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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

志免西小学校 1年  岡本　晴路さんの作品
『おそらをとぶそうじき』



　長いコロナ感染との闘いも秋を迎え、少しばかりの小康状態の模様です。しかし、来るべく冬季に

は、インフルエンザ流感と複合しての再拡大が強く懸念されています。いま、この秋季にその備えを

固めていきましょう。

（１）新型コロナウィルス防疫（消毒）特別講習会の実施

　先月お知らせしました、この実践的な防御実務を会員へ広く講習します。内容は、協力団体福岡県

ペストコントロール協会のご支援により専門的かつ実務的なものです。

　この半年間、対応力がなく現場や顧客先の安全を全うできなかった会員も多くあると思います。福

岡県協会組織を挙げての防御態勢を整えましょう。

（２）全協および福岡県協会の「実態調査」アンケートへの回答協力依頼

　10月にかけて実施しています二つの「実態調査」は、双方ともコロナ禍影響の把握を重点にして

います。全協版は経営や雇用など大きな視点で、県版は現場目線で実態を掌握しようとするもので

す。このデータを基に次ぎの有効施策を建て付けていきますので、多くの率直な回答をいただきたく

どうぞよろしくお願いします。

（３）ビルメンヒューマンフェア2020（クリーンEXPO）の開催：11月11日～ 13日

　既に案内周知しています恒例フェアを、当初予定していた小規模会場（青海）から大規模容量の晴

海ビッグサイト会場に変更し、万全の感染症対策を講じて開催します。

　今年は不動産ソリューションとの提携企画です。ビルメンの顧客先である不動産業界がアフターコ

ロナ・ポストコロナを見据え、どのようなニューノーマル事業形態へと転身していくのかを学びたい

と思います。そして、With コロナがビルメンテナンスに求めてくるものを確かめましょう。遠隔地会員

には移動時の感染リスクを心配されると察しますので、来場されなくても役立つ情報をリモートセミ

ナーや資料送付サービスで受け取れるよう最大限の手配を講じます。

コロナウィルスとの闘い  寒冷期第三波襲来への備え

　コロナ市中警戒の中、クリーンアップ実施を躊躇していましたが、地域の皆さんから待ってま

すよの声が寄せられましたので、各社少数精鋭の動員で実施します。

　本年も継続へのご支援ご協力、どうぞよろしくお願いします。　

10月2日「都市ビル環境の日」クリーンアップ福岡を敢行！
　



　令和 2年 9月10日（木）、福岡朝日ビ
ルにおいて一般社団法人九州建築物環
境センターの主催により、新型コロナウ
イルス防疫実務特別講習会が開催され
ました。
　今年 6 月に全国協会九州地区本部が
九州地区の会員に新型コロナウイルス関連のアンケートを実施したところ、新型コロナウイルス防疫作業な
どに対応するための講習会や勉強会を希望する声が数多くありました。そこで今回、一般社団法人福岡県ペ
ストコントロール協会様のご協力により開催する運びとなりました。ソーシャルディスタンスを保つため、参
加者は予め九州地区各県協会から選抜し、当日の参加者 34 名で実施されました。なお、福岡県協会からは
教育研修担当役員および防除作業従事者研修講師の 4名が参加しました。
　講習会は、一般社団法人福岡県ペストコントロール協会 理事の田中一生様より感染症対策についての
「学科」および「実技」について、懇切丁寧にご教授いただきました。学科は、消毒・殺菌・減菌・除染・除菌・
抗菌といった各用語の定義にはじまり、ウイルスと細菌の違い、新型コロナウイルス細胞の構造など感染症
に対して理解を深めることができました。また、マスク、防護服や薬剤についての説明もあり、種類毎の使用
目的や機能を学べました。実技では、防護服着脱の実演をとおして、着脱時の注意点やワンポイントアドバイ
スなどをいただきました。
　今後、九州地区各県協会においては、各県のペストコントロール協会様と連携のもと、会員の皆様方に講
習会や勉強会を開催していく予定です。

金子会長による挨拶 （一社）福岡県ペストコントロール協会
会長　吉田雅光 様によるご挨拶

（一社）福岡県ペストコントロール協会
理事　田中一生 様

防護服着脱の実演 防護服着脱の実演

新型コロナウイルス防疫実務特別講習会開催
( 一社 ) 九州建築物環境センター



追加公募します。
補助金申請

WEB申請期間
7月1日~9月20日

10月20日

今年度は
これが最後の
チャンスです!!

令和2年度 既存不適合機械等更新支援補助金事業
全ての業種の中小企業・個人事業者が対象です。

「フルハーネス型安全帯」
「積載型トラッククレーン過負荷防止装置」

買換・改修の補助金

買い換えが遅れていたが、補助金によってメー
カー推奨品のフルハーネスを全従業員に支給で
きた。（建設業：大分県、約 30 人）

高層ビルの窓清掃だけでなく、貯水槽管理作
業の安全対策にも活用できた。
（ビルメンテナンス業：福島県、約 40 人）

補助金によって、墜落災害防止対策を考えなけ
ればならないと思った。（建設業：長野県、一人親方）

古い安全帯を買い換えるきっかけになった。
（建設業：岐阜県、一人親方）

補助金受
給者の声

（フルハ
ーネス） 申請は、建災防ホームページ

より「Web 申請（電子申請）」
後、返信 E-mail に表示されて
いる「申請番号」を記入した
「申請書類一式」を14日以内
に郵送してください。

フルハーネス型安全帯（追加
安全措置含む）の申請金額が
20 万円未満の場合は、「登録
支援小売店」に申請を依頼
してください。

購入等は、「補助金交付決定
通知書」に記載されている「交
付決定日」後に行ってくださ
い。これより前に行った場合
は、補助金の交付が受けられ
ません。

1.

2.

3.

注意事項

詳細は、建災防本部ホームページをご覧ください。 https://www.kensaibou.or.jp/
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「建設業労働災害防止協会」（建災防）は、国（厚生労働省）の補助事業者として、中小企業者等に対し、
構造規格に適合していない既存の機械等の買換・改修経費に補助金を交付します。

なお、予算額を上回る申請があった場合、予算の範囲内で加点合計の高い順に交付決定されますが、
その詳細は、建災防本部ホームページをご覧ください。

対象となる方 ●中小企業基本法の中小企業者に該当する法人及び個人
●労災保険特別加入の個人事業者

フルハーネス型安全帯補助金

積載型トラッククレーン過負荷防止装置補助金

■補助対象経費

■補助対象経費

■補助金交付額

■申請方法

構造規格に適合する「積載型トラッククレーン
の過負荷防止装置」（つり上げ荷重 3トン未満）への
買換・改修経費

1本あたりの上限：12,500 円（補助対象経費上限 25,000 円の 1／ 2）
同一申請者の合計上限：625,000 円

■補助金交付額

1機あたりの上限：100,000 円（補助対象経費上限 200,000 円の 1／ 2）
同一申請者の合計上限：300,000 円

中小企業
個人事業者

建災防登録支援小売店
（建災防ホームページ掲載）

建災防ホームページからWeb申請後、14日以内に申請書類送付

申請金額 20万円を
下回る場合

建災防ホームページから
Web申請後、

14日以内に申請書類送付

建設業労働災害防止協会
更新支援補助金事務センター

　 03-6275-1085へお問い合わせください。

胸ベルト

肩ベルト

D環

骨盤ベルト

胴
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着脱式連結ベルト

ショック
アブソーバー

フック

ランヤード

ランヤード

構造規格に適合する「フルハーネス型安全帯」
への買換経費

「フルハーネス型安全帯」
「積載型トラッククレーン過負荷防止装置」の

買い換え等支援
!! 間接補助金申請



＜厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署＞

第 71回全国労働衛生週間
令和2年 10月1日（木）~7日（水）[ 準備期間：9月1日~30日 ]

「全国労働衛生週間」は、労働者の健康管理や職場環境の改善など『労働衛生』に関する国民の意識を高め、職場の自主的
な活動を促して労働者の健康を確保することを目的としています。毎年実施しており、今年で 71 回目になります。各職場に
おいては下記のような様々な取り組みを展開し、誰もが安心して健康に働ける職場づくりへのご協力をお願いします。

スローガン

みなおして　職場の環境　からだの健康
全国労働衛生週間（10月1日~7日）に

実施する事項
準備期間（9月1日~30日）に実施する事項

・事業者または総括安全衛生管理者による職場巡視
・労働衛生旗の掲揚およびスローガンなどの掲示
・労働衛生に関する優良職場、功績者などの表彰
・有害物の漏えい事故、酸素欠乏症などによる事故など
   緊急時の災害を想定した実地訓練などの実施
・労働衛生に関する講習会・見学会などの開催、作文・写真・
   標語などの掲示、その他労働衛生の意識高揚のための行事
   などの実施

・過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進
・労働者の心の健康の保持増進のための指針などに基づく
   メンタルヘルス対策の推進
・労働災害の予防的観点からの高年齢労働者に対する
   健康づくりの推進
・化学物質による健康障害防止対策に関する事項
・石綿による健康障害防止対策に関する事項
・受動喫煙防止対策に関する事項
・治療と仕事の両立支援対策の推進に関する事項
・その他の重点事項

重点事項 ※詳細は下表をご覧ください。

準備期間に実施する事項（1. 重点事項）（抜粋）

2. 労働衛生 3管理の推進など 3. 作業の特性に応じた事項 4. 東日本大震災等に関連する労働衛生対策の推進

①時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進および労働時間などの設定の改善によるワーク・ライフ・バランスの推進
②事業者によるワーク・ライフ・バランスの推進や過重労働対策を積極的に推進する旨の表明
③労働安全衛生法に基づく、労働時間の状況の把握や長時間労働者に対する医師の面接指導等の実施の徹底
④健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取および事後措置の徹底　ほか

①製造者・流通業者が化学物質を含む製剤などを出荷する際のラベル表示・安全データシート（SDS）交付の状況の確認
②SDSにより把握した危険有害性についてリスクアセスメントの実施と、その結果に基づくリスク低減対策の推進
③ラベルやSDSの内容やリスクアセスメントの結果について労働者に対する教育の推進　ほか

①「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に基づく必要な対策の実施
②支援制度（専門家による技術的な相談支媛、喫煙室の設置等に係る測定機器の貸出し、喫煙室の設置等に係る費用の助成）の効果的な
　活用　ほか

①臓場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進
② 「STOP ！ 熱中症クールワークキャンペーン」に基づく熱中症予防対策の徹底
③事務所や作業場における清潔保持

①事業者による基本方針などの表明と労働者への周知
②研修などによる両立支援に関する意識啓発
③相談窓口などの明確化
④両立支援に活用できる休暇・勤務制度や社内体制の整備
⑤治療と仕事の両立を支援するための制度導入などに関する助成金、産業保健総合支援センターによる支援の活用

①吹付石綿などが損傷、劣化し、労働者が石綿などにばく露するおそれがある建築物などにおける吹付石綿、保温材などの除去、封じ込め
　などの徹底（貸与建築物などの場合において貸与者などに措置の実施を確認し、または求めることを含む）
②石綿にばく露するおそれがある建築物などにおいて労働者を設備の点倹、補修などの作業などで臨時で就業させる業務での労働者の
　石綿ばく露防止　ほか

① 「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） 」に沿った取り組みの実施
②高年齢労働者の安全衛生対策に関する支援（エイジフレンドリー補助金等）の活用　ほか

①事業者によるメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明
②衛生委員会などの調査審議を踏まえた「心の健康づくり計画」 の策定、実施状況の評価および改善
③ 4 つのメンタルヘルスケア（セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフなどによるケア、事業場外資源によるケア）の推進に
　関する教育研修・情報提供
④労働者が産業医や産業保健スタッフに直接相談できる仕組みなど、労働者が安心して健康相談を受けられる環境整備　ほか

過重労働による
健康障害防止

高年齢労働者
の健康づくり

化学物質による
健康障害防止
対策

石綿による
健康障害防止
対策

受動喫煙
防止対策

治療と仕事の
両立支援

その他

メンタルヘルス
対策



842円令和2年10月1日から

福岡県最低賃金が次のとおり改定されます。

最低賃金引き上げには「業務改善助成金」をご活用ください。

雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。

お問い合わせ先／福岡労働局労働基準部 賃金室
　　　　　　　　☎ 092-411-4578 　FAX. 092-411-4875 
　　　　　　　　ホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/

新しいコロナウイルスの影響で困っている外国人のための

FRESCヘルプデスク
　FRESCヘルプデスクは、新しいコロナウイルスの影響で仕事がなくなったなど、生活

に困っている外国人の相談を電話で聞きます。

　あなたを助けることができる仕組みや、在留＜＝日本にいること＞のために必要な

ことなどを教えることができます。困ったことがあるときは、電話をかけてください。

始まる日 ことば

TEL（お金はかかりません）

2020 年 9月1日（火曜日） 日本語、ベトナム語、中国語、英語など14言語

0120-76-2029
曜日と時間

曜日：月曜日から金曜日まで

時間：午前 9時から午後 5時まで
（土曜日、日曜日、祝日は開いていません）

出入国在留管理庁 外国人在留支援センター（FRESC）
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/fresc01
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 ＜令和2年度7月分＞労働災害発生状況

区分 墜落
転落

10（10） 2 1（1）

（2）（6）

3（2）

1 3（7）
20（28）

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

20（28）

20（28）

1 6（4）1（2）2 8（15）2（7）

8（5） 3（1） 1（2）2（6） 4（5） 2（9）

 ※（　）内は前年同月の状況

代表者
令和2年9月1日

有限会社 綜合メンテナンスサービス

■変 更 日
■変更事項

代表取締役　北村　鐡夫

代表取締役　川原　春洋【新】 
【 旧 】

会員に関する各種変更のお知らせ

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）

10月

お忘れなく

金16

金23

病院清掃従事者研修

令和2年度高所作業（ガラス清掃）安全教育
講習会

金2

2020年（第26回）都市ビル環境の日

【午前の部】  8：30～12：30 
【午後の部】13：00～17：00 

＊クリーンアップ福岡（9：30～11：00）
　　　　　　　於：福岡県内主要都市中心部
＊シンポジウム／今年度は中止
＊第13回子ども絵画コンクール
 

於：福岡県自治会館

於：福岡県自治会館

【福　岡】（作品展示期間：9/28～10/4）
　　　　於：アクロス福岡コミュニケーションエリア
【北九州】（作品展示期間：10/8～10/14）
　　　　於：北九州市水環境館
【久留米】（作品展示期間：10/20～10/25）
　　　　於：久留米市一番街多目的ギャラリー

全会員の皆様を対象に、10月1日（木）から10月30日（金）迄の間で「第 11回実態調査」を実
施いたします。会員の皆様方のニーズを把握し、有益な事業運営をする為にも重要なデーターと
なりますので、実態調査へのご協力をお願いいたします。

令和 2年 11月18日（水）9時 30 分
スタート（アウト・イン同時スタート）
福岡カンツリー倶楽部　和白コース
32 名（8組）
新型コロナウイルス感染症のリスク回
避の観点から表彰式は中止とさせて
いただき、賞品はお送りいたします。
11月6日（金）まで（定員に達し次第締切）申込締切日

そ の 他

募集人数

場　　所

日　　時

福岡県 BM協会ゴルフ会
のお知らせ

「第11回 実態調査」へのご回答のお願い

　　＜講習会のお知らせ＞
清掃作業従事者研修指導者講習会

（新規・再講習）

▶会場（両講習会とも）：福岡県自治会館　　▶申込締切（両講習会とも）：令和2年１０月末日

日時：令和2年１１月17日（火） 日時：令和2年１１月24日（火）

空調給排水管理従事者研修指導者講習会
（新規・再講習）

＊受講資格等は当協会のホームページにてご確認ください。


