
Ⅰ 社員の状況

前年度末社員数
（H31年3月31日）

令和元年度
入社数

令和元年度
退社数

令和元年度末
社員数

社員数 214 6 0 220

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１日～２日 46 33 71.74%

東北支部 ７月２４日～２５日 44 34 77.27%

関東支部 ８月１２日～１７日 149 87 58.39%

中部支部 ７月２日～4日 61 32 52.46%

北陸支部 ６月２８日～２９日 24 9 37.50%

関西支部 ７月１３日～１４日 69 47 68.12%

中国支部 ７月６日～７日 16 12 75.00%

四国支部 7月21日 13 12 92.31%

九州支部 ７月２５日～２７日 60 44 73.33%

その他県職能会 102 63 61.76%

584 373 63.87%

平成31年4月1日から令和２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

　　・９支部において技能検定（高圧洗浄作業）実技作業試験の実施協力を行った。

合　　計

　　・9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。

　　・9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。

　　・9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。

　　　　日本下水道新聞　　　　　　　　　　　　　１回

　③産業洗浄技能検定複数等級移行準備事業

　　・指定試験機関移行のための情報収集を行った。

　　　　日刊工業新聞　　　　　　　　　　　　 　　２回

令和元年度事業報告書

　②産業洗浄技能検定指定試験機関移行申請事業

　　・単一等級から複数等級への移行手順調査及び実行準備を行った。

第1号議案　令和元年度事業報告承認の件



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 38

東北支部 6月18日～19日 酒田市 27

関東支部 6月24日～25日 東京都 72

中部支部 6月12日～13日 名古屋市 42

北陸支部 6月21日～22日 滑川市 18

関西支部 6月29日～30日 大阪市 33

中国支部 6月18日～19日 福山市 25

九州支部 7月23日～24日 福岡市 57

312

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9日 札幌市 29

東北支部 8月17日 酒田市 9

関東支部 8月17日 東京都 29

中部支部 8月17日 名古屋市 32

北陸支部 8月6日 滑川市 8

関西支部 8月13日 大阪市 3

中国支部 8月18日 福山市 16

九州支部 8月17日 福岡市 17

143

　　・講習内容平準化を図るため講師会議を5月2４日に開催した。

　　・産業洗浄(高圧洗浄作業）技能検定直前勉強会を8支部で開催した。

受講者合計

　　・講習会開催を協会ホ－ムペ－ジに掲載した。

　①産業洗浄に関する安全機器・器具類の開発研究事業

　　・１００MPa耐圧の基礎テストを完了し製品化に向けた準備を行った。

　①技能向上のための講習会事業

　　・産業洗浄（高圧洗浄作業）技能検定事前講習会を8支部で開催した。

受講者合計

３）講習会事業

２）調査・研究事業



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26日 札幌市 16

東北支部 1月28日 酒田市 49

関東支部 1月29日 東京都 30

中部支部 1月22日 名古屋市 12

関西支部 2月9日 大阪市 5

中国支部 2月19日 福山市 29

九州支部 3月17日 福岡市 19

160

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27日 札幌市 10

東北支部 1月29日 酒田市 12

関東支部 1月30日 東京都 26

中部支部 1月23日 名古屋市 8

関西支部 2月10日 大阪市 3

中国支部 2月20日 福山市 30

九州支部 3月18日 福岡市 13

102

支部名 作業者教育実施日 開催場所 受講者数（人）

東北支部 1月30日 酒田市 4

関東支部 1月31日 東京都 27

中部支部 1月24日 名古屋市 13

中国支部 2月21日 福山市 22

九州支部 3月19日 福岡市 29

95

要請団体 作業者教育実施日 開催場所 受講者数（人）

王子製紙 6月26日 徳島県阿南市 59

王子工営関東 7月9日 宇都宮市 17

SAKURAI 10月3日 多摩市 18

日鉄（鹿島） 11月11日 鹿島市 108

安藤・間 11月9日 東知多市 18

220

　　・高圧洗浄作業監督者教育を全7支部で開催した。

受講者合計

　　・高圧洗浄作業インストラクタ－教育を７支部で開催した

受講者合計

　②安全衛生管理講習会事業

　　・高圧洗浄作業者教育を5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



　　・下水道展’１９　横浜に出展し、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　：　令和元年8月6日（火）～9日（金）　　4日間

　　　　開催場所　：　パシフィコ横浜展示ホ－ル　（横浜市）

　　　　来場者数　：　46,659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。

2

　　　・Lタイプ                          　　　　　　       　　　　　　（417着）

　　　・LLタイプ　　　　　　          　     　  　　　　　　　　　　

　　　・インナ－ベスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2着

　　　・アウターチャプス                 　　　　　　　       　　　　　 着5着

2着

　　　・手袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2着

　②防護服の販売　　　　　　            　 　　　　       　　　　　　　

　　　・フットガ－ド

収益事業

　　・2019洗浄総合展を開催した。

　　　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　：　令和元年9月4日（水）～6日（金）　　3日間

　　　　開催場所　：　パシフィコ横浜展示ホ－ル　（横浜市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　合計　　25,050名

４）展示会・キャンペ－ン事業

　①展示会事業

　①洗浄用合羽の販売

　357着（４１７着）

　１６５着（１４１着）

　　　　　　　　　　　　 9月6日（金）　晴　　　　9,168名　　　　　　　

　　　　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

　　　　　出展し産業洗浄の紹介及び産業洗浄技能士の活用を訴えた。

　　　　開催規模　：　128社・団体、284小間

　　　　来場者数　：　9月4日（水）　晴　　　　7,164名

　　　　　　　　　　　　 9月5日（木）　晴　 　 　8,718名

1)保護具販売事業　　　（　）は昨年度販売数



　　・「産業洗浄」テキストの出版　　　　　　　　　　　　　　　　

　　・過去問題集の出版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　・技能士カ－ドの販売

　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 192冊  （140冊）

　　・洗浄作業者教育用テキストの出版 633冊  （486冊）

　　・安全教育修了カード、手帳及びシ－ルの販売 1577冊  （1447冊）

　③その他出版 　

　　・日洗協ニュ－スの発行

　　　　４月、７月、１０月、１２月、１月、３月　　合計６回発行した。

　　・ホームペ－ジを更新した。

3 その他事業

１）その他事業

　①支部強化を図った。

２）会議実績

　①第７回定時社員総会を開催した。

　　　総会出席者数　１６１社（団体）

　　第２号議案　　平成３０年度決算報告承認の件

　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２６日開催　　　

主な議題　平成３０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8回社員総会運営について

第8回社員総会運営要項を確認した。

　　　日　　時　　令和元年６月４日（火）　　13：30～14：30

　　319冊    　(339冊）

　　・沖縄地区会員増強を図った。

2)出版事業　　　（　）は昨年度販売数

　　　78枚　    （78枚）

　　　場　　所　　メルパルク東京　　４階　孔雀の間

　　　議　　案　 第１号議案　　平成３０年度事業報告承認の件

　①技能検定実施用書籍の出版         

　　382冊　   （393冊）



　　　第3回理事会　６月４日開催

主な議題　代表理事選出について

代表理事：飯島文男　

業務執行役員：牟田義彦、林　伸一を選出した

　　　第4回理事会　８月６日開催　　　

主な議題　’19下水道展、2019洗浄総合展の件

　　　第5回理事会　３月１３日開催　　　

主な議題　令和２年度事業計画案及び収支予算案承認の件

出席理事全員一致で承認された。

　　　第４回　１１月２９日開催　　　

　　　第３回　８月２９日開催　　　

　　　　　　　　　　主な議題　令和元年度中間事業報告及び中間決算の件

　　　第１回　４月１９日開催　　　

　　　第５回　２月２８日開催　　　

　③総務・広報委員会を５回開催した。

　　　　　　　　　　主な議題　平成３０年度事業報告案及び決算報告案の件

　　　第２回　７月１２日開催　　　

　　　　　　　　　　主な議題　’１９下水道展 横浜出展計画の件

　　　　　　　　　　主な議題　令和元年度安全教育開催の件

　　　第２回　１１月２９日開催　　　

　　　　　　　　　　主な議題　令和元年度安全教育日程確認の件

　　　第１回　８月２９日開催　　　

　④安全技術委員会を２回開催した。

　　　　　　　　　　主な議題　２０１９洗浄総合展開催の件

　　　　　　　　　　主な議題　令和２年度事業計画案及び収支予算案の件


