
 

 

 

令和３年度事業報告書 

（自 令和３年６月１日～至 令和４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性能評価認定事業実施要綱に基づきマットに関する性能評価事業

を実施し、ダストコントロールマットの品質及びサービスの向上を図った。 

令和３年度 実施件数    １件  

令和３年度末までの合計 ７０件 

 

 ３．当協会機関紙ＤＣジャーナルで、従来より技術委員会監修のもとに、ダストコントロール

関係研究事項等を掲載している「ダスコンアカデミー」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。さらに前年度に引き続き令和３年度につ

いても新型コロナウイルス感染症の情報を「クローズアップ」として取り上げ、会員への最

新の状況提供に努めた。 

 

第３８巻

１７５号 

ダスコンアカデミーNO.152 ダストコントロールとカビ 

クローズアップ 変異を続ける新型コロナウイルスと今後の対応 

いまどき豆知識 滅菌、消毒、殺菌、除菌、抗菌等の違いについて 

第３８巻 

１７６号 
ダスコンアカデミーNO.154 新型コロナウイルスと共存する社会に向けて 

第３９巻 

１７７号 

ダスコンアカデミーNO.155 持続可能な開発目標(SDGs)とダストコントロール業 

クローズアップ 猛威を振るう変異オミクロン株 

第３９巻 

１７８号 
ダスコンアカデミーNO.156 直前まったなし インボイス制度への対応 



 

 

 

 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を行

うとともに、ＤＣジャーナルのダスコンアカデミーの掲載内容について協議し、読者にとっ

て分かりやすい記事を執筆し、技術情報の啓蒙を図った。 

 

  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 

   令和３年７月２日（金）オンライン（ツール：Ｚｏｏｍ）にて開催し、 

   （１）ＤＣジャーナルのアカデミー原稿について 

   （２）その他 

について検討した。 

 

  総務・技術合同委員会（第二回技術委員会） 

   令和４年３月９日（水）東京都港区 三会堂ビル会議室において開催し、 

   （１）協会のＳＤＧｓについて 

   （２）ＤＣジャーナルのアカデミー原稿について 

   （３）その他 

について検討した。 

 

  第一回講習委員会 

   令和３年７月２７日（火）オンライン（ツール：Ｚｏｏｍ）にて開催し、 

   （１）ＤＣスペシャリスト育成講座のあり方について 

   （２）令和３年度ＤＣスペシャリスト育成講座の実施について 

   （３）令和３年度以降の開催地について 

   （４）その他 

について検討した。 

 

  第二回講習委員会 

   令和４年３月９日（水）オンライン（ツール：Ｚｏｏｍ）にて開催し、 

   （１）令和３年度ＤＣスペシャリスト育成講座の実施について 

   （２）令和４年度以降のＤＣスペシャリスト育成講座の実施について 

について検討した。 

 

  第一回講習委員会教材等検討小委員会 

   令和３年８月４日（水）オンライン（ツール：Ｚｏｏｍ）にて開催し、 

   （１）令和３年度ＤＣスペシャリスト育成講座の実施について 

１） 令和３年度からのＤＣスペシャリスト育成講座の日程について 

２） 令和３年度の試験問題（新規）及び課題（再認定）等の検討について 

について検討した。 

 



 

 

 

  第二回講習委員会教材等検討小委員会 

   令和３年９月２４日（金）オンライン（ツール：Ｚｏｏｍ）にて開催し、 

   （１）令和３年度ＤＣスペシャリスト育成講座の実施について 

１） 新規受講者 

・試験問題（Ｆ）、（Ｇ）の確認について 

２） 再認定者 

・更新課題の確認について 

・最新情報について 

について検討した。 

 

  第一回講習委員会修了認定小委員会 

   令和４年３月２５日（金）書面にて開催し、 

（１）令和３年度ＤＣスペシャリスト育成講座登録更新に係る合否の判定について（更新

対象者） 

について検討した。 

 

 ５．総務委員会を開催するとともに、新型コロナウイルス感染症拡大下ではあるが、役員会が

開催可能な地域等については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、理事会、総務委員会等の内容を報告するとともに支部活動の活性化等についての意見交

換を行った。 

 

  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 

   令和３年６月２３日（水）オンライン（ツール：Ｚｏｏｍ）にて開催し、 

   （１）新型コロナウイルス感染症拡大下における事業活動について 

   （２）ＳＤＧｓへの対応について 

   （３）令和２年度第４回理事会報告について 

   （４）総務委員会報告について 

   （５）その他 

について検討した。 

 

  第二回総務委員会 

   令和３年７月１３日（火）オンライン（ツール：Ｚｏｏｍ）にて開催し、 

   （１）令和３年度第１回理事会上程議案について 

１） 審議事項 

① 専務理事の選定について 

② 選挙管理委員の交替について 

③ 令和４年度通常総会の開催について 

④ 第２号正会員の入会について 



 

 

２） 報告事項 

① 令和３年度通常総会報告について 

② 新型コロナウイルス感染症拡大下における事業活動について 

③ ＳＤＧｓへの対応について 

④ 協会事務局の移転について 

⑤ 令和２年度第４回理事会報告について 

⑥ 総務委員会及び技術委員会報告について 

   （２）新型コロナウイルス感染症拡大下における事業活動について 

   （３）ＳＤＧｓへの対応について 

について検討した。 

 

  第三回総務委員会 

   令和３年９月２２日（水）オンライン（ツール：Ｚｏｏｍ）にて開催し、 

   （１）令和３年度第２回理事会上程議案について 

１） 審議事項 

① 令和３年度ＤＣスペシャリスト育成講座の実施について 

② 役員（理事）の選任について 

③ 令和４年度事業の基本方針（案）について 

④ 令和４年度通常総会並びに全国地域ブロック会長等会議の開催について 

⑤ 第２号正会員の入会について 

⑥ 総務委員の交替について 

２） 報告事項 

① 株式会社白洋舍の会員名等の変更について 

② 新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインの一部改訂について 

③ 新型コロナウイルス感染症拡大下における事業活動について 

④ 令和３年度第１回理事会報告について 

⑤ 総務委員会報告について 

   （２）令和３年８月豪雨災害の被害について 

   （３）各地域ブロック会の活動状況報告について 

   （４）ＳＤＧｓへの対応について 

   （５）令和４年度開催の全国地域ブロック会長等会議内の企画について 

   （６）その他 

について検討した。 

 

 第四回総務委員会 

   令和３年１２月１４日（火）東京都港区 三会堂ビル会議室において開催し、 

   （１）令和３年度第３回理事会上程議案 

１） 審議事項 

① 地域ブロック会担当総務委員の指名について 



 

 

② 令和３年度優良運転者表彰の候補者について 

２） 報告事項 

① 令和３年度臨時総会報告について 

② 令和３年度第２回理事会報告について 

③ 総務委員会報告について 

④ ＤＣスペシャリスト育成講座の実施状況について 

⑤ 東京２０２０応援プログラムの実施報告について 

⑥ 協会事務局の移転について 

   （２）総務副委員長の選任について 

   （３）令和３年度ＤＣスペシャリスト育成講座について 

   （４）ＳＤＧｓへの対応について 

   （５）第２号正会員数調べ及び総会代議員の交替について 

   （６）令和４年度事業計画・収支予算の提出依頼について 

   （７）令和３年度ゴミゼロデーの実施について 

   （８）その他 

について検討した。 

 

  第五回総務委員会 

   令和４年３月９日（水）東京都港区 三会堂ビル会議室において開催し、 

（１）令和３年度第４回理事会上程議案について 

１） 審議事項 

① 令和４年度事業計画書（案）について 

② 令和４年度収支予算書（案）について 

③ 令和４年度第１回理事会並びに通常総会上程議案について 

 1) 役員（理事・監事）の再任に関する件 

 2) 令和３年度事業報告書概要に関する件 

 3) 令和３年度収支計算書概要に関する件 

④ 令和４年度第１回理事会及び通常総会並びに全国地域ブロック会長等会議 

の進行（案）について 

⑤ 通常総会代議員の選出について 

２） 報告事項 

① ２０２１年ＤＣ市場調査概要について 

② ＤＣスペシャリスト育成講座の実施状況について 

③ 令和３年度第３回理事会報告について 

④ 総務委員会及び技術委員会報告について 

（２）全国地域ブロック会長等会議内での企画について 

（３）令和５年度通常総会の開催場所について 

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

員あて周知を図り、とりわけ、新型コロナウイルス感染症についてはＤＣジャーナルにもク

ローズアップとして最新情報を掲載し情報の伝達を行った。 

 

 ２．厚生労働省よりの通知を受け、新型コロナウイルス感染症に関する情報、地球温暖化防止

及び冬期省エネルギー対策、消費税の軽減税率制度等についての周知を図った。 

 

 ３．厚生労働省と連携を取り、政府の「新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針」を踏ま

え、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において示されたガイドライン作成の求めに

応じ、一般社団法人日本ダストコントロール協会の会員が設置又は運営するダストコントロ

ール製品全般の取扱所（工場、配送センター等）における新型コロナウイルス感染拡大予防

対策として実施すべき基本的事項を整理した「ダストコントロール業における新型コロナウ

イルス感染予防対策ガイドライン」を専門家の助言のもと作成し、ダストコントロール業に

おける新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を図った。 

 

 

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．新型コロナウイルス感染症の影響により、前年度に引き続き今年度も全国地域ブロック会

長等会議は中止とした。 

 

 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、ＤＣスペシャリスト育成講座（ダストコントロー

ル業務従事者指導監督者講習会）事業を行った。 

 講座のオンライン視聴期間、試験の実施場所、修了者数は次のとおりである。 

視 聴 期 間：令和４年５月６日（金）～令和４年５月２０日（金） 

試 験実施日：令和４年５月２０日（金） 

試 験 会 場：全国９地域ブロック会指定の会場 

修 了 者 数：７８名 

また、今年度登録更新対象者のうち１２５名を更新した。 

 

 ３．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令和３年度の優良運転者に対す

る表彰を決定した。 

   被表彰者数は次のとおりである。 

優良運転者表彰  ５年表彰 ４１名  １０年表彰 ２２名   計６３名 

 



 

 

 

 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であるリネンサプライ業技能講習会を実施し

た。 

協会会員からの受講者数は次のとおりである。 

中級 １名 

 

 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．コロナ禍での事業活動として各地域ブロック会へ「物品の提供」を提案し、「コロナ対策

グッズ」としてコロナ対策ステッカー、缶バッジの作成、配布等の取り纏めを行い、コロナ

禍での活動協力を行った。 

 

 ７．各地域ブロック会役員会等については、新型コロナウイルス感染防止のため各地域の感染

状況により開催し、支部の運営等につてもオンラインにて可能な限り建設的な意見交換を行

い、今後のコロナ禍での活動についての対策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。 

また、日付（  ）は、書面による開催を表す。 

 

①北海道地域ブロック会 

 

３年 

 ４年 

６. ４   ９.１６  １２. ９ 

３.１６ 

②東北地域ブロック会 ３年 

 ４年 

６.３０  １１.１８ 

３.１７   ４.２２ 

③北関東地域ブロック会 ３年 

 ４年 

６.１７  １１.２５ 

３.２１ 

④南関東地域ブロック会 ３年 

 ４年 

６.２８ 

⑤甲信越地域ブロック会 ３年 

 ４年 

６. ９ 

⑥東海北陸地域ブロック会 ３年 

 ４年 

６.１８  １１.１５ 

４.２７ 

⑦近畿地域ブロック会 ３年 

 ４年 

６.１０  １１.１９ 

１.２０ 

⑧中国四国地域ブロック会 ３年 

 ４年 

６.１０   ７.２９  １１. ４ 

３.１４ 

⑨九州地域ブロック会 ３年 

 ４年 

６.２８   ７.２９ 

２. ４   ３.１６ 
 
   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。 

 

 ８．各地域ブロック及び県支部会単位での交通安全講習会、各種講習会、ゴミゼロ事業等の活

動については、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し地域ごとの判断にて実施し、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。（１７８号に掲載） 

       実    施  令和４年２月 

       調査対象期間  令和３年１月～令和３年１２月 

 

 

Ⅵ．広報事業 

 

 １．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。 

 

２．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とおりである。 

 

第３８巻１７５号 令和３年 ８月 発行  ４，６００部発行 

第３８巻１７６号   〃  １１月  〃     〃 

第３９巻１７７号 令和４年 １月  〃     〃 

第３９巻１７８号 令和４年 ５月  〃       〃 

 

 ３．令和４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う予定であった

が、前年度に引き続き今年度も新型コロナウイルス感染症の影響により各地域の感染状況に

合わせて実施し、全国で１６，０５４名の会員が本事業に参加した。 

 

 ４．昨年度より延期となった令和４年７月開催の東京オリンピック・パラリンピックに向け東

京２０２０応援プログラムの“持続可能性”分野に「ゴミゼロ活動」の登録継続を行い参画

し、感謝状を授与された。 

 

 

Ⅶ．総会、理事会の開催状況は次のとおりである。 

 

 １．通常総会 

   新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和３年６月３０日（木）理事長 加藤豊明

が代議員全員に対して令和３年度通常総会の目的である次の事項について提案書兼報告書を

発し、 

（１）令和２年度事業報告に関する件（報告） 

（２）令和２年度収支決算の承認に関する件（決議） 

（３）役員（理事・監事）の選任及び再任に関する件（決議） 

（４）令和３年度事業計画に関する件（報告） 

（５）令和３年度収支予算に関する件（報告） 



 

 

について、令和３年７月１４日（水）までに代議員全員の書面による同意の意思表示を得

たので、当該提案を可決する旨の総会の決議及び報告事項の総会への報告があったものとみ

なされた。 

 

 ２．臨時総会 

   新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和３年１１月１５日（月）理事長 加藤豊

明が代議員全員に対して令和３年度臨時総会の目的である次の事項について提案書を発し、 

（１）役員（理事）の選任に関する件（決議） 

について、令和３年１２月１日（水）までに代議員全員の書面による同意の意思表示を得

たので、当該提案を可決する旨の総会の決議事項の総会への報告があったものとみなされた。 

 

 ３．理事会 

   第一回理事会 

   令和３年７月１４日（水）オンライン（ツール：Ｚｏｏｍ）にて開催し、 

（１）審議事項 

１） 専務理事の選定について 

２） 選挙管理委員の交替について 

３） 令和４年度通常総会の開催について 

４） 第２号正会員の入会について 

（２）報告事項 

１） 令和３年度通常総会報告について 

２） 新型コロナウイルス感染症拡大下における事業活動について 

３） ＳＤＧｓへの対応について 

４） 協会事務所の移転について 

５） 令和２年度第４回理事会報告について 

６） 総務委員会及び技術委員会報告について 

   について審議し、承認された。 

 

   第二回理事会 

令和３年１１月９日（火）東京都港区 三会堂ビル会議室において開催し、 

（１）審議事項 

１） 令和３年度ＤＣスペシャリスト育成講座の実施について 

２） 役員（理事）の選任について 

３） 令和３年度臨時総会の開催について 

４） 令和４年度事業の基本方針（案）について 

５） 令和４年度通常総会並びに全国地域ブロック会長等会議の開催について 

６） 第２号正会員の入会について 

（２）報告事項 

１） 株式会社白洋舍の会員名等の変更について 

２） 総務委員及び技術委員の変更について 



 

 

３） 令和３年８月豪雨災害への対応について 

４） 新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインの改訂（案）について 

５） 新型コロナウイルス感染症拡大下における事業活動について 

６） 令和３年度第１回理事会報告について 

７） 総務委員会報告について 

   について審議し、承認された。 

 

   第三回理事会 

   令和４年１月２０日（木）オンライン（ツール：Ｚｏｏｍ）にて開催し、 

（１）審議事項 

１） 地域ブロック会担当総務委員の指名について 

２） 令和３年度優良運転者表彰の候補者について 

（２）報告事項 

１） 令和３年度臨時総会報告について 

２） 令和３年度第２回理事会報告について 

３） 令和３年度第４回総務委員会報告について 

４） 令和３年度ＤＣスペシャリスト育成講座の実施について 

５） 東京２０２０応援プログラムの実施報告について 

６） 協会事務局の移転について 

   について審議し、承認された。 

 

   第四回理事会 

   令和４年４月２０日（水）オンライン（ツール：Ｚｏｏｍ）にて開催し、 

   （１）審議事項 

１） 令和４年度事業計画書（案）の承認について 

２） 令和４年度収支予算書（案）の承認について 

３） 令和４年度第１回理事会並びに通常総会上程議案について 

① 役員（理事・監事）の再任に関する件 

② 令和３年度事業報告書概要に関する件 

③ 令和３年度収支計算書概要に関する件 

４） 令和４年度通常総会並びに全国地域ブロック会長等会議の進行（案）について 

５） 通常総会代議員の選出について 

６） 総務委員の交替について 

（２）報告事項 

１） ２０２１年ＤＣ市場調査概要について 

２） ＤＣスペシャリスト育成講座の実施状況について 

３） 令和３年度第３回理事会報告について 

４） 総務委員会及び技術委員会報告について 

５） その他 

について審議し、承認された。 


