
Ⅰ 社員の状況

前年度末社員数
（H26年3月31日）

平成26年度
入社数

平成26年度
退社数

平成26年度末
社員数

社員数 209 8 1 216

Ⅱ 事業の概要

1 公益目的事業

支部名 実技試験実施日
受検者数

（人）
合格者数（人） 合格率

北海道支部 8月4日～8月5日 44 36 81.80%

東北支部 7月１４日～7月15日 52 35 67.30%

関東支部 8月11日～8月14日 104 62 59.60%

中部支部 7月7日～7月9日 69 50 72.40%

関西支部 8月9日～8月10日 67 49 73.10%

中国支部 7月25日～7月26日 23 12 52.20%

四国支部 8月 7 3 42.90%

九州支部 7月１6日～7月17日 65 44 67.90%

その他県職能会 98 65 66.30%

合　　計 529 356 67.30%

　　・技能検定（化学洗浄作業）継続の働きかけを厚生労働省に対し行った

　　　 厚生労働省より、条件付きで平成２９年度前期実施するとの結果を得た。

　　・8支部において実技試験実施に要する技能検定委員、補佐員、補助員の推薦を行った。

　　・8支部の技能検定の平準化を図るため、首席技能検定委員会議を開催した。（平成26年5月21日）

　　・8支部において技能検定委員水準調整会議を開催した。

　　・業界紙へ産業洗浄技能士の活用広告を掲載した。

　　　　日刊工業新聞　　　　　　　　　　　　 　　平成27年12月1日、平成28年3月18日

　　　　日本下水道新聞　　　　　　　　　　　　　平成27年7月22日

平成２7年度事業報告書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

１）技能検定実施協力事業

　①産業洗浄（高圧洗浄作業）技能検定実技試験実施協力事業

　　・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。

　　・8支部において実技試験に要する試験会場、設備、機器機材の調達及び提供を行った。



支部名 講習会実施日 開催場所 受講者数（人）

北海道支部 7月2日～3日 札幌市 29

東北支部 6月18日～19日 酒田市 35

関東支部 6月25日～26日 東京都 60

中部支部 6月18日～19日 名古屋市 57

関西支部 7月5日～6日 大阪市 35

中国支部 7月3日～4日 岡山市 28

九州支部 7月14日～15日 福岡市 58

302

　①技能向上のための講習会事業

　　・産業洗浄技能検定事前講習会を7支部で開催した。

受講者合計

２）調査・研究事業

　①産業洗浄に関する安全機器・器具類の開発研究事業

　　・40MPa対応防護服製品化を受け、１００MPa耐圧に向けた調査を開始した。

３）講習会事業

　　　　　　　　　　　　　　講習事業を行うことが出来ることから事前講習会の要領検討を行った。。

　　　　　第3回指定試験機関移行準備委員会　：2月26日開催

　　　　　　　主な議題　　技能検定試験設備拡充について

　　　　　　　　　　　　　　富山県に模擬下水道管及び模擬熱交換器等を新設し、北陸地区での技能

　　　　　　　　　　　　　　検定受験促進を図る検討を行った。また、新設費用については技能検定試験

　　　　　　　　　　　　　設備取得資産を取り崩すことを次回理事会に上程することを確認した。

　　　　　第1回指定試験機関移行準備委員会　：　4月24日開催

　　　　　　　主な議題　　検定設備について

　　　　　　　　　　　　　　指定試験機関移行に向け、富山県に１箇所試験設備の新設を検討した。

　　　　　第2回指定試験機関移行準備委員会　：　10月28日開催

　　　　　　　主な議題　　条件設定変更について

　　　　　　　　　　　　　　事前講習会を職業訓練の場に改革することにより、同一団体が検定事業及び

　　　　ただし、平成２９年度技能検定実施に際し、受講申請者４５名の確保が条件。

　②産業洗浄技能検定指定試験機関移行申請事業

　　・指定試験機関移行のための情報収集を行った。本年度移行団体なし

　　・指定試験機関移行準備委員会において諸条件の検討を行った。



支部名 勉強会実施日 開催場所 受講者数（人）

北海道支部 8月17日 札幌市 28

関東支部 8月20日 東京都 28

中部・北陸支部 8月21日 名古屋市 38

関西支部 8月16日 大阪市 6

中国支部 8月22日 岡山市 11

九州支部 8月21日 福岡市 41

152

支部名 監督者教育実施日 開催場所 受講者数（人）

北海道支部 2月24日 札幌市 32

東北支部 2月2日 仙台市 14

関東支部 1月27日 東京都 13

中部支部 1月20日 名古屋市 25

北陸支部 2月11日 富山市 24

中国支部 2月17日 岡山市 13

九州支部 11月25日 福岡市 17

138

支部名 ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ-教育実施日 開催場所 受講者数（人）

北海道支部 2月25日 札幌市 20

東北支部 2月3日 仙台市 4

関東支部 1月28日 東京都 10

中部支部 1月21日 名古屋市 20

中国支部 2月20日 岡山市 10

九州支部 11月26日 福岡市 10

74

　　・講習会開催を協会ホ－ムペ－ジに掲載した。

　②安全衛生管理講習会事業

　　・安全作業を目的とした高圧洗浄作業監督者教育を全国7支部で開催した。

受講者合計

　　・安全作業を目的とした高圧洗浄作業インストラクタ－教育を全国6支部で開催した。

受講者合計

　　・産業洗浄技能検定直前勉強会を6支部で開催した。

受講者合計

　　・講習内容平準化を図るため講師会議を5月21日に開催した。



支部名 作業者教育実施日 開催場所 受講者数（人）

北海道支部 2月26日 札幌市 20

東北支部 2月4日 仙台市 6

関東支部 1月29日 東京都 46

中部支部 1月22日 名古屋市 18

北陸支部 2月12日 富山市 17

中国支部 2月19日 岡山市 12

九州支部 11月26日 福岡市 15

134

要請団体 作業者教育実施日 開催場所 受講者数（人）

(株)トラスト工業 5月22日 那覇市 25

(株)日邦 10月10日 安城市 26

王子マテリア(株)
10月13、20、21、29

日
大分市 137

188

　　　　来場者数　：　1２月２日（水）　晴れ　　　9,461名

　　　　　　　　　　　　 1２月３日（木）　　雨 　 　10,584名

　　　　　　　　　　　　 1２月４日（金）　晴れ　　 12,682名　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  合計　32,723名

　①展示会事業

　　・2015洗浄総合展を開催した。

　　　モノづくり産業の基盤技術である産業洗浄を多くの人々に紹介する場として洗浄総合展を開催した。

　　　　開催月日　：　平成27年12月2日（水）～4日（金）　　3日間

　　　　開催場所　：　東京ビックサイト　東4ホ－ル　（東京都）

　　　　開催規模　：　97社・団体、134小間

　　　　　　　　　　　　　（公社）全国産業廃棄物連合会、（公社）全国ビルメンテナンス協会

　　　　　　　　　　　　　全国ガラス外装クリ－ニング協会連合会、（公社）日本洗浄技能開発協会　以上7団体

　　・当協会から安全作業の取組みを説明した後、ポケットサイズ版安全手帳の出版協力依頼を行い、３月

　　　中災防制作協力のもと完成した。

４）展示会・キャンペ－ン事業

　　・安全作業を目的とした高圧洗浄作業者教育を全国7支部で開催した。

受講者合計

　　・高圧洗浄作業者教育要請団体に対し安全教育を実施した。

受講者合計

　③1０月９日に開催された中央労働災害防止協会主催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会連合会、（一社）日本倉庫協会、（一社）全国警備業協会



　　・下水道展’１５　東京に出展し、産業洗浄技能士の活用及び安全衛生教育の普及を図った。

　　　開催月日　：　平成27年7月28日（火）～31日（金）　　4日間

　　　開催場所　：　東京ビックサイト　

　　　来場者数　：　88,645名（4日間合計）

　②キャンペ－ン事業

　　・全国安全週間実施の協力を行った。

　　　日洗協ニュ－スに実施要綱を掲載し安全週間の啓蒙を行った。

　・洗浄の日（１０月３日）PRを下水道展、洗浄総合展にて訴えた。

Ⅱ

　②安全衛生管理講習用書籍の出版

　　・洗浄作業監督者教育用マニュアルの出版 　163冊

　　・洗浄作業者教育用テキストの出版 　699冊

　　・安全教育修了カ－ド及びシ－ルの販売  1047個

　　・「産業洗浄」テキストの出版　　　　　　　292冊

　　・過去問題集の出版　　　　　　　　　　　　341冊

　　・技能士カ－ドの販売　　　　　　　　　　　163枚

　②保護マスクの販売　　　　　 46個

　③防護服の販売

　　　　・手袋　　　　　　　　　　　　　　　　　29個　

２）書籍の出版事業

　①技能検定実施用書籍の出版

　　・インナ－ベスト　　　　　　5着

　　・アウタ－チャップス　　　　5着

　　・フットガ－ド　　　　　　　7個

　　・ネックカバ－　　　　　　　5個

収益事業

1)保護具販売事業

　①洗浄用合羽の販売

　　　・Lタイプ　　　　　　　　　     　　 　　470枚

　　　・LLタイプ　　　　　　　　　　　　　　　152枚

　　　　当協会出展物　：　産業洗浄関連パネル・図書、産業洗浄紹介DVD、技能検定関連図書他を出展

　　　　　　　産業洗浄の紹介及び産業洗浄技能士の活用を訴えた。



　③その他出版

　　・日洗協ニュ－スの発行

　　　　４月、７月、９月、１２月、１月、３月　　合計６回発行した。

　　・ホームペ－ジの更新を行った。

Ⅲ その他事業

１）その他事業

　①北陸支部を開設した。

２）会議実績

　①第４回定時社員総会を開催した。

　　　総会出席者数　１４９社（団体）

　　第２号議案　　平成２６年度決算報告承認の件

　　第３号議案　　中部支部及び北陸支部新設承認の件　

　　第4号議案　 　理事及び監事選任の件

　以上の議案に対し全員一致で承認された。

　②理事会を５回開催した。

　　　第1回理事会　４月３０日開催　　　

主な議題　平成２６年度事業報告案及び決算報告案承認の件

出席理事全員一致で承認された。

　　　第2回理事会　６月4日開催　　　　

主な議題　第４回社員総会運営について

第４回社員総会運営要項を確認した。

　　　第3回理事会　6月4日開催.

主な議題　理事長及び副理事長の選任を行った

理事長：　飯島文男

副理事長：牟田義彦、林　伸一

　　・北陸地区において10社の入会を見た。

　　　日　　時　　平成２７年６月４日（木）　　13：30～14：30

　　　場　　所　　メルパルク東京　　３階　牡丹の間

　　　議　　案　 第１号議案　　平成２６年度事業報告承認の件



　　　第4回理事会　9月3日開催.

主な議題　各委員会委員選任の件

総務・広報委員会委員　７名

安全・技術委員会委員　６名

技能検定委員会委員　　９名

　　　第5回理事会　３月10日開催　　　

主な議題　平成２８年度事業計画案及び収支予算案承認の件

　　　　　技能検定試験設備新設の件

出席理事全員一致で承認された。

　　　第１回　１０月１日開催　　　

　　　　　　　　　　主な議題　平成２７年度安全教育開催の件

　　　第２回　１２月３日開催　　　

　　　　　　　　　　主な議題　安全衛生ハンドブック制作の件

　　　　　　　　　　主な議題　2015洗浄総合展開催の件

　　　第４回　１２月２日開催　　　

　　　　　　　　　　主な議題　平成２７年度中間事業報告及び中間決算の件

　　　第５回　２月２６日開催　　　

　　　　　　　　　　主な議題　平成２８年度事業計画案及び収支予算案の件

　④安全技術委員会を２回開催した。

　③総務・広報委員会を5回開催した。

　　　第1回　４月２４日開催　　　

　　　　　　　　　　主な議題　平成２６年度事業報告案及び決算報告案の件

　　　第2回　７月７日開催　　　

　　　　　　　　　　主な議題　’１５下水道展東京出展計画の件

　　　第３回　１０月２８日開催　　　


