
前期末社員数
（H25年3月31日）

平成25年度退社数

社員数 209 6

大項目 中項目

実技試験実施日 受検者数 合格者数 合格率

 北海道支部 8月6日～7日 46 34 74%

東北支部 7月23日～25日 61 40 66%

関東支部 8月12日～16日 130 66 51%

中部支部 7月9日～11日 79 55 70%

関西支部 8月11日～12日 59 36 61%

中国支部 7月13日 15 6 40%

四国支部 8月25日 12 7 58%

九州支部 8月1日～3日 62 47 76%

その他県職能会 143 70 49%

607 361 59%

　　　沖縄県の6県）

実技試験実施日 受検者数 合格者数 合格率

北海道支部 2月2日 7 5 71%

関東支部 2月9日 15 7 47%

22 12 55%

公
益
目
的
事
業

技能検定
実施協力

事業

　②　実技試験実施に要する技能検定委員６名を推薦した。（別紙1）

産業洗浄
技能検定実技試験

実施協力事業

平成２5年度事業報告書
平成25年4月1日より平成26年3月31日まで

技能検定指定試験
機関申請事業

２．事業の概要

事　業　内　容

１．社員の状況

　　　　日刊工業新聞２回、日本下水道新聞１回

　⑥　H26年1月20日に行われた国土交通省意見交換会で、産業洗浄技能士の活用を

 　要請し、来年度「下水道土木工事必携編集委員会」で「産業洗浄技能士」を

　 共通仕様書に記載できるかどうかを検討するとの回答を得た。

平成25年度入社数

3

当期末社員数
（H26年3月31日）

206

　その他県職能会とは、単独実施県（石川県、福井県、岡山県、島根県、山口県

１）技能検定「高圧洗浄作業」の実技試験の実施に協力した。

　　　　(9月18日付及び3月25日付）

　①　指定試験機関準備委員会を3回開催した。

１）産業洗浄技能検定指定試験機関への申請の準備を行った。

　①　8支部において技能検定実技作業試験の実施協力を行った。

合　　　　計

３）技能検定（化学洗浄作業）活性化に向けた活動を開始した。

 　　 　 主な議題　受検者減少に伴う活性化活動について

　⑤　実技試験実施に要する補佐員及び補助員を推薦した。

　②　8支部において試験会場、設備、機械等の調達及び提供を行った。（別紙１）

　③　8支部において実技試験に要する機材等の調達及び提供を行った。 (別紙１）　

　④　実技試験実施に要する技能検定委員４4名を推薦した。（別紙１）

　　 第１回指定試験機関準備委員会委員会（平成25年7月4日）

合　　　　計

　⑧　日刊工業新聞社の洗浄特集号に産業洗浄技能士の活用記事を２回掲載した。

　⑦　業界紙へ産業洗浄技能士の活用及び広告を掲載した。

２）技能検定「化学洗浄作業」の実技作業試験の実施に協力した。

   　　　主な議題　指定試験機関移行に伴う収支について

   　　　主な議題　指定試験機関移行に向けた別法人設立について

 　　 　 主な議題　指定試験機関移行に伴う現状調査について

　①　２支部において試験会場、設備、機械等の調達及び提供を行った。（別紙1）

　化学洗浄作業専門調査委員3名を選出し、11月13日打合せを行った。(別紙１）

　　 第２回指定試験機関準備委員会委員会（平成25年12月5日）

　　 第３回指定試験機関準備委員会委員会（平成26年2月28日）



大項目 中項目

　　　北海道支部　　7月4日、5日　　　　受講者（41名）札幌市 41名受講

　　　東北支部　　　6月25日、26日　　　受講者（37名）酒田市 37名受講

　　　関東支部　　　6月27日、28日　　　受講者（72名）東京都 72名受講

　　　中部支部　　　6月26日、27日　　　受講者（51名）名古屋市 51名受講

　　　関西支部　　　7月15日、16日 大阪市 45名受講

　　　中国支部　　　6月28日、29日 岡山市 26名受講

　　　九州支部　　　7月30日、31日 福岡市 53名受講

 北海道支部 8月19日 札幌市 33名受講

関東支部 8月23日 東京都 36名受講

中部支部 8月23日 名古屋市 37名受講

関西支部 8月18日 大阪市 5名受講

中国支部 8月23日 岡山市 6名受講

九州支部 8月23日 福岡市 23名受講

  北海道支部 2月26日 札幌市 24名受講

東北支部 2月13日 酒田市 11名受講

関東支部 1月27日 東京都 8名受講

中部支部 1月21日 名古屋市 13名受講

　北海道支部 2月27日 札幌市 20名受講

東北支部 2月14日 酒田市 7名受講

関東支部 1月28日 東京都 7名受講

中部支部 1月22日 名古屋市 11名受講

４）安全教育要請団体に対し高圧洗浄作業者教育を実施した。

　　全国で45名受講した。

３）高圧洗浄作業者教育を実施した。

　①　関東支部のみ1月29日に開催した。受講者１６名

公
益
目
的
事
業

調査研究
事業

安全作業実態
調査事業

１）産業洗浄に関する洗浄作業及び機器・安全器具類の調査を行った。

　①　事故事例の収集を行った。

　①　8月18日、アシスト警備保障(株）（福島市）において作業者教育を実施した。

５）12月18日に行われた中央労働災害防止協会の情報交換会に参加した。

参加団体：（一社）日本自動車整備振興連合会 （一社）日本倉庫協会 （一社）全国警備業協会

　　　　　（一社）全国警備業協会 (公社）全国産業廃棄物連合会 （公社）全国ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ協会

　　　全国ｶﾞﾗｽ外装ｸﾘ-ﾆﾝｸﾞ協会連合会 （公社）日本洗浄技能開発協会 中央労働災害防止協会

　　情報交換会において、安全教育の普及促進を要請した。

事　業　内　容

講習会
事業

安全衛生管理
講習会事業

　　全国で325名受講した。

　　全国で140名受講した。

　　　受講者64名

　　全国で56名受講した。

　①　全国6支部で開催した。

安全作業・器具開
発研究事業

１）産業洗浄に関する洗浄作業及び機器・安全器具類の開発研究を行った。

　①　保護具の開発技術援助を行った。

技能向上のための
講習会事業

　　強化服の耐圧を現在の20MPaから40MPaまで耐える強化服の開発技術援助を行った。

　　平成26年1月30日、耐圧試験を実施し、40MPaでは貫通しない事を確認した。

　　　死亡事例無し

１）産業洗浄技能検定事前講習会を開催した。

　①　全国７支部で開催した。

　①　全国4支部で開催した。

１）高圧洗浄作業監督者教育を実施した。

　①　全国4支部で開催した。

２）高圧洗浄作業インストラクター教育を実施した。

　③　講習会開催をホームページに掲載した。

　②　講習内容平準化を図るための講師会議を5月24日開催した。

２）産業洗浄技能検定直前勉強会を開催した。



大項目 中項目

第3回安全協議会　　11月14日

第4回安全協議会　　1月31日

第5回安全協議会　　3月26日

その他事業

①　第2回定時社員総会を開催した。

　日　　時

　場　　所

　総会出席者数１６０社（団体）
　議　　案

　以上の議案に対し全員一致で承認された。

②　理事会を3回開催した。

　5月2日　　 主な議題　平成24年度事業報告(案）及び決算報告(案）承認の件　　　

　　　　　　　　　　　 第2回定時社員総会関連の件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　安全衛生管理教育の件

　6月5日　　 主な議題　第2回定時社員総会運営について

  3月19日　  主な議題　平成26年度事業計画及び予算案承認の件

　　　　　　　　　　　 安全衛生管理教育の件

          　     　 　 産業洗浄技能検定指定試験機関移行の件

③　総務・広報委員会を4回開催した。

  4月22日　　主な議題　平成24年度事業報告書及び決算報告書（案）の件

　　　　　　　　　　   第2回定時社員総会関連の件

　　　　　　　　　　　 安全衛生管理教育の件

  7月4日　 　主な議題　下水道展出展の件

６）三者安全衛生協議会（ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ学会・ｳｫ-ﾀ-ｼﾞｪｯﾄ施行協会・当協会）を5回開催

　　し、洗浄作業における「安全作業ガイドライン」の草案作成を行った。

事　業　内　容

講習会
事業

安全衛生管理
講習会事業

第1回安全協議会　　6月13日

第2回安全協議会　　9月9日

洗浄用語適合性をまとめた。

　　（超高圧100MPa以上）

ガイドライン適用圧力設定を行った。

ガイドライン骨子の設定を行った。

ガイドライン挿入写真及び文章のまとめを行った。

ガイドライン草案をまとめた。

３）技能士カードの販売。　　　　　　　　 　150枚

１）下水道展’１３　東京に出展した。　7月30日（火）～8月2日（金）4日間

　　総入場者数　　　　：８８，６４５名

　　協会出展小間数　　：１小間

　　来場者に産業洗浄技能士の受検案内及び活用を訴えた。

１）全国安全週間実施の協力を行った。

　①　厚生労働省主催全国安全週間の協力を行った。

１）会議実績

１）北陸支部新設促進を行った。

　　洗浄の日(10月3日）ＰＲを下水道展にて訴えた。

平成２５年６月５日（水）　　13：30～１４：３０

高圧洗浄技能コンテスト開催の件

１）洗浄用合羽の販売を行った。 　　　　Ｌ：452枚、ＬＬ：124枚

２）保護マスクの販売を行った。　　　　　　　59個

３）安全服の販売を行った。　　　　　　　　　 0着

１）「産業洗浄」テキストの出版。　　　　　 346冊

第１号議案　平成２４年度事業報告承認の件

第2号議案　平成２４年度決算報告承認の件

第3号議案　役員改選の件

会議実績

その他
事業

１）洗浄作業監督者用マニュアルの出版。　　　99冊

２）洗浄作業者用テキストの出版。　　　 　　188冊

３）安全教育修了カード及びシールの販売。　カード：28枚、シール：345枚

１）日洗協ニュースを6回発行した。　（４月、７月、９月、12月、1月、3月）

１）ホームページの更新を行った。

そ
の
他

公
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キャンペーン事業

展示会事業

メルパルク東京　３階　牡丹

収
益
事
業

保護具の
販売事業

保護具の販売事業

書籍の
出版事業

技能検定実施協力
講習会用書籍の

出版事業

安全衛生管理講習
用書籍の出版事業

その他出版事業

展示会
キャン
ペ－ン
事業

２）問題集の出版。　　　　　　　 　　　　　358冊　



大項目 中項目

  12月5日  　主な議題　平成25年度中間事業・決算報告の件

　　　　　　　　　　　 技能検定（高圧洗浄作業）中間収支報告の件

　　　　　　　　　　　 安全衛生管理教育の件

  2月28日　　主な議題　平成25年度事業計画及び予算案の件

　　　　　　　　　　　 平成25年度技能検定（高圧洗浄作業）合否及び

　　　　　　　　　　　　収支結果の件

　　　　　　　　　　　 安全衛生管理教育実施時期変更の件

          　     　 　 産業洗浄技能検定指定試験機関移行の件

④　安全・技術委員会を2回開催した。

  9月26日　 　主な議題　安全衛生管理教育の件

　　　 　　　　　　　 　三者安全協議会の件

　　　 　　　　　　　 　高圧洗浄強化服の件

  12月5日　 　主な議題　安全衛生管理教育の件

⑤　支部事務局会議を12月7日に開催した。

  　　　　 　 主な議題　支部運営について

事　業　内　容

高圧洗浄技能コンテスト開催の件


