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椋本小学校3年  高倉　里奈さんの作品

2017 年度（第 23 回）都市ビル環境の日／第 10 回「子ども絵画コンクール」優秀作品　

那珂南小学校6年  合谷　薫さんの作品
『みんなで楽しくおそうじ』

２018：Issue 300

『未来の掃除機』



　今年も人手不足の最中、いよいよ年末繁忙期を迎えます。本来であればいわゆる“書き入れ時”ではありますが、

現況の現場欠員困窮は所定の“年末特別清掃”実施完遂も危ぶまれることです。この一年間の困窮現場の運営に、

会員の皆さんもよく奮闘されて来られました。現場の皆さんも疲労困憊の中、年末大掃除に立ち向わなければなり

ません。現場の皆さんがお客様に誉められ、感謝されるような元気な仕事ができるよう、いま私たちは出来うる限り

の現場就労環境の整備に取り組みましょう。……高所作業の安全対策再徹底、インフルエンザ流感蔓延への水際

予防態勢の確認など“悔いのない”準備をお互い行いましょう！

【外国人技能実習生活用：会長現地報告】
　一年前の11月上旬に、県協会海外視察旅行でミャンマー国ヤンゴンの外国人就労送り出し機関（日本語学校）

を訪問しました。そして、ちょうど一年後の11月上旬に同校を実習生受入れのために再訪しました。それは見知ら

ぬ生徒たちとの約束でもありました。この学校を選んだ理由に、語学学校なのに熱心に体育に取り組まれていたこ

とです。ミャンマーの教育では体育の時間がありません。海外就労に向けての体力練成なのかなと思い校長先生

に尋ねたところ「ミャンマー人は裸足の生活習慣です。日本に行って最初に作業靴を履かなければなりません。靴

擦れがひどく、思うように働けない子たちがいました。日本で元気に働けるよう体育で運動靴に慣れさせているの

です」。このような親心に答礼を拝したことです。

　写真は教室での企業説明風景です。私もミャンマー語で

挨拶・自己紹介し、ギャグも一発入れたところ笑ってくれた

ので一安心。事前に業務説明の動画を送りました。その内

容には正直にトイレ清掃やゴミ分別などの作業も紹介して

いましたが、監理団体担当者からトイレ清掃等は極力出さ

ないで欲しい。その仕事の内容を生徒たちの親が知ったら

日本へ出してくれなくなりますとの由。悩んでいたところ、現

地校長先生から何も心配はしなくていい。お互い誠実さが

一番大事だから、そのまま生徒たちに見せますとのこと。そして当日、応募者が集まってくれるだろうかと心配しなが

ら教室に入ると、採用予定者数の5倍の生徒たちが迎えてくれました。教室のホワイトボードに貼ってある絵は、ビ

ルメンこども絵画コンクールで文部科学大臣賞に選ばれた「おそうじの木」という女子小学生の作品です。清掃の

仕事の精神を不思議な哲学で表現しています。私はこの絵の心を生徒たちに話し、清掃の仕事の意味を説きまし

た。日本には、トイレにも神様がいることも伝えました。　《教室の生徒たちが裸足なのに気付かれたでしょうか？》

 年末大掃除！　現場の安全と健康も総点検！



　平成 30年 10月23日（火）、福岡市と公益社
団法人福岡県ビルメンテナンス協会は、「災害時
における協力に関する協定」を締結しました。
　この協定は、平成 25 年 8 月に福岡県と締結
した災害時における復旧応援業務に関する協定
に準じて、災害時に主な避難所となる学校及び
公民館などの環境衛生面に係る被害状況を確
認したり、清掃、消毒などに係る応急措置の業務
を当協会が迅速かつ的確に行うものです。
　締結式は10月23日（火）に福岡市役所７階
の市民局長室で行われ、福岡市の下川市民局長
と公益社団法人福岡県ビルメンテナンス協会の金子会長が協定書に署名いたしました。また、下川
局長からは感謝のお言葉をいただき、金子会長は当協会のネットワークを活かして協力する旨を表
明されました。
　なお、今回の協定締結については、平成30年11月8日付の西日本新聞（朝刊）「ふくおか都市圏」
版に掲載されました。

協力協定の締結を報道する
新聞記事

2018.11.8 西日本新聞

福岡市と災害時における協力に
関する協定を締結



　第 15回目となる九州地区ビルクリーニング技能競技大会が、平成 30年 9月28日（金）に佐賀

市の佐賀勤労者総合福祉センター（メートプラザ佐賀）において開催されました。

　競技は九州８県協会から各々選抜されたビルクリーニング技能士 16名が出場し、弾性床材の表

面洗浄床維持剤塗布仕上げ作業においての正確性、仕上がりの良さ、作業時間等の基準を中心とし

た審査が行われました。

　審査の結果、それぞれが右記の賞を受賞し、鹿児島県代表の前田啓介さん＜（株）南日本総合

サービス＞と福岡県代表の中村元一さん＜福岡興業（株）＞の２名が来年 11月に東京ビッグサイト

で開催される第 16 回全国ビルクリーニング技能競技会の九州代表として選ばれました。お二人のご

健闘を祈念いたします。

第15回

九州地区ビルクリーニング技能競技大会開催九州地区ビルクリーニング技能競技大会開催



佐賀県知事賞

各賞 県名 選手名 事業所名

鹿児島

福　岡

熊　本

佐　賀

沖　縄

鹿児島

佐　賀

沖　縄

長　崎

熊　本

福　岡

宮　崎

大　分

長　崎

宮　崎

大　分

前田　啓介

中村　元一

山口有理沙

古舘　瑞穂

當銘　直太

竹之内　健

姉川　拓司

仲宗根　光

豊福　隼人

内村　章人

太田　美子

福井　七生

前田　一人

長井　　猛

永野　涼子

森田　真也

（株）南日本総合サービス

福岡興業（株）

大森産業（株）

玄海産業（株）

（株）沖縄ダイケン

（株）芙蓉商事

（有）スワン

（株）沖縄環境開発センター

太平ビルサービス(株）長崎支店

九州綜合サービス ( 株）

九州メンテナンス（株）

（株）山﨑ビル環境サービス

第一ビル管理（株）

（株）中央ビル管理

宮崎ビルサービス（株）

（有）サンエスメンテナンス

佐賀市長賞

佐賀県職業能力開発協会長賞

（公社）全国ビルメンテナンス協会九州地区本部長賞

（一財）建築物管理訓練センター九州支部長賞

（一社）佐賀県ビルメンテナンス協会長賞

（一社）九州建築物環境センター会長賞

〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

〃

第15回九州地区ビルクリーニング技能競技大会受賞者名簿

福岡興業株式会社
中村　元一

会員事業所にお勤めの社員さんの中から、自慢の「我が社のホープ・
我が社のマドンナ」を募集し、毎月ご紹介いたします。
ぜひ奮ってご応募ください。
申込方法など詳細については、協会事務局へお問い合わせください。

　ビルクリーニング技能士試験の合格から暫くたったある日、ビルクリーニング技能競技
大会に出場してみないかと、上司からの誘いを受け出場することになりました。練習当初
は工程を確認しながらの毎日で、思い出すのに精一杯でした。大会が近づくにつれ細かな
指導内容を受け、自分自身も納得のいく仕上がりになっていき、福岡県大会では優勝する
ことができました。
　九州地区大会への出場が決まり、優勝を目指し、もう一人の福岡県選手の方と競い合い
ながら、また参考にしながら練習に励む日々でした。県大会と違う緊張とプレッシャーの中
で、無駄な動きをせず隅々まで丁寧に作業を行い、制限時間内に終わらせる競技大会は、日
常の仕事では人に見られることが少ない私にとって、「見せる」ことに対する新たなモチ
ベーションアップを見つける良い機会となりました。
　来年11月に開催される全国大会に出場しますが、福岡県からは10年ぶりの出場という
事であり、良い報告ができるように練習を重ね、後悔しないよう楽しみながらも実力を発
揮できるように頑張ります。引き続きご指導、ご声援を宜しくお願い致します。

全国大会出場にあたって



三年以内既卒者等採用定着奨励金のご案内

学校等の既卒者か中退者が応募可能な新卒求人の申し込みや募集を新たに行う
事業主の皆さまへ

平成31年3月31日までに募集等を行い、
平成31年4月30日までに対象者を雇い入れた事業主が対象です。

　学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が
応募可能な新卒求人の申し込みまたは募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた事
業主に対して奨励金を支給します（三年以内既卒者等採用定着奨励金）。
　これまで既卒者等の募集を行っていなかった事業主の皆さまには、積極的に既卒者等が
応募可能な求人を提出していただきますよう、お願いいたします。

　以下の学校等を卒業または中退した者で、これまで通常の労働者として同一の事業主に引き続
き12 か月以上雇用されたことがない者
①学校（小学校および幼稚園を除く）、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者、または中退者
②公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者、または中退者

　事業主が、対象者を雇い入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者および定着期間
に応じて下表の支給額を支給します。

奨励金の対象者

奨励金の支給額

企業区分

中小企業

それ以外の
企業

既卒者等
コース 50万円

※1　若者雇用促進法に基づく認定企業（ユースエール－認定企業）の場合は、いずれも１０万円が加算されます。
※2　中小企業とは、業種ごとに下表に該当するものをいいます。

10万円 10万円 10万円15万円 10万円

10万円

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

10万円 10万円25万円 10万円60万円

35万円

40万円

高校中退者
コース
既卒者等
コース

高校中退者
コース

対象者
1人目

1年
定着後

2年
定着後

3年
定着後

1年
定着後

2年
定着後

3年
定着後

2人目

（奨励金コース名）

※1

（※2） ※1

※1

※1

※1

※1

小売業・飲食店

サービス業

卸売業

その他の業種

資本金もしくは出資の総額が5千万円以下または常時雇用する労働者数50人以下

資本金もしくは出資の総額が5千万円以下または常時雇用する労働者数100人以下

資本金もしくは出資の総額が1億円以下または常時雇用する労働者数100人以下

資本金もしくは出資の総額が3億円以下または常時雇用する労働者数300人以下

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク



職場の「受動喫煙防止対策」は
事業者の努力義務です

厚生労働省が実施する支援事業

［平成30年度版］事業主の皆さまへ

▶受動喫煙とは?

室内と室内に準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることです。

▶法律の対象となる事業者の範囲は?

▶具体的に何をすればよいのでしょうか?

▶何か支援は受けられますか?

資本金や常時雇用する労働者の数にかかわらず、すべての事業者が対象です。

厚生労働省では、以下の支援事業を実施しています。ぜひ、ご利用ください。

対象事業主
受付ダイヤル
事業委託先

：すべての規模・業種の事業主
：03-3635-5111（FAX   050-3730-9375）
：柴田科学株式会社（平成30年度）

①屋外喫煙所や喫煙室などの設置にかかる費用の助成（受動喫煙防止対策助成金）

③空気環境の測定機器（粉じん計、風速計）の貸し出し（無料）

②受動喫煙防止対策の技術的な相談の受付＜電話相談・実地指導＞（無料）
　周知啓発のための説明会の開催、企業・団体の会合への講師派遣（無料）
　

労働者の健康を保持・増進する観点から、労働者の受動喫煙を防止するため、「事業者およ
び事業場の実情に応じ適切な措置」をとるよう努めましょう（労働安全衛生法第 68 条の 2）。
事業者は受動喫煙の現状把握と分析を行い、衛生委員会などで具体的な対策を決めて実施

します。また、対策の実施後は効果を確認し、必要に応じて対策の見直しを行いましょう。

対象事業主
相談ダイヤル
事業委託先

：すべての規模・業種の事業主
：050-3537-0777
：一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会（平成30年度）

対象事業主
助　成　率

問い合わせ先

改正法や関係通達、支援事業の内容については、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html

：すべての業種の中小企業事業主
：1／2（上限100万円）
  平成30年度は、飲食店への助成率を特別に2／3に引き上げています。
：事業場のある都道府県労働局の健康安全課または健康課

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

職場　受動喫煙



株式会社 朝日ビルメンテナンス
舩原　慎二さん

28歳
8か月
旅行

　ビルメンテナンスの仕事は初
めての経験で分からないことば
かりですが、先輩方に聞いてしっ
かり学んでいきます。趣味は旅
行。8 月に奄美大島に行ってきま
した。透き通る青い海に広い空、
それを分かつ水平線には邪魔を
するものがなにも無く、世界の広
さ、美しさに感動しました。

　面接の時、障がいを抱えながらも彼の強い意
志を感じたことを覚えています。有言実行を成し
遂げて、現在は現場責任者になっています。さらな
る成長を期待しています !　（清掃事業部 部長　野村）

●上司からひと言

会 社 名▶
氏　　名▶
年　　齢▶
勤務年数▶
趣　　味▶

装栄 株式会社 九州支店
柴田　智徳
所在地
福岡県大野城市瓦田4丁目10-3
TEL  092-502-5911
FAX 092-502-5900
入会年月  平成30年10月

青年部新入会員紹介

会員に関する各種変更のお知らせ

住所
平成30年11月12日

株式会社 旭商会

■変 更 日
■変更事項

福岡市中央区天神1-11-17　福岡ビル7階
福岡市中央区大名2-4-30　西鉄赤坂ビル8階【新住所】 

【旧住所】

協会担当者
平成30年11月1日

三幸株式会社 九州支店

■変 更 日
■変更事項

副支店長　佐々木　豊
支店長代理　山下　照彦【新】 

【旧】

　　　

2日
上旬

15日
31日

2日
4日
15日
31日

1日
1日
13日
下旬

めがね橋ライトアップ＜～1月4日＞（東峰村）
ふいご祭［目隠し女相撲］
　　　　　　　　（糸島市／松末五郎稲荷神社）
夜：寒みそぎ（糸島市／白糸熊野神社）
白山神社獅子舞  舞い納め（久山町）

若松えびす祭例大祭＜～4日＞（北九州市若松区）
円座餅つき［県無形民俗文化財］（築上町）
隠蓑のしびきせ祭（北九州市小倉南区）
開運夢花火「大楠」（築上町）

【 福岡地区 】

【 北九州地区 】

【 筑豊地区 】
永昌祭＜～5日＞（飯塚市）
日本一の大門松祭＜～1月中旬＞（宮若市）
献鮭祭（嘉麻市）
彦山川イルミネーション（田川市）

8日
13日

田代の風流（八女市黒木町）
溝口かまど神社きせる祭（筑後市）

【 筑後地区 】

紹介している催しは、場合によっては変更されることが
あります。お出かけの際は各市町村に確認してください。

　先月お送りいたしました「平成 30 年度クリー
ンアップ福岡にご参加いただいた企業・団体名」
に下記企業様の記載が漏れていました。本誌面
をお借りしてお詫び申し上げます。なお、当日
はご参加いただき、誠にありがとうございまし
た。改めて、お礼申し上げます。

株式会社 ファビルス

お詫び

都市ビル環境の日部会 部会長　倉重一男

協会事務局仕事納め金28

水12

木13

金21

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。

（申込みは、該当週の水曜日まで）

お忘れなく　

『日常の　慣れた作業に　潜む事故』

佳作

大成 株式会社 福岡支店　中嶋 順治さんの作品

 安全標語 優秀作品
平成30年度

15：00～

15：00～

於：県協会会議室

於：県協会会議室

於：県協会会議室

労働福祉委員会

14：30～ 警備部会

15：00～ 教育研修委員会
16：00～ 雇用促進支援部会

第104回理事会

16：30～ 地域防災ネットワーク部会


