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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」
優秀賞

椋本小学校 5年  高倉　里奈さんの作品
『きれいな地球が生まれる』



　危惧していましたが、やはり７月豪雨に襲われました。県下では大牟田市・筑後地区などが広域市街地冠

水のたいへんな苦難に陥っています。ただ、現地会員より「大丈夫！負けずに頑張っています」との心強い連絡

をいただき、休心のことです。もう毎夏、このような災害に遭うことを覚悟して地域防災ネットワークの互助体制

を強化してまいります。

　さて、コロナ禍発端からすでに半年の時間が流れています。その間の会員各位の感染防止への奮闘、本当に

お疲れ様です。経営困窮化も顧みず、多くの会員が現場を護ることに努力されている姿に敬意を表します。た

だ現況、秋冬期の第 2波・３波襲来予測どころか、この盛夏に向けて市中感染再拡大の危機にさらされてい

ます。コロナとの闘いに、休むことは許されない状況です。この夏、諦めることなく“現場を護る”ことに注力して

いきましょう。

（１）盛夏恒例の福岡県協会「労働安全衛生大会」は、コロナ対応のため開催断念となりました。ただ、現場作

　　業の熱中症と感染防止の複合対策は、労働福祉委員会が柱となって推進していきます。

（２）協会は、会員からいただいたコロナ状況アンケート（現場の要望）を一つひとつ大事に行政へ働きかけ、

　　少なからず実現させてきました。まだまだコロナ収束まで、この活動は続けていかなければなりません。

　　：事業所先休業に伴う営業補償→持続化給付金拡充／家賃支援給付金拡充

　　：院内清掃事業者支援→経産省・厚労省の衛生用品不足業界として国に登録

　　：官公庁施設の業務仕様変更に伴う費用負担の徹底

　　　　　　　　　　　→厚労省および総務省自治行政局より関係行政機関へ通知発出

　　：納税支援→納税猶予措置／欠損金繰越還付制度の範囲拡大／消費税課税選択特例

　※：雇用調整助成金の拡充・緩和→助成額引き上げ／申請書類の簡素化

　※：コロナウィルス感染の労災認定→［厚労省］医療従事者とほぼ同様の扱いへ

　※：医療従事者慰労金制度への清掃従事者組み込み

　　　　　　　　　　　→医療施設および介護・障害福祉施設の清掃従事者も慰労金対象化

　　：その他雇用措置として外国人技能実習生制度の緩和（職種替え等）も働きかけています。

《九州建築物環境センターQEC 総会で決議したこと》

　上記の支援制度等では拾いきれない現場従事者の不安は、さらに大きいものです。特に社会的不可欠業務

として感染リスクを負いながらも勤務を全うされている現場従事者を、時として無防備（丸腰）で就労させてい

る実態はわたしたちの痛恨の極みです。

　QECは本年度コロナ対策事業の特別予算を計上し、全力で“現場を護る”施策を打っていくことを決意しま

した。

一隅を照らすビルメン従事者　これ国の宝なり



病院・診療所・訪問看護ステーション・助産所等の管理者の皆さまへ 　厚生労働省
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」

のご案内
医療機関等で働く医療従事者や職員の皆さまに、心からの感謝の気持ちとともに慰労金を
給付します。医療機関等を通じての申請と給付にご協力をお願いします。

慰労金の内容

給付対象・給付金額

※1医療従事者や職員には、医療機関等に直接雇用される職員のほか、派遣労働者、業務委託受託者の
　   従事者を含みます。

厚生労働省医政局 新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター
電話番号　03-3595-3317（受付時間は、平日9：30～18：00）

事業の詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098580_00001.html

都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し、
患者と接する医療従事者や職員（※2）

その他病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し、
患者と接する医療従事者や職員（※2）

実際に、新型コロナウイルス感染症患者に
診療等を行った医療機関等である場合

上記以外の場合

（給付対象・給付金額を医療機関等の判断で変えることはできません）

＊実際に新型コロナウイルス感染症患者に初めて診療等を行った日以降に勤務していない場合には10万円

＊実際に新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れている場合には20万円

新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定
された医療機関等に勤務し、患者と接する医療従事者や職員（※1）に対し、慰労
金として最大 20万円を給付します。
その他病院、診療所等に勤務し、患者と接する医療従事者や職員にも、慰労金と
して 5 万円を給付します。

1人5万円

1人10万円

1人20万円 ＊

＊

対象期間（当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者 1 例目発生日又は受入日（新型コロナウイルスに関連した
チャーター便及びクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」から患者を受け入れた日を含む）のいずれか早い日に10日以上勤務
した者が対象となります。
1日あたりの勤務時間は問いませんが、年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しません。
複数の事業所で勤務した場合は、合算して計算します。
保険医療機関でない病院や診療所、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは対象外です。

※2

※2
※2
※2

緊急包括支援交付金 検索

慰労金交付事業に院内清掃業務等の外部委託業者の従事者も含まれることになりました。対象者は６月
30日までに10日間以上働いていた人になります。申請方法は、医療施設側が慰労対象者の代理申請とい
う形式になり、医療施設側が一括して行いますので、同施設側へ対象者の名簿等を提出してください。

お問い合わせ先

お知らせ



日頃の備えが、「命」を守る
　平成 28 年の熊本地震や平成 29 年 7月の九州北部豪雨など、近年、大規模な災害が発生しています。災害は、「とき」
「ところ」「ひと」を選びません。被害を最小限に抑えるためには、日頃から防災意識を持ち、災害に備えるとともに、地域
ぐるみで防災体制を確立していくことが重要です。

　どのくらい危険な災害で、そのときにどんな避難行動をとればいいのかを5段階の警戒レベルで表しています。警戒
レベルが出されたら注意が必要です。市町村から警戒レベル 3または 4が発令された地域にお住まいの人は、速やか
に安全な場所に避難してください。
　また、新型コロナウイルスなど感染症がまん延している状況で避難する場合は、避難所だけでなく知人・親戚宅への
避難も検討してください。避難する際は可能な限りマスク・消毒液・体温計・タオルなどを持参し、避難先では手洗い・
咳エチケットなどの感染予防を徹底してください。

　多くの市町村では、災害が起きる危険な場所や避難所などを示したハザードマップを作成し、公
開しています。各種ハザードマップでは、土砂災害・洪水・浸水など、それぞれの災害がどの場所
で起きる恐れがあるのかを知ることができます。
　日頃から自分が住んでいる地域に、どのような災害の危険性があるのかを確認しておくとともに、
最寄りの避難場所までの安全な避難経路を検討して起きましょう。
　ハザードマップについては、各市町村の防災担当課までお問い合わせください。

警戒レベル４で、全員避難!

自宅の「災害危険度」や避難経路を確認しよう!
お問い合わせ ： 防災企画課　電話：092-643-3112   ファックス：092-643-3117

警戒レベル
災害発生
情報など

（市町村が発令）

5
警戒レベル

避難勧告
避難指示
（緊急）

（市町村が発令）

4
警戒レベル

避難準備・
高齢者など
避難開始

（市町村が発令）

3
高齢者などは避難

災害発生中

全員避難

避難に時間がかかる人（高齢
者・小さな子どもなど）は、付
き添いの人と避難しましょう。
その他の人は、避難の準備を
しましょう。

警戒レベル

注意報

（気象庁が発表）

2
ハザードマップを
見て、どのように避
難するか、確認しま
しょう。

警戒レベル
早期
注意情報

（気象庁が発表）

1
数日分の食べ物や
水、避難グッズを準
備し、災害に備えま
しょう。

大雨特別警報

大雨警報

大雨注意報

早期注意情報

氾濫発生情報

氾濫危険情報

洪水注意報

洪水警報
氾濫警戒情報

土砂災害
警戒情報

集中豪雨 土砂災害台風警戒レベル 避難情報など

避難情報など 防災気象情報
避難行動など

すでに災害が発生してい
る状況です。命を守るた
めの行動をとりましょう。

すぐに避難先へ避難しましょ
う。避難場所までの移動が危
険な場合は、近くの安全な場
所や家の中のより安全な場
所に避難しましょう。



防災情報を入手しよう!

備蓄品を準備しよう!

平常時や非常時を問わず、普段から活用できる情報源を確認しておきましょう。

道路の通行規制、河川の水位、土砂災害危険度など最新の情報を提供します。

大雨による土砂災害発生の
危険度を色分けしてお知らせ
します。

県が管理する国道および県道の
通行規制情報をお知らせします。

お問い合わせ：河川管理課　電話：092-643-3667　ファックス：092-643-3669
        　　　　　　　砂防課　電話：092-643-3678　ファックス：092-643-3689
             　　　　道路維持課　電話：092-643-3654　ファックス：092-643-3658

雨量や河川の水位、
ダムの情報および
河川監視カメラの画像
を確認できます。

■福岡県防災ホームページ

■福岡県防災ハンドブック（令和 2年 2月改訂）

■福岡県総合防災情報

飲料水・食料・調理器具など
□飲料水（1人 1日3リットル、最低 3日分）
□食料（最低 3日分）
　＜例＞お米、レトルト食品、缶詰、カップ麺など
□カセットコンロ、カセットボンベ

生活用品

感染症対策として準備しておきましょう

□携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池
□救急セット、医薬品
□簡易トイレ、トイレットペーパー、生理用品
□衣類（防寒具など）、軍手、雨具、タオル

□マスク
□アルコール消毒液
□体温計

■防災メール・まもるくん
　大雨や地震などの災害・緊急情報を
トップページで確認できます。その他、河
川監視カメラの画像なども随時掲載して
います。

　災害に関する基本的な知識に加え、災害時の留意点や水・食
料の備蓄方法など「自助」「共助」に役立つさまざまなノウハウを
掲載しています。

　防災気象情報や避難勧告などの情報が発表され
た際に、登録アドレスへメールが配信されます。
ぜひ、ご登録ください。

お問い合わせ：防災企画課　　電話：092-643-3112   ファックス：092-643-3117

福岡県防災ホームページ 検索 防災メール・まもるくん 検索

福岡県防災ホームページ 検索

福岡県総合防災情報 検索

食料・飲料水は最低 3日分、
できれば 1週間分準備



両立支援等助成金　介護離職防止支援コース
「新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内事業主の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設け、
ご家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主を支援します。

新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度（※）を設け、
当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。

介護が必要な家族が、通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナ
ウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合
家族が、通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染
症への対応のために利用を控える場合
家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により、家族を介護することが
できなくなった場合

新型コロナウイルス感染症の影響により、対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない
労働者が、①の休暇を合計5日以上取得（※）すること

休暇の取得日数

＊ 1中小事業主あたり5人まで申請可能です

合計5日以上10日未満
助成額

20万円

合計10日以上 35万円

介護離職防止支援コース 支給額

休業取得時

職場復帰時

28.5万円＜36万円＞
28.5万円＜36万円＞

28.5万円＜36万円＞
※＜　＞内は、生産性要件を満たした場合の支給額

A 介護休業

B 介護両立支援制度

支給要件

対象となる労働者

◆申請期限◆

◆申請先◆

・支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内　＊令和2年6月15日より受付中
  なお、令和2年6月15日より前に支給要件を満たしていた場合は、8月15日が申請期限となります。

対象労働者について「介護支援プラン」を策定し、支援した場合は、通常の介護離職防止支援コースも併給で
きます。

新型コロナウイルス感染症対応特例において、対象労働者について「介護支援プラン」を策定し、支援した
場合は、「A 介護休業」の支給対象となります。

◎その他、詳しい支給の要件や手続きについては、厚生労働省ホームページを参照、もしくは申請する管轄の
　都道府県労働局へお問い合わせください。

・各都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

※所定労働日の20日以上取得できる制度
※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要です。

※対象となる休暇の取得期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までです。
※過去に年次有給休暇や欠勤により休んだ日について、事後的に①の休暇を取得したこととして振り替えた場合も
　対象となります。（振り替える際には労働者本人に説明し、同意を得ることが必要です）

①

②

①

②

③

＜両立支援等助成金　介護離職防止支援コース＞
  「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業
事業主、または介護のための柔軟な就労形態の制度について、利用者が生じた中小企業事業主に支給しま
す。コースの詳細は、以下の通りです。

厚生労働省　介護　新型コロナ 検索



会員に関する各種変更のお知らせ 賛助会員に関する各種変更のお知らせ

代表者
令和2年6月24日

JR九州サービスサポート 株式会社

■変 更 日
■変更事項

代表取締役社長　師村　博
代表取締役社長　大石　和弘【新】 

【 旧 】

代表者
令和2年4月1日

日本管財株式会社 九州本部

■変 更 日
■変更事項

本部長　市丸　寛明
本部長　宮崎　大輔【新】 

【 旧 】

 ＜令和2年度5月分＞労働災害発生状況

区分 墜落
転落

5（6）（3）

（1）

1 1（1） 2

1（2） （1） （2）1
11（16）

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

11（16）

11（16）

1（3） 1 1（1）

3（4） 2（4） 2（1） 4（5）

8（11）

 ※（　）内は前年同月の状況

代表者
令和2年5月28日

九州ビル管理 株式会社

■変 更 日
■変更事項

代表取締役社長　鈴木　康人
代表取締役社長　鈴木　元【新】 

【 旧 】

（1）

（2）

　福岡県ＢＭ協会ボウリング大会を
毎年８月に開催していましたが、今年
度は新型コロナウイルス感染症のリ
スク回避の観点から中止とさせてい
ただきます。何卒ご理解ご協力の程、
よろしくお願いいたします。

福岡県ＢＭ協会
ボウリング大会中止の

お知らせ

■久留米会場
・開催日時　令和2年9月10日（木）
・会　　場　久留米地域職業訓練センター

■飯塚会場
・開催日時　令和2年9月17日（木）
・会　　場　飯塚市立岩交流センター

清掃作業従事者研修会（集合教育）〔基礎コースⅠ〕
研修目的　この研修は、厚生労働大臣登録従事者研修実施団体としての「清
掃作業従事者研修実施要領」に基づいて、福岡県保健医療介護部生活衛生
課の御指導・御協力を得て、事業登録を行っている事業所の従事者に対して、
集合教育を実施するものです。

講習会のお知らせ

代表者
令和元年6月1日

株式会社 室内高所

■変 更 日
■変更事項

代表取締役　川西　望
代表取締役　大石　猛【新】 

【 旧 】

代表者
令和2年4月1日

アマノ株式会社 福岡支店

■変 更 日
■変更事項

支店長　西田　佳朋
支店長　小川　俊也【新】 

【 旧 】

代表者
令和2年2月2日

株式会社 ナカジマ

■変 更 日
■変更事項

代表取締役　中島　雅幸
代表取締役社長　中島　雅哉【新】 

【 旧 】



キリトリ線

作品の題名

氏 名

保護者氏名

学校名  小学校   年生

男 ・ 女 〒 TEL （   ）  ーー

自宅住所

ふりがな

「2020 都市ビル環境の日」第13回子ども絵画コンクール応募用紙

【個人情報保護について】応募用紙に記入された個人情報は適切な管理・廃棄を行い、「子ども絵画コンクール」の作品募集に関連する業務以外には使用しません。
 第三者への提供・開示等は一切いたしません。

▼作品を個人で応募される方は、保護者氏名・自宅住所をご記入ください。

［ホームページ］http://www.fukuoka-bma.jp/ ［Eメール］ fbma1@bronze.ocn.ne.jp

応 募 資 格

作品テ ーマ

応 募 規 定

応 募 方 法

募 集 期 間

発 表

表 彰

入賞作品展示

作品提出先

※

福岡県内の小学生

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1丁目15番12号  藤田ビル2F
公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会「子ども絵画コンクール」係     TEL.（092）481-0431

入賞者には9月下旬ごろ郵送にて通知します。また、当協会のホームページ上でも発表します。

最優秀賞  3名〈賞状・QUO（クオ）カード〉
優 秀 賞  10名〈賞状・QUO（クオ）カード〉
佳  作   20名〈賞状・QUO（クオ）カード〉
※応募作品は、公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会の 「こども絵画コンクール」の応募作品となります。

①応募作品は、一人1点のみ
②用 紙／画用紙（八つ切り 38cm×27cm）
③画 材／自由 ただし、版画、はりえ、異素材の貼付は不可
④応募票／作品の裏面右肩に、下の応募用紙を貼ってください。
（応募作品の返却はできません。あらかじめご了承ください）
⑤入賞作品の著作権は、主催者側に帰属するものとします。

下の応募用紙に必要事項を記入し、作品の裏面右肩に貼付してください。
（応募用紙は、下記の当協会ホームページからもダウンロードできます）
作品は、当協会へ直接持参もしくは郵送にて受け付けます。

▶展示期間／ 9 月28日（月）～10月 4 日（日）
▶展示期間／10月 8 日（木）～10月14日（水）
▶展示期間／10月20日（火）～10月25日（日）

2020（令和2）年8月1日（土）～9月14日（月）※当日消印有効

下記の場所で展示する予定です。
◎福 岡 地 区：アクロス福岡コミュニケーションエリア
◎北九州地区：北九州市水環境館
◎久留米地区：久留米市一番街多目的ギャラリー

未来のおそうじ～きれいにしよう、わたしたちの環境を～

公益社団法人福岡県ビルメンテナンス協会では、1995年から毎年10月4日を「都市ビ
ル環境の日」と定め、環境問題の改善や都市の美化活動に積極的に取り組んでいます。当
協会では、これらの活動をより多くの方々に理解していただきたく、今回で13回目となる
「子ども絵画コンクール」を実施いたします。
このコンクールが、次の世代を担う子どもたちの「環境」や「モノ」に対する思いやりの心
を育む契機となることを願っています。

応募規定・応募方法に沿わない作品は受け付けできませんのでご注意ください。

応募してくれたみなさんに
「ピカタンの特製クリアファイル」

を差し上げます。

主催：公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会
共催：公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会
後援：福岡県教育委員会／福岡市教育委員会
　　　北九州市教育委員会／久留米市教育委員会

2020 都市ビル環境の日
STOP

コロナウイルス
消毒・清掃強化中

STOP
コロナウイルス
消毒・清掃強化中

皆さ
んの
作品を待っています。

第13回

益社 法人福 県ビ ナ 協会 は 年から毎年 0月4日を「都市ビ


