
討・実施する。

（4）やむを得ず薬剤を使用する場合には、適切な薬剤を必

要最小限の量にとどめる。

（5）薬剤を散布する場合は、施設利用者等に対し、作業日

時・方法等を周知する。

（6）子ども、妊婦、病人等が多く利用する施設等で薬剤を散

布する場合は、薬剤による子ども等への影響に配

慮する。

等に取り組んでいます。また、指針策定以降毎

年、「名古屋市の施設等における農薬・殺虫剤等

薬剤の使用状況調査」を実施し、結果を公表して

います。調査結果から、本市の所有する施設等に

おいては、農薬・殺虫剤等薬剤の使用状況はほ

ぼ適正であるものと考えられますが、さらなる改善

へつなげるべく、職員研修等を通して、引き続き本指針の周知

徹底を図っていきたいと考えています。

近年、建築物におけるねずみ等の防除に関して、人の健康に

対するリスクと環境への負荷を最小限にとどめる方法を選択す

る総合的有害生物管理、いわゆるIPM（Integra ted  Pes t  

Management）の考え方が取り入れられるようになりました。会員

の皆様におかれましては、このようなIPMの考え方や名古屋市

の取り組みにご理解を賜り、民間施設におきましても薬剤が適

正に使用されるようご配慮いただくなど、本市ビル環境がより衛

生的で快適となるよう、ご尽力いただきますようお願いいたします。

名古屋市の玄関である名古屋駅周辺では、平成11年のJR

セントラルタワーズを皮切りに、ミッドランドスクエア、名古屋ルーセ

ントタワー、モード学園スパイラルタワーズと高層建築物が相次い

で完成しました。さらに平成27年以降、大型複合ビル3棟が駅前

地区再開発により完成する予定となっています。また、2027年

に予定されているリニア中央新幹線開業により、名古屋駅周辺

は人の行き来が一層活発になり、新たな建築物の

登場や、多数の人々の往来などに対応していくた

め、今後ますますきめ細やかなビル管理が必要とな

ることが予想されます。皆様の日頃のビル管理業務

で培った経験や知恵を生かして、様々な課題へ対

応いただき、衛生的で快適なビル環境の維持管理

にご尽力いただきますようお願いいたします。

さて、名古屋市では、率先して病害虫等の防除

に用いる薬剤の適正使用を推進するため、平成20年1月に「名

古屋市の施設等における農薬・殺虫剤等薬剤の適正使用に係

る基本指針」を策定しました。病害虫等の生息状況に関わらず、

一律に薬剤を使用することは原則として行わないこととし、具体

的には、

（1）日頃から、病害虫等が発生しにくい環境づくりに努める。

（2）病害虫等の防除にあたっては、病害虫等の生息状況調

査等によりその発生状況を把握する。

（3）調査の結果、病害虫等の発生が確認され、防除が必要

とされた場合には、まず薬剤を使用しない防除方法を検
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事務局だより事務局だより
深緑も鮮やかに、風薫る爽やかな季節と

なりました。
この季節には、例年ならば、夏期研修会を
開催し、親睦を深めていただいておりました
が、当面、休止をさせていただくことになり、研
修会を楽しみにしていた会員の方々には誠
に申し訳なく思っております。
経済環境が芳しくない中、会員さんの数も
減少傾向で、協会の運営も難しい局面を迎
えており、そうした中で休止の選択をせざるを
得なかったことをご理解いただきたいと存じま
す。
協会としては、人件費をはじめ経費の徹
底した削減、事業の合理化はもとより、事業
全体の見直しにも着手することとしておりま
す。事務局においても、この厳しさをしっかり
受け止め、更に、会員の皆様にお役にたてる
よう努力してまいる所存ですので、よろしくお
願いいたします。

・今月の視点・
農薬・殺虫剤等薬剤の適正使用に対する
本市の取組み
名古屋市健康福祉局健康部環境薬務課長 木下　和俊

・今月の視点・

賛助会コーナー賛助会コーナー

<特　長>
優れた光沢感 この価格帯で最高級品の
 光沢を実現　　　　　　　　　　
優れた作業性 大面積の作業でも疲れない
 モップの軽さを実現　　
優れた乾燥性 低温でもスピード乾燥を実現

大阪本社 大阪市中央区道修町1-7-1（北浜TNKビル） TEL 06(6228)2911

名古屋支店 名古屋市中区栄5-28-12（名古屋若宮ビル） TEL 052(262)8172
札幌支店 札幌市東区北八条東3-2-10（宮村ビル） TEL 011(731)0351

仙台営業所 仙台市青葉区中央2-9-27（プライムスクエア広瀬通） TEL 022(211)5031
南関東営業所 神奈川県横浜市中区翁町1-5-5（関内スクエアービル） TEL 045(663)3184
広島営業所 広島市西区己斐本町1-9-12（己斐本町ビル） TEL 082(507)1911

東京本社 東京都千代田区神田錦町2-3（竹橋スクエア） TEL 03(5259)5739

福岡支店 福岡市南区清水3-24-24(日吉ビル) TEL 092(551)4936

  
北関東営業所 群馬県高崎市東町32-1 TEL 027(324)3002
金沢営業所 金沢市長土塀2-14-17 TEL 076(223)1565
高松営業所 高松市木太町2796-4 TEL 087(835)2020

̶ビルメンテナンス情報年鑑2013発刊の案内̶
（全国協会ニュース 2013.3.25  No.271から）

̶平成25年度建築物
　排水管清掃作業従事者研修募集案内̶
（ジャスミン全国協会ニュース 2013.4.2 から）

全国協会は、第43回実態調査結果をはじめ年のビルメンテナ
ンスに関わる様々な情報を収録した「ビルメンテナンス情報年鑑
2013」を発刊しました。
実態調査結果のほか、巻頭に業界トピックス、そして協会活動

を通じて収録された各種データ、試験・講習会スケジュールなど、
盛りだくさんの内容となっています。
是非、ご活用ください。

体裁：A4判 250ページ
価格：会員3,600円 / 一般4,500円　（ともに税別）
（実態調査に回答いただいた会員には、1部無料で贈呈）
●ご注文は全国協会ウェブサイトで
　http：//www.j-bma.or.jp/book/

建築物衛生法における建築物排水管清掃業（6号登録）の登
録要件として定められた「建築物排水管清掃作業従事者研
修」を建築物衛生法施行規則第28条の4に基づき、研修の実
施団体として登録を受けた公益社団法人全国ビルメンテナン
ス協会の主催により開催します。

1　開催日時　平成25年7月17日（水）9時30分～17時00分
2　開催場所　ウィンクあいち（名古屋市中村区名駅4-4-38）
3　定員　100名　　4　受講料　13,000円
5　締切　平成25年7月10日（水）
6　申込み方法等詳細については、
　  ジャスミン（地区協会専用サイト）でご確認ください。
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平成25年6月の予定 水無月

ビルクリーニング通信訓練（実技）（鳴海トレセン）

ビルクリーニング通信訓練（実技）（鳴海トレセン）

医療関連サービスマーク実地調査員研修会（名古屋港湾会館）

労災収支改善対策会議

清掃作業監督者（再）講習（名古屋港湾会館）

中部北陸地区本部会議

ビルクリ競技会中部北陸地区大会（鳴海トレセン）
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新登場！！
同等クラス製品を超えた
光沢感に挑戦します！！

http://www.bond.co.jp/ 18ｋｇ缶 エコパック２ｋｇ×9袋



■労働災害による死亡者数の推移　平成25年4月8日締め分

■平成24年 業種別死亡災害発生状況

製造業
38％
18人

建設業
24％
12人

陸上貨物
運送事業
16％
8人

商業 8％
4人

上記以外の産業 14％
7人

■平成24年 事故の型別死亡災害（全業種）

交通事故
16％
8人

墜落・転落
28％ 13人

はさまれ・
巻き込まれ
20％ 
10人

崩壊・倒壊 10％
5人

飛来・落下 6％ 
3人

激突され 2％ 1人

転倒 4％ 2人 その他 14％ 7人

■月別死亡災害発生状況

22年
23年
24年

6 2 4 2 4 5 14 6 6 4 3 2
7 4 5 3 3 7 2 3 5 6 4 4
2 4 6 3 9 2 6 6 0 3 4 4

24年確定値
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平成25年4月4日（木）、
5日（金）の2日間、一般社
団法人愛知警備業協会
警備員教育センターにお
いて、現任警備員法定教
育講習会が開催されまし
た。
この講習会は、警備業法に基づき、6カ月ごとに、警備業務実
施の基本原則、巡回方法など警備員として身につけておくべき
事項について、改めて確認する意味も込めて学ぶものです。警
備員にとっては、日常の業務を離れリフレッシュする時間であり、
貴重な講習会となっています。
今回の講習会には、2日間で51名が参加し、講習会終了後全

員に受講証明書が交付されました。警備の業務は人々の安心安
全を守る大きな役割があることを肝に銘じ、この機会に気持ちを
新たに、誇りをもって業務に取り組んでいただきたいと思います。

平成25年4月4日（木）午後3時30分から、名古屋市中区金山
の「アスナル金山」において、当協会も構成員である愛知県安全
なまちづくり推進協議会主催による「春の安全なまちづくり県民
運動推進キャンペーン」が開催されました。
愛知県の昨年の刑法犯認知件数は、約10万5千件であり、一
昨年と比べ、約1万4千件、率にして約11.8%の減ではありました
が、住宅侵入盗は6年連続、自動車盗は5年連続それぞれ全国
ワースト1位となり、依然として県民の安全、安心を脅かす犯罪が
身近で多く発生しています。

こうしたことから、新
年度の始まりのこの時
期に、あらためて防犯
意識を高めてもらうた
めの県民運動を展開
しますが、この運動を
一層盛り上げるために
キャンペーンが開催さ
れたものです。
キャンペーンは、大
須演芸場を中心に活
躍されている講談の
小池燐林さんの司会
で進行し、大村県知
事と県警本部長の挨

拶、ゲストの矢野きよ実さんの書を通じての東日本大震災の支援
活動のお話の後、参加者全員で防犯スローガン「犯罪にあわな
い 犯罪を起こさない 犯罪を見逃さない」を唱和し、終了しました。
終了後には、愛知県警音楽隊による演奏が披露され、多くの
参加者から大きな拍手があがりました。
犯罪は、社会の鏡でもあります。
人と人との結びつきが希薄でぎすぎすした世の中から、少しで

メンテナンス
N E W S

理事会・各種委員会等

現任警備員法定教育講習会

開催日時
開催場所

平成25年4月18日（木）11時～
協会事務局会議室
5月号の校正について検討を行った。

◆第11回広報・イメージアップ委員会

開催日時
開催場所

平成25年4月8日（月）13時～
協会事務局会議室
平成25・26年度役員について選考委員会意見の
集約を行った。

◆第3回役員選考委員会

開催日時
開催場所

平成25年4月18日（木）10時～
協会事務局
協会草創期に活躍した方々へのインタビュー構成
について検討を行った。

◆第4回50周年記念誌打合せ

開催日時
開催場所
出 席 者

平成25年4月15日（月）14時～
協会事務局会議室
勝野会長始め12名の出席者を得て、勝野会長が
議長となり審議を行った。
主な審議事項
・平成25年度事業計画・予算案について
・平成25・26年度役員の推薦について
・優良従業員表彰（知事表彰及び会長表彰）、
協会事業功労者表彰について
・当面の諸問題について
・委員会報告／全協報告／事務局報告

◆第10回理事会

会員の動き 5月1日現在会員数
普通会員　124社　賛助会員　21社

年月 会員名 異動（変更）事項 異動内容
賛助会員

25.4 ディバーシー（株）
名古屋営業所

登録者 新 課長 木村忍
旧 マネージャー 中山一樹

今村副会長 旭日双光章を受章

春の安全なまちづくり県民運動
推進キャンペーン

平成24年度 労働安全衛生優秀作品平成24年度 労働安全衛生優秀作品
標 語

株式会社セイコー  金山佐奈海さんの作品

急ぐ心に赤信号
　　心のゆとりで青信号

平成24年愛知の労働災害発生状況
（確定値）愛知労働局 労働基準部 安全課

も人々に余裕と潤いのある明るい社会になってほしいものだと切
に思います。

平成25年春の叙勲において、当協会
の今村副会長（タイガー総業株式会社 
代表取締役）が建築物環境衛生におけ
る永年の功績により、旭日双光章受章の
栄誉に浴されました。
（平成25年5月10日（金）皇居において
天皇陛下に拝謁されました。）
おめでとうございます。

1　死亡災害の発生状況
平成24年の愛知県内における労働災害による死亡者数は49
人となった。労働災害による死亡者数は、増減を繰り返しつつも、
減少傾向で推移している。対前年比4人の減少となり、過去最
少であった平成21年の50人を下回った。

（1） 業種別発生状況
労働災害による死亡者数を、業種別に、平成24年と平成23
年を比較すると、建設業が13人から12人に、陸上貨物運送事業
が11人から8人に減少した一方で、製造業が11人から18人に増
加した。これら3業種で38人と死亡者数の78％を占めている。

（2） 事故の型別発生状況
死亡災害を事故の型別でみると、墜落・転落が13人、はさま

れ・巻き込まれが10人、交通事故が8人となっており、この3つの
型で63％を占めている。
なお、交通事故について、平成23年が20人に対して、8人と大
幅な減少となった。

（3） 年齢別の発生状況
死亡災害を被災者の年齢別でみると、50歳以上が13人と最
多であるが、20歳代8人、30歳代11人、40歳代11人で、特に突
出した年代は認められない。

（4） 事業場規模別の発生状況
死亡災害を事業場の規模別でみると、9人以下の事業場21
人、10人以上29人以下の事業場10人、30人以上49人以下の
事業場9人で、50人未満の小規模事業場が82％を占めている。

（5） 経験年数別の発生状況
死亡災害を被災者の経験年数別にみると、5年未満が17人

で35％を占めている。
一方、経験年数20年以上が11人と熟練労働者の災害も22％

を占めている。

（6） 月別の発生状況
死亡災害を月別にみると、5月が9人と最も多くなっている。

2　労働災害による死傷者数の推移
平成24年の愛知県内における労働災害による死傷者数（休
業4日以上）は、6,392人であった。
労働災害による死傷者数は、平成22、23年と2年連続で増加

したが、平成24年は、前年より181人減少している。

3　愛知労働局の労働災害防止対策
平成24年度は、平成20年度より5カ年で取り組んでいた第11
次労働災害防止推進計画の最終年度にあたり、死傷者数が2
年連続で増加した状況をうけて、労働災害発生件数を大幅に削
減することを最優先で取り組んできた。
計画の目標は、平成24年において、平成19年に比べ死傷災
害を15％減少させることであったが、12.3％減少にとどまり、目標
達成はできなかった。
死亡災害については目標である60人を大きく下回り、過去最
少となった。
平成25年以降は、新たな5カ年計画として、第12次労働災害
防止推進計画を策定し、労働災害防止活動を推進することとし
ている。



討・実施する。

（4）やむを得ず薬剤を使用する場合には、適切な薬剤を必

要最小限の量にとどめる。

（5）薬剤を散布する場合は、施設利用者等に対し、作業日

時・方法等を周知する。

（6）子ども、妊婦、病人等が多く利用する施設等で薬剤を散

布する場合は、薬剤による子ども等への影響に配

慮する。

等に取り組んでいます。また、指針策定以降毎

年、「名古屋市の施設等における農薬・殺虫剤等

薬剤の使用状況調査」を実施し、結果を公表して

います。調査結果から、本市の所有する施設等に

おいては、農薬・殺虫剤等薬剤の使用状況はほ

ぼ適正であるものと考えられますが、さらなる改善

へつなげるべく、職員研修等を通して、引き続き本指針の周知

徹底を図っていきたいと考えています。

近年、建築物におけるねずみ等の防除に関して、人の健康に

対するリスクと環境への負荷を最小限にとどめる方法を選択す

る総合的有害生物管理、いわゆるIPM（Integra ted  Pes t  

Management）の考え方が取り入れられるようになりました。会員

の皆様におかれましては、このようなIPMの考え方や名古屋市

の取り組みにご理解を賜り、民間施設におきましても薬剤が適

正に使用されるようご配慮いただくなど、本市ビル環境がより衛

生的で快適となるよう、ご尽力いただきますようお願いいたします。

名古屋市の玄関である名古屋駅周辺では、平成11年のJR

セントラルタワーズを皮切りに、ミッドランドスクエア、名古屋ルーセ

ントタワー、モード学園スパイラルタワーズと高層建築物が相次い

で完成しました。さらに平成27年以降、大型複合ビル3棟が駅前

地区再開発により完成する予定となっています。また、2027年

に予定されているリニア中央新幹線開業により、名古屋駅周辺

は人の行き来が一層活発になり、新たな建築物の

登場や、多数の人々の往来などに対応していくた

め、今後ますますきめ細やかなビル管理が必要とな

ることが予想されます。皆様の日頃のビル管理業務

で培った経験や知恵を生かして、様々な課題へ対

応いただき、衛生的で快適なビル環境の維持管理

にご尽力いただきますようお願いいたします。

さて、名古屋市では、率先して病害虫等の防除

に用いる薬剤の適正使用を推進するため、平成20年1月に「名

古屋市の施設等における農薬・殺虫剤等薬剤の適正使用に係

る基本指針」を策定しました。病害虫等の生息状況に関わらず、

一律に薬剤を使用することは原則として行わないこととし、具体

的には、

（1）日頃から、病害虫等が発生しにくい環境づくりに努める。

（2）病害虫等の防除にあたっては、病害虫等の生息状況調

査等によりその発生状況を把握する。

（3）調査の結果、病害虫等の発生が確認され、防除が必要

とされた場合には、まず薬剤を使用しない防除方法を検
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事務局だより事務局だより
深緑も鮮やかに、風薫る爽やかな季節と

なりました。
この季節には、例年ならば、夏期研修会を
開催し、親睦を深めていただいておりました
が、当面、休止をさせていただくことになり、研
修会を楽しみにしていた会員の方々には誠
に申し訳なく思っております。
経済環境が芳しくない中、会員さんの数も
減少傾向で、協会の運営も難しい局面を迎
えており、そうした中で休止の選択をせざるを
得なかったことをご理解いただきたいと存じま
す。
協会としては、人件費をはじめ経費の徹
底した削減、事業の合理化はもとより、事業
全体の見直しにも着手することとしておりま
す。事務局においても、この厳しさをしっかり
受け止め、更に、会員の皆様にお役にたてる
よう努力してまいる所存ですので、よろしくお
願いいたします。

・今月の視点・
農薬・殺虫剤等薬剤の適正使用に対する
本市の取組み
名古屋市健康福祉局健康部環境薬務課長 木下　和俊

・今月の視点・

賛助会コーナー賛助会コーナー

<特　長>
優れた光沢感 この価格帯で最高級品の
 光沢を実現　　　　　　　　　　
優れた作業性 大面積の作業でも疲れない
 モップの軽さを実現　　
優れた乾燥性 低温でもスピード乾燥を実現

大阪本社 大阪市中央区道修町1-7-1（北浜TNKビル） TEL 06(6228)2911

名古屋支店 名古屋市中区栄5-28-12（名古屋若宮ビル） TEL 052(262)8172
札幌支店 札幌市東区北八条東3-2-10（宮村ビル） TEL 011(731)0351

仙台営業所 仙台市青葉区中央2-9-27（プライムスクエア広瀬通） TEL 022(211)5031
南関東営業所 神奈川県横浜市中区翁町1-5-5（関内スクエアービル） TEL 045(663)3184
広島営業所 広島市西区己斐本町1-9-12（己斐本町ビル） TEL 082(507)1911

東京本社 東京都千代田区神田錦町2-3（竹橋スクエア） TEL 03(5259)5739

福岡支店 福岡市南区清水3-24-24(日吉ビル) TEL 092(551)4936

  
北関東営業所 群馬県高崎市東町32-1 TEL 027(324)3002
金沢営業所 金沢市長土塀2-14-17 TEL 076(223)1565
高松営業所 高松市木太町2796-4 TEL 087(835)2020

̶ビルメンテナンス情報年鑑2013発刊の案内̶
（全国協会ニュース 2013.3.25  No.271から）

̶平成25年度建築物
　排水管清掃作業従事者研修募集案内̶
（ジャスミン全国協会ニュース 2013.4.2 から）

全国協会は、第43回実態調査結果をはじめ年のビルメンテナ
ンスに関わる様々な情報を収録した「ビルメンテナンス情報年鑑
2013」を発刊しました。
実態調査結果のほか、巻頭に業界トピックス、そして協会活動

を通じて収録された各種データ、試験・講習会スケジュールなど、
盛りだくさんの内容となっています。
是非、ご活用ください。

体裁：A4判 250ページ
価格：会員3,600円 / 一般4,500円　（ともに税別）
（実態調査に回答いただいた会員には、1部無料で贈呈）
●ご注文は全国協会ウェブサイトで
　http：//www.j-bma.or.jp/book/

建築物衛生法における建築物排水管清掃業（6号登録）の登
録要件として定められた「建築物排水管清掃作業従事者研
修」を建築物衛生法施行規則第28条の4に基づき、研修の実
施団体として登録を受けた公益社団法人全国ビルメンテナン
ス協会の主催により開催します。

1　開催日時　平成25年7月17日（水）9時30分～17時00分
2　開催場所　ウィンクあいち（名古屋市中村区名駅4-4-38）
3　定員　100名　　4　受講料　13,000円
5　締切　平成25年7月10日（水）
6　申込み方法等詳細については、
　  ジャスミン（地区協会専用サイト）でご確認ください。
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平成25年6月の予定 水無月

ビルクリーニング通信訓練（実技）（鳴海トレセン）

ビルクリーニング通信訓練（実技）（鳴海トレセン）

医療関連サービスマーク実地調査員研修会（名古屋港湾会館）

労災収支改善対策会議

清掃作業監督者（再）講習（名古屋港湾会館）

中部北陸地区本部会議

ビルクリ競技会中部北陸地区大会（鳴海トレセン）
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新登場！！
同等クラス製品を超えた
光沢感に挑戦します！！
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