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業界のタイムリーな情報をお手元に
2019 年度（第 25回）都市ビル環境の日　
第12回「子ども絵画コンクール」最優秀賞

戸畑中央小学校 3年  谷川 世莉さんの作品
『未来をキレイに！』



　業界は年度末契約更改の多用期に入っていますが、時を選ばず業界（協会）が為すべき役割が目

前に迫っています。それは“新型コロナウィルス肺炎”の感染拡大防止の使命です。

　既に水際防衛ラインも破れ、全国に感染経路不明の発症が拡散し始めました。地元での市中感

染、そして最悪のパンデミック（感染爆発）を想定して、いまでき得る業界の防衛策を固めましょう。武

漢市からのチャーター便や横浜クルーズ船の感染者は、地域の感染指定病院や隔離宿泊施設で受

け入れられていますが、それらの施設にも感染と闘いながら清掃作業を貫徹しているクリーンクルー

の仲間がいます。長年にわたり適格な病院清掃管理体制を学び整えてきたプロフェッショナル集団

だからこそ為しえる仕事です。

　わたしたちが、その安心・安全・快適を護るべき地元の特定建築物・公共の建物・大型商用施設・

公共輸送機関等の先行予防管理に着手してください。衛生管理は清掃のみならず、水質・空調管理

にも大きな責務が及びます。何よりパンデミックは医療機関から蔓延します。当然、当該施設管理に

就くビルサービススタッフもその脅威に晒されます。最前線で戦う現場スタッフを、わたしたちは全力

で守り抜かなければなりません。

　頭であれこれ考えている時間があるなら、即“新型インフルエンザ対策指針”に準拠した現場作業

管理の行動を起こしましょう。……2020 東京オリンピック・パラリンピックの無事開催に、わたした

ち業界の力もその一翼を担いたいと考えます。

《緊急要請》

正しく恐れ　いま、ウィルス感染対策に敢然と臨む！



　令和となって初めてのビル

クリーニング技能検定実技作

業試験を間近に控え、ももちパ

レスにて実技直前講習会が開

催されました。1 級（受講 16

名）は 1月 22日（水）から 4日

間、3級（受講 5名）は 1月 22

日（水）から 2日間にわたって

開催。受講生は、平成 30 年度の通信訓練や 11 月の

受験対策講習会を受けて今回の実技直前講習会に参

加しましたが、初日から工程を間違えたり、作業時間

をオーバーしたりと練習不足の感じが見受けられま

した。しかし、居残り練習などの努力を重ねた結果、

最終日を迎える頃には初日とは比較にならないほど

作業が出来るようになっていました。

　最後は受講生全員で合格を誓い、講習会は終了し

ました。

▲1級 弾性床表面洗浄作業

▲1級 壁面洗浄作業

▲1級 繊維系床部分洗浄作業

▲3級 弾性床清掃作業

▲3級 ガラス面洗浄作業▲3級 トイレ日常清掃作業

講師団団長

待鳥　俊郎

ビルクリーニング技能検定実技直前講習会開催

講習会 
Snap Shots

2019 年度



　令和 2年 2月5日（水）、

福岡県自治会館において働

き方関連法案と助成金を

テーマに雇用促進セミナー

を開催いたしました。

　第 1 部の講演では、『助
成金を活用した働き方改
革』と題して、永末社会保険
労務士事務所の永末所長よ

りご講演いただきました。残業時間の上限規制、同

一労働・同一賃金、割増賃金率の中小企業猶予措

置廃止など、今般施行の関連法案から 8 つのポイ

ントを詳しく、かつ分かりやすくお話しいただきまし

た。また、この件に絡めて、比較的簡単に取得できそ

うなものから若干難しいと思われる 8 つの助成金

についてもお話しいただき、大変参考になりました。

　第 2 部では、アマノ株式会社福岡支店の的場係

長より『働き方改革、まずはここから』と題して、ご

▲金子会長

▲永末社会保険労務士事務所  永末所長

▲アマノ株式会社福岡支店 的場係長

▲古賀副会長

講演いただきました。厚労省のガイドラインにより

労働時間の適正把握が義務化となり、タイムカー

ドなど客観的記録をつける必要性が生じ、2020

年 4 月からは中小企業にも就業時間の上限規制

が適用されます。このような情勢を踏まえ、労務管

理の新たなソリューションとして新型タイムレコー

ダーの詳しい説明をしていただき、大変興味深い

内容となりました。

　当セミナーも今回 5回目となりましたが、助成金

への関心の高さからか予想を上回る多くの方々に

お集まりいただき、盛会裡にセミナーを行うことが

できました。皆様、誠にありがとうございました。

雇用促進セミナー開催

雇用促進支援部会長

森重　利之

2019年度



建築物環境衛生管理技術者 7月14日～8月4日 5月12日～18日

9月29日～30日 8月11日～24日

実施なし 実施なし

実施なし 実施なし

実施なし 実施なし

10月13日～16日 8月20日～9月2日

10月6日～9日 8月13日～26日

実施なし 実施なし

9月15日 7月28日～8月11日

実施なし 実施なし

9月17日～18日 7月30日～8月13日

実施なし 実施なし

実施なし 実施なし

9月16日 7月29日～8月12日

8月20日～21日
6月25日～7月8日8月18日～19日

講習会名 開催時期

新
　
規
　
講
　
習
　
会

再
　
講
　
習
　
会

清掃作業監督者

空気環境測定実施者

貯水槽清掃作業監督者

排水管清掃作業監督者

防除作業監督者

統括管理者

空調給排水管理監督者

清掃作業監督者

空気環境測定実施者

貯水槽清掃作業監督者

排水管清掃作業監督者

防除作業監督者

統括管理者

空調給排水管理監督者

申込受付

（公財）日本建築衛生管理教育センター　http://www.jahmec.or.jp/

2020（令和2）年度 厚生労働大臣登録各種講習会予定表
福岡地区開催監督者講習会等（抜粋）



▲金子九州地区本部長による挨拶 ▲プログラムを説明する全協の堀口常務理事

　令和２年 2月13日（木）、福岡国際会議場（福岡市博多区）において、（公社）全国ビルメンテナン

ス協会主催による協会事業訪問説明会が開催されました。

　同説明会は、会員の皆様に全国ビルメンテナンス協会の事業をより有効にご活用いただくため

に旧会員支援事業説明会を改め、今年も全国８会場で開催するに至りました。当日は九州一円から

80 名余りの会員が参加され、当事業の委員長でもある金子九州地区本部長の挨拶で始まりました。

　説明会は３つのプログラムで構成され、全国協会の堀口常務理事より説明が行われました。第１

部の「効果的な外国人材の採用・活用法」では、外国人採用・活用のトレンド、外国人材採用・活

用課題と事例、ビルクリーニング外国人材受入支援センター活用ガイダンスの説明、第２部の「全国

協会事業訪問説明会開催
≪主催：（公社）全国ビルメンテナンス協会≫



▲質疑応答の様子

 ＜2019年度12月分＞労働災害発生状況

区分
墜落
転落 転倒 激突 飛来

落下 倒壊
合計

有害物質 感電 交通事故 針刺し その他

激突され 挟まれ
巻き込まれ

切れ
こすれ

動作の
反動等

人

区分

人

区分 19歳以下 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 合計60～64歳 65歳以上

人

区分 休業なし 3日以内 4日以上 15日以上 31日以上 合計91日以上 死亡

人

■休業日数

■年齢階級別死傷者数

■事故の型別 労働福祉委員会調査

16

16

16

3 4

10

2 21

1 5

1 3 2

4 6

3 1

協会ＩＴインフラ整備と会

員サービス計画」では、会員

オンラインサービス計画、会

員営業支援システム計画に

ついて詳しく紹介が行われ

ました。また、第３部の「エコ

チューニング・ビジネスの

最新潮流」では、エコチュー

ニング事業者と技術者の認

定情況、エコチューニング事

業者を取り巻く環境動向、エ

コチューニング推進セン

ターの 2019 年度の取り組みと成果を知ることができました。

　最後に、参加者からの質疑応答の時間をもって定刻に終了いたしました。

　ご多忙の中、福岡県協会からも多くの会員の方にご参加いただき、ありがとうございました。



15日
22日
27日

29日
29日
下旬

　　　
上旬
上旬
15日

筑紫神社粥占祭（筑紫野市）
泥打まつり（朝倉市）
ピースキャンドル（筑前町／大刀洗平和記念館）

貫のお祓い（北九州市小倉南区）
求菩提山お田植祭（豊前市）
天神山の大しだれ桜祭り（築上町／本庄）

【 福 岡 地 区  】

【 北九州地区 】

【 筑 豊 地 区  】
サケの稚魚放流会（嘉麻市）
源じいの森温泉誕生祭（赤村）
金村神社 田植祭（糸田町）

7日
15日
24日
下旬
下旬

古賀政男記念大川音楽祭（大川市）
権現山日子神社御田植祭（みやま市）
駛馬天満宮うえ替えまつり＜～25日＞（大牟田市）
兜山けしけし祭〔青木繁忌〕（久留米市）
おひな様水上パレード（柳川市）

【 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。

3月

2020（令和2）年度

■日　時
　2020年5月22日（金）15：30～（予定）

■その他

■会場
　THE TWELFTH（ザ トゥエルフス）

のお知らせ定時社員総会

定時社員総会に於いて、建築物環境衛生事業優良従事
者の表彰を行います。
この表彰は、優良従事者に対しての感謝の意を表するの
みならず、従事者の士気高揚にも繋がります。
会員の皆様方には、２月末の定期便にてご案内をお送り
しておりますので、推薦基準に該当する方がおられまし
たら、協会宛ご推薦いただきますようお願いいたします。

旧ハイアットリージェンシー福岡
（福岡市博多区博多駅東2-14-1 スフィンクスセンタービル）

・岩下  和博さん（43歳）
・勤続年数：1年

西日本管財株式会社 私は若い頃からビルメン業界
に携わり、清掃業務を極めて生
きていこうと思っていましたが、
将来的不安を抱き他業種で働
いていました。しかし、縁あって
再びビルメン業界に戻り、新た
に経験を積んでいます。これか
らも、他業種に負けないような
社会的・経済的貢献をとおして、
若い人材が夢を描ける将来性
豊かな業界をめざして頑張りた
いと思っております。

社長から
ひと言

ビルメンテナンス業の経験も
あり、即戦力として頑張ってく
れています。今後の活躍に期
待しています。

説明会のお知らせ

医療関連サービスマーク
書類作成説明会

■開催日時

■会　　場

■参加対象

■参加費用

■申込期限

〔主催〕（公社）全国ビルメンテナンス協会九州地区本部
※詳細は、当協会のホームページでご確認ください。
            http://www.fukuoka-bma.jp/

令和2年4月14日（火）13:30～17:00

福岡朝日ビル 地下1階14号室

10月以降に医療関連サービスマーク

（院内清掃業務）の更新予定事業者

の申請担当者、または、これから認定

申請を希望する事業者の申請担当者

◇会員 5,000円／1人

◇一般 8,000円／1人

令和2年4月6日（月）まで


