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一般社団法人 愛知ビルメンテナンス協会では、愛知県と「災

害時における避難所等の清掃業務の支援に関する協定」を締

結しました。

協定の内容は、災害が発生して愛知県内に災害救助法が適

用され、避難所や災害対策上重要な県や市町村の施設の衛生

的な確保が困難となった場合に、愛知県からの要請で避難所等

の清掃等環境衛生面の応急的な措置（人的な支援、機材の支

援及び薬剤の提供など）について協会として対応が可能な範囲

で支援活動を行うものです。

平成29年2月17日（金）に愛知県公館で行われた協定

締結式には、協会から加藤憲司会長、水藤維人副会長、

吉田治伸副会長が出席し、大村秀章知事から「万が一災

害が発生した際、避難所の衛生的な維持は重要であり、一

般社団法人愛知ビルメンテナンス協会が避難所の清掃の

指導などの支援活動をしていただけることは大変ありがた

い。」とのごあいさつをいただきました。

また、加藤会長からも「この地域は、南海トラフ地震の発

生が危惧されており、当協会においても災害発生時の対

策や体制づくりの必要性を強く認識している。今後、支援

活動の具体的な方法についてさらに検討を進めて行きま

す。」とのあいさつがありました。

大村秀章知事と加藤憲司会長が協定書を交換、協定

書披露の記念撮影を行いました。

協定の内容につきましては、去る2月6日（月）に大成（株）

研修センターにおいて、会員の皆様に説明会を開催し、愛

知県健康福祉部保健医療局生活衛生課の担当者様から

協定の主旨と概要についてお話いただき、また、協会事務

・今月の視点・・今月の視点・

事務局だより事務局だより
今月の視点で報告しました愛知県との「災害協定」は社
会貢献活動のひとつですが、会員の皆様の協力が不可
欠です。
そこで具体的な支援活動の方法等については、会員の
皆様のご意見を伺いながら今後検討を進めて行くこととな
ります。
ところで、もし万が一災害が発生したら、何よりもまず自分
と家族の身の安全、そして生活の拠点である住居とライフ
ラインの確保が最優先されます。
また、会社の被害状況や仕事仲間の安否も気になると

ころです。
一方、会社では、社員の安否と社屋などの被害状況、
業務への支障の程度、さらに顧客ビルの被害状況の把握
も必要となります。
企業が災害に遭遇した場合、事業資産の損害を最小
限に留めつつ事業の継続や早期の復旧ができるようにす
るため、平常時から準備しておくべき活動内容と緊急時に
も事業継続ができるようにするための方法や手段などを取
決めておく必要があります。
事業継続計画（BCP：Business Continuity Plan）と

は、被災時に必要な対応を、事前に整理して準備・計画す
ることです。
中小企業向けの事業継続計画（BCP）策定マニュアル

など参考となる情報が公開されています。
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開催場所
出 席 者

主な審議事項

報告事項

開催日時

平成29年3月15日（水）　午後1時30分～3時00分
協会事務局 会議室
加藤会長始め11名の出席を得て、加藤会長が議長
となり審議を行った。
・平成29年度事業計画及び予算について
・平成29年度定時総会の開催について［H29.5.31
（水）］
・平成29年度「永年勤続優良従業員（愛知県知事
表彰）」及び「優良従事者等（協会長表彰）」につい
て
・災害時支援活動の検討課題について
報告事項（監査報告／委員会報告／全協報告／
地区本部報告／事務局報告）

平成29年2月22日（水）

◆第11回　理事会

◆第3回　監事会

理事会・監事会・各種委員会

愛知県と災害協定を締結
避難所等の清掃指導の支援

会員の動き 4月１日現在会員数
普通会員　122社　賛助会員　21社

年月 会員名 異動（変更）事項 異動内容

年月 会員名 異動（変更）事項 異動内容

普通会員

賛助会員

29.4 三井不動産
ファシリティーズ・
ウエスト㈱

会社名 新 三井不動産ファシリティーズ・
 ウエスト㈱
旧 ファーストファシリティーズ・
 ウェスト株式会社

29.3 ㈱アルボース
名古屋支店

（退会）

29.3 ㈱セイビ名古屋支店 代表者
登録者

新 取締役執行役員支店長
　  篠田和秀
旧 取締役常務執行役員
 鈴木　章

▲協定書の締結（左から：吉田副会長、加藤会長、大村知事、水藤副会長）

▲加藤憲司会長　あいさつ▲大村秀章知事　あいさつ

局から愛知県防災局が作成した「愛知県避難所運営マニュア

ル」に示された衛生管理の方法等について紹介させていただき

ました。

この協定に基づく支援活動は社会貢献の一環として行うもの

ですが、会員の皆様のご協力が不可欠です。具体的な支援活

動の方法等につきましては、今後会員の皆様のご意見を伺いな

がら検討を進めてまいります。

（協定書及び2月6日会員様への説明会については、びるめん

ニュース3月号 Vol.335に掲載）平成29年5月の予定 皐月

●16日（火） 第15回全国ビルクリーニング技能競技会 愛知地区予選会
●17日（水） 清掃作業従事者研修の協会講師、登録講師講習会
 ［大成（株）研修センター］
●22日（月） 平成29年度 青年部総会

●23日（火）～25日（木）ビル設備管理（初級）講習会
 ［大成（株）研修センター］
●24日（水）・25日（木）第6回 アジアビルメンテナンス大会（ソウル）
●31日（水） 平成29年度 定時総会

レンタルマット・モップ 【 2週間無料おためし実施中 】

ルームフレグランス

株式会社 白洋舍
レンテックス西部事業所 名古屋営業所
〒452-0008 清須市西枇杷島町地領1-10-3　TEL 052-501-2968 FAX 052-501-2969 http://www.hakuyosha.co.jp/

女性に人気のあの香りを正面玄関、
トイレ内のルームフレグランスに・・・
清潔空間を追求される方には機能性芳香
消臭剤の「リネンエア」もご用意してます
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開催日時
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協会事務局 会議室
平成28年9月～平成29年1月に実施した事業及び収
支の状況について大澤、加藤及び浜松監事による
監査を実施した。

平成29年3月2日（木）午後1時30分～3時
協会事務局 会議室
服部委員長始め8名の出席を得て平成29年度事業
計画について協議

平成29年3月15日（水）午前10時～11時
協会事務局 会議室
酒井委員長始め6名の出席を得て以下について協
議
・びるめんニュース平成29年4月号の構成
・平成29年度の事業計画について

平成29年3月7日（火）午後1時～2時
協会事務局 会議室
水藤委員長始め6名の出席を得て、平成29・30年度
の役員選考について協議［第1回：平成29年1月24日
（火）、第2回：平成29年2月15日（水）］

平成29年2月13日（月）
協会事務局 会議室
田中会長始め6名の出席を得て以下について協議
・平成29・30年度役員選出について
・平成29年度青年部定時総会の開催について
［H29.5.22（月）］

◆第2回　建物設備管理委員会

◆第12回　広報委員会

◆第3回 役員選考委員会

◆青年部　第11回役員会



平成29年2月21日（火）午前9時30分から大成（株）研修セン
ターにおいて、清掃作業従事者研修指導者講習会（再講習）が
98名の参加者を得て開催されました。
建物清掃管理第二委員の新原委員長のあいさつで開講して
以下の科目についての講義を行いました。

※愛知地区予選会の詳細については、平成29年3月15日付け愛ビ協第28-312号で会員の皆様にご案内しています
「第15回全国ビルクリーニング技能競技会愛知地区予選会実施要領」及び「出場申込書（愛知地区予選会）」は協会ホーム
ページからダウンロード可能
※成績上位4名（別に補欠選手1名）を中部北陸地区予選会の代表選手とする
◯『中部北陸地区大会』
　6月22日（木）　中日コプロ㈱鳴海営業所『ビルクリーニング・トレーニングセンター』
◯『全国ビルクリーニング技能競技会』
　11月16日（木）　東京ビッグサイト　『ビルメンヒューマンフェア’17in東京』（11月15日（水）～17日（金）で開催）

清掃作業従事者研修指導者講習会（再講習）

※平成29年度定時総会の開催については、協会ホームページから確認及び
「出欠届」のダウンロード可能。

平成29年度 定時総会の開催のご案内

第15回全国ビルクリーニング技能競技会『愛知地区予選会』の開催のご案内

▲第14回（平成27年度）愛知地区予選会の様子

▲平成28年度 愛知県知事表彰の受賞の皆様

▲平成28年度 定時総会の様子

▲平成28年度 研修旅行の様子（伊勢志摩方面）

▲安全と衛生 （勝野英雄 講師）

▲教育技法 （吉田一仁 講師）

研修科目（内容） 講　師

午
前

午
後

建築物衛生法
　・建築物衛生法、事業登録制度の趣旨と
　 従事者研修の法的位置付け等

大島　渡 氏
元県職員

勝野英雄 氏
（株）セイコー

吉田一仁 氏
中日コプロ（株）

効果測定（自己採点によるミニテスト）

安全と衛生
　・安全衛生　・労働災害

教育技法
　・講義技術

坂口菊生 氏
タイガー総業（株）

作業管理
　・学校の作業計画

森　通 氏
大　成（株）

顧客対応
　・顧客満足　・個人情報保護　・マナー

蔵王産業（株）
営業支援室室長
片井義二 氏

最新の情報提供
　アルカリイオン電解水で時短と品質向上の両立

1.日　　　　 時 平成29年5月16日（火） 9時30分～16時（予定）
2.会　　　　場 中日コプロ 株式会社 鳴海営業所 3階『ビルクリーニング・トレーニングセンター』
 名古屋市緑区浦里5-281
3.競技実施要領 「第15回全国ビルクリーニング技能競技会愛知地区予選会実施要領」により実施
4.参加申込期限 平成29年4月28日（金）
5.参加申込の方法 「出場申込書（愛知地区予選会）」により一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会事務局に郵送で申し込み

3.研修旅行行程
（1）集合時間・場所　平成29年6月6日（火）午前8時30分
  名古屋テレビ塔（栄）北側バス駐車場

（2）貸切バス3台に分乗
・6月6日（火） 栄テレビ塔－養命酒駒ヶ根【工場見学】－北八ヶ岳ロープウェイ【散策】
 －上諏訪温泉『ホテル紅や』【泊】　※宿泊は、相部屋です。

・6月7日（水） ①観光組：諏訪大社上社本宮【参拝】－国宝・松本城【見学】
 －信州石井味噌【味噌蔵見学】̶ 安曇野スイス村【買物等】̶ 栄テレビ塔

 ② ゴルフ組：『塩嶺カントリークラブ』先着40名『ホテル紅や』出発7：30

※平成29年度 研修旅行の詳細については、平成29年3月15日付け愛ビ協第28-310号で会員の皆様にご案内しています。
協会ホームページから確認及び「出欠届」のダウンロード可能。

平成29年度 研修旅行のご案内
1.研修旅行日程 平成29年6月6日（火）から7日（水）
2.研修旅行先 長野県/駒ヶ根・諏訪
 宿泊先　信州上諏訪温泉『 ホテル紅や 』

4.参加費 （1）研修旅行　1社1名は無料。
  2名目から1名につき36,000円
 （2）ゴルフ参加　一般：10,000円、ゴルフ同好会：4,000円（ゴルフ同好会入会1年未満：7,000円）、
  1社2名目から1名につき10,000円
5.参加申込の方法 「出欠届」により一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会事務局までFAX又は郵送
6.参加申込期限 平成29年4月24日（月）

1.日　　時 平成29年5月31日（水）　午後2時30分から
2.場　　所 東京第一ホテル錦　2階「ブリランテ」　
 名古屋市中区錦3-18-21　TEL 052-955-1001
3.表　　彰 愛知県知事表彰　協会長表彰
4.議　　題 ⑴平成28年度事業報告及び決算の承認について
 ⑵平成29・30年度役員の選任について
 ⑶公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 代議員の選任に
 　ついて
 ※後日総会資料を送付いたしますので当日会場へご持参
 　くださいますようお願いいたします。
5.出欠の連絡 出欠のご返事を5月17日（水）までにFAXまたは郵送にて
 お願いいたします。
 ※ご欠席の場合も必ずお返事をくださいますようお願い申し
 　上げます。後日、委任状を郵送いたしますのでご返送ください。

平成28年度 労働安全衛生優秀作品平成28年度 労働安全衛生優秀作品
標 語 コニックス（株）  入船美智子さんの作品危険な芽　こまめに摘んで　育てる安全
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 －上諏訪温泉『ホテル紅や』【泊】　※宿泊は、相部屋です。

・6月7日（水） ①観光組：諏訪大社上社本宮【参拝】－国宝・松本城【見学】
 －信州石井味噌【味噌蔵見学】̶ 安曇野スイス村【買物等】̶ 栄テレビ塔

 ② ゴルフ組：『塩嶺カントリークラブ』先着40名『ホテル紅や』出発7：30

※平成29年度 研修旅行の詳細については、平成29年3月15日付け愛ビ協第28-310号で会員の皆様にご案内しています。
協会ホームページから確認及び「出欠届」のダウンロード可能。

平成29年度 研修旅行のご案内
1.研修旅行日程 平成29年6月6日（火）から7日（水）
2.研修旅行先 長野県/駒ヶ根・諏訪
 宿泊先　信州上諏訪温泉『 ホテル紅や 』

4.参加費 （1）研修旅行　1社1名は無料。
  2名目から1名につき36,000円
 （2）ゴルフ参加　一般：10,000円、ゴルフ同好会：4,000円（ゴルフ同好会入会1年未満：7,000円）、
  1社2名目から1名につき10,000円
5.参加申込の方法 「出欠届」により一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会事務局までFAX又は郵送
6.参加申込期限 平成29年4月24日（月）

1.日　　時 平成29年5月31日（水）　午後2時30分から
2.場　　所 東京第一ホテル錦　2階「ブリランテ」　
 名古屋市中区錦3-18-21　TEL 052-955-1001
3.表　　彰 愛知県知事表彰　協会長表彰
4.議　　題 ⑴平成28年度事業報告及び決算の承認について
 ⑵平成29・30年度役員の選任について
 ⑶公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 代議員の選任に
 　ついて
 ※後日総会資料を送付いたしますので当日会場へご持参
 　くださいますようお願いいたします。
5.出欠の連絡 出欠のご返事を5月17日（水）までにFAXまたは郵送にて
 お願いいたします。
 ※ご欠席の場合も必ずお返事をくださいますようお願い申し
 　上げます。後日、委任状を郵送いたしますのでご返送ください。

平成28年度 労働安全衛生優秀作品平成28年度 労働安全衛生優秀作品
標 語 コニックス（株）  入船美智子さんの作品危険な芽　こまめに摘んで　育てる安全
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一般社団法人 愛知ビルメンテナンス協会では、愛知県と「災

害時における避難所等の清掃業務の支援に関する協定」を締

結しました。

協定の内容は、災害が発生して愛知県内に災害救助法が適

用され、避難所や災害対策上重要な県や市町村の施設の衛生

的な確保が困難となった場合に、愛知県からの要請で避難所等

の清掃等環境衛生面の応急的な措置（人的な支援、機材の支

援及び薬剤の提供など）について協会として対応が可能な範囲

で支援活動を行うものです。

平成29年2月17日（金）に愛知県公館で行われた協定

締結式には、協会から加藤憲司会長、水藤維人副会長、

吉田治伸副会長が出席し、大村秀章知事から「万が一災

害が発生した際、避難所の衛生的な維持は重要であり、一

般社団法人愛知ビルメンテナンス協会が避難所の清掃の

指導などの支援活動をしていただけることは大変ありがた

い。」とのごあいさつをいただきました。

また、加藤会長からも「この地域は、南海トラフ地震の発

生が危惧されており、当協会においても災害発生時の対

策や体制づくりの必要性を強く認識している。今後、支援

活動の具体的な方法についてさらに検討を進めて行きま

す。」とのあいさつがありました。

大村秀章知事と加藤憲司会長が協定書を交換、協定

書披露の記念撮影を行いました。

協定の内容につきましては、去る2月6日（月）に大成（株）

研修センターにおいて、会員の皆様に説明会を開催し、愛

知県健康福祉部保健医療局生活衛生課の担当者様から

協定の主旨と概要についてお話いただき、また、協会事務

・今月の視点・・今月の視点・

事務局だより事務局だより
今月の視点で報告しました愛知県との「災害協定」は社
会貢献活動のひとつですが、会員の皆様の協力が不可
欠です。
そこで具体的な支援活動の方法等については、会員の
皆様のご意見を伺いながら今後検討を進めて行くこととな
ります。
ところで、もし万が一災害が発生したら、何よりもまず自分
と家族の身の安全、そして生活の拠点である住居とライフ
ラインの確保が最優先されます。
また、会社の被害状況や仕事仲間の安否も気になると

ころです。
一方、会社では、社員の安否と社屋などの被害状況、
業務への支障の程度、さらに顧客ビルの被害状況の把握
も必要となります。
企業が災害に遭遇した場合、事業資産の損害を最小
限に留めつつ事業の継続や早期の復旧ができるようにす
るため、平常時から準備しておくべき活動内容と緊急時に
も事業継続ができるようにするための方法や手段などを取
決めておく必要があります。
事業継続計画（BCP：Business Continuity Plan）と

は、被災時に必要な対応を、事前に整理して準備・計画す
ることです。
中小企業向けの事業継続計画（BCP）策定マニュアル

など参考となる情報が公開されています。

賛助会コーナー賛助会コーナー

開 催 日
開催場所
出 席 者

主な審議事項

報告事項

開催日時

平成29年3月15日（水）　午後1時30分～3時00分
協会事務局 会議室
加藤会長始め11名の出席を得て、加藤会長が議長
となり審議を行った。
・平成29年度事業計画及び予算について
・平成29年度定時総会の開催について［H29.5.31
（水）］
・平成29年度「永年勤続優良従業員（愛知県知事
表彰）」及び「優良従事者等（協会長表彰）」につい
て
・災害時支援活動の検討課題について
報告事項（監査報告／委員会報告／全協報告／
地区本部報告／事務局報告）

平成29年2月22日（水）

◆第11回　理事会

◆第3回　監事会

理事会・監事会・各種委員会

愛知県と災害協定を締結
避難所等の清掃指導の支援

会員の動き 4月１日現在会員数
普通会員　122社　賛助会員　21社

年月 会員名 異動（変更）事項 異動内容

年月 会員名 異動（変更）事項 異動内容

普通会員

賛助会員

29.4 三井不動産
ファシリティーズ・
ウエスト㈱

会社名 新 三井不動産ファシリティーズ・
 ウエスト㈱
旧 ファーストファシリティーズ・
 ウェスト株式会社

29.3 ㈱アルボース
名古屋支店

（退会）

29.3 ㈱セイビ名古屋支店 代表者
登録者

新 取締役執行役員支店長
　  篠田和秀
旧 取締役常務執行役員
 鈴木　章

▲協定書の締結（左から：吉田副会長、加藤会長、大村知事、水藤副会長）

▲加藤憲司会長　あいさつ▲大村秀章知事　あいさつ

局から愛知県防災局が作成した「愛知県避難所運営マニュア

ル」に示された衛生管理の方法等について紹介させていただき

ました。

この協定に基づく支援活動は社会貢献の一環として行うもの

ですが、会員の皆様のご協力が不可欠です。具体的な支援活

動の方法等につきましては、今後会員の皆様のご意見を伺いな

がら検討を進めてまいります。

（協定書及び2月6日会員様への説明会については、びるめん

ニュース3月号 Vol.335に掲載）平成29年5月の予定 皐月

●16日（火） 第15回全国ビルクリーニング技能競技会 愛知地区予選会
●17日（水） 清掃作業従事者研修の協会講師、登録講師講習会
 ［大成（株）研修センター］
●22日（月） 平成29年度 青年部総会

●23日（火）～25日（木）ビル設備管理（初級）講習会
 ［大成（株）研修センター］
●24日（水）・25日（木）第6回 アジアビルメンテナンス大会（ソウル）
●31日（水） 平成29年度 定時総会

レンタルマット・モップ 【 2週間無料おためし実施中 】

ルームフレグランス

株式会社 白洋舍
レンテックス西部事業所 名古屋営業所
〒452-0008 清須市西枇杷島町地領1-10-3　TEL 052-501-2968 FAX 052-501-2969 http://www.hakuyosha.co.jp/

女性に人気のあの香りを正面玄関、
トイレ内のルームフレグランスに・・・
清潔空間を追求される方には機能性芳香
消臭剤の「リネンエア」もご用意してます

あいちBCPモデル 検索

開催場所

開催日時
開催場所

開催日時
開催場所

開催日時
開催場所

開催日時
開催場所

協会事務局 会議室
平成28年9月～平成29年1月に実施した事業及び収
支の状況について大澤、加藤及び浜松監事による
監査を実施した。

平成29年3月2日（木）午後1時30分～3時
協会事務局 会議室
服部委員長始め8名の出席を得て平成29年度事業
計画について協議

平成29年3月15日（水）午前10時～11時
協会事務局 会議室
酒井委員長始め6名の出席を得て以下について協
議
・びるめんニュース平成29年4月号の構成
・平成29年度の事業計画について

平成29年3月7日（火）午後1時～2時
協会事務局 会議室
水藤委員長始め6名の出席を得て、平成29・30年度
の役員選考について協議［第1回：平成29年1月24日
（火）、第2回：平成29年2月15日（水）］

平成29年2月13日（月）
協会事務局 会議室
田中会長始め6名の出席を得て以下について協議
・平成29・30年度役員選出について
・平成29年度青年部定時総会の開催について
［H29.5.22（月）］

◆第2回　建物設備管理委員会

◆第12回　広報委員会

◆第3回 役員選考委員会

◆青年部　第11回役員会


