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　ビルクリーニング技能検定実技作業

試験を間近に控え、1月21日（木）から

1級（受講10名）は3日間、3級（受講5

名）は2日間の日程で実技直前講習会

が開催されました。

　本年度は検温、マスク着用、ソーシャ

ルディスタンスに注意するなど感染対

策に配慮して行われました。

　近年、申込者数が減少傾向であるの

は気がかりですが、参加された受講生は大粒の汗をかきなが

ら積極的に練習に取り組み、最終日を迎える頃には各自が自

信をつけたように感じられました。3 月に控える合格発表を

とても楽しみにしています。

　最後になりましたが、実技直前講習会へ講師を派遣してい

ただきました企業代表者様、誠にありがとうございました。
▲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

ビルクリーニング技能検定実技直前講習会開催
令和 2年度

講習会 
Snap Shots
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36協定届が新しくなります2021年4月～
※時間外・休日労働に関する協定届

2021年4月から36協定届の様式が新しくなります

36協定届における押印・署名の廃止 36協定の協定当事者に関する
チェックボックスの新設

労働基準監督署の届け出る36協定届について、使
用者の押印及び署名が不要となります。
※記名はしていただく必要があります。

労使で合意したうえで労使双方の合意がなされた
ことが明らかとなるような方法（記名押印または署
名など）により36協定を締結すること

36協定の適正な締結に向けて、労働者代表（※）に
ついてのチェックボックスが新設されます。
※労働者代表：事業場における過半数労働組合または過半
　数代表者

36協定と36協定届を兼ねる
場合の留意事項

管理監督者でないこと
36協定を締結する者を選出することを明らかにし
たうえで、投票、挙手等の方法で選出すること
使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

過半数代表者の選任にあたって
の留意事項

新様式 ?旧様式 ?

時間外・休日労働が生じるときは、どうすればいいの ?

2020/12/21 2020/12/22 2021/3/31 2021/4/1

公布日 施行日

旧様式 旧様式

新様式新様式により届け出ることもできます。

※施行日までの間であっても、押印または署名がなくても届け出ることができます。
※施行日以後は、旧様式に直接チェックボックスの記載を追加するか、チェックボックスの記載を転記した紙を添付して届け出ることもできます。

労働者代表と使用者で合意のうえ、36 協定（労使協定）を締結①

②

③

④

36 協定（労使協定）の内容を36協定届（様式第９号等）に記入 電子申請による
届出が可能36協定届を労働基準監督署に届出

常時各作業場の見やすい場所への掲示や、書面の交付等の方法により労働者に周知
労働者代表 使用者

①合意のうえ、締結 ③36協定届を届出

④労働者に通知

②36協定（労使協定）の
　内容を36協定届に記入

労働基準監督署

36協定
（労使協定） 36協定届

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

労働基準関係主要様式

36協定届様式のダウンロード そのまま出せる36協定届を作成 36協定届の電子申請はこちら

検索 スタートアップ労働条件 検索 労基法等　電子 検索



5

建築物環境衛生管理技術者 7月5日～22日 4月15日～21日

9月15日～16日 7月27日～8月2日

10月25日～29日 9月2日～8日

4月22日～23日 3月4日～10日

5月24日～28日 3月30日～4月5日

実施なし 実施なし

実施なし 実施なし

8月3日～6日 6月10日～16日

実施なし 実施なし

9月14日 7月27日～8月2日

12月14日～15日 10月21日～27日

11月10日～11日 9月16日～24日

実施なし 実施なし

11月9日 9月16日～24日

8月24日～25日
6月1日～2日

7月1日～7日
4月7日～13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/

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）

2021（令和3）年度
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新型コロナウイルス感染症による労働災害も
「労働者死傷病報告」の提出が必要です

従業員が新型コロナウイルス感染症により休業された事業者の皆さまへ
　労働者が就業中に新型コロナウイルス感染症に感染・発症し、休業した場合
には、労働者死傷病報告の提出が必要となります。
　事業場で働く従業員の皆さまが新型コロナウイルス感染症により休業した場
合には、遅滞なく事業場を管轄する労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出
してください。

　事業者は、以下のような場合には、遅滞なく労働者死傷病報告を労働基準
監督署に提出しなければなりません。（労働安全衛生法第 100条、労働安全衛生規則第 97条）

（１）労働者が労働災害により死亡し、または休業したとき
（２）労働者が就業中に負傷、窒息または急性中毒により死亡し、または休業したとき
（３）労働者が事業場内またはその附属建設物内で負傷、窒息または急性中毒により死亡し、また
　　は休業したとき
※労働者死傷病報告を提出せず、もしくは虚偽の報告をした場合は、いわゆる「労災かくし」として、50万円以下の罰金に
　処されることがあります。

「労働者死傷病報告」は、どうやって作成すればいいの?
　労働者死傷病報告は、定められた様式（OCR式帳票）を用いて作成する必要があり
ます。専用の様式は、最寄りの労働基準監督署で配布しているほか、「労働安全衛生法
関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」により、インターネット上で
簡単に入力し、作成した帳票を印刷することができます。

～職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために～
チェックリストを活用し、職場における感染症拡大防止のための基本的
な対策の実施状況についてご確認ください。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

入力支援サービスはこちら

https://www.mhlw.go.jp/content/000657665.pdf

※ご提出の際は、電子申請や郵送の積極的な活用をお願いいたします。

https://www.chohyo-shien.
mhlw.go.jp/

▲「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」のトップ画面



7

職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

労災保険給付の対象となります
業務によって感染した場合

対象となるのは?

労災保険の種類

■感染経路が業務によることが明らかな場合
■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※に
　従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

■医師・看護師や介護の業務に従事されている方々については
　業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

※（例１）複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※（例２）顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

詳しくは厚生労働省のHPの Q＆A
（項目「５ 労災補償」）をご覧ください。

業務に起因して新型コロナウイルスに感染した労働者の方や、そのご遺族の方
は、正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態によらず、次のような保険給付を
受けられます。

療養補償給付

遺族補償給付

休業補償給付

労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担しても
らい、後で労災請求をすることにより負担した費用の全額が支給されます。

療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
■給付日：休業４日目から
■給付額：休業 1日あたり給付基礎日額の 8割（特別支給金 2割含む）
＊原則として「給付基礎日額」は発症日直前３か月分の賃金を暦日数で割ったものです。

業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、遺族
補償一時金などを受け取ることができます。

①
②

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
お問い合わせは、お近くの労働局・労働基準監督署へ▶

▶



8

最優秀賞

『これくらい  少しの慣れが  起こす事故』

株式会社 朝日ビルメンテナンス　木場　和也さん

 安全標語 入選作品
令和２年度

 ＜令和2年度12月分＞労働災害発生状況

区分 墜落
転落

6（3）

4（2） 2（2）

6（4） 4（3） （1）

（1）

1

23（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

23（16）

23（16）

 ※（　）内は前年同月の状況 安全第一

4

2

3（1）

1（1）

5（3）

4（5）

5（2）

2（4） 14（6）

6（10）

日　　　時

場　　　所
募 集 人 員
申込締切日
そ の 他

令和３年４月16日（金）

福岡カンツリー倶楽部  和白コース
32名（８組）
４月9日（金）まで（定員に達し次第締切）
表彰式は新型コロナウイルス感染症の
状況によって、中止となる場合もあります。

10時02分スタート（アウト・イン同時スタート）

第62回 福岡県BM協会
ゴルフ会のお知らせ

2021（令和３）年度

■日時
　2021年5月20日（木）
             　　14：30～（予定）

■その他

■会場
　博多サンヒルズホテル

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。

（福岡市博多区吉塚本町13-55）

毎月10日は「災害発生報告書」提出締切日です。

３月

お忘れなく

火16 14:00～ 於：ホフィスネット会議室

金12
於：福岡県自治会館

防除作業従事者研修（福岡会場）

第126回理事会

内田三連橋梁（通称：みつあんきょ）
（文部科学省登録有形文化財・経済産業省認定近代化産業遺産）
所有者／平成筑豊鉄道株式会社　　建造年月／明治 28（1895）年
＜特徴と評価＞
　筑豊地方の石炭運送鉄道網拡充のために設立された豊州鉄道
株式会社が、油須原～香春（現在の勾金駅）間の一部として建設し
た。三連アーチ式の中央に河川が流れ、その両脇は道路となってい
る。河川の上流側が切石造、下流側が煉瓦造、橋梁基部は切石造で
ある。これは水流による圧力に耐えうるための設計と考えられる。河
川上流側と下流側で全く異なる意匠となっているのは、設計当初か
ら後年の複線化を考慮したものとされる。つまり、下流側に見られる
煉瓦造の美しい凹凸は、路盤を拡幅する際、さらに煉瓦を加えるた
めのものと言われる。しかし、複線化はされず、結果としてユニーク
な景観となった。明治時代の中期の工法等、当時の技術を目の当た
りにできる貴重な近代化遺産である。
　　　　　　　※赤村教育委員会が現地に設置している説明看板より転載

表紙の写真




