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・今月の視点・ 50周年記念式典が盛大に
開催されました

・今月の視点・

平成26年6月4日（水）、名古屋観光ホテルにおいて協会創

立50周年を祝う記念式典、祝賀会が多くの来賓を迎え盛大に

開催されました。

午後3時から2階「曙」で開催された式典では、水藤副会長

の開式宣言を受け最初に加藤会長から以下のとおり挨拶があ

りました。

50周年記念式典 加藤会長挨拶

一般社団法人　愛知ビルメンテナンス協会　創立50周年

に当たり、一言、ご挨拶を申しあげます。

本日は、業務ご多忙の中、ご列席いただきました　愛知県　

名古屋市　の行政の皆様、また愛知県議会　名古屋市議会

の議員の皆様、そして　一般社団法人愛知県警備業協会を

はじめとする関係の諸団体の皆様、また日頃から大変お世話に

なっております　公益社団法人全国ビルメンテナンス協会の

会長様　をはじめとする役員の皆様、そして各地区本部長・各

都道府県協会の会長をはじめとする役員の皆様、多くのご来

賓の皆様をお迎えし、こうした盛大な式典を開催することができ

たこと、誠に光栄に存じております。

会員一同を代表し、心より御礼申しあげます。

私ども　愛知ビルメンテナンス協会は、昭和39年2月、まさに

東京オリンピックが開催された年に、　中部ビルメンテナンス協

会　の名称にて、中部7県の組織として誕生しました。発足当

時は、普通会員11社・賛助会員5社、計16社の小さな所帯でス

タートではありましたが、我が国の高度経済成長とともに成長し、

その後の幾多の困難も乗り切り、現在では普通会員数120社・

賛助会員22社、総勢142社を有する全国有数の協会に成長

いたしました。

これもひとえに、行政の方々のご支援、全国協会の皆様のご

指導、関係諸団体の皆様のご愛顧、そして当愛知ビルメンテナ

ンス協会の歴代の役員の皆様の熱意の賜であり、この場をお

借りして心からの感謝と敬意を表するものであります。

ここで、当協会の50年の歴史を少し振り返ってみますと、さき

ほど申しあげました通り、誕生は昭和39年、東京オリンピックの

年です。それから7年後、昭和46年、全国協会のご指導で各都

道府県に協会を設置することになり、中部ビルメンテナンス協

会から単独の愛知ビルメンテナンス協会に組織を変更し、再出

発いたしました。

誕生当時より、大きな目的が会員企業同士の親睦、相互協

力として生まれた協会であったことから、親睦としての活動は盛

んで、会員同士の親睦ゴルフ大会はすでに160回を超え、また

企業対抗のソフトボール大会も今年で37回目を迎え、大いに会

員相互の親睦を深めており、協会の一つの目的は継続してい

ると言えます。

しかし、発展とともに協会に求められる社会的ニーズも変化し、

現在に至るまで当協会もさまざまな活動をしてまいりました。従

業員に関する問題、とりわけ高齢者の雇用の問題や労働安全

衛生の推進、また多くの従業員の国家資格の取得の推進とい

う教育・研修にも努力してまいりました。

その結果が、社会性をもった社団法人としての30年以上に

もわたる実績であると考えます。

我々はこうした力を結集して、過去においては、平成元年に

行われた名古屋市制100周年イベントの「世界デザイン博覧

会」の清掃業務の協力や平成13年11月に当協会が主管した

「ヒューマン フェア 2001 in 愛知」の運営、そして何と言っても、

平成17年愛知で行われた万博「愛・地球博」においては、共

同企業体としての事業ではありましたが、協会会員数十社の

協力によって、185日間、ピーク時には1日800人のスタッフが清

掃に従事するという一大事業も、相互協力の精神のもと、全員

の力で乗り切ってまいりました。

この50年を振り返っても、協会の設立目的である相互協力

の精神を、今まで貫いてきたことが、当協会を成長させてきた要

因だと考えております。我々は50周年に当たり、その精神を引き

継ぎ、協会活動におきましては過去の延長線で未来を考えるの

ではなく、これからの業界・協会に求められるものは何かを考え、

常に改革、改善を続け、協会の社会的地位の向上に努力して

まいる所存であります。

今後とも、行政の皆様、全国協会の皆様、そして協会会員の

皆様の、ご支援・ご協力を賜ることをお願い申しあげ、私の挨拶

とさせていただきます。

会長挨拶に引き続き、愛知県健康福祉部健康医療局長 加

藤昌弘様、名古屋市健康福祉局生活衛生参事 佐野一雄様、

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会会長 一戸隆男様か

ら暖かいご祝辞をいただきました。

その後表彰式に移り、永

年勤続優良従業員知事表

彰を皮切りに優良従業員協

会長表彰、賛助会会員の協

会事業功労者表彰と続き、

50周年記念式典にあわせ

て行った特別表彰では白土

基金のもととなる浄財のご

寄附をいただいた鈴木房子

様、ソフトボール大会で特別

にお世話になっている豊明

市ソフトボール協会様に特

別功労表彰を、これまで会

長を歴任された武村節雄様、

吉田銑三様、本多清治様、

勝野隆様に歴代会長表彰

を、又、協会創立とともに会

員としてご尽力いただいて

いる14会員に永年会員表彰を、更に協会事業で講師等ご活

躍いただいている31名の

方々に協会特別功労表彰

を行いました。

最後に受賞者を代表して

管財（株）水藤之資様から

謝辞があり、吉田副会長の

閉会宣言で無事式典を終

了しました。

記念式典
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祝辞・加藤昌弘 愛知県保健医療局長

祝辞・佐野一雄 名古屋市生活衛生参事

祝辞・一戸隆男 全国協会会長



賛助会 協会事業功労表彰 代表 山崎産業（株）小林　昇様

歴代会長表彰 代表 武村節雄様

優良従業員表彰 代表 （株）三清社 太田康子様

特別表彰の村瀬　悟豊明市ソフトボール協会会長

知事表彰 代表 （株）セイビ 近藤　裕様

特別表彰の鈴木房子様

メンテナンス
N E W S

表彰受賞者
■知事表彰　永年勤続優良従業員　敬称略
鷹取 睦裕
伊藤 幸一
河合 辰雄
船橋 金久
玉腰 裕次
赤塚 悦子
近藤 　 裕
前　　 勝之

管財（株）
近鉄ビルサービス（株）名古屋支店
（株）建光社
コニックス（株）
（株）三清社
昭和建物管理（株）
（株）セイビ 名古屋支店
タイガー総業（株）

伊藤 明徳
黒野 吉彦
西村 眞百美
石田 明則
太田 康子
小林 通直
加藤 宗樹
岸上 眞智子
丸山 浩一
伊原 浩子
勇元 良太
長谷川 真之
加藤 順子

（株）アール・エス・シー中部
近鉄ビルサービス（株）名古屋支店
（株）建光社
コニックス（株）
（株）三清社
昭和建物管理（株）
新生ビルテクノ（株）名古屋支店
（株）セイコー
（株）セイビ 名古屋支店
大栄興業（株）
タイガー総業（株）
大成（株）
中日コプロ（株）

野田 美子
赤崎 ミチ子
伊田　　瞳
志知 雄二
佐々木 一夫
築山 妙子
方山 敏彦
寺田 やよい
宮島 ノブ子
二宮 晃久
野村 晋二
山内 省路

中部互光（株）
テムズ中日（株）
東海ビル管理（株）
東宝ビル管理（株）中部支社
（株）トヨタエンタプライズ
名古屋昭和建物サービス（株）
日本空調システム（株）
ビューテック東海（株）
（株）ビル代行名古屋支店
ホーメックス（株）
（株）メンテック
（株）ユーホーム

■協会長表彰　優良従業員　敬称略

横山 英雄
堀田 久美子
荻原 明美
山脇 正直
大橋 多嘉代
八木 真琴
清水 美昭

中日コプロ（株）
中部互光（株）
名古屋昭和建物サービス（株）
日本空調システム（株）
ビューテック東海（株）
ホーメックス（株）
（株）メンテック

永年会員表彰 代表 （株）建光社 田中守正様 協会事業特別功労表彰 代表 （株）セイコー　勝野英雄様 管財（株）水藤之資様の謝辞



10分の休憩の後、午後4時過ぎから中京大学スポーツ科学部
の湯浅景元先生を講師にお招きして、「老いない体をつくる～一
流スポーツ選手から学ぶ睡眠・食事・運動～」の演題で1時間の
講演を開催しました。
先生は、イチロー、高橋尚子、タイガーウッズ、室伏広治など一
流スポーツ選手の動作を科学的に分析され強さの秘密を解き明
かす研究をされる傍ら、NHKはじめマスコミにしばしば出演され
健康づくりのための運動の大切さの普及に努めておられます。
講演は、大変分かり易い説明で身近なテーマであることもあり
皆さんとても興味を持って清聴し、あっと言う間の1時間でした。
講演を通じて、体の衰えは無理のない運動で（日常の短時間

で）充分に抑制できることを認識しました。是非チャレンジしていき
たいと感じました。又、各種一流
アスリートの監督（コーチ）はその
スポーツができない方が就任し
ていることが少なくないというこ
と、そのスポーツの技術的なこと
だけでなく、体調管理の重要性
が注目されていることも印象に
残りました。
講演を聴く側の多くが、健康

に敏感な年代であったこともあ
り、誠にタイムリーな講演でした。

　5時30分からは、3階「那
古」に会場を移し、祝賀会を
開催しました。
本多清治全国協会副会長
の開宴の言葉に続き、吉本
明子愛知県副知事、河村た
かし名古屋市長、筒井タカヤ
愛知県議会議員及び狩野
伸彌全国協会名誉会長の4
名の来賓の方々と、公務の
ご都合で遅れて橋本聖子

参議院議員にご挨拶をいた
だき、日本建築衛生管理教
育センター篠崎英夫理事長
の乾杯の音頭で祝宴が始ま
りました。
式典とは趣きも変わり50
周年を祝賀する華やかな雰
囲気の中、宴の半ばにはセ
エヌの洗練された歌唱も加
わり、酔いの深まりとともに、
席を離れての歓談が会場の

祝賀会

特別講演会の模様

開会の言葉・本多清治全国協会副会長

祝辞・橋本聖子参議院議員

表彰受賞者

南 　 宏和
小林 　 昇

鈴木 房子
村瀬 　 悟

吉田 銑三
武村 節雄
勝野   隆
本多 清治

水藤 之資
田中 哲也
松田 高明
村上 寛彦
山口 義浩
相馬 正英
伊藤 豊
山田 渉
曽我 裕司
勝野 英雄
大山 泰裕
大橋 一夫
坂口 菊生
傍島 亮一
松本 健一
遠藤 正美
松平 　 浩
村上 有弘
森　　　 通
時松 英樹
山田 真司
吉田 一仁
渡邊 雅宏
加藤 潤平
深谷 英一郎
高井 　 明
山岸 照美
堀口    弘
川口 弘之
鈴木 　 操
大島 　 渡

（株）テラモト名古屋支店
山崎産業（株）第二営業本部名古屋営業所

豊明市ソフトボール協会

コニックス（株）
（株）Ｊ.Ｈ.Ｓ
（株）セイコー
中日コプロ（株）

（株）建光社
（株）ケントク 中部支社
コニックス（株）
（株）三清社
昭和建物管理（株）
（株）セイコー
大成（株）
（有）大成社
東宝ビル管理（株）中部支社
ビルクリーナー（株）
豊興業（株）
コニシ（株）名古屋支店
ペンギンワックス（株）名古屋支店
（株）リンレイ名古屋支店

管財（株）
コニックス（株）
コニックス（株）
コニックス（株）
三永ビルド（株）
照建サービス（株）
昭和建物管理（株）
昭和建物管理（株）
新生ビルテクノ（株）名古屋支店
（株）セイコー
（株）ソクナ
タイガー総業（株）
タイガー総業（株）
タイガー総業（株）
（株）ダイケングループ名古屋支店
大成（株）
大成（株）
大成（株）
大成（株）
中日コプロ（株）
中日コプロ（株）
中日コプロ（株）
中日コプロ（株）
テムズ中日（株）
東海ビル管理（株）
日本空調システム（株）
ビューテック東海（株）
（株）フジプロパティ
（株）名鉄クリーニング
（株）川本製作所
元愛知県職員

■協会長表彰　賛助会協会事業功労　敬称略

■協会長表彰　特別功労　敬称略

■協会長表彰　永年会員

■協会長表彰　協会事業特別功労　敬称略

■協会長表彰　歴代会長　敬称略

そこかしこで繰り広げられました。
最後に勝野隆中部北陸地区本部長の中締めがあり、終宴と

なりました。
会員の皆様のご支援、ご尽
力により50周年記念式典は、
無事終了しました。
この50周年記念式典を契機
として協会・業界の更なる発
展に向け新たなスタートを始
めます。今後ともこれまで同
様、皆様方の熱いご支援、ご
協力をよろしくお願いいたし
ます。

特別講演会
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10分の休憩の後、午後4時過ぎから中京大学スポーツ科学部
の湯浅景元先生を講師にお招きして、「老いない体をつくる～一
流スポーツ選手から学ぶ睡眠・食事・運動～」の演題で1時間の
講演を開催しました。
先生は、イチロー、高橋尚子、タイガーウッズ、室伏広治など一
流スポーツ選手の動作を科学的に分析され強さの秘密を解き明
かす研究をされる傍ら、NHKはじめマスコミにしばしば出演され
健康づくりのための運動の大切さの普及に努めておられます。
講演は、大変分かり易い説明で身近なテーマであることもあり
皆さんとても興味を持って清聴し、あっと言う間の1時間でした。
講演を通じて、体の衰えは無理のない運動で（日常の短時間

で）充分に抑制できることを認識しました。是非チャレンジしていき
たいと感じました。又、各種一流
アスリートの監督（コーチ）はその
スポーツができない方が就任し
ていることが少なくないというこ
と、そのスポーツの技術的なこと
だけでなく、体調管理の重要性
が注目されていることも印象に
残りました。
講演を聴く側の多くが、健康

に敏感な年代であったこともあ
り、誠にタイムリーな講演でした。

　5時30分からは、3階「那
古」に会場を移し、祝賀会を
開催しました。
本多清治全国協会副会長
の開宴の言葉に続き、吉本
明子愛知県副知事、河村た
かし名古屋市長、筒井タカヤ
愛知県議会議員及び狩野
伸彌全国協会名誉会長の4
名の来賓の方々と、公務の
ご都合で遅れて橋本聖子

参議院議員にご挨拶をいた
だき、日本建築衛生管理教
育センター篠崎英夫理事長
の乾杯の音頭で祝宴が始ま
りました。
式典とは趣きも変わり50
周年を祝賀する華やかな雰
囲気の中、宴の半ばにはセ
エヌの洗練された歌唱も加
わり、酔いの深まりとともに、
席を離れての歓談が会場の

祝辞・筒井タカヤ愛知県議会議員

祝賀会の模様

セエヌ

中締め・勝野隆中部北陸地区本部長

50周年記念ゴルフコンペ

祝辞・河村たかし名古屋市長祝辞・吉本明子愛知県副知事

そこかしこで繰り広げられました。
最後に勝野隆中部北陸地区本部長の中締めがあり、終宴と

なりました。
会員の皆様のご支援、ご尽
力により50周年記念式典は、
無事終了しました。
この50周年記念式典を契機
として協会・業界の更なる発
展に向け新たなスタートを始
めます。今後ともこれまで同
様、皆様方の熱いご支援、ご
協力をよろしくお願いいたし
ます。

祝辞・狩野伸彌
全国協会名誉会長

乾杯・篠崎英夫
日本建築衛生管理教育センター理事長

記念ゴルフコンペ

優　勝 大山　進様

南　宏和様

加藤潤平様

（（一社）茨城県ビルメンテナンス協会会長）

（（株）テラモト）

（テムズ中日（株））

準優勝

3　位

式典の翌6月5日（木）、春日井カントリークラブにおいて50周年
記念ゴルフコンペが開催されました。
ゴルフ同好会、中部北陸地区本部との合同コンペの形で実
施し、51名の方が参加されました。
午後から少し強い雨となりましたが、まずまずの天候のもと皆さ

んプレーを楽しまれ、友好を深められました。



平成26年度事業計画
平成26年5月26日（月）に開催された平成25年度第10回理事
会において、平成26年度事業計画が以下のとおり決定されま
した。

基本方針
26年度は、これまでの50年を総括し新たな協会のスタートの年

と位置付け、50周年記念事業を皮切りに、以下に掲げる課題認
識のもと諸事業に取り組んでまいります。
 （1）減少傾向にある会員数の回復、増強を図ること
 （2）協会活動の基本である各種委員会活動の活性化を図る

こと
 （3）会員が求める魅力ある事業や、会員に役立つ事業を創出

し、活動の範囲を拡大していくこと
 （4）社会貢献事業に積極的に取り組んでいくこと
 （5）若手協会員の育成を目的に、若手の会を組織化していく

こと

1　50周年記念事業
 （1）平成26年6月4日（水）に50周年記念式典・特別講演会・

祝賀会を開催する
 （2）平成26年秋に50周年記念誌を発行する。

2　会員数の増強
 （1）各委員会において、会員にとってメリットの高い新規事業を

企画すること。あわせて、講習等における会員のメリットを
高め協会加入のインセンティブを高める方途を検討する。

 （2）未加入会員への加入奨励を行う。

3　広報・イメージアップ（社会貢献）に関する事業
【広報委員会】【経営・ビジョン委員会】【障害者支援プロジェク
トチーム】
 （1）業界や協会の活動情報を盛り込んだ「ビルメンニュース」

やホームページの充実化に努め、協会事業の普及啓発に
努める。

 （2）会員のニーズを把握し、今後の協会活動の方向性を定め
るためアンケート調査を実施する。

 （3）全国協会の「ビルメンこども絵画コンクール」に協賛し表彰
を行う。

 （4）栄地区一斉清掃活動を本年度も開催し、業界のイメージ
アップを図る。

 （5）愛知県で開催される全国障害者技能競技会（アビリンピッ
ク）を積極的に支援するとともに、障害者支援の拡大を
図る。

4　専門的知識と技能の向上普及に関する事業
【建物清掃管理委員会】【建物設備管理委員会】【警備委員会】
【経営・ビジョン委員会】
（自主事業）
 （1）ビルクリーニング研修会を名古屋市（尾張部含む）と三河

地区の2箇所で開催する。
 （2）設備管理担当者講習会（施設見学、座学）を開催する。

 （3）現任警備員法定教育講習を開催する。
 （4）経営セミナーを開催する。
（全国協会（登録研修機関）からの受託事業）

 （1）清掃作業従事者研修指導者（新規、再）を開催する。
 （2）清掃作業従事者研修（初級、中級）を開催する。
 （3）貯水槽清掃作業従事者研修を開催する。

この他、全国協会、建築物管理訓練センター、ビル管理
教育センターが実施する講習会を支援する。

5　労働安全衛生の向上に関する事業
【労働安全衛生委員会】
 （1）職場における安全衛生水準の向上、労働災害のより一層

の減少を図るため、労働安全衛生大会を開催する。
 （2）労働災害予防思想の一層の普及のため、労働安全衛生

に関するポスターデザイン、ヒヤリハット事例、標語の作品を
募集し、表彰するとともに、最優秀作品をポスターにして会
員会社等に掲示し啓発する。

 （3）労働安全衛生委員による安全パトロールを実施する。
 （4）全国協会と連携し、毎月、会員から災害発生報告を回収し、

全国集計をフィードバックすることにより、労働災害の抑止、
労災収支改善に資する。

 （5）愛知労働局、名古屋北労働基準監督署等との連携を深
め、情報提供、資料配布等により労災収支改善に努める。

6　親睦と健康づくりに関する事業
【総務厚生委員会】
 （1）ソフトボール大会を開催する。
 （2）ボーリング大会を開催する。
 （3）新年賀詞交歓会を開催する。

7　永年勤続優良従業員等の表彰
【総務厚生委員会】
愛知県知事表彰、協会長表彰及び50周年にあたり協会特別功
労表彰を実施する。

8　青年部立ち上げ準備
【経営・ビジョン委員会】
協会組織の活性化及び後継者の養成のため、青年部立ち上げ
を行う。

9　愛知県、関係団体との連携
 （1）愛知県建築物環境衛生管理研究集会への参加
 （2）愛知県IPM推進会議への参加
 （3）愛知県安全なまちづくり推進協議会への参加
 （4）愛知県ゴミゼロ社会推進協議会への参加
 （5）愛知県ほか各自治体との保全業務の契約に関する協議
 （6）名古屋市、厚生労働省、国土交通省、経済産業省をはじ

め各種団体の行う事業及び調査に協力

10　全国協会との連携
全国協会が行う各種調査・事業に協力するとともに、会員の拡大、
BCP導入等全国協会との共通課題に連携して取り組む。

11　その他事業
 （1）業界を取り巻く環境改善のために必要な調査、陳情等を

実施する。
 （2）技術水準の向上を図るため、関係団体等から資料収集を

行い会員の利用に供する。

1　死亡災害の発生状況
愛知県内における死亡者数は54人で対前年比5人の増加と

なった。

（1） 事故の型別発生状況
死亡災害を事故の型別でみると、交通事故が16人（対前年8
人増）、墜落・転落が10人（対前年6人増）、はさまれ巻き込まれ
が8人、激突されが7人で、この4つの型で76%を占めている。

（2） 年齢別発生状況
死亡災害を被災者の年齢別にみると、50歳以上59歳以下が
12人、60歳以上が18人で、50歳以上が55%を占めている
（3） 事業規模別発生状況
死亡災害を事業場規模別にみると、50人未満の小規模事業
場で36人（67%）を占めている。
（4） 経験年数別発生状況
死亡災害と経験年数とに相関関係はみられず、全経験年齢

に渡って発生している。
（5） 月別発生状況
死亡災害を月別にみると、7月が8人と最も多くなっている。

2　労働災害による死傷者数
愛知県内における労働災害による死傷者数は、6,534人（死
者54人、休業（4日以上）6,480人）で平成24年に比較し142人
増加したが、長期的には減少傾向にある。

3　愛知労働局の労働災害防止対策
死亡災害は長期的には減少傾向にあるものの、近年は横ば

い状態にある。
平成25年は第12次労働災害防止推進計画の初年度であり、

当該計画の目標は、平成29年に志望者数を40人下まわること、
死傷者数を5年間で15%削減することとしており、今後も目標達
成に向け、労働災害防止対策の徹底を図る。
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平成25年愛知の労働災害発生状況
（確定値）

平成26年5月26日（月）に開催された平成25年度第10回理事
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と位置付け、50周年記念事業を皮切りに、以下に掲げる課題認
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 （5）若手協会員の育成を目的に、若手の会を組織化していく
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1　50周年記念事業
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祝賀会を開催する
 （2）平成26年秋に50周年記念誌を発行する。

2　会員数の増強
 （1）各委員会において、会員にとってメリットの高い新規事業を

企画すること。あわせて、講習等における会員のメリットを
高め協会加入のインセンティブを高める方途を検討する。

 （2）未加入会員への加入奨励を行う。
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【広報委員会】【経営・ビジョン委員会】【障害者支援プロジェク
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 （2）会員のニーズを把握し、今後の協会活動の方向性を定め
るためアンケート調査を実施する。

 （3）全国協会の「ビルメンこども絵画コンクール」に協賛し表彰
を行う。

 （4）栄地区一斉清掃活動を本年度も開催し、業界のイメージ
アップを図る。

 （5）愛知県で開催される全国障害者技能競技会（アビリンピッ
ク）を積極的に支援するとともに、障害者支援の拡大を
図る。

4　専門的知識と技能の向上普及に関する事業
【建物清掃管理委員会】【建物設備管理委員会】【警備委員会】
【経営・ビジョン委員会】
（自主事業）
 （1）ビルクリーニング研修会を名古屋市（尾張部含む）と三河

地区の2箇所で開催する。
 （2）設備管理担当者講習会（施設見学、座学）を開催する。

 （3）現任警備員法定教育講習を開催する。
 （4）経営セミナーを開催する。
（全国協会（登録研修機関）からの受託事業）

 （1）清掃作業従事者研修指導者（新規、再）を開催する。
 （2）清掃作業従事者研修（初級、中級）を開催する。
 （3）貯水槽清掃作業従事者研修を開催する。

この他、全国協会、建築物管理訓練センター、ビル管理
教育センターが実施する講習会を支援する。

5　労働安全衛生の向上に関する事業
【労働安全衛生委員会】
 （1）職場における安全衛生水準の向上、労働災害のより一層

の減少を図るため、労働安全衛生大会を開催する。
 （2）労働災害予防思想の一層の普及のため、労働安全衛生

に関するポスターデザイン、ヒヤリハット事例、標語の作品を
募集し、表彰するとともに、最優秀作品をポスターにして会
員会社等に掲示し啓発する。

 （3）労働安全衛生委員による安全パトロールを実施する。
 （4）全国協会と連携し、毎月、会員から災害発生報告を回収し、

全国集計をフィードバックすることにより、労働災害の抑止、
労災収支改善に資する。

 （5）愛知労働局、名古屋北労働基準監督署等との連携を深
め、情報提供、資料配布等により労災収支改善に努める。

6　親睦と健康づくりに関する事業
【総務厚生委員会】
 （1）ソフトボール大会を開催する。
 （2）ボーリング大会を開催する。
 （3）新年賀詞交歓会を開催する。

7　永年勤続優良従業員等の表彰
【総務厚生委員会】
愛知県知事表彰、協会長表彰及び50周年にあたり協会特別功
労表彰を実施する。

8　青年部立ち上げ準備
【経営・ビジョン委員会】
協会組織の活性化及び後継者の養成のため、青年部立ち上げ
を行う。

9　愛知県、関係団体との連携
 （1）愛知県建築物環境衛生管理研究集会への参加
 （2）愛知県IPM推進会議への参加
 （3）愛知県安全なまちづくり推進協議会への参加
 （4）愛知県ゴミゼロ社会推進協議会への参加
 （5）愛知県ほか各自治体との保全業務の契約に関する協議
 （6）名古屋市、厚生労働省、国土交通省、経済産業省をはじ

め各種団体の行う事業及び調査に協力

10　全国協会との連携
全国協会が行う各種調査・事業に協力するとともに、会員の拡大、
BCP導入等全国協会との共通課題に連携して取り組む。

11　その他事業
 （1）業界を取り巻く環境改善のために必要な調査、陳情等を

実施する。
 （2）技術水準の向上を図るため、関係団体等から資料収集を

行い会員の利用に供する。

1　死亡災害の発生状況
愛知県内における死亡者数は54人で対前年比5人の増加と

なった。

（1） 事故の型別発生状況
死亡災害を事故の型別でみると、交通事故が16人（対前年8
人増）、墜落・転落が10人（対前年6人増）、はさまれ巻き込まれ
が8人、激突されが7人で、この4つの型で76%を占めている。

（2） 年齢別発生状況
死亡災害を被災者の年齢別にみると、50歳以上59歳以下が
12人、60歳以上が18人で、50歳以上が55%を占めている
（3） 事業規模別発生状況
死亡災害を事業場規模別にみると、50人未満の小規模事業
場で36人（67%）を占めている。
（4） 経験年数別発生状況
死亡災害と経験年数とに相関関係はみられず、全経験年齢

に渡って発生している。
（5） 月別発生状況
死亡災害を月別にみると、7月が8人と最も多くなっている。

2　労働災害による死傷者数
愛知県内における労働災害による死傷者数は、6,534人（死
者54人、休業（4日以上）6,480人）で平成24年に比較し142人
増加したが、長期的には減少傾向にある。

3　愛知労働局の労働災害防止対策
死亡災害は長期的には減少傾向にあるものの、近年は横ば

い状態にある。
平成25年は第12次労働災害防止推進計画の初年度であり、

当該計画の目標は、平成29年に志望者数を40人下まわること、
死傷者数を5年間で15%削減することとしており、今後も目標達
成に向け、労働災害防止対策の徹底を図る。

愛知労働局 労働基準部 安全課

■死亡災害の推移
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■平成25年 事故の型別死亡災害（全業種）
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■労働災害による死傷災害の発生状況
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■月別死亡災害発生状況
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理事会・各種委員会等

開催日時
開催場所
出 席 者

平成26年5月26日（月）13時30分～
協会事務局会議室
加藤会長始め14名の出席を得て、加藤会長が議
長となり審議を行った。
主な審議事項
・50周年記念式典について
・平成26年度事業計画・予算（案）について
・当面の諸問題
・委員会報告 ／ 全協報告 ／ 事務局報告

◆第10回理事会

開催日時
開催場所

平成26年5月20日（火）10時～
協会事務局会議室
ビルメンニュース6月号の構成等について協議した。

◆第10回広報委員会



事務局だより事務局だより
今年の最大の行事であった50周年記念

式典・祝賀会も多くのご来賓、会員の皆様に

ご出席いただき、無事終了することができまし

た。準備には大変な思いもいたしましたが、協

会のエポックメーキングとなる50周年事業に

立ち会えた僥倖を、今ひと時ではありますが、

しみじみと感じているところです。

さて、6月から協会の新年度がスタートしま

した。これにあわせ、新年度事業計画が策定

されましたが、新たな50年に向けたスタートの

年として様々な活動、新たな試みを企画して

います。事務局としても、こうした取り組みの

裏方として役員を支え、会員の皆様にとって

真に価値ある協会とすべく頑張ってまいりま

すので今後ともよろしくお願いいたします。

賛助会コーナー賛助会コーナー

メンテナンス
N E W S

開催日時

開催場所

（第7回）平成26年5月9日（金）13時30分～
（第8回）平成26年5月23日（金）15時30分～
協会事務局会議室
50周年記念式典・祝賀会について詰めの協議を
行った。

◆50周年特別委員会
開催日時
開催場所

平成26年5月13日（火）13時30分～
宝第一ビル
平成26年度事業計画について協議した。

◆第2回建物清掃管理委員会

開催日時
開催場所

平成26年5月21日（水）13時30分～
協会事務局会議室
平成26年度事業計画について協議した。

◆第3回建物設備管理委員会

会員の動き 6月1日現在会員数
普通会員　120社　賛助会員　22社

年月 会員名 異動（変更）事項 異動内容
普通会員

26.4 星光ビル管理（株）
名古屋営業所

三和テクノ（株）

東京海上日動
ファシリティーズ（株）
名古屋支店

ビューテック東海（株）

（株）ユーホーム

松本テクニコ（株）

代表者

登録者

登録者

登録者

登録者

代表者・登録者

代表者・登録者

新 取締役名古屋営業所長
  松田一郎
旧 常務取締役名古屋営業所長
  栗原良明
新 清掃部門担当部長
  斎藤眞次
旧 清掃部門担当部長
  栗原良明
新 本社事業所長 夫馬嘉孝
旧 本社事業所執行役員所長
  近藤安男
新 名古屋支店長 赤星克彦
旧 執行役員名古屋支店長
  田中光哉
新 総括部門長 宮野茂樹
旧 総括部長 宮野茂樹
新 代表取締役 荒川充朗
旧 代表取締役社長 荒川充朗
新 代表取締役社長 松本信人
旧 代表取締役社長 松本淳子

年月 会員名 異動（変更）事項 異動内容
普通会員

26.5（株）ビケンテクノ

サニービルサービス（株）

照建サービス（株）

登録者

登録者

代表者・登録者

住所

新 名古屋支店長 広野祐介
旧 名古屋支店長 撫養具樹

新 取締役営業部長 片瀬　実
旧 営業部長 片瀬　実

新 代表取締役 澤　一真
旧 代表取締役社長 澤　一真

新 〒460-0007
　名古屋市中区新栄3-12-1
旧 〒460-0007
　名古屋市中区新栄3-2-3山田ビル3F

年月 会員名 異動（変更）事項 異動内容
賛助会員

26.4（株）今福

（株）深尾商会

（株）リンレイ
名古屋支店

登録者

代表者

登録者

新 取締役部長 権田浩人
旧 次長 権田浩人
新 代表取締役社長 深尾正勝
旧 取締役社長 深尾正勝
新 執行役員 名古屋支店長
  槌谷芳久
旧 名古屋支店長 槌谷芳久

●3日（木）・4日（金）・7日（月）・8日（火）　ビルクリ通信訓練（実技）（鳴海トレーニンクゼンター）

●4日（金） 清掃作業従事者研修（初級）（ウィルあいち）

●15日（火）・16日（水） 清掃作業監督者講習会（名古屋港湾会館）

●25日（金） 全国協会定時総会（表彰式）（ホテルランウッド）

●28日（月） 定時総会（東京第一ホテル錦）

平成26年7月の予定 文月


