよ」という
ところを言っておこうか。

後輩 居心地がいいです。上司や仕事仲間に質問や
相談をしやすい職場です。

後輩 就職活動している時は意識していなかったけ
ど、転勤がないというのは、今になって良かっ
たなと思います。

先輩 ものづくりに興味がある人にとっては、楽しい仕
事かなと思う。自分が考えたもの、描いたものが
実物として見えるので、そのやりがいや楽しさは
ある。実際に造る施工も楽しいかもしれないけ
ど、僕らは何もないところに自分で考えてものを
造れる。その楽しさがある。そんな楽しさを味
わってみたい方にぜひ来てもらいたいね。

A

A

B

B

2012年入社

2000年入社

2015年入社

大変だったけど、新しい計算の手法を
勉強するのはやりがいがあった。
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6部門の社員が本音でトーク！

関西シビルコンサルタントってこんな会社

用地調査部
学生の方へ向けて、当社の仕事の流れをざっくり説
明しますね。
まず、JRからの新しい鉄道のプランに対して測量調
査部が必要な調査・測量を行い、その結果（図面など）
をもとに技術部が設計します。それと並行して用地調
査部が用地取得のための用地測量に動きます。
建設工事が終わると、新たに作られた鉄道構造物等を

JRの中で建設部門から保守管理部門へ引き継ぎます。
そのために必要となる作業は財産整理と呼ばれていて
測量調査部・用地調査部・GIS推進部が携わっています。
その間、随時コピーセンターで図面や資料を印刷や電
子化して、総務部は裏で皆を支えている。そんなイメー
ジですね。

技術部
同じ会社に測量調査部があるのは、技術部としてす
ごくメリットがある。複雑な構造物を測りに行く時は一
緒に行ってもらったり、「ここ測ってきて」と頼んだりで
きるので。

測量調査部
逆に測量調査部としても、技術部から「こういうとこ
ろが欲しい」というイメージをもらってから測量する
と、成果が変わってくるのでありがたいね。GIS推進部
はどう？

GIS推進部
GIS推進部では、新しい社内の改善ツールを開発しよ

うとしているんですけど、用地調査部の人と一緒に現地
に行って検証したり、意見をもらったりしていますね。

用地調査部
用地調査部としては、コピーセンターが社内にあっ
てよかったと思うことがよくある。納期が迫る中、図面
の折が大量に発生して修正も入って焦っている時で
も、限られた時間内にきれいに整えてくれるよね。さす
がプロの仕事！（笑）

コピーセンター
コピーセンターは印刷や製本した物を納めた時に喜
んでもらえるのがやりがいですから。こんなふうに各部
門がお互いに仕事を引き継いだり助け合ったりしてい
るのが、当社の特長かもしれないですね。

用地
調査部

GIS
推進部

技術部

コピー
センター

測量
調査部 総務部

仕事上での部門間の
つながりって？

GIS推進部
特に私の席がちょうどみんなが通るところにあるか

ら、いろんな部署の人が気軽に話しかけてくれるんです
よね。

総務部
そうそう、上司にも思ったことを言えるし、提案した
らすぐ「やってみたら？」と言ってもらえる。それで、やっ
ていく中で困ったことがあって相談した時には一緒に
考えてくれるので、働きやすい環境だと思います。

コピーセンター
部門が違ったり仕事上での関係がなかったりして
も、誰とでもしゃべりやすい職場かな。社内旅行や忘
年会もあるけど、部門ごとに分かれることもないし、盛
り上がる。

総務部
あと、今年（2020年）の3月に育児休暇と短時間勤
務を改正して、国で決められているよりもいい内容に
なりました。今は育休を1名、時短勤務を1名が取得して
います。またここ5年程度では育休を3名が取得してい
ますね。

GIS推進部
女性が仕事と育児を両立しやすい会社ですよね。

コピーセンター
転勤がないので、夫婦共働きの場合でも働きやすい
し、関西でずっと生活していこうって決めている人にも
いいよね。それと、勤務先が新大阪っていうのもいい。
駅近だし、みんなが通勤しやすい場所ですよね。

技術部
もっと大きな会社だと設計する構造物によって部門
が分かれていたりするけど、うちはそういう垣根がない
から、自分が「こういうものをやりたい」とか「もっと大
きなことをやらせてほしい」とか、意見を言えばいろん
なことをやらせてもらえる。それが当社で設計をやる
魅力の1つかなと思います。

用地調査部
用地調査部、コピーセンター、GIS推進部は事業者

（JR）と直接やりとりする面白さもあると思う。直接
ニーズを聞いて新規事業として提案したら、実際に予
算がついて事業化できたという例もあります。

測量調査部
測量は専門学校の出身者が多いけど、うちは測量だ
けじゃなく地質調査、構造物調査、財産整理などもで
きるので、その分やりがいがあるかな。あと、3D測量
は線路の立ち入りリスクの軽減につながるので会社と
しても力を入れていて、3D測量の知識・技術を身につ
けられることもいいと思います。

用地調査部
学生の皆さんには、入社後の社会人人生を想像して
ほしい。例えば、大企業で世界を股にかけて活躍する
か、当社のように小規模でも安定した転勤のない会社
で働くか。また、うちは技術力をベースにしている会社
だから、「手に職をつけたい」という人にとっても魅力
はあると思います。そんなことも考えて企業選びをす
ると良いのではないでしょうか。

総務部
みんなが黙 と々作業しているというよりは、雑談など
の声がいつもどこからか聞こえてくるので、堅苦しい職
場ではないですよね。

用地調査部
GIS推進部は執務室の真ん中にあるから、話しかけら

れてるよね。

社内の雰囲気や福利厚生面
などの働きやすさは？

当社ならこんな仕事ができる！
学生の方へメッセージ
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