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第 44 回 九州ビルメンテナンス協会
定例総会に出席して
労働福祉委員会 副委員長

後藤

元生

第44回九州ビルメンテナンス協会定例総会

で「質疑をしないで」と冗談で言ったせいか、

が、平成21年7月9日にANAクラウンプラザホテ

議事は1号議案から5号議案まで慎重審議にもか

ル福岡で開催された。

かわらず質疑もなく、予定の時間を残して可決

執行部23名、代議員59名、陪席22名の出席の

された。

中、井上副会長の開会の辞、青木会長の挨拶の

議案の中で、九州ビルメンテナンス協会が九州

後、開催地福岡県協会金子会長の挨拶があった。

ビルメンテナンス連絡協議会と名称変更し、会

来賓では福岡県知事麻生渡様（保健衛生課課

費を月額3千円から千円に減額。協力金を廃止と

長技術補佐小川様代読）、福岡労働局長本間文
佳様（安全課課長補佐田畑様代読）のご挨拶を
頂いた。

した。
新役員の紹介では各県とも交代があり、新会
長に井上宏沖縄県協会長、副会長には金子誠福

議長団選出では、藤甲子郎氏(福岡県)・三原

岡県協会長、湯浅秀文宮崎県協会長、野元一喜

耕一氏(熊本県)両名が選出され、藤議長が挨拶

鹿児島県協会長の3氏が就任。全役員の紹介の
後、退任役員の表彰では、当県より青木博志
氏、退任指導講師・検定委員表彰で平松寛氏が
表彰を受け、湯浅総務委員長の閉会の辞で閉会
となった。
懇親会は同ホテルであり、あんみつ姫のお姉さ
ん方のすばらしいショーに、参加者の目はス
テージにくぎづけ。とりわけ座長によるメイク
ショーでは、参加者の中から選ばれた1人を、2
分足らずでメイクアップして見事な女性に変身
させたことには驚かされた。宴会も盛況のうち
に終了し、二次会は中洲へ。翌10日は、和白ゴ

総会風景
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ルフ場にて雨の中のゴルフとなった。

第2回

2009 都市ビル環境の日

子ども絵画コンクール
主催：
（社）福岡県ビルメンテナンス協会
後援：福岡県教育委員会
福岡市教育委員会
北九州市教育委員会

増え続 けるゴミ。で も、私 たちのちょっとした 工 夫 で 減らすこともで きれ ば 、再 利 用 することも
可 能です。小 学 生 の 視 点で 私 たちにできる取り組 みを考え、そのアイデアを絵 にしてください。
社団法人福岡県ビルメンテンス協会では、1995年より毎年10月4日を「都市ビル環境の日」と定め、様々な環境問題の改善や都市の
美化活動に積極的に取り組んでいます。当協会では、これらの活動を一般のもっと多くの方々に理解していただきたく、昨年に引き続き
「子ども絵画コンクール」を実施いたします。このコンクールが、次の世代を担う子どもたちの「環境」や「モノ」に対する思いやりの
心を育む契機となることを願っています。
●応 募 資 格 福岡県内の小学生
●募集テーマ 「あなたにもできるゴミリサイクル」
●応 募 点 数 一人1点
●応 募 規 定 ①用紙／画用紙（四つ切 55cm×39cm）
②絵の具／自由 ただし、版画、はりえ、異素材の貼付は
不可
③応募票／作品の裏面右肩に、右の応募用紙を貼ってくだ
さい〔応募作品の返却をご希望の方は、お手数ですが当協
会までお越しください（ただし、返却期間は平成21年11
月末日まで）〕。
④入賞作品の著作権は、主催者側に帰属するものとします。
●応 募 方 法 応募用紙に必要事項をご記入ください（応募用紙は、右記の
当協会ホームページからもダウンロードできます）。作品は、当
協会へ直接持参もしくは郵送にて受け付けます。
※応募規定・応募方法に沿わない作品は受け付けできません
のでご注意ください。
●募 集 期 間 平成21年7月17日（金）〜9月11日（金）※当日消印有効

入賞者には郵送にて通知します。また、当協会のホームペー
ジ上でも発表します。
●表
彰 最優秀賞 3名（賞状・図書カード）
優 秀 賞 10名（賞状・図書カード）
佳
作 20名（賞状・図書カード）
●参 加 賞 応募者全員に「ボールペン＆シャープペンセット」を進呈し
ます。
●表 彰 式 平成21年10月2日（金） 於：九州エネルギー館
（福岡市中央区薬院4-13-55）
●作 品 展 示 入賞作品は平成21年9月28日（月）〜10月4日（日）の間
アクロス福岡１Ｆコミュニケーションエリアに展示します。
〒812-0011
●作品提出先 福岡市博多区博多駅前1丁目15番12号 藤田ビル2F
社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会
「子ども絵画コンクール」係 TEL（092）481-0431
［ホームページ］http://www.fukuoka-bma.jp/

●発

表

「都市ビル環境の日」行事開催のお知らせ

開催日：10月2日（金）

テーマ：「エコ都市への挑戦〜あなたにもできるゴミリサイクル〜」
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平成21〜22年度
県協会講師・指導員
講師団長
（担当副会長） 講師副団長（教育研修委員長）

松岡

雄介

川原

淳

野田

耕司

福岡興業㈱

武井

靖行

田中

剛

立川

雄一

福岡興業㈱

㈱富士メンテサービス

㈱西日本サニタリー

筒井

俊之

平井

晋也

出口

周

㈱フジクリーン

東福互光㈱

八幡ビル管理㈱

㈱川原グループ

㈱東洋美装エスジー

御手洗清雄

㈱トキワビル商会

松延

洋一

出口

秀成

熊谷

清文

宮司

博昭

九州ビルサービス㈱

三信ビル管理
（資）

㈲南都ビル管理社

大成管理開発㈱

宮木

英一

仲

照國

荒金

浩幸

田中

廉

九州美装㈱

新生ビルメンテナンス㈱

九州メンテナンス㈱

西日本管財㈱

待鳥

俊郎

高橋

壮文

一野

照彦

宿里

明幸

山川

博文

重藤

知司

久原

正春

九州ビルサービス㈱

九州ビルサービス㈱

総合システム管理㈱

西日本美装工業㈱

貯水槽
防 除
柴田

裕治

九州メンテナンス㈱

西野千世子

㈱ジェイアール西日本福岡メンテック

安東

孝明

共栄ビル管理㈱

鉄井

薫

ジェイアール九州メンテナンス㈱

㈱千代田

知事登録
排 水 管
松尾

俊和

㈱設備保守センター

舳峯

友浩

九州三建サービス㈱

本山

淳

山﨑浩太郎

㈱サニクリーン九州

㈱ダイワス

ニューゼネラル商事㈱

ビル設備
管 理 科
別府

太一

㈱福栄ビルサービス
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井上

禎

大成管理開発㈱

妹尾

一成

㈱ダイワス

倉田

正則

㈱朝日ビルメンテナンス ㈱九州ダイケン北九州営業所

公益法人
への道

『Q&A』

公益社団法人化特別委員会

公益法人
座長 金子

誠（会長）

時代の扉を叩く!

新公益社団法人は、社会奉仕活動を専らとす

います。時間の流れを水の帯に例えるなら、いま

る団体ではないということをどれだけ納得してい

県協会は一つの石（＝意思）を投げようとしてい

ただいたでしょうか。4月に実施した「公益法人

ます。水面に広がる波紋は、未来へもそして過去

化地区説明会」においても、そのへんのことを具

へにも同心円で及んでいきます。ホンモノになる

体的イメージで捉えることができないというご意

には、絶対時間は動かし難く、また投入機会も時

見が多数ありました。これから1年間そのことを

機を逸せられないものと考えます。

一つずつ整理し、企画し、実践に移して行きたい
と思いますのでどうぞよろしくお願いします。
いままで綿々と積み上げてきた業の底力を、時

今月は時間軸に視座を置いて公益化を考えて
みました。次回は、座長が痛切に感じている規模
格差の問題とその解決装置としての公益法人機

代の潮流に乗せるべく ビルメン環境力 として

能を検証してみたいと思います。

再生させていく。福岡県協会は、その養生箱とな

Ｑ＆Ａその29：「公益法人として今年どのよう

るべく新法公益法人の社会的価値創造・保障機

な事業を展開する予定ですか？ また会員はどの

能をまといたいと云うのが座長の一貫した主張で

ような協力をすればよいですか？」

す。また県協会がその公共的価値創出機関として

座長方針：いま公益価値創出エンジンとしての４

社会的に認知されるには最低でも10年の月日を要

つの専門部会が、各々その陣容を整えて課題に

するであろうとも説きました。それに対し「10年

立ち向かおうとしています。その例を一つ『会長

も待っていられない！その間に地方ビルメン業者

掲示板』に記しますので回覧願います。

はどんどんジリ貧になっていく。どうにかしてく

＝ 会長掲示板 ＝

れ」という趣旨の意向もたくさん伺いました。し
かしよく考えてください。この厳しい時代にあっ

□会員企業の労働安全管理体制の確立と機能

ても健全優良な事業展開をしている小規模ロー

性の確保

カルビルメンは存在します。これら先見性の高い

：8月4日「労働安全衛生大会」開催。いま社会

経営者層は、きっと10年前に今日の厳しい時代を

で顕在化してきた職場のうつ病などの対策とし

予見し10年という長い時間を費やして事業改革

てメンタルヘルスケア講習。また冬季に逆襲が

に臨んできたはずです。公益法人移行に向けて

危惧される新型インフルエンザへの組織対応

の5年間の猶予期間をもっと有効に使ってはどう

講義。現場体験談や現場目線の安全意識啓発

かという意見もありました。公益法人の社会的価

提案多数。

値がどう推移しどう形成されるか見極めてから対

〜昨年度に実習した リスクアセスメント管

処してもよいではないかという考えです。これも

理 はどの程度職場実践されているか！？

一つの賢明な判断かもしれません。しかし先の10

：9月11日「学校ガラス清掃作業安全講習会」

年も待てないという論議に立ち返るなら、この5

開催。現状でも重篤災害率が高い学校ガラス

年の経過措置の時間がいかに重大な機会喪失に

高所清掃作業の安全管理対策につき会員が一

つながるかという点も考慮していただきたいと思

丸となって取り組む。
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（社）福岡県ビルメンテナンス協会

青年部部長

新任ご挨拶
平成21年度

第9代青年部部長

倉重一男
（三笠特殊工業株式会社

まずはじめに、平成6年以来多くの先輩方のご
尽力により築かれた、輝かしい伝統と実績を持
つ福岡ＢＭ青年部の第9代目部長としての職を務
めるにあたり、その責任の重要性を痛感してお
ります。皆様方のご指導とご協力を得て、今年
度でラストの歳となる青年部部長の責務を果た
したいと思いますので、何卒宜しくお願い致し
ます。
今年度は「青年部を活用して、自分を磨き、
会社へ還元する」をテーマに会員と共に結束し
て活動をして参りたいと思います。
組織編成としては副部長3名体制とし、3委員
会（都市ビル環境委員会、研修委員会、拡大交
流委員会）、監査、書記、会計各1名体制で青年
部活動を推進することにより会員各自の力を発
揮して頂きたい、自社に還元できるスキルと知
識を持ち帰って頂きたいと考えています。
また、青年部の活性化のためには会員拡大は
必要不可欠であります。そのために会員拡大目

代表取締役社長）

標40名体制を目指してまいりたいと思いますの
で、何卒、協会各会員皆様のご推薦を宜しくお
願い申し上げます。
今年の事業計画として
①「都市ビル環境の日」行事へ青年部らしく参
画、同時にプレゼン能力向上を図る。
② 多彩な研修や視察によるスキルアップを図る。
③若手育成と活性化のために青年部会員の拡大
を図る。
④協会会員へかわら版青年部ニュースの発刊
（年数回）
⑤青年部全国大会in栃木大会参加（11月）
⑥青年部西日本地区サミットin鹿児島大会参加
（8月）
以上の活動を基本として、充実した内容を心
がけ努力して参りたいと考えております。今後
とも青年部へのご指導・ご理解を宜しくお願い
申し上げます。

第40回福岡県BM協会懇親ゴルフ会開催
㈱愛光ビルサービス

野田

開催日

平成21年7月10日（金）

場

福岡カンツリー倶楽部 和白コース

所

参加者

40名（福岡県28名、九州他県12名）

始

この度、
第40回福岡県ＢＭ協会ゴルフコンペにて栄えある敢
闘賞を受賞させて頂き、
誠に有難うございます。
私、
第39回の大会から参加し、
敢闘賞二連覇となります。
残念
ながら当日は梅雨時期と重なり、
雨の中でのプレーとなりまし
た。
悪天候でのプレーは初という事と日頃の練習不足が祟り、
残
念な結果となってしまいましたが、
敢闘賞商品が豪華だった為、
次回もこれはアリかなと思ってしまいました。

参加された皆さん

当日ご一緒していただいたパートナーの皆様、
本当にお世話になりました。
スコアはさておき、
楽しくプレーする事ができ心より感謝し
ております。
次回大会までにはしっかり練習して上位入賞できるように頑張ります。
最後に、
自慢ですが私はホールインワン経験者です。

第343回理事会報告
日 時 平成21年6月19日（金）15:00〜17:45
場 所 県協会会議室
出席者 金子、古賀、松岡、西田、仲前、倉重、渡辺、
後藤、藤、西村、野形、松延、山川、相川、末吉
各理事
高倉、草場両監事
事務局）宮崎事務局長、三浦職員

１．審議事項
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1. 入会希望（賛助会員）の件
㈱シンコー、㈱ナカジマの推薦により㈱ウイングの賛助
会入会について審議を行う。
7月1日付入会で承認
2. 外部監事役員報酬の件
公益認定後の監査を担ってもらう目的で就任を依頼し
た経緯があり、年間360千円（月額30千円）について審議。
尚、高倉外部監事よりは報酬については外部監事として
の損害賠償発生時の危険負担の担保という意味合いと将

来的に後任監事に交替時の事情も勘案し、受諾する旨の
回答であった。
上記内容にて承認
3. 協会職員夏季報酬の件
前年度までの8月支給を今年度は7月支給に変更し、支
給額は規程通りとする（給与規程第７条による）。
上記内容にて承認
4. 全協こども絵画コンクールの取り扱いについて
「都市ビル環境の日部会」としては種々検討の結果、今
年度「子ども絵画コンクール」は福岡県独自で開催し、全
協との連携は事例Ⅲ（委任参加型連携事業）にて参加す
る（経費面は、参加協賛金を50千円を支払い、内20千円を
県協会として事業推進費を受け取る）との結論に至った旨
の報告を行い、審議依頼を行った。尚、末吉相談役より
「全協と同じ絵画コンクールを毎年実施するのではなく、
視点を変えて例えば中高生に対して作文、論文等の募集
を行い、社会から見たビルの環境・衛生等に関して当業界
への意見を拾って協会運営に生かしていくようなテーマを
設定したら如何か」との提案がなされた。これに対して
は、今年度はスケジュールも切迫しており、他のテーマを
検討する時間的余裕がないため、次年度以降に検討する
ことにした。
以上の内容にて承認
5. 県協会子ども絵画コンクール配布チラシについて
福岡県教育委員会、福岡市教育委員会、北九州市教育委
員会からの後援を申請中で、7月10日までにはチラシを作成
し、小学校へ配布し、募集案内を行う。提案内容にて承認
6. 博多高等学園派遣講師報酬について
博多高等学園と協会が契約し、博多高等学園より当
協会へ支払われる派遣講師料に対しては当協会より講
師へ支払う際に20％源泉税が課税される。尚、派遣講
師に対して支払う講師料については、通常の協会講師
料に準拠する。
7. 厚労省認定の研修会への参加依頼について（福岡市職員）
福岡市保健福祉局生活衛生部衛生課より監視員資質向
上のためとして文書にて当協会主催の研修会への参加要
請依頼があった。これに対して研修会開催時に福岡市当
該部署へ案内を行い、参加費については無料とするが、テ
キストについては有償にて購入してもらうことにした。
以上の内容にて承認
8.役員交代挨拶状について
提示の資料送付先の他に久留米市が中核都市となり、
保健業務が県より独立したため、久留米市長、同保健所
長宛を追加し、挨拶状郵送先を合計89件とした。
以上の内容にて承認
9. 委員会及び部会メンバーについて（事後報告）
総務委員会13社・都市ビル環境の日部会19社、労働福
祉委員会13社・地域防災ネットワーク13社、調査広報委員
会15社・環境管理部会16社、教育委員会10社・雇用促進
支援部会6社とする。
以上の内容にて承認
10. 労働安全衛生大会に於ける無災害事業所表彰について
従来は、対象事業所のうち申請のあった事業に対して
楯を授与していたが、21年度から対象事業所22社 全社に
対して8月4日開催の労働安全衛生大会時に表彰する。ま
た表彰賞状文面及び賞状規格（安全衛生マーク入り用紙
Ｂ4サイズ）を提示した。
上記の内容にて承認
11. 21年度の災害報告書について
20年度の「災害報告事例集」を安全衛生大会前に事前
に配付して意識強化を図る。金子会長より登録している安
全衛生担当者宛に趣旨を記載した案内文を作成して配付
するよう指示があった。
以上の内容にて承認
12. 政治連盟よりの問い合わせについて

来年政治連盟主催の賀詞交換会の1月下旬の開催日程と
来賓の行政と関連団体への招聘について協会の意見を聞き
たいとの主旨であった。協会としては政治連盟の決めた開
催日程、関係先への招聘案内については独自で進めてもら
うことで問題はなし。尚、他の問題については、今後、双方
の三役で打ち合わせを行っていく。以上の内容にて承認
13.平成21年度「前期研修セミナー」の開催のご案内について
(社)福岡県ビルヂング協会からの要請について6月末発
送便で会員へ案内を行う。但し、受講申込書に「協会ゴム
印」を押印する。

２.報告事項
1. 全協役員候補について
古賀副会長（九州地区本部選挙管理委員）より理事候
補として金子福岡県協会長、井上沖縄県協会長、運営委
員候補として湯浅宮崎県会長、野元鹿児島県会長が選出
された旨の報告があった。
2. 5月29日開催の平成21年度定時社員総会収支報告
対予算＋5,122円の結果であった。
3. 総務委員会報告
日 時 平成21年6月12日（金）15：00〜17：00
場 所 県協会会議室
出席者 13名
(1)議題
①入会希望（賛助会員）の審査
②各位委員の紹介及び今年度の活動予定
③外部監事役員報酬について
④諸規程の修正について
⑤委員会、専門部会の規程について
⑥役員交代挨拶状について
⑦九州ビルメンテナンス協会の（7/9）運営について
⑧職員夏季賞与について
⑨その他
・正会員として入会希望の「ケンソウ」の入会へのフォ
ローアップについて
・県協会の公益化に伴う政治連盟への対応について
(2)報告
①定時社員総会収支報告
②退会届の件（(有)樋口商会、㈱源設備 ５月末退会）
4.都市ビル環境の日部会
日 時 平成21年6月12日（金）13：00〜15：00
場 所 県協会会議室
出席者 16名
(1)議題
①各委員の紹介及び今年度の活動予定について
②役割分担（クリーンアップ地区担当、シンポジウム、子ど
も絵画コンクール）について
③全協「こども絵画コンクール」の取扱について
④子ども絵画コンクールテーマについて
「あなたにもできるゴミリサイクル」に決定
⑤シンポジウムの運営について
(2)報告
金子会長よりビル管理教育センター依頼の同季刊誌への
「21年度都市ビル環境の日」記事の寄稿を受諾した旨の報告。
＊次回部会開催 7月28日（火）13：00〜
5. 教育研修委員会報告
日 時 平成21年6月13日（土）10：00〜12：00
場 所 県協会会議室
出席者 10名
(1)議題
①平成21年度事業方針について
②雇用促進支援部会の体制について
③その他
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・知事登録打合せ会議について（7/2 10:00）
・県協会講師・指導員研修会について(7/2 14:00)
・平成22年度ビルクリーニング技能競技大会(福岡県大
会、九州大会)について
・ガラス外装クリーニング協会からの講習会の会員への案
内について（今回は見送り）
(2)報告
①貯水槽清掃作業従事者研修会（6/10於北九州 71名参加）
②貯水槽清掃作業従事者研修会（6/12於福岡 158名参加）
③福岡県内の当業界の就労者数（労災加入者）は平成19
年度で40,514名
6. 調査広報委員会報告
日 時 平成21年6月13日（土）13：00〜15：00
場 所 県協会会議室
出席者 11名
(1)議題
①委員会及び専門部会の運営の件
・環境管理に関する調査内容に付いては、1案として委員
会内で調査項目を検討して調査を行うのか、各委員会・専
門部会からの要望事項を理事会にて選別して調査項目を
決定するのか？ これに対して末吉相談役より、全協で
行っている実態調査をベースに当該年度の調査項目を選
別し、福岡県レベルにブレイクダウンし、会員からの要望
を吸い上げ、結果について分析し、行政へ対して是正等に
ついて働きかけを行うことが委員会の当面の調査項目とし
て捉えればとのアドバイスがあった。対外的な調査を行
い、発信していく。結論として業界の実態調査は継続して
行っていくが、委員会としては調査項目を独自で検討する
こととし、その他の委員会・専門部会での調査については
担当委員会・部会で行い、また理事会としてはどういう項
目を調査していくかを審議し、調査広報委員会へ依頼して
いく。方向性についても今後検討課題とする。
・広報誌ビルメンFUKUOKAの編集について
・公益法人としてのホームページの内容について
②行事日程について
・ボーリング大会（8/28 18:30〜 於 博多スターレーン）

・懇親ゴルフ会 （7/10に九州協会と合同で実施、秋は11
月或いは12月に実施予定）
・懇親旅行（11月に韓国済州島行きを企画）
③メールによる会員への連絡手段についてのアンケート調
査について
7. 労働福祉委員会報告
日 時 平成21年6月13日（土）13：00〜15：00
場 所 県協会会議室
出席者 11名
(1)議題
①平成21年度事業方針について
②平成21年度労働安全衛生大会について
・8月4日（火）於福岡県自治会館にて開催
・無災害事業所表彰について（詳細は前述の理事会審議
事項10参照）
・労働局へ依頼の講演内容について（テーマ「メンタルヘ
ルスケア」）
・基調講演について（福岡県保健医療介護部へ「新型イン
フルエンザ対策」を依頼する。
古賀副会長より本日県訪問の処、文書にて依頼文を持
参するよう草場係長より依頼があったとの報告をした。
・労働安全に関する標語・論文の選考について
＊標語→応募総数 13社、367句 最優秀賞1、優秀賞2、
佳作3を選出
＊論文→応募総数 2社 4作品 最優秀賞1、佳作3を選出
・体験報告
・その他
司会：川原副委員長、安全宣言：(有)綜合メンテサービス、
パンフレット等は前年同様
③その他
・21年度の災害報告書について（詳細は前述の理事会審
議事項11参照）
・委員会及び地域ネットワーク部会のメンバーについて
筑豊地区については、メンバーがいないため、末吉相談役
に人選をお願いした。

第344回理事会報告
日 時
場 所
出席者

平成21年7月7日（火）14:00〜15:50
県協会会議室
金子、古賀、松岡、西田、仲前、倉重、渡辺、
川原、後藤、藤、西村、野形、松延、山川、
相川、末吉 各理事 高倉、草場 両監事
事務局）宮崎事務局長、三浦職員

１．審議事項
1. 7/9開催九州ビルメンテナンス協会総会運営について
懇親会については、長崎県1名、陪席2名追加の合計
100名となり、主催県として、一致協力して総会を盛会
に導く。
承認
2. 九州ビルメンテナンス協会総会 代議員変更の件（事後報告）
当初予定の代議員２名が都合により出席できないため、
新たに２名を選出し、九州協会へ報告済。
承認
3. 平成21年度懇話会開催の件
８月７日（金）13:00より福岡県自治会館にて開催する
（例年通り昼食は支給の事とする）。話題としては、九州
協会総会報告、全協総会報告、公益法人化の進捗状況と
する。尚、懇話会開催前に10:00より理事会を開催する。
上記内容にて承認
4. 新入青年部員入部について
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高原正臣氏（ハチダイ）、西山昌宏氏（綜合メンテサー
ビス）、野田始氏（愛光ビルサービス）の３氏の入会につ
いて審議を行う。
承認
5. ㈶ビル管理教育センター会長表彰被表彰候補者について
善光ビルメインテナンス㈱ 代表取締役青木博志氏を推
薦する。
承認
6. ビルクリーニング技能検定員の追加について
九州協会の福岡県検定員が欠員のため三信ビル管理
（資）統括部長出口秀成氏を推薦し、7/9開催の九州協会
総会にて諮る。
承認
7.「学校ガラス清掃作業安全講習会」案内について
9/11福岡県自治会館にて第１回「学校ガラス清掃作業
安全講習会」の開催案内を7月末定期発送にて会員へ案内
する（80名の受講者を想定）。
承認
8. 協会講師推薦届について
防除作業の講師として、㈱サニクリーン 本山淳氏の推
薦を審議する。
承認
9. 委員会及び部会メンバーについて（事後報告）
教育研修委員会：㈱西日本サニタリー、都市ビル環境の
日部会：㈱西日本サニタリー、環境管理部会：㈱大川ビル
管理、㈲川上美装の追加加入を報告する。
承認
10. 8/4開催の労働安全衛生大会の基調講演の講師について

福岡県保健医療介護部へ基調講演を依頼した処、部内
のスケジュール調整が難しいため、代替として九州医療セ
ンターの柏木ドクターを講師として推薦の申し入れがあっ
た。但し、外部講師へ依頼のため2万円程度の講演料が発
生する。今回はテーマが「新型インフルエンザ対策」であ
り、医療関係者の講演は専門的であり適切と考え、他の講
師依頼の時間的余裕もないため依頼することにし、審議を
行う。
上記内容にて承認
11. 助成金付き職業能力開発制度について
末吉相談役より、行政より情報収集をして公益事業とし
て協会事業の面を広げるよう提案を受けた。提案内容は、
「三役としての役割は、例えば企業単独で行政等を訪問し
ての情報収集が難しいため、県行政、雇用能力開発機構
等を定期的に訪問し、県協会として取り組める情報収集に
努め、理事会で同報告を行い、審議し、必要であれば、会
員向けに講習会、説明会等を開催し、会員への貢献を目指
して欲しい」というものであった。 以上の提案に付承認

新入会員紹介
賛助会員（株）
ウイング
代表者 代表取締役 松永 富士雄
協会担当者 第3事業部部長 浦田 美保
所在地 福岡市博多区東光寺町1-24-8
TEL 092-431-0379 FAX 092-431-0370
資本金1,000万円 入会年月 平成21年7月
推薦者 ㈱シンコー、㈱ナカジマ

会員に関する各種変更のお知らせ

（株）ザイマックスビルマネジメント
変更事項 代表者 変更日 平成21年6月
【旧】代表取締役社長 島田 雅文
【新】代表取締役社長

健二

（株）大和研装社 西部支社
変更事項 代表者・協会担当者 変更日 平成21年6月
【旧】支社長 又野 喜文 【新】支社長代理 森 正昭

（株）ダイワス
変更事項 代表者 変更日 平成21年6月
【旧】代表取締役 井上 俊勝

２.報告事項
1. 都市ビル環境の日「子ども絵画コンクール」チラシについて
７月中に福岡県内の全小学校及び会員企業の家族への
案内を行う。また、今年度は「アクロス福岡」にて優秀作
品の展示を行う。
2. 懇親旅行の件
韓国済州島への懇親旅行については、４社の旅行社よ
り見積もりを取り寄せ、検討する。
3. 知事登録相談室相談員会議報告
日 時 平成21年7月2日（木）10：00〜12：00
場 所 県協会会議室
出席者 10名
(1)議題
①今後の相談室の運営について
②相談業務要領について
相談者の来室回数の軽減等を目的として、来室前に事
前書類審査を実施することにした。
③県への報告要領について
書類確認報告、チェックリストの添付要領・書式及び現
地確認報告について県と打合せを行う。
④２号登録の夜間連絡体制の必要性について
県へ確認の処、不要との見解であった。
4. 県協会講師・指導員研修会報告
日 時 平成21年7月2日（木）14：00〜16：30
場 所 県協会会議室
出席者 27名
(1)議題
①委嘱状の交付
②平成21年度各種講習会予定について
③今後の活動について
平成22年度ビルクリーニング福岡県大会、九州大会（福
岡県開催）について
④最近の『指導』の考え方について
⑤ビルクリーニング技能検定の実技試験内容変更予定及
び変更に伴う研修会開催について
5. ガラス外装クリーニング協議会
日 時 平成21年7月3日（金）15：00〜17：00
場 所 県協会会議室
出席者 8名
(1)議題
学校ガラス清掃作業安全講習会について
①時間割の件 ②来賓の件 ③予算案の件
④講習会開催の案内文の件 ⑤広報の件 ⑥修了証の件
６．会員名簿様式について
今年度より政治連盟役員名簿の表示をしないことにした。

吉本

【新】代表取締役

山﨑浩太郎

（株）ビル代行 九州営業所
変更事項 代表者 変更日 平成21年4月
【旧】所長 長田 毅 【新】所長 淵脇 正勝

ペンギンワックス（株）福岡支店
変更事項 代表者 変更日 平成21年4月
【旧】支店長 成清 正信
【新】支店長

岩崎

大輔

毎日建物管理（株）
変更事項 代表者

変更日 平成21年6月
【旧】
代表取締役社長 倉田 眞 【新】代表取締役社長 大久保 淳次

（株）タイト綜合管理
変更事項 事務所移転 変更日 平成21年7月
【新】〒819-0032 福岡市西区戸切3-38-14

TEL 092-812-3136 FAX 092-812-3138

三笠特殊工業（株）
変更事項 事務所移転

変更日 平成21年6月

【新】〒812-0013

福岡市博多区博多駅東1-16-14
TEL／FAX番号の変更はありません。

（株）リンレイ福岡支店

白石 亜里沙 さん

○勤務年数／1年半
○年 齢／21歳
○血液型／A型
○星 座／天秤座
○趣 味／歩くこと
（身体
を動かすことが好き）
○お勧めの店は／
糸島の
「WEST BLUE」。
海を見ながら食事ができ、
とても落ち着きます。
○ストレス解消法は／
ショッピング、
カラオケ、
ストレッチ

8月 行事予定表
4
7
24
28

火
金
月
金

平成21年度労働安全衛生大会
10：00〜 第345回理事会
13：00〜 定例懇話会
県協会講師・指導員研修会

於：福岡県自治会館
於：福岡県自治会館
於：福岡県自治会館

平成21年度福岡県BM協会ボウリング大会

於：博多スターレーン
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