
 

 

 平 成２ ５年 度 事業 報告 書  

 （自 平成２５年６月３日～至 平成２６年５月３１日） 

 

 

Ⅰ．ダストコントロールシステム及び清掃科学全般に関する調査研究並びにこれらに関す 

る知識の普及事業(定款第４条１号） 

 

 １．｢科学的清掃知識の普及｣のための諸問題及びダストコントロール業界の共通のテーマとし

て、消費者が環境にやさしい商品を選ぶための目安となるエコマーク取得に係る認定申請及

び産業廃棄物の処理問題について検討した。 

 

 

Ⅱ．ダストコントロール事業における洗浄・加工技術及び品質・サービス改善に関する調査研究

及び普及指導事業（定款第４条２号） 

 

 １．厚生労働省の指導を受けて認定を得た｢ダストコントロール製品に関する衛生管理要項」、

｢ロ－ルタオルの衛生管理に関する自主基準」、｢レンタル用ダストコントロールマットの取

扱に関する自主基準｣の適切な運用について周知を行った。 

 

 ２．ダストコントロール製品の性能検査事業の実施のための各種規程を作成した。 

 

 ３．当協会機関紙ＤＣジャーナルの第４面で、従来より掲載している「ダスコンアカデミー」

では、技術委員会監修のもとに、ダストコントロール関係研究事項等を次のとおり掲載し、

会員の事業従事者に知識、情報を伝達し、資質の向上に努めた。 
 

第３０巻１４３号「ＰＭ２.５とダスコン 」 

第３０巻１４４号「ダスコンと静電気 」 

第３１巻１４５号「インフルエンザの正しい理解 」 

第３１巻１４６号「リスクについて」 

 

 ４．技術委員会を開催し、ダストコントロールシステムの技術的分野に関する所要の研究、特

に、ダストコントロール製品に関する性能評価事業の試験方法等の基準を作成した。 

 

 ５．技術委員会等の開催状況は次のとおりである。 

  第一回技術委員会 

   平成２５年６月２１日(火）東京都港区 三会堂ビル会議室において開催し、 

   （１）ダストコントロール製品性能評価事業の実施について 

   （２）マットのダスト捕集性試験方法（案）について 

   （３）マットのダスト捕集性試験データについて 



（４）その他 

      ＤＣジャーナル(アカデミー)の掲載内容等について 

検討した。 

 

  第二回技術委員会 

   平成２５年８月２３日(金) 東京都港区 三会堂ビル会議室において開催し、 

   （１）ダストコントロール製品の性能評価事業の実施について 

（２）マットのダスト捕集性能試験方法（案）について 

（３）マットのダスト捕集性能試験データについて 

   （４）その他 

      ・ＤＣジャーナル(アカデミー)の掲載内容等について 

検討した。 

 

  第三回技術委員会 

   平成２５年１０月８日(火) 東京都港区 三会堂ビル会議室において開催し、 

（１） ダストコントロール製品の性能評価事業の実施について 

（２） マットのダスト保持性能試験方法について 

（３） マットの吸水性、保水性試験について 

（４） マットの吸油性、保油性試験方法について 

（５） 靴底からのダスト捕集性試験方法（案）について 

（６） 靴底からのダスト捕集性試験データについて 

   （７）その他 

     ・ＤＣジャーナル(アカデミー)の掲載内容等について 

検討した。 

 

  第四回技術委員会 

   平成２５年１１月２１日（木）東京都港区 三会堂ビル会議室において開催し、 

（１） ダストコントロール製品の性能評価事業の実施について 

（２） ダストコントロールマットの性能評価試験手順書について 

（３） 靴底からのダスト捕集性試験方法（案）について 

（４） 靴底からのダスト捕集性試験データについて 

（５） その他 

   ・ＤＣジャーナル（アカデミー）の掲載内容等について 

検討した。 

   

第五回技術委員会 

 平成２６年２月５日（水）東京都港区 三会堂ビル会議室において開催し、 

（１） ダストコントロール製品性能評価事業実施要綱について 

（２） ダストコントロールマット性能評価試験要領について 



（３） 靴底からのダスト捕集性試験方法（案）について 

（４） 靴底からのダスト捕集性試験データについて 

（５） 玄関マットリサイクル事業構想等について 

検討した。 

 

  第六回技術委員会 

   平成２６年４月１１日（金）東京都港区 三会堂ビル会議室において開催し、 

（１） ダストコントロール製品性能評価事業の実施について 

（２） マットのダスト捕集性能試験方法の作成について 

（３） その他 

・ＤＣジャーナル（アカデミー）の掲載内容等について 

検討した。 

 

 

  第一回ダストコントロール製品性能評価検討小委員会 

   平成２５年６月１２日(水) 東京都港区 三会堂ビル会議室において開催し、 

（１） ダストコントロール製品評価事業の実施について 

検討した。 

 

第二回ダストコントロール製品性能評価検討小委員会 

   平成２５年９月５日(木) 東京都港区 共同通信会館会議室において開催し、 

（１） ダストコントロール製品評価事業の実施について 

検討した。 

 

  第三回ダストコントロール製品性能評価検討小委員会 

   平成２５年１１月６日（水）東京都港区 三会堂ビル会議室において開催し、 

（１） ダストコントロール製品評価事業の実施について 

     １）ダストコントロール製品評価事業の実施（案） 

     ２）ダストコントロール製品評価事業実施要綱（案） 

     ３）ダストコントロール製品評価事業実施細則（案） 

     ４）ダストコントロール製品評価事業評価基準（案） 

     ５）ダストコントロール製品評価事業試験要領（案） 

     ６）ダストコントロール製品性能評価委員会設置要綱（案） 

   検討した。 

 

  第四回ダストコントロール製品性能評価検討小委員会 

   平成２５年１２月３日（火）東京都港区 三会堂ビル会議室において開催し、 

（１） ダストコントロール製品評価事業の実施について 

検討した。 



 

第五回ダストコントロール製品性能評価検討小委員会 

   平成２６年１月１５日(水) 東京都港区 三会堂ビル会議室において開催し、 

（１） ダストコントロール製品性能評価事業の実施について 

検討した。 

 

  第六回ダストコントロール製品性能評価検討小委員会 

   平成２６年３月２６日（水）大阪市淀川区 ニューオオサカホテル会議室において開催し、 

（１） ダストコントロール製品性能評価事業の実施について 

（２） (一財)ボーケンとの試験業務の打合せについて 

検討した。 

 

 

  第一回講習委員会 

   平成２５年１０月１日（火）大阪府吹田市 ダスキン本社会議室において開催し、 

（１） 平成２５年度ダストコントロール業務従事者指導監督者講習会の実施について 

（２） 平成２６年度以降の講習会のあり方について 

検討した。 

  

 

  第一回講習委員会教材等小委員会 

   平成２５年１１月１２日（火）東京都港区 三会堂ビル会議室において開催し、 

（１） 平成２５年度ダストコントロール業務従事者指導監督者講習会の実施日程（案）に 

ついて 

（２） ダストコントロール業務従事者指導監督者講習会既修了者に対する再講習の実施

について 

検討した。 

 

  第二回講習委員会教材等小委員会 

   平成２６年３月１１日（火）東京都港区 三会堂ビル会議室において開催し、 

   （１）平成２５年度講習会の実施及び試験問題について 

   検討した。 

 

 

 ６．総務委員会を開催するとともに、総務委員会メンバーが地域ブロック会役員会等に参加し、

総会、全国ブロック会長等会議、理事会、総務委員会等の内容を報告すると共に支部活動の

活性化等についての意見交換を行った。 

 

 



 

 ７．総務委員会の開催状況は、次のとおりである。 

  第一回総務委員会 

   平成２５年７月３日(水) 長野県軽井沢町 軽井沢プリンスホテル会議室において開催し、 

   （１）平成２５年度通常総会等の進行(案)について 

   （２）平成２５年度第１回理事会並びに通常総会上程議案について 

検討した。 

 

  第二回総務委員会 

   平成２５年１０月１日(火)大阪府吹田市 ダスキン本社会議室において開催し、 

１） 平成２５年度理事長被表彰者の検討について 

２） 平成２５年度通常総会及び全国ブロック会長等会議等の議題等について 

３） 平成２６年度事業の基本方針（案）について 

４） 消費税引き上げに関する協会としての対応について 

５） ダストコントロール業務従事者指導監督者講習会の実施について 

６） ダストコントロール製品の性能評価事業に実施について 

７） 会員名簿の再整理について 

８） 平成２５年度第１回理事会報告について 

９） 各地域支部会の活動状況報告について（平成２４年度） 

10）協会概要の送付について 

     11）その他 

について検討した。 

 

  第三回総務委員会 

   平成２５年１２月３日(火) 東京都港区 三会堂ビル会議室において開催し、 

（１） 平成２５年度第２回理事会上程議案 
１） 平成２５年度理事長被表彰者の推薦について 
２） 平成２６年度通常総会等に開催について 

３） 平成２６年度事業の基本方針(案)について 
４） 消費税引き上げに関する協会としての対応について 

５） ダストコントロール製品の性能評価事業に実施について 

６） ２号正会員の入会について 
（２） その他 

  １）ゴミゼロ事業の参加賞について 

２） 会員名簿の確定及び代議員の選出段取りについて 

３） 総務委員会及び技術委員会報告について 

４） その他 

について検討した。 

     



 

  第四回総務委員会 

   平成２６年１月２８日(火) 東京都港区 三会堂ビル会議室において開催し、 

（１）平成２６年度全国ブロック会長等会議の実施内容について 

  （２）下記事案に関する今後の地域ブロック会等における対応について 

    １）消費税引き上げに関する協会としての対応について 

    ２）ダストコントロール製品の性能評価事業に実施について 

    ３）通常総会開催に係る代議員候補者名簿の提出について 

    ４）平成２５年度ダストコントロール業務従事者指導監督者講習会の実施について 

    ５）平成２５年度第２回理事会審議結果について 

    ６）平成２６年度予算編成に係る事業計画書及び収支予算書の提出について 

    ７）ゴミゼロ事業の実施の通知について 

    ８）２０１３年ＤＣ市場調査表の提出について 

  （３）その他 

について検討した。 

 

 

  第五回総務委員会 

   平成２６年３月２６日(水) 大阪市淀川区 ニューオオサカホテル会議室において開催し、 

   （１）平成２５年度第３回理事会上程議案について 

     １）理事長被表彰者の推薦について 

２）役員(理事)の選任について 

     ３）総務委員及び技術委員の交替について 

     ４）平成２６年度第１回理事会並びに通常総会並びに全国ブロック会長等会議の実施 

(案）について 

①平成２６年度第１回理事会議題（案）に関する件 

②平成２６年度通常総会議題（案）に関する件 

③平成２６年度通常総会代議員候補者について 

     ５）平成２６年度事業計画書(案)の承認に関する件 

     ６）平成２６年度収支予算書(案)の承認に関する件 

       ７）ダストコントロール製品の性能評価事業の実施について 

   （２）その他 

     １）２０１３年ＤＣ市場調査概要について 

      ２）平成２５年度第２回理事会の審議状況報告について 

     ３）総務委員会及び技術委員会報告について 

     ４）その他 

   について検討した。 

 

 



 

Ⅲ．ダストコントロール事業における衛生・公害の諸問題に関する調査研究及び防止技術の 

 普及指導事業（定款第４条３号） 

 

 １．厚生労働省及び環境省との連携を密にし、厚生労働行政、環境行政等の情報を収集し、会員

あて周知を図った。 

 

 ２．ＤＣ協会として、環境に配慮した充電池のリサイクルについて、一部の会員会社で事業を実施

した。 

 

 ３．厚生労働省よりの通知を受け、地球温暖化防止及び冬期省エネルギー対策等についての

周知を図った。 

 

 

Ⅳ．ダストコントロール事業の経営の合理化等に関する方策の研究及び推進事業 （定款第４条４号） 

 

１． 全国ブロック会長等会議を次のとおり開催した。 

役員 １７名、総務委員 ６名、各ブロック会長９名、県支部長３７名、オブザーバー１３名、 
計 ８２名参加 

 
①  日  時  平成２５年７月４日（木） 
②  場  所  長野県軽井沢町軽井沢プリンスホテル 

  ③  会議内容  １．新法人の設立及び定款改正について 

     2．新定款に基づく代議員選出規程の運用について 

     3．新法人発足に伴う地域組織及び事業の活性化について 

 

 ２．当協会の公益的事業を一層推進し更なる活性化を図るため、ダストコントロール公益事業

活性化推進基本計画に定める事業として、ダストコントロール業務従事者指導監督者講習会

を実施するとともに、ダストコントロール製品の性能評価事業を開始した。 

 

 ３．理事長表彰被表彰者の対象者についてダストコントロール業界及び各地域支部の発展に貢献し 

  た者並びに優良運転者に対する表彰を行った。 

 

 ４．ダストコントロール業における人材不足の解決を図るため、当協会を含む関係４団体で外

国人受け入れのため、国内における研修事業を実施した。 

 

 ５．地域ブロック会等の充実強化を図るため、支部費用の一部を協会本部より助成を行った。 

 

 ６．各地域ブロック会等を次のとおり開催し、支部の運営等について活発な意見交換を行 

  い、実践活動についても真摯に取組んだ。 



なお、日付（  ）は、各地域ブロック会総会の開催日を表す。 
 

①北海道地域ブロック会 

 

２５年 

２６年 

６.２７   ９.１０  １１.２８ 

２.１８ 
②東北地域ブロック会 ２５年 

２６年 

６.２０    
 １.１５   ２.２５   ４.１７ 

③北関東地域ブロック会 ２５年 

２６年 

６.２８  １１.１１   
 ２.２８   ４.２４ 

④南関東地域ブロック会 ２５年 

２６年 

６.２４   ９. ３ 
２.２５ 

⑤甲信越地域ブロック会 ２５年 

２６年 

６.１８  １０.１７ 
２. ６   ４.２３ 

⑥東海北陸地域ブロック会 ２５年 

２６年 

６.１８  １１.２５ 
２. ５ 

⑦近畿地域ブロック会 ２５年 

２６年 

６.１３   ９.１８  １０.１６ 
２. ５   ５.２０ 

⑧中国四国地域ブロック会 ２５年 

２６年 

６.１９  １１. ７ 
２. ４ 

⑨九州地域ブロック会 ２５年 

２６年 

６.１９  １０.２３ 
３.２５ 

 

   なお、都道府県支部会において、全体会議、役員会を開催した。 
 

 ７．各地域ブロック及び県支部会単位で交通安全講習会、各種講習会、ゴミゼロ事業等を協同して

開催し、会員の資質の向上と相互の協調、友好を図った。 

 

 

Ⅴ．ダストコントロール製品の使用その他の需要に関する調査研究事業（定款第４条５号） 

 

 １．例年実施のダストコントロール市場調査を行ない、その結果を集計、分析し、ＤＣジャー

ナルに発表した。(５月号に掲載) 

       実    施  平成２６年２月 

       調査対象期間  平成２５年１月～平成２５年１２月 

 

Ⅵ．広報事業 

 

１． 会員及び関係諸機関へ向け、広報活動として、年４回（８月、１１月、１月、５月）機関

紙「ＤＣジャーナル」を発行した。 

   ＤＣジャーナルの発行は、次の通りである。 
 



第３０巻１４３号 平成２５年 ８月 発行  ５,０００部発行 

第３０巻１４４号   〃  １１月  〃     〃 

第３１巻１４５号 平成２６年 １月  〃        〃 

第３１巻１４６号   〃   ５月  〃       〃 

 

 ２．平成２６年５月３０日をゴミゼロの日と定め、全国で一斉に清掃活動を行った。 

   各県支部会とも積極的に取り組まれ、全国で２４，４６８名の会員が本事業に参加した。 

   また、当該事業の対外的評価を得るため、関係自治体等地域と連携して実施した。 

 

 ３．協会の事業活動のＰＲ、情報提供を行うため、ホームページ、本部からのメールや郵送に 

より情報提供を行うなど広報活動の充実を図った。 

 

Ⅶ．総会、理事会の開催状況は次のとおりである。 

 

 １．第一回通常総会 

   平成２５年７月４日(木) 長野県軽井沢町 軽井沢プリンスホテルにおいて開催し、 

(１) 新法人の設立及び定款改正 
(２) 第２７期(平成２４年度)事業報告書(案)及び収支計算書(案) 
(３) 平成２５年度（平成２５年６月１日から２日)事業報告書(案)及び収支計算書(案) 
について審議し、承認された。 

 

 ２．第一回理事会 

   平成２５年７月４日(木) 平成２５度通常総会と同日に開催し、 

(１) 審議事項 

１）平成２５年度通常総会の進行(案)に関する件 

２）平成２５年度通常総会上程議案に関する件 

① 新法人の設立及び定款改正に関する件 
② 第２７期(平成２４年度)事業報告書(案)の承認に関する件 
③ 第２７期(平成２４年度)収支計算書(案)の承認に関する件 
④ 平成２５年度（平成２５年６月１日から２日)事業報告書(案)及び収支計算書(案)
の承認に関する件 

３）新法人における副理事長等の選任に関する件 

４）賛助会員の入会に関する件 

５）平成２５年度通常総会等の開催に関する件 

６）ダストコントロール製品の性能評価事業の実施に関する件 

７）業界選出の役員に対する旅費の支給に関する件 

(２) (報告事項) 

１）２０１２年ＤＣ市場調査概要について 

２）平成２４年度ダストコントロール業務従事者指導監督者講習会の実施について 



３）第２７期(平成２４年度)第３回理事会の審議状況報告について 

   について審議し、承認された。 

 
  第二回理事会 
   平成２６年１月２４日(金) 東京都中央区 八重洲富士屋ホテルにおいて開催し、 

(１) 審議事項 

１）平成２５年度理事長被表彰者の推薦に関する件 

２）平成２６年度通常総会等の開催に関する件 

３）平成２６年度事業の基本方針(案)に関する件 

４）消費税引き上げに関する協会としての対応(案)に関する件 

５）２号正会員の入会に関する件 

６）ダストコントロール製品の性能評価事業の実施に関する件 

７）ダストコントロール業務従事者指導監督者講習会の実施に関する件 

(２) (報告事項) 

１）平成２５年度第１回理事会報告について 
２）総務委員会及び技術委員会報告について 

   等について審議し、承認された。 
 

   第三回理事会 

   平成２６年５月７日(水) 大阪府吹田市 ダスキン本社において開催し、 

(１) 審議事項 

１）平成２６年度第１回理事会及び通常総会上程議案について 
① 役員(理事)の選任に関する件 

② 平成２５年度事業報告書概要(案)の承認に関する件 

③ 平成２５年度収支計算書概要(案)の承認に関する件 

２）平成２６年度事業計画書(案)の承認に関する件 
３）平成２６年度収支予算書(案)の承認に関する件 
４）平成２６年度通常総会及び全国ブロック会長等会議並びに理事会の進行(案)に 

ついて 
５）総会代議員の選出に係る選挙管理委員の選任について 
６） 総務委員及び技術委員の交替について 
７）平成２５年度第２回理事長被表彰者の推薦について 
８）ダストコントロール製品の性能評価事業の実施について 

(２) (報告事項) 

１）２０１３年ＤＣ市場調査概要について 

２）平成２５年度ダストコントロール業務従事者指導監督者講習会の実施について 
３）平成２５年度第２回理事会報告、総務委員会報告及び技術委員会報告について 

   等について審議し、承認された。 
 


