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平成 19 年度修正予算案を可決
公益社団法人化への地固めなる

平成19年度第2 回臨時総会
社団法人福岡県ビルメンテナンス協会では平成 20年1月

15 日（火）午後2 時

30 分より福岡サンパレスホテルにおいて、平成 19 年度第2 回臨時総会を開催、
平成 19 年度修正予算案の審議を行い賛成多数を以て可決承認し た。これに よ
り、福岡県協会は公益法人化への財政面での地固めを行ったことになる。
この日、審議に先立ち金子新会長が挨拶を行い、7 年余に亘る青木前会長のご

金子会長挨拶

指導に心からの謝辞を述べたうえで、本日の議案は公益法人を目指す協会にあ
って是非とも行っておかねばならない措置であ り、提案趣旨を充分にご審議頂
き、今後、当協会が進むべき道について全会員の協力をお願いした。
議案の説明について西田総務財政委員長が資料に基づき詳細説明したあ と、
金子会長（公益社団化特別委員会 座長）からも今後の公益法人化へ向けての課
題、組織改革案についても説明を加え、会員の判断を仰いだ。議案が今後の協会
の在り方を決める重大な案件だけに、審議する会員も疑問点には適切な質問が
出るなど何時にも増して真摯な態度で審議に臨んだ結 果、公益社団化に向け期
待を込めて盛大な拍手でこれを承認可決した。時に 15時 25 分だった。
本日の決議により福岡県協会は正に名実共に公益社団化を目指してスター ト
を切ったことになる。

議長団と総会風景
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前青木会長挨拶

平
平成
成20年
20年

賀詞交歓会開催
行政・関係団体の方々

会長挨拶

右より 藤田・井上県議会議員、石村・稲員・津田・打越福岡市議会議員、木村北九州市議会議員

ご挨拶される大隈

巧課長

ご挨拶される藤田県議会議員

ご挨拶される打越福岡市議会議員

ご挨拶される木村北九州市議会議員

2

総勢 15 名による盛大な鏡割り

抽選を行う津田福岡市議会議員

宴に華を添える spash の二人

乾杯の音頭をとる田古嶋賛助会会長

抽選を行う金子会長

万歳三唱の音頭をとる奥村福岡県警備業協会会長

万歳三唱を行う参加者の方々

平成20年 賀詞交歓会招待出席者

（敬称略）

行政関係
福岡県 保健福祉部 副理事兼生活衛生課長 大隈
福岡県 保健福祉部 生活衛生課 技術主査
田原

巧
徳三

関係団体
（社）
福岡県警備業協会 会長
（社）
福岡県警備業協会 専務理事
（社）
福岡県産業廃棄物協会 専務理事
（社）
高層住宅管理業協会九州地方支部 支部長
（有・中）
全国管洗浄協会 専務理事
福岡県ペストコントロール協会 副会長
福岡ガラス外装クリーニング協会 会長

奥村
彌中
松岡
小松
難波
草野
樋口

芳幸
敏治
博和
輝義
信二
俊行
健二

石村 一明
稲員大三郎
津田 隆士
打越 基安

北九州市議会議員

木村 年伸
協会外部理事

（株）
福岡中央銀行 業務推進部公務室室長
（社）高層住宅管理協会 九州地方支部 支部長
高倉税理士事務所 所長
福岡県職業能力開発協会 専務理事
（社）福岡県建築士事務所協会 名誉会長
前 福岡県職員

顧問団・議員懇話会
福 岡 県 議会 議 員
福 岡 県 議会 議 員

福岡市議会議員
福岡市議会議員
福岡市議会議員
福岡市議会議員

藤田 陽三
井上 貴博
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梅野
小松
高倉
中富
西
野原

耕治
輝義
郷
倫彦
征治
隆士

公益法人
への道

公益社団法人化特別委員会

座長

『Q&A』

金子

誠（会長）

問も踏まえて今月の「Ｑ＆Ａ」を掲載します。
Ｑ＆Ａその１ ２：「公益社団の魅力は何で す
か？会員の離 脱・退会傾向に歯止めを掛け ら

１月１５日に開催しました公益社団化案 件
に伴う臨時総会に は、正月早々にもかかわ ら

れるものですか？」

ず多数の会員の出席を頂いたうえ熱心な審 議

座長視 点：確かに全国単位では退会は漸増 し

を賜りまし た。お陰さまで執行部上程案は 力

ていま す。組織改革が推し進められ ず、い ま

強い拍手をもって承認決議を頂きまし た。会

の状態の協会活動が続いていくようであれ ば

員各位の真摯な審議に対し心から深謝申し 上

さらに離脱傾向は加速していくかもしれま せ

げま す。臨時総会に参加できなかった会員 の

ん。それだからこそ今回の公益法人改革を 千

ために審議要点を報告しておきま す。【協会 は

載一遇のチャンスと捉え て、組織改革に挑 戦

現行の民法社団の立場で相応の留保金を積 み

しているので す。福岡県協会の改革スタン ス

立ててい る。しかし今年１２月より施行さ れ

は、新法施行を危機と見るのではなく機会 と

る新法で は、この留保金は一律に公益事業 目

見据えていま す。会員の皆さんに訴えたい こ

的財産として縛られることにな る。公益に 資

と は、能動的な改革参加の一点で す。内輪 の

する事業を実施しない一般社団において

メリッ ト・デメリット論議の前 に、協会が こ

は、

この財産を公益関係団体へ寄付するより他 に

の社会の中にあっ て

実質的な処分方法がないようにな る。当協 会

と思われるには私たち自身がどう在りたい か

においては当該財産を積極的かつ有効に保 全

という自己充足の再確認過程を共有してい き

するために公益目的事業費 用（＝事業立上 げ

たいという思いです。

の資 金）として財務措置するものであ

存在していて欲し い

《賀詞交歓会年頭挨拶よ り》 時代の流れに 遅

る。

１９年度にわざわざ臨時総会まで招集して 予

れないように私たちも変わらなければなら な

算修正を求めるのは決して緊急避難するも の

いと変革を進めている が、不思議なもので そ

ではな く、２０年度新法施行に向けて先行 的

の活動の中で逆に変えてはならないも の・見

に当協会の公益法人化姿 勢（組織意 思）を 表

失ってはならないものも見えてきた気がし ま

明することに他ならな い。全国の民法社団 に

す。県協会 は、県下２万人の所属会員従業 員

あっても当該措置を先取り遂行する団体は 稀

の雨や風を凌ぐ

有な存在であろ う。この上程趣旨に対し会 員

らない。そしてその母屋は、 公益の地

の理解と賛同を得たものであ る。】審議での 質

に建てられるべきものであると信じています。
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堅牢な母屋

であらねばな
の上

厚生労働大臣表彰受賞
松岡

おめでとうございます

雄介氏

福岡興業株式会社

代表取締役

平成 20年1月 17 日 大阪市中央公会堂で行われた第 35 回建築物環境衛生
管理全国大会において当協会副会長 松岡 雄介氏が晴れの平成 19 年度厚生労
働大臣表彰の栄に浴されました。
これは永年に亘って建築物環境衛生事業に尽力された功績が特に顕著であ っ
たと認められたものであり、心からお喜び申し上げます。

平成 19年度
ビルクリーニング技能検定実技直前講習会開催される
平成 20年1月 16 日
（水）〜 19 日
（土）
23 日から行われる検定試験を目

於：福岡県立ももち文化センター（ももちパレス）

前

に、本年度も 59 名の受講生を迎え4 日
間の日程で講習会が開催された。
先ず実技ペーパー問題の解答を行 っ
た後、それぞれ分かれて写真の通り課題
１〜３の実技練習を繰り返し行った。
課題 3 カーペットの汚れ取り作業

講師・指導員の方々は、全員合格を合
言葉に、休憩・待ち時間も惜しんで、個
別練習を行っている受講生に対して マ
ンツーマン指導を行ったり、毎日夜遅く
まで練習をする受講生に対しても熱 血
指導にあたっていた。
課題 1 弾性床材表面洗浄作業 .

第82回

課題 2 ガラス面洗浄作業

運営委員会報告
協議事項

日 時 平成 20年1月 15日(火 )13:00〜 14:15
場 所 福岡サンパレス
出席者 金子、古賀、松岡、梶山、西田、松延、青木、末吉
各理事
山川、西村(正 )、谷川、森永、西村(象 ) 、野形、
峯、仲前、渡辺、後藤 各委員
重藤、白水 各監事
倉重、筒井、古田議長団
芳村事務局長、三浦

１．平成 19 年度 第2 回臨時総会の運営について
（西田）
提案どおり了承した。
２．平成 20 年 賀詞交歓会の運営について（西村）
鏡割りについては、
【中 央】金子会長、衛藤理事長、大熊課長、藤田・井
上県議、
【正面右】古賀・松岡副会長、堺・坂井副理事長、草
場幹事長
【正面左】石村・稲員・津田・打越・木村各市議
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とし、その他については提案どおり了承した。
３．年度内公益事業化検討作業段取りについて（金子）
年度内公益事業化検討作業段取及び検討方針 の
提案について了承した。
末吉相談役より魅力ある協会にする為に、部会の設
置 (PCO、飲料水、警備関係 )、警備業( 施設・機械
警備) に関する資格取得のための直前講習会的 な
ものの実施、ビルメンＦＵＫＵＯＫＡの記事内容の
見直し、委員会構成・事業内容( 活動内容) の見直
しも検討してほしいとの意見がでた。
４．旅費規程の改正について（西田）
福岡地区の委員の旅費の支給については、支給す
ることは良い が、全体の予算との兼合いがある た
め、
平成 20 年度予算編纂時に検討することとした。

新事務局職員紹介
氏
名
生年月日
一
言

５．平成 19 年度収支改善対策会議の対応について
( 芳村 )
金子会長、松延労働対策委員長が参加することと
した。

2月 行事予定表
６．株式会社 協和ビジネスの退会について ( 西田 )
退会届を受理し、退会を了承した。

３ 日 ビルクリーニング技能検定 学科試験

報告事項
１．各委員会報告
①総務財政委員会報告
開催日 平成 19年 12月 20日(木

４ 月
６ 水

)

７ 木

会員に関する各種変更のお知らせ

株式会社 愛光ビルサービス
変更事項
変更日

13 水

住所・電話番号・ＦＡＸ番号
平成20年2月3日

15 金

【新】812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭４−１−２９
TEL 092-641-8911 FAX 092-641-8920
【旧】813-0031 福岡市東区八田３−１３−６
TEL 092-672-7073 FAX 092-682-4314

18 月
21 木

株式会社 三愛美装センター
変更事項
変更日

住居表示

於：福岡県自治会館

防除作業従事者研修会（北九州）
於：北九州パレス

九州地区本部会議
2／13〜14

於：国際会議場

防除作業従事者研修会（福岡）
於：福岡県自治会館

14：00 事業委員会
於：協会事務局会議室

13：30 第83回運営委員会
於：協会事務局会議室

於：協会事務局会議室

26 火

協会担当者

清掃作業従事者研修会(入門コース)
於：ももちパレス

毎週金曜日は知事登録業務相談窓口開設日です。
（3月は開設しません）

平成20年1月

【新】企画部 担当課長 茶山事業所長
【旧】事業開発部部長 田代幸博

経営者セミナー

13：00 総務財政委員会

㈱ジェイアール西日本福岡メンテック
変更日

於：協会事務局会議室

22 金 14：30 第104回政治連盟理事会

平成20年1月21日

【新】福岡市早良区野芥８−１−５
【旧】福岡市早良区野芥８−１−９

変更事項

13：30 第15回公益社団法人化特別委員会

橋村裕次郎

毎月10日は災害発生報告書提出締切日です。
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