
令和３年度事業報告書 
 

  
ⅠⅠ  事事業業  

１．情報収集・提供に関する事業 

（１）情報収集事業 

①統計 

自主統計としての砕石動態調査を行い、毎月その結果をホームページに掲載し、情

報発信した。 

②学会等への参加 

一般社団法人資源・素材学会、骨材資源工学会などの関係する学会、他団体の発

表会はコロナ禍で開催されなかったが、砕石に関連する技術、品質等に関する情報収

集を行った。 

（２）情報提供事業 

①年二回発行の機関誌「砕石」を活用した情報提供を活性化するとともに、ホームペー

ジの有効活用。 

②協会の公式チャンネル「砕石チャンネル」による公衆への採石業を身近に感じてもらえ

る情報発信として協賛企業の動画を協会のホームページに掲載。 

③協会のホームページに希望する会員のホームページをリンクさせ、業界として一体感

のある情報発信。 

 

２．砕石技術の向上、品質確保、環境保全に関する事業 

（１）技術情報等の交流事業 

『砕石フォーラム２０２１（第４７回全国砕石技術大会[仙台]）』の開催はコロナ禍 

の為、中止とした。 

 

（２）研修・講習事業 

① 公害防止管理者（一般粉じん関係）の資格認定講習の実施 

協会は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（公害防止管理

者法）に基づく経済産業省及び環境省の登録を受けた講習機関であり、令和３年

度は、愛知県名古屋市、福岡県福岡市、東京都千代田区及び大阪府大阪市にお

いて講習を行い、１５２名が受講。 

 

② 採石業務管理者試験の受講準備のための e-Learningの実施 

【第１号報告】 
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② 採石業務管理者試験の受講準備のための e-Learningの実施 

【第１号報告】 採石業務管理者試験の合格率を向上させるため、インターネットを利用した学習形

態「e-Learning」を運用し、９名が受講。 

 

（３）各種研修会、講習会の実施 

ア 採石のための掘削作業主任者技能講習・能力向上講習 

     令和３年度の開催回数及び参加者数は、技能講習は９回、１４１名、能力向上講習

は５回、８１名であった。 

 イ  採石技術・安全登録講師研修会 

       採石技術・安全登録講師の養成・能力向上のため、３年に１度実施しているもの

で、令和３年度は、宮城県仙台市内の会場で研修を行い３３名が受講した。 

ウ 採石業務管理者受験準備講習 

令和３年度の開催回数及び参加者数は１８回、３４１名 

エ 採石業務管理者の研修・講習 

令和３年度の開催回数及び参加者数は、１７回、７５９名 

オ その他 

地方本部及び支部で、それぞれ実施。 【３．（６）の表】 

 

（４）普及啓発事業 

     会員名簿（令和３年度版）を作成、配布した。 

 

３．労働災害の防止・安全対策に関する事業 

（１）リスクアセスメントの定着促進 

平成２３年度に作成した「砕石事業所におけるリスクアセスメントの導入指針」を活用し

た労働災害の防止活動の推進。 

 

（２）ベルトコンベヤ災害及び重機災害の防止対策の推進 

平成１９年度に作成した「ベルトコンベヤ災害防止対策マニュアル」や平成２２年度に

策定した「重機災害防止対策マニュアル」を活用した労働災害の防止活動の推進。 

 

（３）採石のための掘削作業主任者能力向上講習の適確な実施（２.（３） ア 関連） 

平成２７年度に作成した「採石業における現場責任者（採石のための掘削作業主任者

および職長）能力向上テキスト」を活用した採石のための掘削作業主任者の能力向上講

習の実施。 

 

（４）労働災害動向の集計・分析 
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労働災害防止の基礎資料とするため、令和２年度の会員における労働災害の発生状

況を分析。 

また、４日以上の休業災害についての情報を収集し、情報を各支部にフィードバック。 

 

（５）労働災害防止活動 

① 第１３次労働災害削減運動方針の策定等 

安全スローガンを策定し、全会員に周知して、労働災害削減運動を推進。 

 

② 砕石安全強調月間 

６月を準備期間として、７月と年末年始の１２月から翌年１月（北海道は１１月から 

１２月）までを、それぞれ｢砕石安全月間｣とし、会員に労働災害の防止の重要性を

喚起。 

 

③ 安全標語の募集・選考、配布 

小学生、中学生及び従業員を対象に「安全標語」を募集し、ポスター・短冊型ポス

ターを作製し、会員に送付。機関誌「砕石」夏号に掲載。 

 

（６）各地区における安全講習・研修、パトロール等の実施状況 

 

 

令令和和33年年度度研研修修・・講講習習等等実実績績　　　　（（　　全全国国　　計計　　））

計 北海道 東北 関東 北陸 東海 関西 中国 四国 九州
1 掘削作業主任者技能講習

回　数 9 1 1 3 2 1 1
参加人数 141 10 18 55 10 12 36

2 掘削作業主任者能力向上講習

回　数 5 1 3 1
参加人数 81 16 38 27

3 採石業務管理者受験準備講習

回　数 18 1 3 3 1 1 1 3 1 4
参加人数 341 27 72 40 5 18 27 66 17 69

4 採石業務管理者研修・講習

回　数 17 3 5 1 2 4 2
参加人数 759 52 337 40 71 176 83

5 労働災害防止に係る研修・講習

回　数 8 2 2 1 1 2
参加人数 212 85 43 11 30 43

6 その他の研修・講習

回　数 2 2 2 2 1
参加人数 62 26 41 25 24

7 安全パトロール

回　数 147 23 20 28 6 11 4 3 52
参加人数 862 152 53 190 47 93 48 21 258
事業所数 514 65 82 151 25 27 15 14 135

8 その他

回　数 13 2 3 1 2 2 3
参加人数 150 27 58 10 15 18 22
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（７）中央労働災害防止協会の労働災害防止事業の活用 

ＫＹＴ研修会、リスクアセスメント研修会等への参加など、労働災害防止の各般の事

業を活用。 

 

（８）鉱山の災害等情報の活用 

会員における保安活動の活性化及び質の向上に資するよう、経済産業省から入手

する鉱山における災害等情報（速報、詳報）を迅速に会員に提供。 

 

４．一般事業 

（１）軽油引取税の免税措置への取り組み 

軽油引取税の課税免除措置は砕石業にとって極めて重要な税制優遇措置である。 

令和３年度の税制改正で延長となったが、令和６年３月末に期限を迎える同制度につ

いて、その有用性や延長を各方面に要請。 

 

（２）委員会活動 

①本部 

以下の委員会が、それぞれの事業を総括した。 

ア  総務委員会 

会務の円滑かつ健全な運営（会費問題を含む） 

イ  特命委員会 

会長の命を受けた特命事項（保安林解除の問題など） 

ウ  広報委員会 

機関誌「砕石」の編集及びホームページ等を活用した情報発信 

エ  技術・安全委員会 

労働災害削減方針及び削減運動の推進、砕石フォーラムの検討、現行販売書

籍の改定準備 

オ  全国優良採石事業所等の表彰審査委員会 

資源エネルギー庁長官表彰候補の審査及び選考並びに表彰状の交付申請 

カ  公害防止管理者（一般粉じん関係）資格認定講習管理委員会 

講習実施計画の策定、科目別担当講師の選解任、講習修了者の認定 

     

②地方本部及び支部 

地域の実情・課題に合せた委員会活動を行った。 

 

（３）表彰等 

次の表彰を実施。 
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   ① 資源エネルギー庁長官表彰 

（一社）日本砕石協会の支部及び地方本部の推薦により優良採石事業所、 

優良採石功労者及び優良採石従事者を表彰 

   ② 経済産業局長表彰（各地域の経済産業局長） 

（一社）日本砕石協会の支部及び地方本部等の推薦により優良採石事業所、 

優良採石功労者及び優良採石従事者を表彰 

   ③ 会長表彰（（一社）日本砕石協会会長） 

（一社）日本砕石協会の支部及び地方本部の推薦により業界功労者、 

長期勤続表彰（２０年、３０年）、安全管理功労表彰（優良事業所、優良事業者）を

表彰並びに功労者に感謝状を贈呈 

   ④ 地方本部長表彰（（一社）日本砕石協会地方本部長） 

（一社）日本砕石協会の支部等の推薦により安全管理功労表彰（優良事業所、 

優良事業者）を表彰 

   ⑤ 支部長表彰（（一社）日本砕石協会支部長） 

協会の正会員の推薦により長期勤続表彰（２０年、３０年） 

及び安全管理功労表彰（優良事業所、優良事業者）を表彰 

 

（４）行政への協力・連携等 

① 監督官庁等からの情報収集 

  以下の部署を中心に情報収集及び情報提供等を行った。 

環境省 水・大気環境局 総務課 

経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 環境管理推進室 

製造産業局 素材産業課  

産業保安グループ 鉱山・火薬類監理官付 

資源エネルギー庁 資源・燃料部 鉱物資源課 

国土交通省 不動産・建設経済局 建設市場整備課 労働資材対策室 

道路局 道路交通管理課 車両通行対策室 

 

② 集計作業の受託 

資源エネルギー庁から、各経済作業局で取り纏めたデータ（採石法施行規則第１１条

報告）の集計作業を受託した。 

 

③ 採石法施行業務研修等への講師の派遣 

経済産業省資源エネルギー庁が実施する都道府県、市町村及び経済産業局の採石

担当官を対象とした研修に本協会役員を講師として派遣し、業界の現状及び課題等を

教授するとともに担当官と連携した。 
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   ① 資源エネルギー庁長官表彰 

（一社）日本砕石協会の支部及び地方本部の推薦により優良採石事業所、 

優良採石功労者及び優良採石従事者を表彰 

   ② 経済産業局長表彰（各地域の経済産業局長） 

（一社）日本砕石協会の支部及び地方本部等の推薦により優良採石事業所、 

優良採石功労者及び優良採石従事者を表彰 

   ③ 会長表彰（（一社）日本砕石協会会長） 

（一社）日本砕石協会の支部及び地方本部の推薦により業界功労者、 

長期勤続表彰（２０年、３０年）、安全管理功労表彰（優良事業所、優良事業者）を

表彰並びに功労者に感謝状を贈呈 

   ④ 地方本部長表彰（（一社）日本砕石協会地方本部長） 

（一社）日本砕石協会の支部等の推薦により安全管理功労表彰（優良事業所、 

優良事業者）を表彰 

   ⑤ 支部長表彰（（一社）日本砕石協会支部長） 

協会の正会員の推薦により長期勤続表彰（２０年、３０年） 

及び安全管理功労表彰（優良事業所、優良事業者）を表彰 

 

（４）行政への協力・連携等 

① 監督官庁等からの情報収集 

  以下の部署を中心に情報収集及び情報提供等を行った。 

環境省 水・大気環境局 総務課 

経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 環境管理推進室 

製造産業局 素材産業課  

産業保安グループ 鉱山・火薬類監理官付 

資源エネルギー庁 資源・燃料部 鉱物資源課 

国土交通省 不動産・建設経済局 建設市場整備課 労働資材対策室 

道路局 道路交通管理課 車両通行対策室 

 

② 集計作業の受託 

資源エネルギー庁から、各経済作業局で取り纏めたデータ（採石法施行規則第１１条

報告）の集計作業を受託した。 

 

③ 採石法施行業務研修等への講師の派遣 

経済産業省資源エネルギー庁が実施する都道府県、市町村及び経済産業局の採石

担当官を対象とした研修に本協会役員を講師として派遣し、業界の現状及び課題等を

教授するとともに担当官と連携した。 

 

④ 災害時における応急対策業務に関する協定の締結 

     本協会の社会貢献を促進する等のため、関係機関と協定の締結を進めており、現状

は次の通り。 

 

 令和４年３月末現在における協定の締結状況 

締結先 締結元 締結日 協定の名称 

NEXCO西日本(株)九州支

社長 

西日本高速道路メンテナ

ンス(株)社長 

西日本高速道路総合サー

ビス沖縄(株)社長 

一般社団法人

日本砕石協会

九州地方本部

長 

平成３０年９月１８日 災害時における高

速道路の災害等応

急対策の協力に関

する基本協定 

北海道建設部長 一般社団法人

日本砕石協会

北海道地方本

部長 

一般社団法人

日本砂利協会

北海道支部長 

平成３１年１月２５日 災害時における協

力体制に関する協

定 

札幌市長 一般社団法人

日本砕石協会

札幌支部長 

 

平成３１年３月１８日 災害時等における

連携協力に関する

協定 

国土交通省 

九州地方整備局 

遠賀川河川事務所長 

一般社団法人

日本砕石協会

福岡県支部長 

 

平成３１年３月２６日 遠賀川河川事務所

管内の災害時にお

ける砕石等の供給

及び運搬に関する

協定 

沖縄名護市長 

 

 

一般社団法人

日本砕石協会

沖縄県支部長 

令和２年２月２５日 災害応援協定 
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Ⅱ．定時総会及び理事会の開催並びに年度末の会員数 

１．定時総会の開催 

令和３年６月１０日(木)ホテルマイステイズ五反田駅前（東京都品川区）において、 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が発令される状況を鑑み、総会の

出席予定者を極力絞り込んだ形で総会のみを開催し、定時総会に併せて開催される表

彰式、特別講演及び懇親会等の関連行事は、全て中止とした。 

議決権行使は、郵送とし、総会の決議事項は、協会のホームページに掲載し、パソ

コンやスマホにより閲覧できるようにして、次の決議事項が承認された。 

 

 （１）決議事項 

第１号議案 令和２年度に係る計算書類承認の件 

第２号議案 役員選任の件 

第３号議案 会費の賦課及び徴収方法に関する件 

  （２）報告事項  

第１号報告 令和２年度 事業報告の件 

第２号報告 令和２年度 公益目的支出計画実施報告の件 

第３号報告 令和３年度 事業計画及び収支予算報告の件 

 

２．理事会の開催 

   第３７回から第４４回まで８回の理事会を開催し、協会の運営、事業等について次の議案

を決議した。 

① 第３７回理事会（令和３年４月２７日（火））         参加者数【理事：１２ 監事：２】 

（１）決議事項 

第１号議案 入会の承認について 

第２号議案 令和２年度事業報告（案）について 

第３号議案 令和２年度に係わる計算書類（案）について 

第４号議案 令和２年度公益目的支出計画実施報告（案）について 

第５号議案 令和３年度 会長表彰被表彰者（案）について 

第６号議案 役員の選任について 

第７号議案 令和３年度 定時総会提出議案について 

第８号議案 北陸地方本部移転に伴う地方本部及び支部運営規定の改正について 

第９号議案 役員及び職員旅費規程の変更について 

（２）報告事項 

第１号報告 令和２年度監事監査報告について 
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Ⅱ．定時総会及び理事会の開催並びに年度末の会員数 

１．定時総会の開催 

令和３年６月１０日(木)ホテルマイステイズ五反田駅前（東京都品川区）において、 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が発令される状況を鑑み、総会の

出席予定者を極力絞り込んだ形で総会のみを開催し、定時総会に併せて開催される表

彰式、特別講演及び懇親会等の関連行事は、全て中止とした。 

議決権行使は、郵送とし、総会の決議事項は、協会のホームページに掲載し、パソ

コンやスマホにより閲覧できるようにして、次の決議事項が承認された。 

 

 （１）決議事項 

第１号議案 令和２年度に係る計算書類承認の件 

第２号議案 役員選任の件 

第３号議案 会費の賦課及び徴収方法に関する件 

  （２）報告事項  

第１号報告 令和２年度 事業報告の件 

第２号報告 令和２年度 公益目的支出計画実施報告の件 

第３号報告 令和３年度 事業計画及び収支予算報告の件 

 

２．理事会の開催 

   第３７回から第４４回まで８回の理事会を開催し、協会の運営、事業等について次の議案

を決議した。 

① 第３７回理事会（令和３年４月２７日（火））         参加者数【理事：１２ 監事：２】 

（１）決議事項 

第１号議案 入会の承認について 

第２号議案 令和２年度事業報告（案）について 

第３号議案 令和２年度に係わる計算書類（案）について 

第４号議案 令和２年度公益目的支出計画実施報告（案）について 

第５号議案 令和３年度 会長表彰被表彰者（案）について 

第６号議案 役員の選任について 

第７号議案 令和３年度 定時総会提出議案について 

第８号議案 北陸地方本部移転に伴う地方本部及び支部運営規定の改正について 

第９号議案 役員及び職員旅費規程の変更について 

（２）報告事項 

第１号報告 令和２年度監事監査報告について 

第２号報告 令和２年度退会状況について 

第３号報告 協会運営検討委員会の取り組みについて 

第４号報告 令和３年度協会本部の主要行事について 

 

② 第３８回理事会（令和３年６月１０日（木））          参加者数【理事：１６ 監事：２】 

（１）決議事項 

第１号議案 会長、副会長及び専務理事の選任（案）について 

第２号議案 常設委員会の委員長の選任（案）について 

第３号議案 本部事務局長の任免（案）について 

（２）報告事項 

第１号報告 本部事務所の移転について 

 

③ 第３９回理事会（令和３年６月２４日（木）～６月２８日（月））   書面開催 

（１）決議事項 

第１号議案 本部事務所の移転について 

（２）報告事項 

 なし 

 

④ 第４０回理事会（令和３年７月１５日（木））         参加者数【理事：１７ 監事：２】 

（１）決議事項 

第１号議案 本部事務所の移転について 

（２）報告事項 

 なし 

 

⑤ 第４１回理事会（令和３年９月１４日（火））         参加者数【理事：１７ 監事：２】 

（１）審議事項 

第１号議案 会長、副会長及び常設委員会委員長の選任方法について 

第２号議案 事務局職員の増員について 

第３号議案 入会の承認について 

（２）報告事項 

  第１号報告 深松前事務局長の遺族からの手紙について 

  第２号報告 会員の退会状況について  

 

⑥ 第４２回理事会（令和３年１１月５日（金））         参加者数【理事：１８ 監事：２】 

（１）審議事項 

第１号議案 会長、副会長及び常設委員会委員長の選任（案）について 
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  第２号議案 砕石フォーラム２０２２（案）について 

（２）報告事項 

  第１号報告 令和３年度中間決算について 

  第２号報告 令和４年度会費について 

  第３号報告 令和４年度定時総会について 

第４号報告 事務所移転に係る費用見込みについて 

第５号報告 令和３年度採石技術・安全登録講師研修会について 

第６号報告 職務の執行状況について 

第７号報告 会員の退会状況について 

 

⑦ 第４３回理事会（令和３年１２月１５日（水））         参加者数【理事：１６ 監事：１】 

（１）審議事項 

第１号議案 副会長及び常設委員会委員長の選任（案）について 

  第２号議案 令和４年度会費（案）について 

（２）報告事項 

 第１号報告 日本砕石協会の活動に関する私（会長）の考え 

第２号報告 事務局長会議（令和３年１２月１日）の結果報告について 

第３号報告 会員の退会状況について 

 

⑧ 第４４回理事会（令和４年３月１５日（火））         参加者数【理事：１８ 監事：２】 

（１）審議事項 

第１号議案 令和４年度事業計画（案）について 

第２号議案 令和４年度収支予算（案）について 

第３号議案 総務委員会委員について 

（２）報告事項 

第１号報告 令和３年度第１回総務委員会の結果報告について 

第２号報告 令和４年度の本部会費について 

第３号報告 令和４年度資源エネルギー庁長官表彰候補について 

第４号報告 令和３年度公害防止管理者（一般粉じん関係）認定講習について 

第５号報告 令和４年度公害防止管理者（一般粉じん関係）認定講習について 

第６号報告 砕石フォーラム２０２２について 

第７号報告 令和３年度死亡災害状況について 

第８号報告 第１３次労働災害削減運動方針（令和４年度）について 

第９号報告 会員の退会状況について 

第１０号報告 最新の会員数について 
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３．年度末の会員数 

  令和３年度末の会員数は、以下のとおり。    

    表：正会員及び賛助会員の数                        （令和４年３月末現在）   

 地方本部名 正会員数 賛助会員数 地方本部名 正会員数 賛助会員数 

 北 海 道 102(105) 15 (15) 関  西 65  (64) 18  (18) 

 東  北 139(159) 12 (13) 中  国 57  (58) 16  (11) 

 関  東 90 (91) 69 (69) 四  国 9   (9) 14  (14) 

 北  陸 12 (13) 0  (0) 九  州 126 (131) 16  (14) 

 東  海 63 (63) 0  (0) 合    計 662 (693)    160 (154) 

（注）( )は、前年度末の会員数。 
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