
２０１９年度事業報告 

 

Ⅰ.会議の開催 

 

１.総会 

第２７回功労者表彰（２０１９年４月１日） 

表彰者数：団体会員推薦４２名、法人会員推薦９名、日合協推薦２名の合計５３名を表彰した。 

 

 

第８回定時総会（２０１９年５月１７日） 

ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ京橋（東京都中央区京橋２－２－１） 

（出席数）６４正会員のうち、代表者出席４８会員、委任状出席１６会員 

【議  事】 

○平成３０年度事業報告承認に関する件 

○平成３０年度決算報告承認に関する件 

 両議案は関連があるので一括上程を議場に諮り、原案通り決議された。 

 

○令和元年度事業計画案承認に関する件 

○令和元年度予算案承認に関する件 

 両議案は関連があるので一括上程を議場に諮り、原案通り決議された。 

 

○役員選任に関する件 

 宮本榮二氏（大成ロテック）、河西誠氏（東亜道路工業）の理事選任を定款第１８条第３項によ

り会員の挙手による投票を行い、議決権行使書面と合わせてそれぞれ６４票の賛成を得られてい

る旨事務局より報告し、原案通り決議された。 

 

 

第７回臨時総会（２０１９年７月１８日） 

東京建設会館（東京都中央区八丁堀２－５－１） 

（出席数）６４正会員のうち、書面表決６４会員 

【議  事】 

○理事選任に関する件 

 大西國雄氏（前田道路）の理事選任が決議された。 

  



２.理事会 

第１回理事会（２０１９年４月２４日）（１６名） 

【議  事】 

○第８回定時総会に関する件 

 事務局より第８回定時総会に関するスケジュール案・議案・功労者表彰について説明し承認さ

れた。 

 

○事業活動報告について（１２月～３月） 

 業務執行理事（各委員長。但し、労働安全環境委員会は副委員長）より平成３０年度の４委員

会活動状況について報告があった。 

 

○その他 

 事務局より下記の項目について説明があった。 

・次回理事会について（５月１７日 総会開催日） 

・各調査表依頼について 

・委員の変更届について 

・有害物ばく露作業報告について 

 

 

第２回理事会（２０１９年５月１７日）（１７名） 

【議  事】 

○新理事の就任について 

 事務局より第８回定時総会において、宮本榮二氏（大成ロテック）、河西誠氏（東亜道路工業）

が理事に就任したことが報告された。 

 

○当年度理事会開催予定日について 

 事務局より当年度理事会開催予定日について報告があった。 

 

○常任理事選定に関する件 

 事務局より理事の交代に伴い宮本榮二氏（大成ロテック）、河西誠氏（東亜道路工業）に常任理

事を選定したい旨説明し承認された。 

 

○委員長・副委員長の承認に関する件 

 事務局より理事の交代に伴い荒島義明氏（労働安全環境委員長）、河西誠氏（技術委員会副委員

長）に選任したい旨説明し承認された。 

 

○臨時総会（書面表決）開催に関する件 

 事務局より法人会員代表者変更による理事の選任のため、２０１９年７月１８日に臨時総会（書

面表決）を開催したい旨説明し承認された。 

 

 

第３回理事会（２０１９年９月２０日）（１６名） 

【議  事】 

○第７回臨時総会（書面表決）の結果について 

 事務局より第７回臨時総会の結果、会員代表者の変更により理事が選任され、大西國雄氏（前

田道路）の理事が承認された事が報告された。 



○新理事就任について 

 大西新理事より新任の挨拶があった。 

 

○常任理事の選定に関する件 

 事務局より第７回臨時総会で理事に選任された大西國雄氏が常任理事に就任する案を説明し承

認された。 

 

○技術委員長の選任に関する件 

 退任する技術委員長の職について、事務局より後任の大西國雄氏に委嘱したいとの説明をし承

認された。 

 

○第９回定時総会スケジュールに関する件 

 事務局より２０２０年５月１８日定時総会開催について説明し承認された。 

 

○事業活動報告について（４月～８月） 

 業務執行理事（各委員長。但し労働安全環境委員会は事務局）より２０１９年度の４委員会活

動状況について報告があった。 

 

○各委員会開催スケジュールについて 

 事務局より理事会・各委員会開催日の報告があった。 

 

○日本道路会議について 

 事務局より（公社）日本道路協会が主催する「第３３回日本道路会議」の開催予定について報

告があった。 

 

○「有害物ばく露作業報告」について 

 事務局より「有害物ばく露作業報告」について報告があった。 

 

 

第４回理事会（２０１９年１２月１２日）（１８名） 

【議  事】 

○２０２０度全体、各委員会事業計画案並びに予算案に関する件 

 事務局より過日開催したそれぞれの委員会において承認いただいた（案）を説明し承認された。 

 

○事業活動報告について（９～１１月） 

 業務執行理事（各委員長）より２０１９年度の４委員会活動状況について報告があった。 

 

○２０１９年度第２四半期財務状況報告について 

 事務局より「貸借対照表」「収支予算対比表」に基づき２０１９年度第２四半期の報告があった。 

 

○その他 

 事務局より下記の項目について説明があった。 

 ・第９回定時総会開催について 

 ・役員改選について 

 ・日合協推薦功労者について 

 ・「有害物ばく露作業報告」について 

 ・アスゼミ協賛について 



 ・理事会開催日程について 

 

○石津会長より鹿島道路株式会社の団体会員退会について申し入れを受けた報告があり、事務局

より内容の説明があった。 

 

 

３.委員会 

第１回業務企画委員会（２０１９年１２月２日）（２０名） 

〔審議事項〕 

○２０２０年度事業計画（案）に関する件（当委員会） 

○２０２０年度予算（案）に関する件（当委員会） 

○２０２０年度事業計画（案）に関する件（各委員会） 

○２０２０年度予算（案）に関する件（各委員会） 

〔報告事項〕 

○２０１９年度の活動状況について（総務部会、財務部会、独禁法研究部会） 

○第９回定時総会開催について 

○「有害物ばく露作業報告」について 

○アスゼミ協賛について 

○「団体会員紹介資料」について 

 

資料・広報委員会（２０１９年１１月１４日）（１９名） 

〔審議事項〕 

○２０２０年度事業計画（案）に関する件 

○２０２０年度予算（案）に関する件 

〔報告事項〕 

○２０１９年度の活動状況と今後の活動予定について 

 (1)資料部会の活動状況について 

  ・アスファルト合材統計年報（２０１８） 

 (2)広報部会の活動状況について 

  ・アスファルト合材（№１３２） 

 (3)アスファルト合材工場に関する調査について 

 (4)アスファルト合材誌「連絡協議会だより」の活用について 

 (5)アスファルト合材誌年間編集企画について 

 (6)ホームページ掲載内容について 

 (7)「会員名簿」及び「会員工場一覧及び工場位置図」改訂について 

 

技術委員会及び全国技術委員長会議（２０１９年１０月１８日）（７３名） 

[日合協技術委員２３名・日合協技術部会員６名・団体会員３４名・東海地区１０名] 

○技術委員会 

・２０２０年度事業計画（案）について 

・２０２０年度予算（案）について 

・その他 

○全国技術委員長会議 

・技術委員会の活動報告 

１）東海地区 活動報告 



・愛知県 

・静岡県 

・岐阜県 

・三重県 

２）日合協技術委員会 活動報告 

・共同研究について 

・圧裂試験について 

○ご意見ご質問に対する質疑応答 

 ・「有害物ばく露作業報告」について 

 ・その他に関する質疑について 

 

労働安全環境委員会（２０１９年１１月２１日）（２５名） 

〔審議事項〕 

○２０２０年度事業計画（案）に関する件 

○２０２０年度予算（案）に関する件 

〔報告事項〕 

○２０１９年度の活動状況と今後の活動予定について 

 (1)労働安全部会の活動状況について 

 (2)環境部会の活動状況について 

 (3)有害物ばく露作業報告書について 

 (4)２０１９年アスファルト合材工場労働災害発生状況調査について 

 (5)２０１９年度アスファルト合材工場ＣＯ２排出量調査について 

 

 

４.部会 

総務部会（２０１９年７月９日）（９名） 

○新部会員挨拶 

○臨時総会（書面）開催について 

○理事会開催について 

○独禁法研究部会開催について 

○各委員会開催について 

○第９回定時総会開催について 

○発生材アンケート調査について 

○講師派遣依頼について 

○有害物ばく露作業報告について 

○退会部会員挨拶 

 

総務部会（２０１９年１１月２７日）（６名） 

○上期財務報告について 

○２０２０年度事業計画・予算案について 

○業務企画委員会開催について（１２月２日） 

○理事会開催について（１２月１２日） 

○その他 

 ・各委員長年頭所感 

 ・合材誌１月号広告 



 ・アスゼミ協賛 

 ・顧問弁護士契約 

 ・今後の会議予定（２月：総務部会、３月：第２回業務企画委員会） 

 

総務部会（２０２０年２月２７日）（７名） 

○財務報告について 

○定時総会開催について 

○功労者表彰、工場表彰について 

○業務企画委員会（3/11）、理事会（4/24）について 

○鹿島道路の単協退会について 

○その他 

 ・Ｅ＆Ｅ開催案内 

 ・顧問弁護士契約 

 ・計画的連続休日取得 

 ・製造数量報告 

 

連絡協議会事務担当者会議（２０１９年９月６日）（１２名） 

○自己紹介 

○各連絡協議会組織構成について 

○価格カルテルについて 

○計画的連続休日取得活動について 

○「有害物ばく露作業報告」について 

○日合協委員会等活動（年間）について 

○連合会運営での課題について 

○日合協ホームページの活用について 

○アスファルト合材誌について 

 

財務部会（２０１９年４月１７日）（２名） 

○平成３０年度決算について 

 

財務部会（２０１９年７月２６日）（４名） 

○新部会員紹介 

○２０１９年度第１四半期財務報告について 

○次年度以降収支予測について 

 

財務部会（２０１９年１０月３１日）（２名） 

○２０１９年度第２四半期財務報告について 

○２０２０年度事業計画・予算（案）について 

○正味財産増減見込みについて 

 

財務部会（２０２０年１月２７日）（４名） 

○２０１９年度第３四半期財務報告について 

○正味財産増減見込みについて 

 

独禁法研究部会（２０１９年９月２０日）（講演会４４名） 

○独占禁止法講演会 

「価格カルテルの成立要件と課徴金制度」 



 講師：日合協顧問弁護士 西村泰夫 

 

資料部会（２０１９年６月２７日）（８名） 

○新部会員紹介 

○ＷＧメンバー 

○合材誌原稿担当 

○統計年報、合材誌の様式について 

○調査表チェックについて 

 

資料部会（２０１９年７月１１日）（８名） 

○２回目調査表チェック 

 

資料部会（２０１９年７月２５日）（ＷＧ５名） 

○アスファルト合材統計年報の数値予測 

○今後の日程 

 

資料部会（２０１９年８月２３日）（８名） 

○合材誌原稿確認 

 ・アスファルト合材の現況 

 ・発生材に関するアンケート調査集計結果報告 

○今後の日程 

 

資料部会（２０１９年１０月２４日）（９名） 

○２０２０年度事業計画・予算（案）について 

○アスファルト合材工場に関する調査表について 

○発生材に関するアンケート調査について 

○チェック作業、統計年報、合材誌について 

 

資料部会（２０２０年２月２５日）（９名） 

○調査表様式について 

○調査表の発送・回収・チェック方法について 

○統計年報について 

○合材誌について（原稿担当者） 

 

広報部会（２０１９年６月７日）（６名） 

○「アスファルト合材」１３１号誌第１回校正 

 

広報部会（２０１９年６月１３日）（７名） 

○「アスファルト合材」１３１号誌第２回校正 

 

広報部会（２０１９年６月２０日）（７名） 

○「アスファルト合材」１３１号誌第３回校正 

 

広報部会（２０１９年９月３日）（７名） 

○「アスファルト合材」１３２号誌第１回校正 

 

広報部会（２０１９年９月１１日）（５名） 



○「アスファルト合材」１３２号誌第２回校正 

 

広報部会（２０１９年９月１７日）（６名） 

○「アスファルト合材」１３２号誌第３回校正 

 

広報部会（２０１９年１１月２６日）（７名） 

○「アスファルト合材」１３３号誌第１回校正 

 

広報部会（２０１９年１２月４日）（６名） 

○「アスファルト合材」１３３号誌第２回校正 

 

広報部会（２０１９年１２月１０日）（７名） 

○「アスファルト合材」１３３号誌第３回校正 

 

広報部会（２０２０年３月２３日）（７名） 

○「アスファルト合材」１３４号誌第３回校正 

 

技術部会（２０１９年４月１６日）（８名） 

○新部会員紹介 

○圧裂試験について 

 ・打合せ結果報告 

○共同研究について 

 ・土研との部会報告 

 ・今後の工程作業 

 ・概算費用の検討と次年度予算 

 

技術部会（２０１９年６月１３日）（１０名） 

○圧裂試験の見直しについて 

○共同研究について 

○技術委員会・全国技術委員長会議について 

○次回部会日程について 

 

技術部会（２０１９年７月３１日）（１１名） 

○新圧裂試験見直しについて 

○共同研究について 

○技術委員会・全国技術委員長会議開催について 

○講師派遣について（2019.11.5 福岡県アスファルト合材協会） 

○その他 

 ・有害物ばく露作業報告 

 ・試験法便覧改訂 

 ・部会員交代（北関東） 

○次回部会日程について 

 

技術部会（２０１９年８月３０日）（８名） 

○共同研究について 

○技術委員会・全国技術委員長会議について 

○日本道路会議について 



○講師派遣について 

○合材誌技術手帳について 

○次回部会日程について 

 

技術部会（２０１９年１０月４日）（１０名） 

○新部会員紹介 

○技術委員会開催について 

○全国技術委員長会議（懇親会）について 

○共同研究について 

○講師派遣について 

○その他 

 

技術部会（２０２０年１月２４日）（８名） 

○共同研究について 

○合材誌技術手帳について 

○２０２０年技術委員会・全国技術委員長会議について 

○アスファルトゼミナール開催について 

○その他 

 

労働安全・環境合同部会（２０１９年５月２３日）（１３名） 

○新部会員紹介 

○２０１９年度安全衛生・環境パトロールについて 

○「アスファルト合材工場の事故事例とその対策集」の改定について 

○有害物ばく露作業報告書について 

 

労働安全・環境合同部会（２０１９年８月２１日）（１４名） 

○安全衛生・環境パトロール結果報告（合材誌原稿） 

○有害物ばく露作業報告書について 

○「アスファルト合材工場の事故事例とその対策集」の改訂について 

○ＣＯ２排出量調査結果について 

○講師派遣について 

○今後の日程について 

 労働安全環境委員会 １１月２１日 

 次回部会 １１月上旬予定 

 

労働安全・環境合同部会（２０１９年１１月５日）（１４名） 

○労働安全環境委員会について 

○「アスファルト合材工場の事故事例とその対策集」改訂について 

○ホームページ掲載内容について 

○２０１９年労働災害発生状況調査表について 

○２０１９年度ＣＯ２排出量調査表について 

 

労働安全・環境合同部会（２０１９年１２月９日）（ＷＧ５名） 

○「アスファルト合材工場の事故事例とその対策集」改訂ＷＧ 

 

労働安全・環境合同部会（２０２０年２月１７日）（ＷＧ３名） 

○「アスファルト合材工場の事故事例とその対策集」改訂ＷＧ 
  



５.２０１９年度委員会・部会開催回数 

 
 

    （委員会開催回数） 
 

１ 業 務 企 画 委 員 会    １回  

２ 資料・広報委員会   １回  

３ 技 術 委 員 会   １回  

４ 労働安全環境委員会   １回  

     合  計   ４回  

 

 

 

    （部会開催回数） 
 

１ 総 務 部 会   ３回 

２ 財 務 部 会   ４回 

３ 独禁法研究部会   １回 

４ 資 料 部 会 
  ５回 (部 会) 

  １回 (Ｗ Ｇ) 

５ 広 報 部 会 １０回 

６ 技 術 部 会   ６回 

７ 労 働 安 全 部 会    ３回 (労働安全･環境合同部会)   

８ 環 境 部 会   ２回 (Ｗ Ｇ) 

     合  計 ３５回 

 



Ⅱ.事業活動 

１.業務企画委員会の活動 

 アスファルト合材産業に関係する諸法令などについて、ホームページや機関誌を用いて会員へ

の情報提供を実施している。 

 この他、当協会の運営全般について、その検討を実施している。 

 

（１）２０１９年度業務企画委員会事業計画案並びに予算案について審議した。また、各委員会

の事業予算案についても検討した。（総務部会）（委員会） 

（２）各委員会の委員長、委員、部会長、部会員の確認を実施した。（総務部会） 

（３）「計画的連続休日取得」活動の一環としての「第２土曜・日曜日一斉閉所」活動推進につ

いて実施状況をアスファルト合材№１３１に掲載した。（総務部会） 

（４）２０１９年９月２０日に「価格カルテルの成立要件と課徴金制度」という演題で当協会顧

問弁護士でもある西村監事による講演会を実施した。また、独占禁止法周知徹底のため、

会員の要請により説明会を実施している。（独禁法研究部会） 

（５）四半期終了ごとに、財務部会員により収支予算対比表、関係帳簿、証憑類に基づいて収支

状況の確認を実施した。（財務部会） 

 

（６）講師派遣実施状況（独禁法研究部会） 

・２０１９年１０月１７日   福岡県アスファルト合材協会・九州地方連絡協議会 

「独禁法講習会」 

・２０２０年１月２４日    大阪アスファルト合材協会「コンプライアンス講習会」 

 

２.資料・広報委員会の活動 

 当協会が発行する国内唯一のアスファルト合材に関する統計資料である「アスファルト合材統

計年報」を発行し、国土交通省など関係者に活用いただいている。 

 また、機関誌「アスファルト合材」を季刊発行し、アスファルト合材産業の広報と会員への各

種情報提供を実施している。 

 

（１）アスファルト合材統計年報（２０１８年度版）の発行（資料部会） 

２０１９年４月５日にアスファルト合材工場に関する調査表を全国１,０６４工場に送付

し、１,００６工場より回答をいただいた。（回収率９４.５％） 

回答いただいた調査表の集計と、未回収の工場におけるアスファルト合材製造数量の推計

及び集計を行い、２０１８年度版の「アスファルト合材統計年報」を作成し、発行した。ま

た、分析結果をアスファルト合材№１３２に掲載した。 

ホームページでは１９９２年度からのアスファルト合材製造数量・製造能力・稼働率推移

（全国）をグラフ掲載している。 

 

（２）発生材に関するアンケート調査（２０１８年度）の実施（資料部会） 

 標記調査結果に基づき、２０１９年１０月発行のアスファルト合材№１３２に「発生材に



関するアンケート調査集計結果報告」として掲載した。 

 

（３）アスファルト合材に関する月次統計資料等の作成（資料部会） 

アスファルト合材の製造数量については、会員のみの集計ではあるが毎月地区ごとの統計

資料（速報値）を作成し、ホームページに掲載している。 

（４）機関誌「アスファルト合材」の発行（年４回）（広報部会） 

機関誌「アスファルト合材」の発行にあたり、広報部会を開催し、掲載原稿の企画や校正

を行っている。また、定期的に掲載される記事については、読み易さ、わかり易さを向上さ

せるため、記事内容を担当している部会と検討して作成している。このような部会を合材誌

発行の前月に開催し、本年度はアスファルト合材№１３０,１３１,１３２,１３３を発行し

た。 

 【主な記事内容】 

№１３０≫ 特別寄稿「石油アスファルト需給動向と将来展望について」 

      思い出の工場 

      アスファルト合材工場労働災害発生状況調査結果 

№１３１≫ 第８回定時総会 

      「計画的連続休日の取得」推進活動について 

      思い出の工場 

      国立研究開発法人土木研究所 施設見学会レポート 

№１３２≫ 安全衛生・環境パトロール実施結果報告 

アスファルト合材工場ＣＯ２排出量調査 ２０１８年度結果について 

２０１８年度 アスファルト合材の現況 

２０１８年度 発生材に関するアンケート調査集計結果報告 

思い出の工場 

№１３３≫ 全国技術委員長会議（名古屋会議）概要 

特別寄稿「独禁法研究部会講演 価格カルテルの成立要件と課徴金制度」 

思い出の工場 

（５）合材産業の状況を把握し、状況に応じて協会関係者へホームページ、アスファルト合材誌

を活用して各種情報を提供している。（広報部会） 

 

３.技術委員会の活動 

 アスファルト合材の製造技術及び施工技術に関する品質管理・技術研修活動を実施している。

また、関係団体との共同研究・意見交換会を実施している。 

 

（１）アスファルト混合物の持続的循環を目指した再生利用に関する共同研究 

国立研究開発法人土木研究所との打合せにより「再生骨材配合率による再生アスファルト

および混合物性状の影響把握」において、法人会員各社協力のもと圧裂試験・間接引張試験

を実施した。 

【打合せ日時、場所】 

  ・２０１９年５月１４日（火） １０時～ 東京建設会館４階７号会議室 

  ・２０１９年１１月２１日（木） １０時～ 東京建設会館４階８号会議室 

  ・２０２０年２月４日（火） １３時～ 東京建設会館４階８号会議室 



（２）全国技術委員長会議 

２０１９年１０月１８日に名古屋銀行協会会館で開催し、東海地区４県（愛知県・静岡

県・岐阜県・三重県）の活動報告を実施した。その後「日合協技術委員会活動報告」を実施

し、各単協からの課題・要望について意見交換した。（参加者総勢７５名） 

 

（３）講師派遣実施状況 

   ・２０１９年７月２日     愛知県アスファルト合材協会 

                  「アスファルト舗装技術に関する講習会」 

   ・２０１９年１１月５日    福岡県アスファルト合材協会・九州地方連絡協議会 

「品質管理者講習会」 

   ・２０１９年１１月２５日   愛知県アスファルト合材協会 

「アスファルトプラント実務者研修会」 

   ・２０２０年１月１６日    千葉アスファルト合材協会「技術講習会」 

   ・２０２０年１月２３～２４日 東北連合会「技術講習会」 

   ・２０２０年１月２３日    東京アスファルト合材協会「技術研修会」 

   ・２０２０年２月１８日    新潟県アスファルト合材協会「工場長研修会」 

 

 以上、２０１９年度は、６団体会員、２連絡協議会からの依頼により講師を派遣した。 

 

４.労働安全環境委員会の活動 

 アスファルト合材工場における職場環境の改善と労働災害防止に資するため、パトロールの

他、労働災害発生状況アンケート調査による啓発資料の作成などの活動をしている。 

 

（１）安全衛生・環境パトロールの実施（委員会全体） 

安全衛生環境対策の現状調査、安全衛生環境に関する意識の高揚、会員間の意見交換を目

的に、安全衛生・環境パトロールを２０１９年７月３日～７月１９日の間に５班に分かれて

実施した。 

報告は、２０１９年１０月発行のアスファルト合材№１３２に掲載した。また、ホームペ

ージの好事例集へ追加掲載した。 

 【実施地区】 

東北地区（山形県・福島県）４工場、南関東地区（埼玉県）２工場、近畿地区（滋賀

県）３工場、四国地区（徳島県）３工場、九州地区（佐賀県）３工場 

（２）２０１８・２０１９年アスファルト合材工場労働災害発生状況調査（労働安全部会） 

２０１８年労働災害の発生（休業４日以上）については、１６件発生している。（死亡災

害０件） 

集計結果及び個別の防止対策については、部会で検討協議し、２０１９年４月発行のアス

ファルト合材№１３０に掲載した。（調査表回収率９５.１％） 

２０１９年労働災害の発生（休業４日以上）については、１６件発生している。（死亡災

害０件）発生件数は対前年と同数。（調査表回収率９６．１％） 

集計結果及び個別の防止対策については、部会で検討協議している。 

 

（３）アスファルト合材工場ＣＯ２排出量調査（環境部会） 

地球温暖化防止対策に係る情報を提供し、全国の会員工場における省エネルギー対策意識

の向上のため「ＣＯ２排出量調査表」を作成し、工場単位のＣＯ２排出量と排出原単位の調



査を実施している。（調査表回収率８８．９％） 

２０１８年度調査結果については、２０１９年１０月発行のアスファルト合材№１３２に

掲載した。 

 

（４）「有害物ばく露作業報告」の記入要領並びに報告書サンプルを２０１９年９月、会員専用

Ｗｅｂサイトに掲載した。（労働安全部会） 

 

（５）「アスファルト合材工場の事故事例とその対策集（２０１３年３月）」の改訂作業について

ワーキンググループを設け実施し、２０２０年１２月完成を予定している。（労働安全部会） 

（６）講師派遣実施状況（委員会全体） 

   ・２０１９年９月２７日    大阪アスファルト合材協会 

「有害物ばく露作業の報告制度」説明会 


