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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

長丘小学校 3年  山本　樹奈さんの作品
『キラキラ海のロボットうみかちゃん』

那珂小学校 1年  山浦　陽斗さんの作品
『ロボットクリーン』



　県下のコロナ感染状況は一応沈静化の方向にはありますが、秋冬期（乾季・寒季）における感染

再拡大が強く懸念されています。引き続き、油断なく備えを強めてまいりましょう。

　全協の重点年度計画である「協会事業説明会」も、本年度は感染防止対策の観点から“オンライン

開催”を図ることとしました。

　特に、今年は各地区において重要と考えられる事業項目を事前に選定いただき、その個別項目を

集中報告・説明する形式にしましたので、より“地方の地に足の着いた”論議が進められると期待して

いる次第です。11月に実施しますので、案内に沿い、皆さんの積極的な参加をよろしくお願いします。

案内（書）は、月末一斉事務連絡に同封および全協ホームページからも申し込みできます、会社・個

人の机上からの参加が可能ですので、是非説明内容を掌中のものとしてください。当然、事業担当者

との質疑応答の時間も設けています。

　　

＜九州地区：説明項目＞

（１）清掃作業監督者講習および病院清掃受託責任者講習
　　その実質が受講者にとり、より有益・向上化する取り組みについて。

（２）全協ＩＴインフラ整備
　　その構築がもたらす会員の事業力強化の戦略構想について。

（３）品確法改正：維持管理業務のガイドライン化
　　その法文化によりビルメンテナンス業務の品質評価をどう培っていくか。

2020 年度 全国協会事業説明会の
オンライン開催お知らせ

【九州地区開催】
会員参加無料／オンライン開催

日時：11 月 16 日（月） 14：00 ～ 16：30



【接種対象者】
　①各市内に住む６５歳以上の方（接種日現在）
　②各市内に住む６０歳以上６５歳未満の方（接種日現在）で、心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能
　　またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいがある方（身体障害者手帳１級相当）
【自己負担額】無料
【接 種 場 所】各市が指定した予防接種実施医療機関
【接 種 回 数】１回
【接 種 期 間】
　・福 岡 市：令和２年１０月１日～令和３年１月３１日まで
　・北九州市：令和２年１０月１日～令和３年３月３１日まで
　・久留米市：令和２年１０月５日～令和３年１月３１日まで
＊お問い合わせは各市各区の保健福祉センター（保健所）健康課もしくは保健福祉課（保健予防課）へ。

〔福岡市・北九州市・久留米市〕

今年は過去５年間で最大量（最大約6300万人分）のワクチンを供給予定ですが、
より必要とされている方に確実に届くように、ご協力をお願いします。

10月   1  日~

10月26日~

接種希望の方はお早めに
65歳以上の方（定期接種対象者）※

※65歳以上の方のほか、60歳から65歳未満の慢性高度心・腎・呼吸器機能不全者等
※定期接種の開始日は、お住まいの市町村で異なりますのでご確認ください。

上記以外の方は
10月26日まで接種をお待ちください。

65歳以上の方が接種できるよう、ご協力をお願いします。

上記以外の方も接種できます。

接種希望の方はお早めに
医療従事者
基礎疾患を有する方
妊婦
生後6か月～小学校2年生

皆さまへお願い

感染防止の3つの基本である①身体的距離の確保　②マスクの着用　③手洗いの徹底もお願いします。
接種に当たっては、あらかじめ医療機関にお電話での予約をお願いします。
インフルエンザワクチンは重症化予防などの効果がある一方で、発病を必ず防ぐわけではなく、接種時の体調
などによって副反応が生じる場合があります。医師と相談のうえ、接種をしてください。接種後に体調に異変が
生じた場合は、医療機関にご相談いただくようお願いします。
上記の日程はあくまで目安であり、前後があっても接種を妨げるものではありません。

▶
▶
▶

季節性インフルエンザワクチン
接種時期ご協力のお願い 厚生労働省

〔福岡市・北九州市・久留米市〕
高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ



活動報告

　第 26 回クリーンアップ福岡を無事に開催することが出来ました。今年は新
型コロナウイルスの感染拡大の影響を窺いながら、開催規模を縮小。集合時の
検温や参加者全員分の使い捨て手袋の準備、手指消毒用のポケットサイズのア
ルコールの配付を行うなど、例年とは異なる形での開催となりました。
　例年同様に、福岡・北九州・太宰府・行橋・飯塚・田川・久留米・大牟田・大川・
朝倉のそれぞれの地区を、元気いっぱいのライムグリーンのユニフォームカ
ラーで染め上げることが出来たのではないでしょうか。当日、お忙しい中でク

リーンアップ福岡の活動にご協力いただいた会員各社の皆さま、賛助会員の皆さまにつきましては大変
ご苦労様でした。有難うございます。日ごろより職住環境の環境衛生を担う私たちの活動を、市民の皆さ
んにしっかりとアピールすることが出来たのではないでしょうか。
　福岡地区での参加者は、参加人数を制限させていただいたものの正会員102名、賛助会員32名、総勢
134名の参加をいただくこととなりました。今年は川端中央商店街、上川端商店街に限定した作業となっ
たため、予定していた以上に早く作業が完了。参加いただいた方にお配りする「お茶」の到着が間に合わ
ないちょっとしたハプニングもありましたが、晴天にも恵まれ、大変気持ちの良い時間を過ごすことがで
きたのではないでしょうか。
　新型コロナウイルスの感染動向については、未だ不透明な状況ではあるものの、街の美観や環境衛生
を維持・管理する私たちの活動内容を（公社）福岡県ビルメンテナンス協会の伝統事業である「クリーン
アップ福岡」を通して、しっかりと示すことが出来たと感じています。皆さまそれぞれにおいても感染拡
大防止については十分ご留意いただき、来年はいつも以上の活動での開催を企画したいと考えておりま
すので、引き続き皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

総合システム管理（株）
江里口　　寛

■日　時
■会　場
■行　事
　

2020（令和2）年10月2日（金）9：30～11：00

　

福岡県内主要都市中心部及び会員受託物件の周辺
公共施設の清掃及びゴミ収集

福岡地区
活動報告

福岡

太宰府福岡福岡



　北九州地区のクリーンアップは、北九州市環
境局、保健福祉局の皆さまのご協力のもと、恒
例の北九州市役所周辺、太陽の橋・鷗外橋・
勝山橋のガム取り・荒ゴミ取りを、参加企業
24 社、参加者 64 名で行いました。実施にあ
たっては、検温、手指消毒、マスク着用、手袋、
ソーシャルディスタンスを遵守しました。
　当日の出発式では、北九州市環境局長の富
高様をはじめ、環境局の皆さまにもご参列いた
だき、また福岡県ビルメンテナンス政治連盟顧問、北九州市
議会議員の戸町武弘様、日野雄二様、木村としのぶ様も議
会中にもかかわらず駆けつけていただきました。当日は拡
声機器の調子が悪く、顧問議員の皆さま、富高局長にはマイ
ク無しにもかかわらず、大きなお声で感謝のお言葉をいた
だきました。
　北九州は環境未来都市として、環境問題には非常に力を
入れており、ゴミのポイ捨て、歩きタバコの禁止といったモラ
ル・マナーアップをめざす迷惑防止条例のもと、市民の皆
さんの意識向上を感じる、ゴミの少ない綺麗な街になって
います。今後も「継続は力なり」を信念に、さらなる快適環境
を創りあげていくことを我々の使命とし、「クリーンアップ福
岡」を通じて貢献していきたいと思いますので、来年も是非
皆さまのご協力をお願い致します。
　参加者の皆さま、暑い中、マスクの着用と使い捨て手袋に
汗をかきながらのクリーンアップ、大変お疲れさまでした！！

北九州地区
活動報告

西部ビル管理（株）
谷川　広行

北九州

北九州

北九州

北九州



　筑豊地区のクリーンアップは、
飯塚地区・桂川地区 5 社 21
名の皆さまにご参加いただきま
した。爽やかな秋風が心地よく
感じられながらも、新型コロナウ
イルスの感染防止に配慮し、
ソーシャルディスタンスを保つ
ため現地に集合。協会よりいた

だいた消毒剤を各自携帯し、使い捨て手袋にマスク着用の
上、地域周辺のゴミ収集、ガム取りを行いました。飯塚地区に
おいては例年、市役所付近から繁華街へ向けてのゴミ収集
等を行っていますが、当日はゴミも少なく、吸い殻、ガムのポ
イ捨ても殆どなくなったので、来年は別の場所での作業を検
討することにしました。
　コロナと共存する生活にも慣れて気が緩みがちですが、今
一度気を引き締めて、この状態を乗り越えて行きましょう。ウ
イズコロナのなかにも、皆さまが健やかにお過ごしになれる
ようお祈りいたします。
　参加者の皆さまには大変お忙しい中、本年もご参加いただき、ありがとうございました。お疲れさまでした。

  「クリーンアップ福岡」都市ビル環境の日の久留米地区活動は晴天に恵まれまして、今回は久留米市役所に
隣接した両替公園敷地内の清掃を実施しました。
　参加業者 12社、24名での活動でした。新型コロナ禍の中でも、地元地域の方たちとのコミュニケーション
を深めて、ビルメンテナンス業界を少しでもアピールできるようにとの思いで清掃活動を実施しました。
　参加していただいた皆さま、多忙の中、お疲れさまでした。皆さまに感謝申し上げます。

筑豊地区
活動報告

筑後地区
活動報告

（株）三信ビル管理
出口　秀成

新生ビルメンテナンス（株）
内野　美樹

飯塚

田川

大牟田久留米

朝倉大川



第13回

■福岡会場

■北九州会場

■久留米会場

　今年で 13 回目となる「子ども絵画コンクール」を福岡県内の小学校
を対象に募集したところ、72 校から 815 点の作品が集まりました。今
年は新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、小学校は休校の影響
で夏休みが短くなりましたので、応募数が減るのではないかと心配して
いましたが、例年よりも多くの応募をいただきました。今年も環境問題
についての題材が多く、自然や地球を大切にしなければならないという
思いが作品に良く表れていました。
　そうした作品の中から、福岡市立那珂小学校６年の秦菜摘子さん、
同小学校５年の飯塚直生さん、福岡市立曰佐小学校６年の田中佑門さ
んの３作品を最優秀賞に選定した他、優秀賞 10 作品、佳作 20 作品
を選定しました。最優秀賞の３名は金子会長、倉重副会長、吉次理事（都
市ビル環境の日部会長）が各学校を訪問し、直接本人に賞状と副賞が
授与されました。
　なお、入賞した 33 点の作品は、
例年通り県内の３会場で作品展示
を行い、多くの方に子どもたちの素
晴らしい作品を見ていただくことが
できました。

「地球を笑顔に」
さん（那珂小学校６年）

「おそうじ花うえロボ」
さん（曰佐小学校６年）

「みんなで大そうじ」
さん（那珂小学校５年）

2020年度  
最優秀賞受賞作品

入賞作品
展示会場

アクロス福岡
コミュニケーションエリア
（福岡市中央区天神1-1-1）

（久留米市東町26-8）

（北九州市小倉北区船場町1-2）

   久留米市一番街多目的ギャラリー

北九州市水環境館
　

「未来のおそうじ～きれいにしよう、私たちの環境を～」

最優秀賞    3作品

優 秀 賞 10作品

佳　　作  20作品

      計       33作品

最優秀賞受賞者

作品テーマ



 ＜令和2年度8月分＞労働災害発生状況

区分 墜落
転落

3（1）

2（1）1（5） 1（1）

4（4）

（1）

（7）

3（3）
14（23）

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

14（23）

14（23）

1（1）

（3）

2（6）

（2）

1（2）

（2）

10（8）

5（11） 3（4） 6（1）

 ※（　）内は前年同月の状況

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）

11月

お忘れなく

空調給排水管理従事者研修指導者講習会
（新規・再講習）

火17

水18

木19

火24

14:00～

於：ホフィスネット会議室

清掃作業従事者研修指導者講習会
（新規・再講習）

於：福岡県自治会館

於：福岡県自治会館

第61回福岡県BM協会ゴルフ会

第123回理事会

於：福岡カンツリー倶楽部　和白コース

（2） （4）

・上野　知明 さん（42歳）
・勤続年数：6か月

株式会社 西村成美産業

社長から
ひと言

趣味は生き物の飼育です。
特技は、走ること。
将来の夢は、安定した生活です。

【目的】全国ビルメンテナンス協会の事業の意義・意図が会員に理
解され、活発に活用されるよう会員目線で説明を行う。また、会員
からの意見や質問を聞き、それに答える機会をつくり、会員と全国
協会との意思疎通を充実させる。
【日時】 令和2年11月16日（月）
【プログラム】（予定）
　①清掃作業監督者講習ならびに病院清掃受託責任者講習
　　（eラーニング化）
　② ITインフラ整備　③品確法改正
【実施方法】
　①集合せず、ＷＥＢ（Zoom）を活用する。
　②プログラムに合わせ、事業所管委員会が説明を行う。
　③録画配信ではなくライブ配信とし、事前質問だけでなく、
　　その場での質疑も可能。
　④詳細につきましては、別途ご案内をお送りいたします。

【全協】2020 年度 
協会事業説明会（九州地区）のお知らせ

会員に関する各種変更のお知らせ

FAX番号
令和2年10月1日

株式会社 ジースリー

■変 更 日
■変更事項

092-776-2153092-671-0555【新】 【 旧 】


