
 

 

第８４回理事会議事録 

 

日   時  平成 29年 4月 18日（火）14:00～16:00 

場   所  当法人会議室（議長：金子 誠 会長、司会進行：古賀 修 副会長） 

出 席 者  金子 誠、古賀 修、西田 光博、末吉 桓寧、多田 有一郎、吉次 正利、筒井 俊之 

       森重 利之、渡辺 敏也、後藤 元生、川原 淳、藤 甲子郎、西村 象吾、野形 修一 

       各理事                    荒津 惠次、草場 真哉 両監事     

              事務局）富崎 正樹、杉村 亮 

 

Ⅰ．審議事項 

                              

 １．平成２９年度定時社員総会について（多田） 

     （１）議事進行について 

       資料にある進行予定表どおりに開催予定。司会進行は吉次総務副委員長が行なう。 

    議長団には松本修一氏、出口周氏、大塚正博氏の３名と議事録署名人には山田五郎氏に 

    なっていただく。 

   （２）議案について 

    議案は第１号議案から第５号議案まである。 

    第１号議案…平成２８年度事業報告については、各委員会及び部会から提出された報告 

          内容とする。 

    第２号議案…平成２８年度計算書類については、監査報告書記載のとおり問題等ない。 

          また、公益法人として、①収支相償 ②公益目的事業比率 ③遊休財産保有 

          額の保有制限の判定をクリアーしている。  

    第３号～第５号議案…役員選挙管理委員会にて取り纏めを行ない、各候補者が資料のと 

              おり出揃った。          

     （３）表彰式について 

    知事表彰の功労者、会長表彰の功労者および優良従事者の対象は、資料に掲載している 

方々とする。また、優良従事者の表彰は９名で阿部さんに受賞者代表挨拶をお願いする。 

   （４）懇親会について 

    資料にある行政関係、関係団体、議員の方々へ来賓のご案内を送る。 

    今年から政治連盟の顧問団に入られた福岡県議の原口剣生氏へも案内を送る。 

   （５）総会資料 

       各理事および監事へ事前にお送りしたが、もう一度、記載内容を確認していただき、訂 

    正がある場合は、事務局に今週金曜日の午前中まで連絡することとする。 

                                     上記内容にて承認。             

 

 ２．会計処理規程の一部改定について（多田） 

   会計処理規程の第２３条第４項が当協会の現状にそぐわない為、削除することに致したい。 

                                           承認。 

 

 ３．旅費規程の一部改定について（多田） 

   旅費規程の第９条が「九州ビルメンテナンス連絡協議会総会代議員旅費」となっているが、 

   同協議会は解散し、それに変わり（一社）九州建築物環境センターが設立されたので、こ 

   の条項を同センターの名称に改定することに致したい。              承認。 

 

 



 

 

 ４．委嘱等に関する規程の一部改定について（筒井） 

   委嘱等に関する規程の第３条に指導員の謝金は１０，０００円と定めていたが、長年この 

   金額は変わっていないし指導員の人材確保ならびに全協等の謝金を勘案し、１２，０００ 

   円へ改定致したい。                              承認。 

 

 ５．第７回実態調査の集計結果報告について（西村） 

   会員企業１４４社のうち６８社から回答（回答率４７．５％）をいただいた。 

   報告書の内容で問題がなければ、今月末の定期便にて会員へ送付致したい。     承認。 

 

 ６．平成２９年度労働安全衛生大会について（渡辺） 

   案として、８月４日（金）に福岡県自治会館の大会議室にて開催致したい。     承認。 

 

 ７．第１１回西日本サミット IN大阪開催の出席について（多田） 

   開催日は６月１５日（木）で、当協会の金子会長宛に案内が届いている。公務としてご出 

   席して頂きたい。                               承認。 

 

 ８．（一社）福岡県警備業協会総会の意見交換会出席の件（富崎） 

      ５月２９日（月）開催予定で、金子会長と事務局長宛に案内が届いている。金子会長は他 

   と行事が重なっており、代理として西田副会長に出席して頂きたい。        承認。 

 

 ９．事務局職員の給与の件（多田） 

      事務局職員各自の基本給与額を見直し、今月から富崎局長は５千円、杉村職員は４千円、 

   小田原職員は３千５００円のアップと致したい。                 承認。 

 

【追加審議事項】 

１０．（全協）実態調査に伴う調査担当役員の選出について（富崎） 

   全協から実態調査の回収率向上のため、責任者として調査担当役員の選出依頼が届いて 

   いる。出席者へ意見を伺い調査広報委員会の西村副委員長に担っていただくことになっ 

た。また、当協会の第４８回目標値は５６．２％に設定することにした。     承認。 

                                             

 

 

 

Ⅱ．報告事項 

 

 １．会長報告（金子） 

   次の６項目について報告があった。 

  （１）全般について 

    ・行政主務関係の人事異動…4/18午前 関係へ三役挨拶回り 

    ・県公益認定等審議会…3/28 立入検査実施〔特段の指摘なし〕 

    ・協会役員改選：全国評議員…7/28 全協総会開催予定 

        ・熊本震災支援金（二次）…熊本県協会へ 

  （２）総務委員会事項について 

    ・平成２９年度定時社員総会段取り 

    ・平成２８年度決算保全 〔全協：平成２９年度小規模地方協会支援措置〕 

  （３）労働福祉委員会事項について 

    ・平成２９年度労働安全衛生大会…8/4(金)開催 

    ・自転車通勤損害保険（加害者）の適用 



 

 

  （４）地域防災ネットワーク部会事項について 

    ・災害時支援協定…運用マニュアル（厚労省監修） 

⇒熊本地震：熊本赤十字病院対策知見、清掃保全体制の報告書 

  （５）都市ビル環境の日部会事項について 

    ・筑後（久留米）地区開催の活性化…テーマ：清掃ロボット 

（賛助会・ケルヒヤー協力要請） 

  （６）教育研修委員会・雇用促進支援部会事項について 

    ・障害者就労支援…県行政主導（学校教育）⇒特別支援学校：教育過程からの導入 

            政令指定都市（福岡市・北九州市）、中核都市（久留米市）展開 

    ・外国人技能実習生制度活性化…ベッドメイク（ホテル客室業務）の技術基準指定化 

                  （外国人実習生）技能基礎級検定の適確実施 

   

 ２．正会員退会の件【事後】（多田） 

  ・有限会社西日本美装センター〔平成２９年３月３１日付にて退会〕 

  

 ３．警備部会報告（野形） 

   開催日時 平成２９年４月７日（金）１３：３０～１３：５０ 

   開催場所 県協会会議室 

   参加人数 ５名 

   議  題 １．平成２８年度の部会活動報告について 

        ２．平成２９年度の部会活動について 

 

４．調査広報委員会報告（西村） 

   開催日時 平成２９年４月７日（金）１４：００～１４：５０ 

   開催場所 県協会会議室 

   参加人数 ８名 

   議  題 １．平成２８年度の事業報告について 

        ２．平成２９年度の事業活動について 

        ３．平成２９年度ビルメンＦＵＫＵＯＫＡの編集について 

        ４．当協会のホームページについて 

         

５．環境管理部会報告（西村） 

   開催日時 平成２９年４月７日（金）１５：００～１５：４０ 

   開催場所 県協会会議室 

   参加人数 ９名 

   議  題 １．平成２８年度の部会活動報告について 

        ２．平成２９年度の部会運営について 

        ３．その他 

         ・平成２８年度実態調査の集計結果報告については、今月の理事会へ 

上程して今月末の定期便にて会員へ送付する予定。 

   

 ６．教育研修委員会報告（筒井） 

   開催日時 平成２９年４月１１日（火）１５：００～１５：５５ 

   開催場所 県協会会議室 

   参加人数 １１名 

   議  題 １．平成２８年度の活動報告（案）について 

        ２．平成２９年度の活動について  

        ３．委嘱等に関する規程（謝金）について  



 

 

        ４．その他 

         ・平成２８年度ビルクリーニング技能検定の合格実績について 

         ・福岡県教育委員会から特別支援学校における清掃技能検定の実施に 

          ついての相談案件について 

 

 ７．雇用促進支援部会報告（森重） 

   開催日時 平成２９年４月１１日（火）１６：００～１６：５０ 

   開催場所 県協会会議室 

   参加人数 １１名 

   議  題 １．平成２８年度の活動報告（案）について 

        ２．平成２９年度の活動について 

        ３．その他 

         ・外国人技能実習制度に関する情報発信について 

 

 ８．総務委員会報告（吉次） 

   開催日時 平成２９年４月１２日（水）１４：００～１４：５５ 

   開催場所 県協会会議室 

   参加人数 １０名 

   議  題 １．平成２８年度活動報告について 

        ２．平成２８年度収支報告について 

        ３．平成２９年度定時社員総会について 

        ４．会計処理規程の一部改定について 

        ５．旅費規程の一部改定について 

        ６．委嘱等に関する規程の一部改定について 

        ７．第１１回西日本サミット IN大阪開催の出席について 

       

９．都市ビル環境の日部会報告（吉次） 

   開催日時 平成２９年４月１２日（水）１５：３０～１５：４５ 

   開催場所 県協会会議室 

   参加人数 １６名 

   議  題 １．平成２８年度の部会活動報告について 

        ２．平成２９年度の部会活動について    

 

１０．地域防災ネットワーク部会報告（後藤） 

   開催日時 平成２９年４月１３日（木）１４：００～１４：４０ 

   開催場所 県協会会議室 

   参加人数 ９名 

   議  題 １．平成２８年度活動報告（案）について 

        ２．平成２９年度の活動について 

        ３．その他 

         ・労働安全衛生大会時に再度、連絡網の説明をしたほうが良いのではないか 

          と意見が出た。      

 

１１．労働福祉委員会報告（後藤） 

   開催日時 平成２９年４月１３日（木）１５：００～１６：００ 

   開催場所 県協会会議室 

   参加人数 １０名 

   議  題 １．平成２８年度活動報告（案）について 



 

 

        ２．平成２９年度事業について 

        ３．平成２９年度労働安全衛生大会について 

        ４．その他 

         ・外国人技能実習制度の仕組みについて古賀副会長より説明があった。 

 

１２．平成２８年度監査報告（荒津） 

   開催日時 平成２９年４月１０日（月） 

   適正に処理されており、問題および指摘等はなかった。 

 

１３．福岡県公益認定等審議会の立入検査実施報告（富崎） 

   検査実施日 平成２９年３月２８日（火）１０：００～１６：００ 

   検査職員  福岡県保健医療介護部保健衛生課 荒木事務主査、対馬主任技師 

   検査内容  ・ヒアリング（当協会の目的、現状、将来の展望など） 

         ・公益認定の基準の順守状況、事業の取組み状況 

         ・定期提出書類及び届出の内容及び状況 

   特段、大きな問題や指摘などはなかった。 

 

 

 

 次回理事会は、５月１９日（金）１３時００分からハイアットリージェンシー福岡 

にて開催予定。 

 

 

 以上で第８４回理事会を終了したので、上記の議事の内容を明確にするため、本議事録を作成し、

会長及び監事は以下に記名捺印をする。 

 

 

 

平成２９年４月１８日 

 

公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会 

 

 

 

       会 長  金 子  誠 

 

 

 

         監 事  荒 津  惠 次  

 

 

  

                     監 事  草 場  真 哉 


