
撮影者：たかちゃん　

contents：花乱の滝　location：福岡市早良区大字曲渕

編集・発行／公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会  〒812-0011   福岡市博多区博多駅前 1 丁目 15 番 12 号
　　　　　　TEL（092）481-0431　  FAX（092）481-0432  http://www.fukuoka-bma.jp

Issue 319

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

柏原小学校 4年  浦　明葉さんの作品
『ミュージックリーン♪』



　新型コロナ禍影響により延期していました令和 2 年度県協会定時総会を 6 月 22 日に開催

することができました。安全のため縮小実施を余儀なくされましたが、会員各位からの信頼を多

数の委任に託していただき、無事遂行することができました。皆さんのご理解と協力に深く感謝

申し上げます。

　緊急事態特別警戒指定を受け、ここ3 か月間、ビルメンテナンスも怒涛の時間を乗り切ってま

いりました。多くの人々が自宅待機で安全を保つ中、わたしたちビルメンテナンスは社会的不可

欠の業種として事業継続を要請されました。医療関係施設管理など感染リスクを負いながらも、

わたしたちのビルサービス従事者は懸命に職務を果たしたことです。本当にご苦労さまです。

　一方、顧客先施設の休場などにより、現場従事者の長期休業も多く起こりました。その間の雇

用維持・補償に向け、会員各位が誠実に取り組まれたことに敬意を表します。2020 年は、これ

から通期にわたってコロナとの闘いに臨まなければなりません。秋季・冬季に

予想される第 2 波・第 3 波感染拡大に対し、油断なく慢心なく先手

先手で備えたいと考えます。現場の安全確保体制を再構築する

ことがまず肝要です。

　さらに、事業経営面からも “コロナ共存” 社会への業態適

応を遅れることなく対処していきたいと思います。ビルメ

ンテナンスの業務のあり方や雇用環境も激変せざるを

得ない時代に入っていきます。会員のご支援・協力

をいただきながら、この国難に立ち向かっていく所

存ですので引き続きのご高配をお願いするととも

に会員各位の意気軒高なるご活躍を祈念申し上

げます。

コロナの先の景色



新型コロナウイルス感染症対策をするとともに

熱中症死傷者     を
目指しましょう!

0ゼロゼロ
新型コロナウイルス感染症が拡大した今年の夏は、マスクを着用して作業することにより
熱がこもるなど、例年にも増して熱中症リスクが高くなる恐れのあることが指摘されています。

万全の対策を講じて、熱中症死傷者「ゼロ」を実現しましょう!

　気温と湿度が高い夏季は、熱中症の予防
に向けた対策が不可欠です。熱中症は「屋内
でも」「夜間でも」「気温が高くなくても」発症
する恐れがあります。とりわけ、のどの渇きを
感じにくい高齢者は熱中症リスクが高くなる
ため、高齢の従事者を多く抱える事業所等で
は特に注意が必要です。
　また、新型コロナウイルス感染症が収束し
ていない現状では、熱中症に加えて感染症
への対策も求められます。マスクを着用する
ことによって、熱がこもりやすく、のどの渇き
を感じにくくなるという報告もあるので、普
段以上に熱中症にご注意ください。

　マスクを使用する際には、感
染症への配慮もお忘れなく。常
日頃から「手は汚染されている
可能性がある」という意識を持
ち、正しいマスクの使用法や、
手洗いによる入念な手指消毒
を心がけましょう。

特にこんな場合に要注意です

休み明けなど、暑さに身体が慣れていない

睡眠不足や、きちんと食事を摂取していない

糖尿病、高血圧症、心臓病などの疾患がある

マスクを着用しての作業

熱中症を発症しないための鉄則

涼しい場所での休憩時間を確保する !
定期的に水分および塩分を摂取する !

◉
◉

暑さ指数（WBGT 値）を
把握しているか

冷房設備のある休憩室
や涼しい日陰など、休憩
場所を確保しているか

余裕のある作業計画
（休憩時間の確保など）
を立てているか

通気性の良い作業着を
準備しているか

衛生管理者などを中心に、
事業場の管理体制が
整っているか

熱中症の防止対策に
ついて社内教育を
実施しているか

緊急時の措置（連絡先、
搬送先など）を周知して
いるか

労働者の健康状態の
確認を行っているか

身体が十分に暑さに
慣れているか
（熱順化しているか）

熱中症対策チェック表

熱中症と併せて
感染症にもご注意ください !

耳にゴムひもをか
け、鼻、口、あごを
覆う
鼻の部分を押さえ
て調節する
すき間がないか確
認する

できるだけマスク
には触れない。特
に口まわりのフィ
ルター部には触ら
ないように注意し
て、もしも触った
場合はすぐに手
を洗う

ゴムひもを持ち、
耳から外す
フィルター部の表
面に触れないよう
に顔から外して廃
棄する
すぐに石けんで手
を洗う

1. 1.

2.

3.

2.

3.

マスクの正しい使用法について

装着する時 使用中 取り外す時



　令和２年度定時社員総会が令和２年６月22
日（月）午後３時から、福岡県中小企業振興セン
タービルにおいて、正会員 101 名（委任状提出
者 92 名を含む）が出席して開催されました。
　今年度の総会は、当初５月 22 日（金）に開催
する予定でしたが、今般の新型コロナウイルス感
染症拡大の影響により一旦中止とさせていただ
き、感染拡大防止を図ったうえで縮小しての開催
となりました。また、安全を確保するため、残念な
がら表彰式と懇親会は中止とさせていただきま
した。
　定刻になり、吉次総務副委員長から本日の出
席者は定款第 17 条に定める定足数を満たし、
適法に成立する旨の報告がありました。引き続
き、昨年の総会以降に亡くなられた協会関係者
の方々のご冥福を祈り黙祷を捧げ、古賀副会長
の開会の辞で総会は始まりました。

　まず、金子会長が本総会へご出席いただいた
方々、行政関係および会員各位のご理解ご協力
により総会を開催することができる旨の謝意を
述べ、コロナウイルス感染症の影響による業界の
現状や現場で働く従事者への感謝の気持ちを語
りました。
　次に、議長に山田五郎氏〔光栄建物管理（株）〕
を選出し、議案の審議に入りました。提出議案は
３議案（第１号議案 ：2019 年度事業報告の件、
第 2 号議案： 2019 年度計算書類承認の件、第
3 号議案 ：欠員に伴う役員選挙管理委員選任の
件）でしたが、全て慎重に審議され、可決承認さ
れました。
　最後に、令和２年度事業計画と収支予算報告
を各担当理事が説明を行い、倉重副会長の閉会
の辞で総会は滞りなく終えました。

☆

令和２年度 定時社員総会開催

知事表彰状を授与された
（株）川原グループ　川原 淳 氏

知事感謝状を授与された
吉次商事（株） 吉次 正利 氏

知事感謝状を授与された
（株）ダイワス  森重  利之 氏



　総会前には理事会が開催され、令和２年度福
岡県建築物環境衛生功労者表彰を金子会長が代
読。川原淳 氏〔（株）川原グループ〕に知事表彰状、
吉次正利 氏〔吉次商事（株）〕と森重利之 氏〔（株）
ダイワス〕に知事感謝状が授与されました。
　また、昨年開催された第 16 回全国ビルクリー
ニング技能競技会に出場された中村元一 氏〔福
岡興業（株）〕に、金子会長から建築物環境衛生
事業功労者表彰として会長表彰状が贈呈されま
した。
　今年度からはマネジメント委員会（総務委員
会、教育研修委員会、労働福祉委員会、調査広報
委員会）もしくは専門部会（都市ビル環境の日部
会、雇用促進支援部会、地域防災ネットワーク部
会、環境管理部会、警備部会）の委員として、永年
協会運営に積極的に携わっていただいている
方々も表彰するように決定し、後日、会長表彰状
が贈呈されました。
　また、建築物環境衛生事業優良従事者表彰と
して３社から選ばれた５名の方へは、後日、金子
会長から会長表彰状が手渡されました。

株式会社 タカ・コーポレーション

明星ビルサービス 有限会社

株式会社 ビケンテクノ　小倉営業所

有限会社 南都ビル管理社

九州メンテナンス 株式会社

株式会社 東洋美装エスジー

株式会社 サイド・ワン

大成 株式会社　福岡支店

株式会社 朝日ビルメンテナンス

池田 　徹

鹿毛 和則

川本 陽介

熊谷 清文

實本 文和

野田 耕司

水野 吉親

山田 眞志

渡邉 孝文

マネジメント委員会・専門部会委員の
会長表彰受賞者

建築物環境衛生事業優良従事者表彰

（株）フジクリーン
瀬々 政夫

会長表彰状を贈呈された
福岡興業（株）  中村  元一 氏

（株）九州ビルサービス福岡
合原　孝子

（株）九州ビルサービス福岡
田中　雅

（敬称略、氏名五十音順）

（敬称略、会社名五十音順）

（株）朝日ビルメンテナンス
魚谷 啓人　

（株）朝日ビルメンテナンス
枝元 洋子



みんなでやろう安全点検! 
～すべての年代に応じた、転倒災害防止のための

環境づくりを目指して～

取組期間：令和2年6月～令和3年2月福岡県版

ST　P! 転倒災害プロジェクト

転倒災害は、最も多い労働災害で全体の2割強を占め、近年は緩やかな増加
傾向にあります。

特 徴 1

特 徴 2

　令和元年に年内で発生した転倒災害による死傷者数は 1,206 人で、昨年よりも減少しているものの、過去 5年間で
見ると、緩やかに増加していると言えます。令和元年は対平成 27 年比 7.3％増加。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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転倒災害

転倒災害が全災害に占める割合

転倒災害被災者の約 7割が 50 歳以上です。
高齢になるほど転倒リスクが高くなります。

特 徴 3
転倒災害
午前 10時、午後 2時前後
　　　　　　          に多発しています !

特 徴 4
転倒災害
休業期間：１か月以上が 65％!
　　　　　　       

50 歳未満 50 歳以上

67.9

1,124 1,180
1,088

1,370
1,206

69.1 69.2

71.3

70

▲

▲ ▲

▲

▲

休業1か月以上

休業1か月未満

65%
35%

福岡労働局労働災害統計

福岡労働局・労働基準監督署

転倒災害【主な原因】

転倒災害の主な原因は、「滑り」「つまづき」「踏み外し」です。

転 倒
災 害

▲



転倒災害【防止対策】
1. 毎月 1～7 日に決まって、セーフティチェックを実施し、どの年代も安心して働くことができる職場環境づくりを
　目指してください !

2. 転倒の原因を低減するための取り組みを積極的に行いましょう !

3. 高齢労働者対策について、厚生労働省では、令和 2 年 3 月に「高年齢労働者の安全と
　健康確保のためのガイドライン（エイジフレンドリーガイドライン）」を策定しました。
　このガイドラインは、高齢者を現に使用している事業場などで、事業者と労働者に求められる
　取り組みを具体的に示したものです。是非ご活用ください。
4. 活用できる資料を紹介します。
　教材として是非お役立てください !

職場のあんぜんサイト
転倒災害視聴覚教材▶ 健脚ぐるぐる体操▶

通路、階段、出入口に物を放置していませんか
床の水たまりや氷、油、粉類などは放置せず、その都度取り除いていますか
安全に移動できるように十分な明るさ（照度）が確保されていますか
転倒を予防するための教育を行っていますか
作業靴は、作業内容に適した耐滑性があり、かつ、サイズが合うものを選んでいますか
ヒヤリハット情報を活用して、転倒しやすい場所の危険マップを作成し、周知していますか
段差のある箇所や滑りやすい場所などを標識などで注意喚起していますか
ながらスマホやポケットに手を入れたまま歩くこと、手すりを持たない階段の昇降などを
禁止していますか
ストレッチ体操や転倒予防のための運動を取り入れていますか

1
2
3
4
5
6
7

8

9

セーフティチェック項目

リスク低減のポイント! 転倒の主な原因は、滑り（Slide）、躓き（Stumbling）、踏み外し（Stepping out）の3S
スライド つまずき スタンブリング ステッピングアウト

　令和元年に「STOP! 転倒災害　ハザードチェック」を推進した結果、「ステッカー張り付けや危険マップの作成（危
険の見える化）」や「転倒予防の教育の実施」「転倒防止体操」など、転倒災害防止のための取り組みが低調であるこ
と、また、労働者数 10 人～49 人の事業場規模で、安全衛生推進者（安全推進者、衛生推進者）が選任されていない
事業場が多いことが明らかとなっています（50 人以上の場合は、安全管理者および衛生管理者の選任が必要です）。
　各事業場におかれましては、以下の 3つの積極的な取り組みが求められます。

①見える化

転倒災害リスクが
高い場所に、注意
を促すものを表示
しましょう。

③安全衛生管理体制の整備

安全衛生推進者等を選任し、
転倒災害防止に取り組みま
しょう。

②安全教育・ストレッチ体操の実施

（労働安全衛生法第 12 条の 2、
  安全推進者の配置ガイドライン）

転倒予防の教育・
転倒防止体操等を
実施しましょう。

 ＜令和2年度4月分＞労働災害発生状況
区分 墜落

転落

1（2） 5（3） （1） （1） （1）

（2） （2）（1） 2（1） 1（1）

2

11（15）

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（15）

11（15）

2（3） 2（2）

1（8） 1（2） 4（2） 4（3） 1

7（9）

 ※（　）内は前年同月の状況

（1）



会員に関する各種変更のお知らせ

協会担当者
令和2年4月1日

総合システム管理 株式会社

■変 更 日
■変更事項

管理本部課長　於保　祐司
取締役事業統括本部長　江里口　寛【新】 

【 旧 】

①代表者②協会担当者役職名
令和2年6月17日

九州メンテナンス 株式会社

■変 更 日
■変更事項

①代表取締役社長　津山　武雄
②施設管理部長　實本　文和

①代表取締役社長　佐川　泰弘
②取締役営業部長兼施設管理部長　實本　文和

【新】 

【 旧 】

17日
24日
30日

下旬
下旬

　　　

観世音の千燈明祭り（那珂川市）
太宰府天満宮夏の天神まつり〈～25日〉（太宰府市）
住吉神社名越（夏越）大祭〈～8月1日〉（福岡市博多区）

平尾台観光まつり（北九州市小倉南区）
サマーフェスティバル in 築城（築上町）

上旬
23日

　　　

南良津獅子舞（小竹町）
飯田地蔵祭〈～24日〉（嘉麻市）

【 福 岡 地 区  】

【 北九州地区 】

【 筑 豊 地 区  】

21・24～25日
大人形と大提灯（県指定有形民俗文化財）
大提灯まわし〈21日〉
大人形祭〈24～25日〉（みやま市） 

【 筑 後 地 区  】

7月

紹介している催しは、場合により変更されることがあります。
お出かけの際は各市町村のホームページ等でご確認ください。

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）

（公社）全国ビルメンテナンス協会
   2020年定時総会

清掃作業従事者研修（集合教育）
基礎コースⅠ（北九州会場）

（一社）九州建築物環境センター
   第55回 定時総会

於：北九州パレス

於：福岡市

清掃作業従事者研修（集合教育）
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15：00～

於：東京

7月

お忘れなく

水29

水15

火21

月20

木9

金3

　例年 8 月に開催しておりました労働安全衛
生大会は今般の新型コロナウイルス感染拡大
に鑑み、今年度の開催を中止とさせていただき
ます。
　なお、労働安全に関する標語および無災害
事業所の発表や表彰方法につきましては、労働
福祉委員会で検討させていただきますので、ご
理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

労働安全衛生大会の
開催中止について

・山口　魁利さん（19歳）
・川嶋　幸太さん（18歳）
・山田　尚輝さん（18歳）
・勤続年数：いずれも3か月

総合システム管理 株式会社 ◆わからないことが多く、至ら
ない点も多々あると思います
が、一生懸命頑張ります。（山口）
◆まだ覚えたてで仕事も少しし
かできませんが、毎日先輩の姿
を見ながら、わからないことは
聞いて、もっと精進したいと思
います。（川嶋）
◆これからの仕事に対して精一
杯努力し、皆さんの力になれる
よう頑張ります。（山田）上司から

ひと言

　入社後、清掃・設備・環境衛生・警備の業務を習得するため、
現場で汗をかいて頑張ってくれています。高校を卒業し、社会人１年
目の３人には無限の可能性があり、仕事を通じて自己を磨き、大きく
成長することを望みます。若い感性と行動力で、会社にフレッシュな
風を吹き込んでください。　　　　　　＜ビルマネジメント部長＞

＊写真左から


