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会長伝言板　
公益社団法人福岡県ビルメンテナンス協会 会長

ビルメン
再起動への

　新年度の協会事業が発進します。前年度、斯業はもとより日本・世界の社会が新型コロナ

禍による深刻な困難に直面しました。その渦中、わたしたちビルメンテナンスは社会的必要不

可欠業務の使命を全うし、かつビルサービス業に就く従事者の健康と雇用の維持を果たした

ことです。会員各位の経営努力と奮闘に改めて敬意を表し、深く感謝を申し上げます。

　一方、コロナ禍は依然としてその収束の兆候を見せず、さらに二年目の変異型パンデミック

の様相を示しています。このことは一年目の事業の緊急「維持：守り」態勢から、事後の果敢

な「変化：攻め」の事業転換をわたしたちに求めるものです。コロナとの正面からの攻防の過

程で、わたしたちはビルメンテナンス現場の“底力”を見直すことができました。コロナ禍を乗

り越えた先のビルメンテナンスの景色に希望の光を感じています……高度公衆衛生管理の

守り人、健康長寿社会の支え人、都市防災・減災の助け人……わたしたちビルメンテナンス

が、真に“社会的必要不可欠な仕事人”として認められる明日への展望です。

　5月 20日に福岡県協会令和 3年度総会を開催します。感染対策重視のコンパクトな安全

運営にはなりますが、どうぞ新体制の発動に力水を賜りたく、ご出席のほどお願い致します。

  定時総会に期す
ポストコロナの方向性

■日　時　令和３年５月２０日（木）　１４：３０～
■会　場　博多サンヒルズホテル　瑞雲の間（福岡市博多区吉塚本町１３－５５）
■その他　新型コロナウイルス感染症のリスクを踏まえ、表彰式および
                 懇親会は中止とさせていただきます。

令和３年度 定時社員総会のお知らせ
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 ＜令和２年度 2 月分＞労働災害発生状況

区分 墜落
転落

2（3）

2（1） 2

10（7） （1）3

1 4（2）
24（14）

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

24（14）

24（14）

 ※（　）内は前年同月の状況 安全第一

1（1） 2（3） 1（1）

1（1）

4（4）

4（2）

7（3）

5（1） 9（8）

９（2）

3（1）２（1）

マネジメント委員会及び専門部会委員
 ＜募集のご案内＞

マネジメント委員会及び専門部会委員の任期満了に伴い、新委員の募集を行います。

▶マネジメント委員会は、2年任期で 10 ～ 15 名ほどのメンバーで構成し、協会運営に積極的に携わって

いただける正会員の方々のご参加をお願いします。

▶専門部会は、協会の公益目的事業を推進するワーキンググループを担っていただける正会員、賛助会

員並びに専門知識を持たれた協会外の方々のご参加をお願いします。

なお、申込みについては、4月末の定期便でご案内しております（活動内容は下表をご参照ください）。

総務委員会

労働福祉委員会

調査広報委員会

教育研修委員会

総会、理事会等の会議を主管し、諸規程・予算・決算案を策定する。

就労者の労働安全、衛生問題について検討する。

環境衛生に関する調査研究し、広報活動を行う。

環境衛生に関する教育研修事業を行う。

都市ビル環境の日部会

地域防災ネットワーク部会

環境管理部会

雇用促進支援部会

警備部会

建物の衛生環境や安全の確保を通して環境保全に関する啓発活動
「都市ビル環境の日」を推進する。

警備業法の勉強や法令遵守の普及を目的とする。
施設警備に関する研修等の運営を行う。

就労弱者の雇用支援を目的とする。
高齢者雇用や知的障がい者就労支援に参画する。

環境衛生関連団体等と連携を図り、環境衛生に関しての現状、実態
を把握し、意識向上を図る。

地域社会との連携を図り、大規模災害時における応急対策業務の
一環として環境衛生部門に迅速、的確に対処する方法を構築する。

マネジメント
委員会

専門部会
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̶熱中症予防対策の徹底を図ろう̶

熱中症

職場における熱中症により、毎年約 20 人が亡くなり、約 1,000 人が 4日以上仕事を休んでい
ます。夏季を中心に「STOP! 熱中症  クールワークキャンペーン」を展開し、職場での熱中症予防
に取り組みましょう!

令和3年 5月～9月

4月 5月 6月 7月 8月 9月

準備期間
キャンペーン期間５/１ 9/30

重点取り組み期間

●実施期間：令和3年5 月1日から9月30日まで（準備期間：4月、重点取り組み期間：7月）

確実に実施できているかを確認し、□にチェックを入れましょう！

事業場では、期間ごとの実施事項に重点的に取り組んでください。

【主唱】厚生労働省、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労
働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会、一般社団法人全 国警備業
協会 【協賛】公益社団法人日本保安用品協会、一般社団法人日本電気計測器工業会 【後援】関係省庁(予定)

JIS規格「JIS  B  7922」に適合した
WBGT指数計を準備しましょう。

熱中症の防止対策について、教育を行いましょう。

衛生管理者などを中心に、事業場としての管理体制を整え、
必要なら熱中症予防管理者の選任も行いましょう。

WBGT値に応じて、作業の中止、休憩時間の確保など
ができるよう余裕を持った作業計画をたてましょう。

体調不良時に搬送する病院や、緊急時の対応について
確認を行い、周知しましょう。

通気性の良い作業着を準備しておきましょう。身体を冷却
する機能をもつ服の着用も検討しましょう。

簡易な屋根の設置、通風または冷房設備
やミストシャワーなどの設置により、
WBGT値を下げる方法を検討しましょう。
また、作業場所の近くに冷房を備えた
休憩場所や日陰などの涼しい休憩場所
を確保しましょう。

準備期間（4月1日～4月30日）

WBGT値の把握の
準備

作業計画の策定など

緊急事態の措置の
確認

設備対策・休憩場所
の確保の検討

服装などの検討

教育研修の実施

労働衛生管理体制
の確立

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

迷わず救急車を
呼びましょう!

クールワークキャンペーンクールワークキャンペーンクールワークキャンペーン
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キャンペーン期間（5月1日～9月30日）

STEP
1

STEP
2

WBGT値の把握
JIS規格に適合したWBGT指数計でWBGT値を測りましょう。

準備期間中に検討した事項を確実に実施するとともに、
測定したWBGT値に応じて次の対策を取りましょう。

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

WBGT 値の低減対策は実施されているか
各労働者が暑さに慣れているか
各労働者は水分や塩分をきちんと摂っているか
各労働者の体調は問題ないか
作業の中止や中断をさせなくてよいか

異常時の措置

・いったん作業を離れる
・病院へ運ぶ、または救急車を呼ぶ
・病院へ運ぶまでは一人きりにしない

重点取り組み期間（7月1日～7月31日）

実施した対策の効果を再確認し、必要に応じて追加対策を行いましょう。
特に梅雨明け直後はWBGT値に応じて、作業の中断、短縮、休憩時間の確保を徹底しましょう。 
水分、塩分を積極的に摂りましょう。
各自が睡眠不足、体調不良、前日の飲みすぎに注意し、当日の朝食はきちんと摂りましょう。 
期間中は熱中症のリスクが高まっていることを含め、重点的に教育を行いましょう。
少しでも異常を認めたときは、ためらうことなく病院に搬送しましょう。

～少しでも異変を感じたら～

WBGT指数計の例

STEP
3

WBGT 値が高いときは単独作業を控え、WBGT 値に応じて作業の中止、
こまめに休憩をとるなどの工夫をしましょう。

準備期間に検討した設備、休憩場所を
設置しましょう。
休憩場所にはシャワー等の設置の他、
氷、冷たいおしぼり、飲料水、塩飴などを
置いておきましょう。準備期間に検討した
通気性の良い服装なども着用しましょう。

暑さに慣れるまでの間は十分に休憩をとり、
1 週間程度かけて徐々に身体を慣らしましょう。
特に、入職直後や夏季休暇明けの方は注意が必要です。

のどが渇いていなくても定期的に水分・塩分を摂りましょう。

休憩時間にも体温を下げる工夫をしましょう。

①糖尿病　②高血圧症　③心疾患　④腎不全　
⑤精神・神経関係の疾患　⑥広範囲の皮膚疾患　⑦感冒
⑧下痢　などがあると熱中症にかかりやすくなります。
医師の意見を聴いて人員配置を行いましょう。

前日のお酒の飲み過ぎはないか、寝不足ではないか、
当日は朝食をきちんと摂ったか、管理者は確認しま
しょう。熱中症の具体的症状について説明し、
早く気付くことができるようにしましょう。

作業中は管理者はもちろん、作業員同士でお互いの健康
状態をよく確認しましょう。

熱中症予防管理者等はWBGT値を確認し、
巡視などにより、次の事項を確認しましょう。

□

WBGT 値を下げる
ための設備の設置

休憩場所の整備

通気性の良い服装など

作業時間の短縮

熱への順化

水分・塩分の摂取

健康診断結果に
基づく措置

日常の健康管理など

労働者の健康状態
の確認

プレクーリング
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就職氷河期世代の積極的な採用
を考えている事業主の皆さまへ

労働者の募集・採用の際に、原則として年齢制限を禁止
していますが、例外事由の一つとして新たに就職氷河期
世代（35歳以上 55歳未満）の不安定就労者・無業者に
限定した募集・採用が可能となりました。

ハローワークを通じた募集や採用に加え、ホームページ
での直接募集や求人広告、民間職業紹介事業者への求
人の申込みなども可能となりました。

不安定な就労をされている方や、仕事をしていない方が対象に
なります。

期限を決めない労働契約を締結することを目的として、職業に就
いた経験があることを求人の条件にしない場合に限ります。

ハローワークにも同じ内容の求人を出してください。

令和 5年 3月31日までの措置になります。

※ご不明な点については、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワークにお問い合わせください。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

さまざまな方法で
就職氷河期世代（35歳以上55歳未満）の

募集や採用が可能となりました



7

福岡県

外国人技能実習生等受入企業緊急支援事業補助金
（令和3年度補助金）

申請期間 令和３年４月１日～令和４年３月18日
県では、県内企業等が海外から外国人技能実習生等を受け入れる際、国による新型コロナウイ
ルス感染症に関する水際対策（公共交通機関不使用や宿泊施設等における待機）に対応するた
めに負担する経費について、下記のとおり補助を行います。

補助対象経費を「受入企業」と「監理団体」の両者で負担した場合であっても、本補助金の申請にあたって
は、「受入企業」または「監理団体」のどちらかが一括して申請を行ってください。
適正な審査及び迅速な補助金交付のため、令和 4年 3月18日の申請期限にかかわらず、早めに申請い
ただきますようお願いします（申請は宿泊やレンタカーに係る費用を支払った後、原則として２か月以内に
行ってください）。
予算の上限に達した場合は、提出期限を待たずに事業を終了する場合があります。
補助金の交付決定を受けた者が、下記のどちらかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部または一部
を取り消すとともに、既に補助金が交付されている場合は補助金の返還を命じることがあります。
（１）虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
（２）補助金の交付決定後、この要綱に定める要件を満たさないことが判明したとき

補助対象者

補助対象期間

①外国人技能実習生等を受け入れた県内企業等
②県内企業等で雇用される外国人技能実習生を受け入れた監理団体

令和３年４月１日~令和４年３月18日

対象在留資格

＜申請に必要な書類＞

＜申請書類提出先＞

＜申請にあたっての留意事項＞

①技能実習　②特定技能

※補助金の交付対象となる経費を現に負担した者が対象

補助額
技能実習生等１人あたり15万円（上限）（補助率 3/4）
水際対策対応のため、県内企業等が負担した
技能実習生等の宿泊費、一定の要件を満たした場合のレンタカー代 等

補助金交付申請書（様式１）
在留資格および入国日を証する書類
県内に所在する事業所で雇用した外国人技能実習生等であることを証する書類
補助対象経費の領収書　等
※申請様式等は県ホームページからダウンロードしてください。

〒812-8577　福岡市博多区東公園７－７　福岡県福祉労働部労働局労働政策課　企画調整係
　　　　　　※郵送または持参にてご提出ください（令和 4年３月18日必着）。

詳しくは、県ホームページや窓口までお問い合わせください
問い合わせ窓口 県ホームページ

092-643-3590 福岡県  水際対策  補助金
福岡県福祉労働部労働局労働政策課 企画調整係

電話受付時間　平日10：00～17：00
　　　　　　　　　　（12/29～1/3を除く）　　　

福岡県では、福岡労働局、福岡出入国在留管理局、外国人
技能実習機構福岡事務所等関係機関と連携して、外国人
労働者の適正な受入環境の整備に向けた取り組みを推進
しています。



8

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。
（申し込みは、該当週の水曜日まで）

5月

お忘れなく

木20

13:00～
於：博多サンヒルズホテル

星雲の間

於：博多サンヒルズホテル　瑞雲の間

第128回理事会

14:30～
令和3年度定時社員総会

社名
令和３年４月１日

西日本三建サービス株式会社

■変 更 日
■変更事項

九州三建サービス株式会社
西日本三建サービス株式会社【新】 

【旧】

株式会社 クルメクリーンサービス
■代表取締役／内田　竹彦
■協会担当者／苑田　昭平
■所　在　地／　
　　　福岡県久留米市大善寺町宮本1387番地
■TEL. 0942-26-4824　FAX.0942-27-6935
■入 会 年 月／令和3年4月1日

①代表者　②協会担当者（役職名）

令和３年４月１日

有限会社 筑豊美装

■変 更 日

■変更事項

①代表取締役　古田　明
②常務取締役　古田　明裕

①代表取締役　古田　明裕
②代表取締役　古田　明裕　

【新】 

【旧】

会員に関する各種変更のお知らせ

①代表者　②協会担当者（役職名）
③メールアドレス
令和３年４月１日

二幸産業株式会社 九州支社

■変 更 日

■変更事項

①支社長　山本　孝幸
②福岡営業所長　小島　亮
③yamamoto.t@nikoh‒sng.co.jp

①支社長　小島　亮
②福岡営業所長　江﨑　寛
③kojima@nikoh‒sng.co.jp　

【新】 

【旧】

①代表者　②協会担当者（役職名）

令和３年２月25日

有限会社 KTS福岡

■変 更 日

■変更事項

①代表取締役　小園　豊和
②取締役　小園　紀行

①代表取締役社長　小園　紀行
②代表取締役社長　小園　紀行　

【新】 

【旧】

代表者

令和３年４月１日

株式会社 岩田

■変 更 日

■変更事項

代表取締役社長　岩田　士朗
代表取締役社長　岩田　純一　【新】 

【旧】

賛助会員に関する各種変更のお知らせ 新入会員紹介

講習会のお知らせ

貯水槽清掃作業従事者研修
研修目的▶

▶ 久留米会場
令和３年 6月４日（金）

▶ 北九州会場
令和３年 6月11日（金）

▶ 福 岡 会 場
令和３年 6月18日（金）

全協からの
お知らせ

2021年度(第28回)病院清掃受託責任者講習 (新規・再)

2021年度エコチューニング技術者資格講習 (オンライン講習)

＜申込期間＞2021年4月19日（月）～5月17日（月）
＜申込方法＞全国協会マイページにてお申し込みください。
＜そ の 他＞インターネットを利用したオンライン講習

＜受付期間＞　　
■第一種エコチューニング技術者資格講習：2021年3月29日（月）～5月19日（水）
■第二種エコチューニング技術者資格講習：2021年5月10日（月）～7月16日（金）
＜そ の 他＞詳細につきましては、全国協会マイページまたはエコチューニング推進セン
　　　　　 ターのホームページにてご確認ください。


