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第 60 回 全国労働衛生週間にあたって

（社）福岡県ビルメンテナンス協会及び会員の皆様方
には、平素より労働行政に多大なご協力を賜り厚くお
礼申し上げます。
　さて、当局管内の労働災害は、貴会を始め労使の皆
様方のご尽力によりまして、平成20年は5,322人と過去
最少となりました。このうち、業務上の疾病につきま
しては、災害性腰痛がその6割強を占めていますが、
329人と長期的には減少しているところです。
　一方、定期健康診断結果では、何らかの所見のある
労働者の割合が平成19年から2年連続して50％を超えて
おります。特に、血中脂質、高血圧、血糖値など生活
習慣病、脳・心臓疾患につながる検査項目の有所見率
が高いという状況にあります。このようなことから、
生活習慣病、過重労働による脳・心臓疾患を予防する
ため、長時間労働の抑制や定期健康診断による事後措
置の実施、医師による面接指導による健康確保のため
の指導を行っているところです。
　また、職場においてストレスを感じる労働者の割合
が6割近くとなっており、精神障害や自殺についての労
災認定請求件数は、平成20年度は35件と過去最高と
なっています。さらに、昨秋以降の世界的な不況によ
り雇用情勢が悪化していることから、自殺者の増加に
ついても懸念されるところです。
　当局では、第11次労働災害防止計画に基づき、平成
20年度から「福岡メンタルヘルス対策推進5か年計画」
によりメンタルヘルス指針の周知啓発を行っています
が、本年度は、このような状況を踏まえまして、メン
タルヘルス不調の予防や、うつ病などの気分障害者等
の早期発見、早期治療、職場復帰を目的として説明会

やセミナーの開催のほか個別指導を実施するなど、よ
り充実した指導を行っているところです。
　職場からうつ病などの気分障害等をなくすために
は、メンタルヘルス不調の原因の把握とその改善、発
症メカニズム等の理解による本人や管理者の気づきと
ケア、産業医などの産業保健スタッフによるケアなど
のメンタルヘルス対策が重要ですが、その取り組み方
がわからないという企業が多いことから、メンタルヘ
ルス対策支援センター（福岡市博多区博多駅南2丁目
9-30　福岡産業保健推進センター内）に、総合相談窓
口（医療行為を除く）として無料で相談に応じて頂い
ております。是非、この機会にメンタルヘルス対策に
取り組んで頂きますようお願い申し上げます。
　このほか、4月にメキシコで確認されました新型イン
フルエンザが世界各国に拡大し5月には国内でも感染
が確認されたところですが、国内では第2波の感染拡
大が懸念されているところです。会員の皆様におかれ
ましても、国や福岡県などからの正確な情報により、
職場における感染や感染拡大の防止を図って頂きます
とともに、事業継続計画により各発生段階に応じた事
業を展開されますようお願いいたします。
　最後になりますが、10月1日から10月7日は、第60回
全国労働衛生週間です。本年度のスローガンは「トッ
プが決意　みんながつくる　心の健康・明るい職場」
となっております。（社）福岡県ビルメンテナンス協
会の会員の皆様方におかれましても、このスローガン
をご確認して頂き、心身両面にわたる健康づくりを継
続的して進めて頂きますようお願い申し上げます。
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〔 主な行事 〕

■ 福岡市環境局

■ KBC九州朝日放送（株）

■ NPO法人 自然環境保護市民の会

■（社）福岡県産業廃棄物協会 福岡支部
（有）博南開発

■ 福岡県環境部
待ったなし !  地球温暖化対策
～エコ事業所認定について～

環境保護実施活動の紹介

ごみ削減取り組み事業と
環境市民ファンド事業について

ごみ減量・再資源化優良事業者  
平成 14 年度最優秀賞受賞

循環型社会の構築へ向けた新たな取り組み
～事業系ゴミの固形燃料化事業～

 10月2日（金）　10：30～12：00

入選作品は、9 月28日（月）～ 10月 4 日（日）、
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。

2 0 0 9
第15 回第15 回

福岡県内主要都市の公共施設の清掃活動を
実施します。

於：九州エネルギー館

「エコ都市への挑戦～あなたにもできるゴミリサイクル～」

13：30 開会挨拶 金子　　誠（社）福岡県ビルメンテナンス協会 会長

16：30 閉会挨拶 古賀　　修（社）福岡県ビルメンテナンス協会 副会長

13：35 来賓挨拶 麻生　　渡
吉田　　宏
北橋　健治

福岡県知事

14：00 趣旨説明

福岡市環境局／KBC九州朝日放送（株）／NPO自然環境
保護市民の会／（社）福岡県産業廃棄物協会 福岡支部
（有）博南開発／福岡県環境部

16：20 第2回子ども絵画コンクール入選作品発表

14：10 シンポジウム

福 岡 市 長

北九州市長

シンポジウム

式次第

今年のテーマ

クリーンアップ福岡

第2回子ども絵画コンクール
入選作品発表
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公益法人
への道
公益法人

『Q&A』

公益社団法人化特別委員会

座長　金子　誠（会長）

　この広報誌がお手元に届くころ、本年度の『都

市ビル環境の日』行事を実施します。皆さまに育

てていただいた当事業もお陰さまで第15回を迎え

ることになりました。この行事の歩みそのものが

公益法人への道程であったと言っても過言では

ないと感じます。今年のテーマは「エコ都市への

挑戦～あなたにもできるゴミリサイクル～」と題

して開催します。従来の業界内論議から今回はい

よいよ業界の外へ向ってテーマの展開を図りま

す。その実践価値はシンポジウムへ参加してもら

い体感していただきたいと思います。

　今回もうひとつお伝えしたいことは第2回「子

ども絵画コンクール」の活性ぶりです。昨年、狭

い地域で手探りで始めた初回でしたが、確かな手

ごたえを感じました。それを受け今年2回目、全

県下の小学校に拡大募集したところ80校を超え

る学校より454点もの絵画作品応募がありまし

た。その充実した内容については、シンポジウム

あるいは都市ビル環境の日事業報告書で触れた

いと考えます。ここではその意義について少し座

長の考え（想い）を述べさせていただきます。

　おそらく作品群を目の当たりにしないとその実

感は得られないと思いますが、大袈裟ではなく子

どもたちの“環境の未来”を切り拓こうとする意

思を感じ取ることができます。既存ビルメンテナ

ンスは中高年齢層の従事者を主役として発展し

てきたことは言うまでもありません。今後もそれ

らの従事者層を主体として事業継続していくでし

ょう。そのこと自体は業の底力であると認識して

います。ただ将来に向けてビルメンテナンス業を

進化させていくには若年層への事業継承も必要

になってきます。現在全国で百万人近い就労人

口を抱えるビルメンテナンス業です。大雑把に言

っても60人に1人は斯業で働いていることになり

ます（都市部ではさらに高い密度）。そのような

業容のビルメンテナンスが未来を獲得していく

には、その事業価値の各世代間のバトンタッ

チ・リレーが欠かせないと考えています。日本

産業の中の位置付け云々という大構想の前に、

いまある地方の中小零細ビルメンの偽らざるジ

ェネレーションギャップに公益福岡県協会は肉

薄していきたいと思います。次代のローカル・

ビルメンマンの未来は、いまの私たちが準備し

なくてはなりません。

Ｑ＆Ａその31：都市ビル環境の日部会員「エコ

都市への挑戦というテーマと、いま自分の会社が

やっている事業（清掃）との接点が見え難い。ど

う考えて参画していけばいいでしょうか？」

座長視点：政権交代と公約・・高速道路の無料

化・・自分がフェリー会社の社員だったらどう考

えるだろうか？報道を見て、よくそんなことを考

えます。怒る、悲嘆に沈む、仕方ないと諦め

る・・そこから生き残りの発想は生まれてこない

でしょう。座して死を待つしかありません。しか

しフェリー会社の社員は絶望しないと思います。

海運により社会に貢献してきた誇りと信用が絶望

させないと思います。そこから新たな挑戦が始ま

ると確信します。マニフェスト・・最低賃金1000

円への引き上げ・・清掃現場を見捨てて逃げ出し

ますか、それとも・・

たすき掛けリレーのスタートライン

現場の安全と衛生を守り抜く福岡県協会員！

8月安全大会（メンタルヘルスケアと新型イン

フルエンザ対策）～9月学校ガラス清掃作業安

全講習会（高所作業安全管理）に続き、第3弾

10月病院清掃従事者講習会（感染防止と注射

針刺し防止）実施。第4弾11月に新型インフル

エンザ対策セミナー開催企画中。

＝　会長掲示板　＝
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　我々青年部ネットワークにおいて、「九州サミット」「西

日本サミット」「青年部全国大会」と、各都道府県のビル

メンテナンス協会青年部の交流として、これら3つの大規

模な大会が毎年開催されています。今回は、去る8月26

日に鹿児島市にて行われました「九州サミットIN鹿児

島」への参加報告を致します。

　今回の九州サミットのテーマは、「未来へ～創造・共

生・継続～」。九州青年部の中で、我々福岡県青年部と仲

の良い関係を築いており、また良きライバルである鹿児

島県青年部主催という事で、今回は福岡より11名の参加

となりました。

　チャーターバスにて現地へ向かい、部長会議5分前に

到着し、バタバタと慌しいスタートでありましたが、無事

遅刻する事も無く、オープニングセレモニーから参加す

る事が出来ました。九州各県を始め、遠くは本年度の全

国大会を開催する栃木県青年部からの参加もあり、多数

出席のなかで、未来へ向けた環境をテーマとする講演

を受けました。

　第一部講演はNPO法人地球環境フォーラム鹿児島事

務局長の塩川哲郎氏より、「緑の地球を未来の子供たち

へ」というテーマにて、現在地球上で実際に深刻化して

いる温暖化などの実態を交え、我々が生きる為に如何に

して環境と共生し、また環境に取り組む姿勢を継続する

かを学びました。

　第二部講演はバイオマス産業エネルギー研究所の芝

原幸夫所長を迎え、「地域活性化へ／バイオ液体燃料

（BLT）とバイオマスコンビナート」というテーマで、竹や

玉ねぎ、ごみ等のごく身近な物が有効なエネルギーに変

わるといった、環境への新たな創造に取り組んでいる事

例を基に勉強しました。このエネルギーを完全資源化す

るためのコンビナートを地方自治体に取り入れるといっ

た構想なども知ることが出来、これらの講演を通し、まさ

に未来へ向けた「創造・共生・そして継続」を真剣に考え

させられました。

　その後、今回の一番の楽しみである懇親会へと突入

し、さすが焼酎の本場！鹿児島青年部の粋な計らいのお

陰で、森伊蔵、村尾、魔王などの銘酒がジャンジャン振舞

われ、参加者一同大満足の懇親会になったのは言うま

でもありません。

　その後の２次会では、鹿児島青年部名物男、仮屋博昭

氏の司会進行のもと、皆様にはお伝えできないような内

容にて、日頃溜まったエネルギーを爆発させるべく大い

に盛り上がりました。

　このような交流会を通し、将来へ向けて、同じ業界で

バリバリと働く世代として強い絆をつくり、かつ良きライ

バルとして、より良い業界発展へ向け頑張って行こうと誓

うのでありました。　　　　　（青年部拡大交流委員会）

「九州サミット IN 鹿児島」参加報告青年部

鹿児島県青年部より振る舞われた銘酒の数々鹿児島県青年部より振る舞われた銘酒の数々

サミットの模様

懇親会風景
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平成21年度

優勝した㈱三栄ビルサービスチームとインタビューする藤委員長

ストライク!

会場での熱戦の模様

福岡県BM協会ボウリング大会開催
　博多スターレーンで行われた今年のボウリング大会は、
藤委員長の開会宣言、金子会長の挨拶と始球式のあと、ゲ
ームがスタートしました。会社の期待を一身に背負い、意
地とプライドをかけた白熱したゲーム展開となりました。
今回は、女性だけで編成された精鋭チームの参加など、バ
ラエティーに富んだ大会となりました。ストライクで盛り
上がるチーム、ミスをして落ち込むチームなど、各チーム
の表情が前面に出た楽しい大会となりました。
　ゲーム終了後は、懇親会会場へ移動。松岡副会長の乾杯
の音頭で、懇親会がスタートしました。優勝チームをはじ
め、各個人賞の方へ金子会長より豪華な賞品が手渡され、
受賞者の方からは喜びのコメントを頂きました。
　今年の大会も成功裡に終わり、目標は来年の大会。上位
入賞、豪華賞品を目指して、本年度以上に多くの皆様のご
参加を期待しています。最後に調査広報委員会の皆様、大
会の運営お疲れ様でした。　  　　　　（事務局　宮崎） 

日　時
会　場
参加者

平成21年8月28日（金）18：15～
博多スターレーン
22チーム　66名

団体の部

優　勝
準優勝
3　位

スコア／926
スコア／907
スコア／882

  三栄ビルサービス（株）
（株）サニクリーン九州
  三幸（株）九州支店　

スコア／346小林　英次郎
（株）セイビ九州

男　性

スコア／356田辺  美穂
（株）サニクリーン九州

スコア／215小林　英次郎
（株）セイビ九州

スコア／161田辺  美穂
（株）サニクリーン九州

女　性

男　性

女　性

個人の部（優勝）

個人の部（ハイスコアー）

　私達は大会の二日前に突然上司から、県ビルメン協会のボウリ

ング大会に出場するように強要されました。このクソ忙しいのに

何を暢気な事をと最初は思いましたが、更に上司は優勝する事を

ほぼ命令のように言ってきました。仕事でもないのにこのプ 

レッシャーともノルマともいえる命題感はなんだろうと考えてる

間に当日を迎えました。とにかく、やるしかないと思い、その日

の仕事を早めに完了し三人で会場に早めに行って、練習に集中し

ました。

　表彰式で団体優勝チームとして呼ばれるまで半信半疑でした

が、優勝できた事はやはり三人共通の、また前出の上司の、更に

会社の喜びとなりました。

優勝チーム
喜びの声

第346回理事会報告

金子、古賀、松岡、西田、仲前、倉重、
渡辺、後藤、藤、西村、野形、松延、相川
各理事　
末吉相談役　
事務局）宮崎事務局長、三浦局員

日　　　時　　平成21年9月10日（木）15:00～17:00
場　　　所　　県協会会議室
出　席　者

Ⅰ．審議事項
１．公益申請書「事業内容」公１～公４の以下内容につ
いて審議を行う。
○公1／事業の内容の修正
「広く一般の人へ、衛生的環境の確保に関する知識の
普及啓発を図るために・・」の表現を第３者にわかるよ
うに平易な表現に修正するよう検討する。
○公2／
［1］事業の概要について
2．内容
　各文末の「している。」の表現を「する。」に修正し
統一する。
1）各種作業従事者講習会
「清掃」を「建築物清掃」に修正し、同作業が登録の1
号であるため、各作業の先頭に移動する。
7）就労弱者の教育訓練

「・・指導を、企業を中心に当業界」を「・・指導する。
また当業界」に修正する。
　また、末吉相談役より協会として就職支援のための職
業訓練を行うことは公益目的に合致しないとの厚生労働
省の指摘も念頭に置く必要ありとのアドバイスあり。
従って「就労支援」を申請書に織り込むか否かについて
は調査の必要があり、本件はペンディングとの金子会長
判断となる。
○公３
［1］事業の概要について
2．内容
3）地域防災ネットワークの推進
　「安全担当者連絡会」を「地域防災ネットワーク部
会」に修正する。また、他の事業との整合性を図るため
「3．財源」を追加する。
○公４
事業内容
　「環境に関して住みよい街づくりに貢献する啓発活
動」を「住みよい街づくりに貢献する啓発活動として」
に修正する。
［1］事業の概要について
 1．趣旨／「合わせて」を「併せて」に修正する。
　　　　　　　　　　　　　　　　上記内容にて承認
2．公益認定申請に関する申請書について
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10月 行事予定表

毎月10日は災害発生報告書提出締切日です。
毎週金曜日は知事登録業務相談窓口開設日です。

6 火

9 金

18 日

於：アクロス福岡1F　コミュニケーションエリア展示

2 金
第2回子ども絵画コンクール（9/28～10/4）

都市ビル環境の日「クリーンアップ福岡」
於：九州エネルギー館シンポジウム（13：30～）

於：協会会議室14：30～　第347回理事会

於：ももちパレス病院清掃従事者研修会

18日～20日
ビルメンヒューマンフェア 

,
09 in 京都

（株）旭商会 森園  えりなさん（株）旭商会（株）旭商会 森園  えりな森園  えりな森園  えりな森園  えりな（株）旭商会（株）旭商会 森園  えりな森園  えりな森園  えりな森園  えりな森園  えりな森園  えりな森園  えりな森園  えりな森園  えりな森園  えりな森園  えりな森園  えりな森園  えりな森園  えりなさんさん森園  えりな森園  えりなさんさんさんさん

「平成21年度損益予算書」の修正
・労働福祉事業の「優良従事者表彰事業主拠出金」7万
円を「法人会計」に移管する。
・「環境管理部会創設事業費」を「環境管理部会事業
費」に修正する。　　　　　　　　　　　　　　承認
3．公益認定申請に関する役員の「誓約書」提出について（西田）
　公益移行認定申請用の添付書類「確認書」の裏付け書
類として必要であり、各理事へ提出を要請する。      承認　
4．旅費規程変更案について（西田）
　「協会主催各種会議費の特例」の旅費を従来の移動
距離による支払いを改め、開催場所（福岡、北九州、筑
豊、筑後）毎の支払いに変更する。　　　　　　 承認
5．「都市ビル環境の日」テレビＣＭ予算拠出について（西田）
　九州協会総会費支出の余剰金（240千円）及び予備費
（260千円）にて賄うことの可否を審議。　　　    承認
6．教育研修委員会講師指導員追加について（松延）
　岡崎清孝氏　㈱朝日ビルメンテナンス営業部長の追
加について審議。　　　　　　　　　　　　　   承認
7．専門部会新規加入について（宮崎）
　都市ビル環境の日部会：㈱大川ビル管理、大森商事
㈱、共栄ビル管理㈱、新生ビルメンテナンス㈱、吉次商
事㈱（倉重）　雇用促進支援部会：九州メンテナンス
㈱、㈱シンコー（相川）
以上の会員の新規加入について審議。　　　　　承認
8．㈶ビル管理教育センターより依頼の季刊誌「ビルと
環境」への寄稿について（宮崎）
　倉重環境管理部会長にて対応し、テーマは10/2開催
の「都市ビル環境の日」報告とする。　　　　　  承認
9．㈶福岡県高齢者・障害者雇用支援協会より要請の職
業生活設計セミナーへの講師派遣依頼について（宮崎）
　松延教育研修委員長を派遣する。　　　　　    承認
10．懇親旅行事務局員帯同について（西田）　　　
　岩﨑事務局職員の帯同を審議。　　　　　　    承認

Ⅱ．報告事項
1． 労働安全衛生大会収支報告（渡辺）
開 催 日　8月4日（火）
開催場所  福岡県自治会館
収　支　予算500,000円　実績264,263円　差引235,737
円節減。
2．懇話会 報告（仲前）
開 催 日　8月7日（金）
開催場所　福岡県自治会館　参 加 者　48名
3． 都市ビル環境の日部会 報告（倉重）
開催日時    8月19日（水）13:00～14:50
開催場所　県協会会議室　　出 席 者  21名
議　　題   ①クリーンアップ福岡の展開について
②シンポジウムの内容について
③パンフレットについて
④シンポジウム動員計画について
4．総務委員会　報告（仲前）
開催日時  8月19日（水）15:00～16:00
開催場所  県協会会議室　　出 席 者  10名
議　　題　①各種規程の検討
②「都市ビル環境の日」テレビＣＭ予算拠出の件
③部会開催案内の差出人について
④「都市ビル環境の日」シンポジウム動員のついて
報告事項　①高倉監事より会計監査報告
5． 雇用促進支援部会 報告（相川）
開催日時　 8月20日（木）15:00～16:00
開催場所　県協会会議室　　出席者    10名
議 　  題    ①福岡市立特別支援学校博多学園について
②中小企業人材確保推進事業助成金について
③部会委員の増員について
④アンケート調査について

6．教育研修委員会 報告（松延）
開催日時　 8月20日（木）13:30～15:00
開催場所　県協会会議室　出席者　  9名
議       題    ①今後の平成21年度事業方針について
②福岡市立特別支援学校博多学園について
③中小企業人材確保推進事業資金について
④講師・指導員追加について
⑤その他
・学校ガラス清掃作業勉強会報告
・アンケート調査の件
・公益法人移行申請書類の内容検討
7． 講師団研修会（清掃） 報告（松延）
開 催 日　  8月24日（月）10:00～17:00
開催場所　福岡県自治会館
議       題　①従事者研修カリキュラムについて
②厚生労働大臣登録研修会講師の登録について
講師団実技研修
①従事者研修カリキュラムについて
②厚生労働大臣登録研修会講師の登録について
③実技訓練の進め方
8．環境管理部会 報告（西村）
開催日時　8月28日（金）14:00～16:00
開催場所　県協会会議室　　出席者　  15名
議       題     ①福岡県ベース実態調査について
②今後の方針について
9．ボウリング大会 報告（野形）
開 催 日　  8月28日（金）
開催場所　 博多スターレーン　参 加 者  22チーム66人
10．公益法人トップセミナー参加報告（西田）
開催日時　  8月31日（月）10:00～12:00
開催場所    福岡県吉塚合同庁舎
主　　催    福岡県総務部行政企画課
内　　容　現時点の申請状況及び申請の留意点につい
　　　　　ての説明
11．その他
新型インフルエンザへの対応、会員への開示について
（古賀）

○勤務年数／3年半
○年　齢／29歳
○血液型／A型
○星　座／おうし座
○趣　味／お菓子を焼く、
　書道、楽器
○お勧めの店は／
　大名の「くずし割烹
　いとちひさき」
○ストレス解消法は／
　ジムで汗を流すこと




