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　令和３年７月９日（金）、（一社）九州建築物環境セ

ンターの第 56 回定時総会が福岡市の福岡朝日ビル

において、代議員 32 名（委任状提出者９名を含む）

が出席して開催されました。

　新型コロナウイルス感染症のリスク回避の観点か

ら役員と代議員のみでの開催となり、昨年同様に懇

親会は中止となりました。

　総会は 15 時より開会の辞に始まり、会長挨拶、開

催地県協会副会長挨拶と続き、議長団および議事録

署名人が選出され審議に入りました。

審議事項は

①2020 年度事業報告（案）承認の件

②2020 年度収支決算（案）並びに監査報告承認の件

③2021―2022 年度理事及び監事の選任について

の３議案が上程され、慎重審議の元、すべて滞りなく

可決承認されました。

　３号議案の新理事及び監事の選任においては、理事 13 名・監事２名が選出され、新役員の 15 名が

紹介されました。また、15 年間務められた金子会長が勇退され、新会長に福岡県協会の古賀会長を選出。

会長としての抱負を述べられました。

　最後に、同センターの事業や運営に貢献さ

れた退任役員４名と退任ビルクリーニング指

導講師３名が表彰を受けられ、福岡県協会関

係では金子前会長が永年の功績を称えられ

受賞されました。

　福岡県協会から選出された代議員の皆様、

ご多忙の中、ご出席いただきありがとうござい

ました。

（一社）九州建築物環境センター 
第56回定時総会開催



3

　令和３年７月３日（土）、ポリテクセンター福岡に於いて「第 43 回アビリンピック福岡 2021」が開催さ

れました。

　昨年は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、ビルクリーニング部門は中止となりましたが、今年は感

染対策に配慮して２年ぶりに開催されました（身体への負担を考慮して、競技中のみ選手はマスクを外し

ております）。

　北九州市内の特別支援学校から出場された選手４名は緊張の中、一生懸命に競技に取り組み、競技内

容も甲乙付け難い素晴らしい内容でした。

入賞された選手は勿論のこと、惜しくも入賞できな

かった選手の方もこの大会の出場が今後の大き

な自信につながり、貴重な財産となることでしょ

う。今後もアビリンピックを通じて、障がいのある

方に対する社会の理解と認識を深め、雇用の促進

と地位の向上につなげていきたいと思います。

　最後に、大会運営にご尽力いただきました会員

企業の皆様に感謝の意を表し、心より御礼を申し

上げます。

金賞 中村　優那 さん
北九州市立特別支援学校
北九州中央高等学園

銀賞 森岡　直紀 さん
北九州市立特別支援学校
北九州中央高等学園

銅賞 桑山　伝 さん
北九州市立特別支援学校
北九州中央高等学園
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申請対象期間の延長について

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の
対象期間の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う

地域特例のお知らせ

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、申請対象期間が
令和3年 7月末まで延長となりました。なお、今回延長の対象となった7月分に
ついても、1日あたりの支給上限額が原則 9,900円（※）となります。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

申請対象期間

中小企業

大企業

令和2年10月～令和3年4月 令和 3年７月31日（土） 11,000 円

11,000 円

9,900 円（※）

9,900 円（※）

令和 3年７月31日（土）

令和 3年９月30日（木）

令和 3年９月30日（木）

令和 3年５月～6月

令和 3年５月～6月
令和 3年１月８日～４月

令和２年４月～6月

申請期限 支給上限日額

令和 3年 10月 31日（日）

令和 3年 10月 31日（日）

令和 3年７月

令和 3年７月
【注意点】（中小企業・大企業共通）
●※一部対象地域においては、申請対象期間が 5月～7月の場合でも、支給上限日額が 11,000 円となります。
　　（詳細については右面をご参照ください）
●申請開始日は休業した期間の翌月初日からとなります。（例：5月の休業であれば 6月1日から申請可能）

（☆）・いわゆるシフト制、日 雇々用、登録型派遣で働かれている方
・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合
・上記以外の方で、労働条件通知書等により所定労働日が明確（「週○日勤務」など）であり、かつ労働者
  の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合

【中小企業にお勤めの場合の注意点】
◎休業した期間が令和 2年 4月～9月であっても、以下の場合であれば申請を受け付けます。
　▶10 月 30日に公表したリーフレットの対象となる方（点線枠内の☆印参照）
　　→令和 3年 7月31日（土）までに対象となる旨の疎明書を添付して申請いただければ、本制度を
　　　知った時期にかかわらず受け付けます。
　▶既申請分の支給（不支給）決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方
　　→支給（不支給）決定が行われた日から１か月以内に申請いただければ受け付けます。

（※）労働契約上、労働日が明確でない方（シフト制、日々雇用、登録型派遣）
※令和 2年 11月7日以降に時短要請等を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含みます。対象都道府県
　については、厚生労働省ホームページ特設サイト中の「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内リーフ
　レットをご確認ください。

【大企業にお勤めの場合の注意点】
◎対象者については、大企業に雇用されるシフト制労働者等（※）であって、新型コロナウイルス感染症の
　影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金（休業手当）を受け取っていない方

労働者・事業主の皆さまへ
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緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う特例（地域特例）

地域特例の対象となる期間及び区域（令和3年6月23日時点）

お問い合わせ

以下の地域特例の対象となる期間及び区域において、知事が行う要請を受けて飲食
店等の施設について営業時間の短縮等に協力する場合で、事業主に休業させられる
労働者が休業手当を受け取れないときは、1 日あたりの支給上限額が 11,000 円
となります。
【対象となる休業】
以下を満たす飲食店や催物（イベント等）を開催する事業主等が命じる休業
①緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域（職業安定局長が定める区域）の都道府
　県知事による要請等を受けて、
②緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
③要請等の対象となる施設（要請等対象施設）の全てにおいて、
④休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供（利用者による酒類の店内持ち込みを含む）
　またはカラオケ設備利用の自粛に協力する

※詳細については、厚生労働省ホームページに掲載されている区域をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000797740.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

TEL.0120-221-276　月～金 8:30～20:00 ／土日祝 8:30～17:15

中小企業

◎対象期間→令和 3年 5月1日～令和 3年 7月31日
◎緊急事態宣言が発令された対象地域
◎まん延防止等重点措置の適用地域の知事が定める区域

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター

■厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HP

■お電話でのお問い合わせは、厚生労働省コールセンターへ

大企業

原則的な措置 8割
上限額 11,000 円

8 割
上限額 11,000 円

8 割
上限額 11,000 円

8 割（※）
上限額 11,000 円

8 割
上限額 9,900 円

8 割
上限額 9,900 円

地域特例

原則的な措置

地域特例

令和 3年４月末まで 令和 3年５月～7月

（※）なお、大企業にお勤めの方については、令和 2年 4月1日から令和 2年 6月30日までの休業の場合は、6割となります。



6

　福岡県ＢＭ協会ボウリング大会を例年８月に開
催していましたが、今年度も新型コロナウイルス感
染症のリスク回避ため、中止とさせていただきま
す。何卒ご理解ご協力の程、よろしくお願いいたし
ます。

福岡県ＢＭ協会ボウリング大会
中止のお知らせ

警備部会からのお知らせ

■久留米会場
・開催日時　令和3年9月15日（水）
・会　　場　久留米地域職業訓練センター

■飯塚会場
・開催日時　令和3年9月2日（木）
・会　　場　飯塚市立岩交流センター

清掃作業従事者研修会
（集合教育）〔基礎コースⅠ〕

＜研修目的＞
　この研修は、厚生労働大臣登録従事者研修実施
団体としての「清掃作業従事者研修実施要領」に基
づいて、福岡県保健医療介護部生活衛生課の御指
導・御協力を得て、事業登録を行っている事業所
の従事者に対して、集合教育を実施するものです。

講習会のお知らせ

（新）待鳥　俊郎　九州ビルサービス（株）
　　　　　　　　　　　　　取締役営業本部長

（旧）野形　修一　（株）大興社　代表取締役社長

　当部会は、警備業法の勉強や法令遵守の普及
を目的とし、施設警備に関する研修等の運営を
行っています。

▶部会長が交代しました。

部会委員を募集中!

　先月、正会員の方にお送りいたしました「令和
２年度 人手不足の実態調査報告書」の集計結
果内容に誤りがございましたので、以下のとお
り訂正するとともにお詫び申し上げます。

質問１０　現在、求人募集に出している金額は　
　　　     平均でいくらですか。
　　　　（誤）北九州地区の清掃日勤　  　　
　　　　　　 ￥259,433
         　 （正）北九州地区の清掃日勤　　　　
　　　　　　 ￥157,433

訂正とお詫び
環境管理部会

＜訂正箇所＞

　今年度の受検申請受付は、8月10日（火）から9月3日（金）迄となっておりますので、受検される方は期間
内に申請をお願い致します。
　複数等級化に移行し、過去５年間の平均合格率が４０％以下（令和２年度の１級合格率 25.3%）の結果
を踏まえ、改めて検定制度と実技講習との関係を周知いたします。特に、１級技能士資格は上級技能労働者
が有すべき技能及び知識の程度にあると認められた者に対し厚生労働大臣から与えられます。
　一方、実技講習の目的は、ビルクリーニングにおける「掃く・拭く・洗う」の基本技術をマスターさせ、技能
士資格を取得するに相応しい「技能と知識」を付与することにあります。最近の受講者（＝受検者）は、若年層
が増加している中、実技講習において非常に苦労している様子が目立ちます。
　その原因として、①使用資機材の基本的取り扱い及び操作における習熟度不足　②実作業の基本動作を
正確に身に付けていないため、作業の急所「成否・安全・やりやすさ」を理解し実践できるまでにかなりの
時間を要している。
　このような現状を打開し一人でも多く合格していただくために、今年度より「基本動作の習得」と「作業工程
の確認」に特化した当協会の「特別講習」（9月９日～ 10日）を事前訓練と捉えて、受検に向けて反復訓練を
行っていただきたいと思います。
　今年度の受検者及び次年度以降に受検を目指す方、是非とも「特別講習」の受講をお勧めします。事業主
様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

２０２１年度 ビルクリーニング技能検定（１級・２級・３級）
を受検される方へ
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 ＜令和3年度5月分＞労働災害発生状況

区分 墜落
転落

1

3（1） 4（1）1

6（5） 2（1） 1（2）1（1）

3
22（11）

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

22（11）

22（11）

 ※（　）内は前年同月の状況 安全第一

4（2）

2（1）

5（2）

6（1）

3（4）

3 9（8）

10（3）

2（1）

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
①令和３年4月1日②令和３年6月1日

西鉄ビルマネージメント株式会社

■変 更 日
■変更事項

①代表取締役社長　大石　繁男
②北原　友紀

①代表取締役社長　髙松　健司
②横山　淳子

【新】 

【旧】

代表者
令和2年11月1日

株式会社 丸新　福岡支店

■変 更 日
■変更事項

取締役支店長　池崎　文彦
取締役支店長　北川　義和【新】 

【旧】

代表者・協会担当者
令和３年7月1日

トモシゲビルサービス株式会社

■変 更 日
■変更事項

代表取締役　朝重　透
代表取締役　山内　英子【新】 

【旧】

代表者
令和３年7月16日

株式会社 福岡ビル開発

■変 更 日
■変更事項

代表取締役社長　竹田　幸夫
代表取締役社長　田中　博光【新】 

【旧】

住所
令和３年7月16日

株式会社 岩田

■変 更 日
■変更事項

福岡県糟屋郡志免町南里2-20-9
＊電話番号・FAX番号に変更はありません。

福岡県糟屋郡志免町志免4-14-25【新】 
【旧】

住所
令和３年6月15日

株式会社 ジースリー

■変 更 日
■変更事項

福岡市西区戸切3-38-27-2F  3号室
福岡市東区和白東1丁目16番15-101【新】 

【旧】

①代表者②協会担当者（役職名変更）
令和３年7月1日

株式会社 九州事業センター

■変 更 日
■変更事項

①代表取締役　久保　修一
②営業部長　坪井　憲史

①代表取締役　久保　尊善
②常務取締役　坪井　憲史

【新】 

【旧】

①代表者②協会担当者
③メールアドレス④社名変更
①④令和３年7月1日
②③令和３年6月1日

株式会社 JR西日本中国メンテック

■変 更 日

■変更事項

①代表取締役社長　藤井　佳寛
②主席　小林　孝彰
③Kobayashi‒t@j‒f‒maintec.co.jp
④（株）JR西日本福岡メンテック

①常務取締役福岡支店長　蒲地　哲郎
②課員　中原　聖矢
③nakahara‒seiya@j‒c‒maintec.co.jp
④（株）JR西日本中国メンテック

【新】 

【旧】

①代表者②協会担当者
③メールアドレス
令和３年7月19日

山崎産業株式会社 福岡営業所

■変 更 日

■変更事項

①②所長　御手洗　宏
③Hiroshi-mitarai@yamazaki-sangyo.co.jp

①②所長　梯　修司
③shuji-kakehashi@yamazaki-sangyo.co.jp

【新】 

【旧】

賛助会員に関する各種変更のお知らせ
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作品の題名

氏 名

保護者氏名

学校名  小学校   年生

男 ・ 女 〒 TEL （   ）  ーー

自宅住所

ふりがな

「2021 都市ビル環境の日」第14回子ども絵画コンクール応募用紙

【個人情報保護について】

▼作品を個人で応募される方は、保護者氏名・自宅住所をご記入ください。

［ホームページ］http://www.fukuoka-bma.jp/ ［Eメール］ fbma1@bronze.ocn.ne.jp

応 募 資 格

作品テ ーマ

応 募 規 定

応 募 方 法

募 集 期 間

発   表

表   彰

入賞作品展示

作品提出先

※

福岡県内の小学生

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1丁目15番12号  藤田ビル2F
公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会「子ども絵画コンクール」係     TEL.（092）481-0431

入賞者には9月下旬ごろ郵送にて通知します。また、当協会のホームページ上でも発表します。

最優秀賞  3名〈賞状・QUO（クオ）カード〉
優 秀 賞  10名〈賞状・QUO（クオ）カード〉
佳  作   20名〈賞状・QUO（クオ）カード〉
※応募作品は、公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会の 「こども絵画コンクール」の応募作品となります。

①応募作品は、一人1点のみ
②用 紙／画用紙（八つ切り 38cm×27cm）
③画 材／自由 ただし、版画、はりえ、異素材の貼付は不可
④応募票／作品の裏面右肩に、下の応募用紙を貼ってください。
（応募作品の返却はできません。あらかじめご了承ください）
⑤入賞作品の著作権は、主催者側に帰属するものとします。

下の応募用紙に必要事項を記入し、作品の裏面右肩に貼付してください。
（応募用紙は、下記の当協会ホームページからもダウンロードできます）
作品は、当協会へ直接持参もしくは郵送にて受け付けます。

▶展示期間／ 9 月30日（木）～10月 5 日（火）
▶展示期間／10月12日（火）～10月17日（日）
▶展示期間／10月19日（火）～10月24日（日）

2021（令和3）年8月1日（日）～9月13日（月）※当日消印有効

下記の場所で展示する予定です。
◎北九州地区：北九州市水環境館
◎福 岡 地 区：アクロス福岡2階 メッセージホワイエ
◎久留米地区：久留米市一番街 多目的ギャラリー

未来のおそうじ～安心して住み続けられる私たちの環境～

公益社団法人福岡県ビルメンテナンス協会では、1995年から毎年10月4日を「都市
ビル環境の日」と定め、環境問題の改善や都市の美化活動に積極的に取り組んでい
ます。当協会では、これらの活動をより多くの方 に々理解していただきたく、今回で14回
目となる「子ども絵画コンクール」を実施いたします。
このコンクールが、次の世代を担う子どもたちの「環境」や「モノ」に対する思いやりの
心を育む契機となることを願っています。

応募規定・応募方法に沿わない作品は受け付けできませんのでご注意ください。

応募してくれたみなさんに
「ピカタンの特製クリアファイル」

を差し上げます。

主催：公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会
共催：公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会
後援：福岡県教育委員会／福岡市教育委員会
          北九州市教育委員会／久留米市教育委員会

皆さ
んの
作品を待っています。

2021 都市ビル環境の日 

「

安心して住み未 けられる私た

第14回

応募用紙に記入された個人情報は適切な管理・廃棄を行い、「子ども絵画コンクール」の作品募集に関連する業務以外には使用しません。第三者への提供・開示等は一切いたしません。


