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戸畑中央小学校 2年  谷川 世莉さんの作品

2018年度（第24回）都市ビル環境の日　第11回「子ども絵画コンクール」優秀賞

『海をおそうじ　くじらロボット』

警固小学校 6年  松永 来夢 カリナさんの作品
『地球はごみ箱ではありません』
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　いよいよ年明けには 2020 東京オリンピック・パラリンピックイヤーを迎えます。全国

協会（事業母体）では、その施設管理を遂行します。既に全協より、その作業支援要請の

案内（依頼）が全国の地区協会へ出されていますが、特にＢＭ青年部組織へは中枢的な

業務管理の仕事が期待されています。福岡県青年部は、そのリーダーとなって業務遂行

すべく準備に入りました。福岡県協会では青年部員に拘らず会員の若手の方も、協働研

鑽のために参加されることをお勧めします。若手育成・研修のためにオリンピック業務

参加を前向きに考えられても、個々では参加の手立てを整えることが困難なことと拝察

します。青年部の諸君と一緒に歴史的国家イベントに参画されませんか……改めて青年

部よりお声掛けさせてもらいます。

＊

　55 年前の東京オリンピックでは、選手村管理のクリーンクルースタッフに、図らずも世

界各国の選手団長連名での「感謝状」が届けられました。まさに清掃作業従事者に日の

当たった瞬間でした。そしてまた、ビルメンテナンスの先達はオリンピック後の“不況”にも

晒されました。今回も同様の現象が起こることは想定されることです。

　国家的イベントの運営は新たな光を生むと同時に、また暗い影も生みます。ビルメン

テナンスの次代を担う若手の皆さんには、是非その実務参加を通じて “その光と影の派

境”を見定めて頂きたいと思ったことです。

半世紀前の五輪からの招待状



高所作業(ガラス清掃)安全教育講習会開催

「墜落制止用器具の規格」概要

　令和元年 10月21日（月）、福岡県自治会館において2019 年度高所作業 (ガラス清掃 ) 安全教育講習会

が開催されました。同講習会は一般社団法人ガラス外装クリーニング協会のご協力のもと毎年 10 月に開催

しており、今年は65社 81名（内会員外 22社 28名）が受講されました。当日は午後 1時、労働福祉委員会

の渡辺委員長による開講挨拶で始まり、「労働安全衛生法関係法令」「保護具に関する知識」「墜落防止措置

に関する知識」についての講義があり、後藤副委員長による「安全パトロール及び注意事項」と進み、最後に受

講者全員に修了証の交付が行われて講習会は終了しました。

　なお、労働安全衛生施行令及び労働安全衛生規則等が改正され、「安全帯の規格」を改正した新規格「墜

落制止用器具の規格」が告示され、平成 31年 2月1日に施行されています。

● 定義：フルハーネス、胴ベルト等の用語を定義します。
● 使用制限：
（1）6.75メートルを超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具は、フルハーネス型墜落制止用器具で
　  なければならないこと　
（2）墜落制止用器具は、着用者の体重とその装備品の質量の合計に耐えるものであること
（3）ランヤードは、作業箇所の高さ・取付設備等の状況に応じ、適切なものでなければならないことを定
　  めます。
● 構造、部品の強度、材料、部品の形状、部品の接続：墜落制止用器具の構造、部品の強度、材料、部品の
　 形状、部品の接続について、求められる要件とそれを確認するための試験方法等を定めます。
● 耐衝撃性等：墜落制止用器具とその部品に求められる耐衝撃性等を確認するための試験方法等を定
　 めます。
● 表示：墜落制止用器具とその部品に求められる表示の内容を定めます。
● 特殊な構造の墜落制止用器具等：特殊な構造の墜落制止用器具または国際規格に基づき製造され
　 た墜落制止用器具に対する本規格の規定の適用除外について定めます。

＜2019 年度＞
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　10月24日（木）～ 25日（金）、愛知県で開催さ

れた「第 24回ビルメンテナンス青年部全国大会 in

愛知」に出席して参りました。

　今回、福岡県協会からは金子会長をはじめ、青年

部 OB の先輩方、野田青年部部長ほか総勢 11 名

での参加となりました。

　当日は小雨交じりの中、朝 9 時に博多駅を出発

し、名古屋駅まで新幹線にて約 3時間の旅でした。

正午過ぎ、名古屋駅に到着し、まずは腹ごしらえと

いう事で早速、名古屋名物のあんかけスパに舌鼓

を打ち、英気を養って会場へ向かいました。

＊

　大会は名古屋市中区錦にあるホテル名古屋ガー

デンパレスを会場とし、全国から約 100 名の参加

のもと「新たな時代の開拓者を目指して」をテーマ

として開催されました。

　全国青年部の部会長・代表者会議に続いて、各

地区青年部における活動等に関するアンケート調

査報告および活動状況報告がありました。

　活動報告は、北は北海道から南は沖縄まで 16

地区の報告があり、地域によって多種多様な特色

があり大変勉強になりました。

　また、質疑応答では活発な意見交換が行われ、

大変有意義な時間を共有できました。今後、他地区

青年部の優れた活動は積極的に取り入れ、福岡か

ら全国に発信できるような新たな活動のヒントにで

きればと思いました。

＊

　続いての大会式典は、愛知ビルメンテナンス協会

青年部の田中宏実行委員長による開会宣言で始ま

りました。同協会青年部の勝野宜也部会長の開会

挨拶の後、（公社）全国ビルメンテナンス協会の一

戸隆男会長をはじめ、来賓の方々よりご挨拶をいた

だき、式典は無事終了。その後は、お待ちかねの懇

ビルメンテナンス青年部全国大会 in 愛知  開催
第24回

株式会社バスタサービス　大江　聡報告者

▲一戸全国協会会長による挨拶

▲各地区の青年部がそれぞれの活動実績を報告 ▲福岡県協会青年部は野田部長が「都市ビル環境の日」などの活動実績を報告

テーマ：「新たな時代の開拓者を目指して」



▲懇親会の模様 ▲愛工大名電高校吹奏楽部による演奏

親会となりました。

　懇親会では、先ず名門の愛工大名電高校吹奏楽

部による素晴らしい演奏を皮切りに、お掃除ユニット

名古屋CLEAR’S のステージ、次回開催の兵庫ビル

メンテナンス協会の PR など大盛り上がりの懇親会

となりました。その後は、2 次会 3 次会とそれぞれ

名古屋の街を堪能し夜は更けていきました。

　翌日はゴルフ組、観光組に分かれ、他県協会の

方々と交流を深めながら今回の全国大会は無事終

了となりました。

　今回開催の愛知ビルメンテナンス協会の方々を

はじめ関係者の皆様、全国大会開催にあたって

様々な準備をしていただくなど本当にお疲れさまで

した。素晴らしい全国大会をありがとうございまし

た。心より感謝申し上げます。

　次回は2020 年、神戸での開催となります。今回

お会いした青年部の皆様、神戸での再会を楽しみ

にしています。ありがとうございました。

 ＜2019年度9月分＞労働災害発生状況
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■休業日数

■年齢階級別死傷者数
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2019年度

『無くそうよ、焦る気持ちと気の緩み』
株式会社シンコー　木村　允信さんの作品



 大企業：2019年4月から　中小企業：2020年4月から

■ 36協定届等作成支援ツール

<36協定届等作成支援ツール>

労働基準監督署に届出が可能な書面を作成することができます。
                            （新しい様式での作成に対応したツールを公開中）
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html

時間外労働を行うには、サブロク（36）協定届が必要です。36協定届を作成予定の事業者は、ぜひお役立てください。

<36協定届の電子申請>
36協定届や就業規則の届出など、労働基準法に係る届出等は、電子政府の総合窓口「e-Gov（イーガブ）」より、
電子申請が利用可能です。電子申請を利用した場合、労働基準監督署の窓口に出向く必要はありません。

時間外労働の上限規制が導入されます‼
 事業主の皆さまへ シリーズ❽［終］

Ⅳ. ＜参考＞
36 協定を届出していただくにあたっては、法律に定める要件を満たしていなければ受理されません。協定し
た内容が法律の要件を満たしているか確認していただくために、オンラインで 36 協定届の作成ができる
ツールが用意されています。また、36 協定の届出は電子申請で行うことも可能です。

 36協定届の作成・届出

スタートアップ労働条件 検索 スマートフォン・タブレットでも

・労使は、36協定届の様式を用いて36協定を締結することができます。
・協定届様式を用いて協定する場合は、労使ともに署名または記名押印をしてください。

※使用者の署名
　または記名押印
　が必要です。

36協定届と36協定は別のものです。届出は電子申請を利用した場合でも、36協定には過半数労働
組合又は過半数代表者の署名・押印が必要です。!

労働基準法等の手続きの電子申請については、厚生労働省のホームページにマニュアルや解説などを掲載
しています。

電子申請に関連する通達等も掲載されているので
参照してください。

労働法等　電子 検索

【電子申請のマニュアル等を見るには】
「ホーム」＞「政策について」＞「分野別の政策一覧」＞
「雇用・労働」＞「労働基準」＞「事業主の方へ」＞「労働
基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について」
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働き方改革
推進支援センター

労働基準監督署

相談窓口のご案内

■ 働き方改革関連法に関する相談については、以下の相談窓口をご活用ください。

■ 働き方改革の推進に向けた課題を解決するために、以下の相談窓口をご活用ください。

都道府県労働局

産業保健総合支援
センター

医療勤務環境改善
支援センター

商工会
商工会議所
中小企業団体中央会

よろず支援拠点

ハローワーク

労働時間相談・支援コーナー

時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する
相談に応じます。 

正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働
者・有期雇用労働者・派遣労働者）の間の不合理な待遇
差の解消に関する相談に応じます。

医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課題
について、産業保健の専門家が相談に応じます。

生産性向上や人手不足への対応など、経営上のあらゆる
課題について、専門家が相談に応じます。

求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や
就職面接会などを実施しています。

医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関
のニーズに応じて、総合的なサポートをします。

経営改善・金融・税務・労務など、経営全般にわたって、
中小企業・小規模事業者の取り組みを支援します。

働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理の
ノウハウや賃金制度等の見直し、助成金の活用など、労
務管理に関する課題について、社会保険労務士等の専門
家が相談に応じます。

▶検索ワード：労働基準監督署
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

▶検索ワード：都道府県労働局
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

▶検索ワード：働き方改革推進支援センター
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html

▶検索ワード：ハローワーク

https://iryou-kinmukankyo.mhlw.go.jp/information/
▶検索ワード：いきサポ

▶検索ワード：産業保健総合支援センター
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/sodan/tabid/122/Default.aspx

▶検索ワード：よろず支援拠点
https://yorozu.smrj.go.jp/

▶検索ワード：全国各地の商工会WEBサーチ
http://www.shoukoukai.or.jp/？page_id=1754
▶検索ワード：全国の商工会議所一覧
https://www5.cin.or.jp/ccilist
▶検索ワード：都道府県中央会
https://www.chuokai.or.jp/link/link-01/htm

【パートタイム労働者、有期
雇用労働者関係】
雇用環境・均等部（室）
【派遣労働者関係】
需給調整事業部（課・室）

法
律
に
つ
い
て

課
題
解
決
の
支
援



上司から
ひと言

　　　

8日
14日

22日

1日
2日
15日
31日

　　　1日
13日
30日
下旬

ふいご祭〔目隠し女相撲〕（糸島市／松末五郎稲荷神社）
大しめ祭（福津市／宮地嶽神社）
　寒みそぎ（糸島市／白糸熊野神社）
毘沙門天祭り（那珂川市／別所毘沙門天堂）

円座餅つき〔県指定無形民俗文化財〕（築上町）
若松えびす祭例大祭＜～4日＞（北九州市若松区）
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／本庄）

【 福岡地区 】

【 北九州地区 】

【 筑豊地区 】
永昌会＜～5日＞（飯塚市）
献鮭祭（嘉麻市）
清水寺竹灯籠＜～31日＞（宮若市）
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。

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　お忘れなく　

水4

火10

協会事務局仕事納め金27

15：30～ 

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

16：30～ 地域防災ネットワーク部会

金20 15：00～ 於：県協会会議室第116回理事会

会員に関する各種変更のお知らせ

代表者変更
令和元年9月1日

日本エスエム株式会社

■変 更 日
■変更事項

代表取締役社長　林　美智夫
代表取締役社長　林　大智【新】 

【旧】

住所変更　※電話番号・FAX番号は変わりません。
令和元年11月5日

朝日建物管理株式会社  九州支店

■変 更 日
■変更事項

〒803-0811 北九州市小倉北区大門2丁目1番8号
コンプレート西小倉ビル3階

〒803-0812 北九州市小倉北区室町1丁目1番1号
リバーウォーク北九州朝日新聞棟８階

【新】 

【旧】

・坂本麻衣子 さん（37歳）
・勤続年数：18年7か月

14 年前、2005 年 11月号のビル
メンＦＵＫＵＯＫＡで「今月のマド
ンナ」に掲載させていただきまし

た。その後、結婚・出産を経て母と
なっても変わらず頑張ってくれており、その姿
は我が社になくてはならない存在です。来年 3
月には第 2 子の出産を控えており、元気な赤
ちゃんを産んで職場に戻って来て欲しいと思っ
ています。

（株）西日本サニタリーセンター

産休を終え、再び職場に戻って来ました。
子供がまだまだ小さかった頃、保育園が見
つからず、半年間ほど子供を連れて一緒に
職場へ来ていた頃がとても懐かしいです。
その光景を見て、お客様からは驚きと笑い
をいただきました ( 笑 )。落ち着いたら是
非、家族でハワイに行きたい‼

15日夜

　先月お送りいたしました「令和元年度クリー
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。

福岡興業株式会社

お詫び

都市ビル環境の日部会 部会長　吉次 正利


