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深尾商会はビルメンテナンスのあらゆる業務をユニフォームでサポートします。

▲アビリンピックで出場選手に競技説明▲特別支援学校での清掃指導

春寒の候、時下益々ご清祥の事とお喜び申し上げます。また、

会員の皆様方には、日頃からひとかたならぬ協会活動へのご支

援、ご尽力賜りまして誠にありがとうございます。さて、今月は、愛

知ビルメンテナンス協会の障がい者支援の取り組みという題で書

かせていただきます。平成25年4月に法定雇用率が1.8％から

2.0％になりました。また、平成28年4月には、改定障害者雇用促

進法が施行されます。国としては、障がい者の雇用に大変力を入

れているように思いますが実際のところはどうでしょうか？

私としては、随分、世の中が変化し、各所で働く人たちが障が

いのある方と働くことに理解や協力を示していると感じています。

例えばユニクロでは、「障がい者と働くことで、スタッフ同士に細か

い配慮や気づかいが生まれ、お客様へのサービス向上につな

がっている。」と既に８％の雇用率を達成しています。当社でも、か

つて障がいのある方を雇い入れると「私たちに倍働けっていう

事。」なんて現場のクレームがありましたが、最近は、「私がこの職

場で働けるようにしてあげる。」なんて言葉も聞こえるようになって

まいりました。

ここ数年、アビリンピックの全国大会が愛知で開催されたことも

あり、アビリンピックの運営に協会として協力してまいりました。たく

さんのご協力をいただきましたが、残念ながら、まだまだ一部の盛り

上がりで、障がい者の就労支援に一役買っているとは言い難い

状況であります。

今回、より一層協力したいと障がい者支援特別委員会を発足

させました。これは、障がいのある方々の就労支援を協会として取

り組んでいきたいという事です。現状、たくさんの支援学校があり、

そのなかで清掃という行為は、重要な授業になっております。また、

実際に働く際、就業する職種がどうであれ清掃という行為は労働

活動のなか重要な一部であります。にもかかわらず、現実の授業

では、道具の使い方、安全への配慮等あまり良くない教え方をさ

れている例が多々見受けられるのであります。本年度は、是非、

支援学校で教える先生方に適切な清掃方法を教え、生徒の皆さ

んが「清掃」という事に対して「楽しい」となるよう、協力したいと

思っています。是非、会員各位の絶大なるご協力をお願い申し

上げます。また、就労支援はこれだけに関わらず、たくさんの細か

な取り組みがあって、アビリンピックに参加される方が増えたり、

我々の業種に入って下さる方が増えたりすると思っています。また

また、別の事も含めてお願いする事は出てくると思います。どうぞ

よろしくご支援いただけますよう伏してお願い申し上げます。

・今月の視点・・今月の視点・
愛知ビルメンテナンス協会の
障がい者支援の取り組み
障がい者支援特別委員会

委員長 吉田　治伸

事務局だより事務局だより
名古屋駅周辺の超高層ビル開発、2027年

開業予定のリニア中央新幹線への期待や話
題に少し隠れてしまっていますが、本年2月13
日（土）15時、新東名高速道路の豊田東JCT
～浜松いなさJCT間（約55km）が開通します。
既に開通している御殿場JCTからの区間と

合わせ約200km、豊田東JCTからは従来の東
名高速道路や伊勢湾岸自動車道で関西方面
につながり東海環状自動車道で岐阜県方面と
つながります。
豊田～三ケ日間の慢性的な渋滞の緩和と

奥三河地域からの通勤圏の拡大、観光の増
加による地域の活性化や物流の効率化が期
待できるとのことです。
また、山側を通る新東名は南海トラフ巨大地
震などの被害を受けにくく大規模災害時の早
期復旧への役割も期待されています。
道路幅が広く（片側3車線）ゆるやかなカー

ブ（最小半径3,000m）、勾配（最大勾配2%）で
快適な走行が可能とのことですが、規制速度
は当面100km／hだそうです。これから年度末
に向けて特に忙しくなる時期でもあり道路工事
も多くなります。スピードを控え安全運転に注意
が必要です。
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主な審議事項

報告事項

開催日時
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平成28年1月25日（月）午後4時30分～午後5時30分
アイリス愛知「コスモス」
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。
・新年賀詞交歓会について
・当面の諸問題について
（委員会報告／全協報告／中部北陸地区本部
報告／事務局報告）

平成28年1月14日（木）午前10時～午前11時
協会事務局会議室
酒井委員長始め5名の出席を得て以下について

◆第10回　理事会

◆第9回　広報委員会

開催日時
開催場所
出 席 者

主な協議事項

協議
・びるめんニュース2月号の構成
・ホームページの運用と現状

平成28年1月22日（金）午後4時～午後5時30分
協会事務局会議室
田中青年部会長始め６名の出席を得て以下に
ついて協議した。
・平成27年度忘年例会（H27.12.17）の結果報告
（総務交流委員会）
・平成27年度見学研修会の運営（H28.2.2）に
ついて（事業広報委員会）

◆青年部 第3回役員会

理事会・各種委員会

平成28年3月の予定 弥生

●23日（水）設備管理担当者講習会（ＪＰタワー名古屋施設見学）

設備管理担当者講習会（施設見学）のご案内
平成28年３月２３日（水）
午後1時30分～午後３時

ＪＰタワー名古屋　
（名古屋市中村区名駅一丁目1番1号）
中部圏最大級の複合ビル。超高層建築物
構造性能評価で国土交通大臣認証を受け、
建築物総合環境性能評価システム
「ＣＡＳＢＥＥ」でもＳランクの認定を目指すビル。
平成28年6月 グランドオープン予定

日 　 　 時

見 学 施 設

４５名　（申込は1社1名まで）
※定員に達し次第受付終了します。

平成28年1月29日付で各会員に送付した
開催案内の受講申込書により2月25日（木）
までに愛知ビルメンテナンス協会事務局まで
ＦＡＸまたは郵送。

定  　員

申 込 方 法



▲【銀賞】猪飼弘子さん【金賞】新谷ちひろさん【銅賞】黒田雄介さん

▲ゼッケンNo.3  黒田雄介さん

▲ゼッケンNo.1  猪飼弘子さん

▲重要無形民俗文化財「尾張万歳」

▲大口哲夫 総務厚生委員会副委員長 進行

▲ゼッケンNo.6   新谷ちひろ さん

▲アビリンピック 全18競技の金賞受賞者

▲加藤憲司会長 あいさつ

▲松本圭一 警備業協会会長 乾杯▲堀井奈津子 愛知県副知事 あいさつ ▲開会のことば 愛知県飲料水水質管理協会 山田光彦会長

▲研究発表
名鉄ビルディング管理（株） 石川修司氏

▲研究発表
（公社）全国ビルメンテナンス協会 渡辺貴之氏

▲研究発表
赤門ウイレックス（株） 山本太氏

▲座長 
服部弘司氏 昭和建物管理（株）

▲特別講演 三菱地所（株） 名古屋支店長 仲條彰規氏

平成28年1月19日（火）名古屋商工会議所2階大ホールで開催
された「平成28年中区消防表彰式」において、名古屋市中消防署
長から応急手当普及活動功労（団体）の感謝状をいただきました。
応急手当普及活動とは、平成20年から警備業協会ビルメン
支部が第一線で活躍する警備員の皆さんのスキルアップの一環
として、名古屋市応急手当研
修センターのご協力により毎
年開催している普通救命講
習会（AED認定コース）で、こ
れまで8年間に延べ16回開催
して308名の協会員の方々が
受講認定され
ています。
今後も継続

してまいります
ので皆さん是
非受講してく
ださい。

社）全国ビルメンテナンス協会の渡辺貴之氏が「ビルクニーニン
グ技能検定の複数等級化について」、赤門ウイレックス（株）の山
本太氏が「空調ダクト内を汚染する粉塵に関する基礎的研
究」及び名鉄ビル
ディング管理(株)
の石川修司氏か
ら「ビル用マルチ
エアコン導入によ
る省エネ効果の
確認」について発
表がありました。
特別講演では

「新・大名古屋ビ
ルヂングについ
て」と題して三菱
地所（株）名古屋
支店長の仲條彰
規執行役員から
今年新たに生ま
れ変わった名古
屋駅前シンボルの
歴史と新ビルの
機能・特徴につい
て講演いただきま
した。
最後に、次回第

31回研究集会の
実行委員長となる愛知県管工事業協同組合連合会の穂刈泰男
会長から閉会の言葉があり、無事終了しました。

平成28年2月4日（木）、ナディアパーク（名古屋市青少年部文
化センター）11階のアートピアホールにおいて、昭和59年から業界
6団体と5つの行政機関が一体となって実施している第30回愛
知県建築物環境衛生管理研究集会が参加者917名（当協会か
らは189名）を得て開催されました。
研究集会では、実行委員長である愛知県飲料水水質管理協
会の山田光彦会長及び愛知県健康福祉部保健医療局の和久
田元資生活衛生課長からのあいさつに続き研究発表では17名
の方々から日常での研究成果について要領よくわかりやすい発
表が行われ
ました。
当協会か

らは、昭和
建 物 管 理
（株）の服
部弘司氏が
座 長を 務
め、発表者
として（ 公

平成27年12月19日（土）（独法）高齢・障害・求職者雇用支援
機構愛知支部の主催でアビリンピックが開催されました。
今回からは会場を同機構のポリテクセンター中部（小牧市）に
移して、ビルクリーニング競技を始め18種目の競技が行われ、ビ
ルクリーニング競技では、障がい者支援特別委員会からスタッフ
の派遣、資機材の提供、審査など競技会の運営に当協会の障
がい者支援特別委員会が全面的にバックアップを行いました。
ビルクリーニング部門には６名の選手が出場しましたが、今回も
全選手に事前練習会を開催して皆さん練習を重ねていたことか
らハンディを感じさせない素晴らしい技術・演技で競技に望んで
いただけました。
競技の審査は甲乙

つけ難いものでした
が、成績優秀者として
下記の方々が愛知県
知事から表彰されまし
た。選手の皆さんの今
後のご活躍を心から
応援いたします。
また、この大会の準
備から当日の運営にご
尽力をいただいた関
係者の皆様、大変あり
がとうございました。

第37回愛知県障がい者技能競技大会
（アビリンピック）が開催されました。

障がい者支援特別委員会

平成28年1月25日（月）午後6時から名古屋市中区のアイリス
愛知において、新年賀詞交歓会が、会員企業から136名の参加
者を得て盛大に開催されました。
当日は、来賓として堀井奈津子愛知県副知事、（一社）愛知
県警備業協会松本圭一会長、（公社）愛知県ペストコントロール
協会白木谷唯春副会長、（公社）愛知県ビルメンテナンス協同組
合深谷英一郎理事長の4名の方にお越しいただきました。
交歓会は、大口総務厚生副委員長の司会進行により、吉田
副会長の開会のことば、加藤会長あいさつの後、堀井副知事か
らごあいさつをいただき、警備業協会の松本会長のご発声による
乾杯で会の宴が始まりました。
宴では懇親の輪が広がり、大いに興趣が盛り上がったところ

で、国指定の重要無形民俗文化財である「尾張万歳」が披露さ
れ、会場は更に盛り上がりを見せました。
最後に福岡総務厚生委員長の閉会のあいさつで、無事終了とな

りましたが、参加された皆さんは充分に堪能され、素晴らしい一夜に
なったのではないでしょうか。会員の皆さんが一同に会し、交流でき
る貴重な場であり、今回ご都合がつかず欠席された会員の皆様、来
年は是非ご参加いただければと思います。

新谷ちひろ さん
猪飼　弘子 さん
黒田　雄介 さん

コニックス（株）
大　成（株）
名古屋昭和建物サービス（株）

金　賞
銀　賞
銅　賞

新年賀詞交歓会が
盛大に開催されました。

第30回愛知県建築物
環境衛生管理研究集会

応急手当普及活動功労（団体）
感謝状を受賞
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つけ難いものでした
が、成績優秀者として
下記の方々が愛知県
知事から表彰されまし
た。選手の皆さんの今
後のご活躍を心から
応援いたします。
また、この大会の準
備から当日の運営にご
尽力をいただいた関
係者の皆様、大変あり
がとうございました。

第37回愛知県障がい者技能競技大会
（アビリンピック）が開催されました。

障がい者支援特別委員会

平成28年1月25日（月）午後6時から名古屋市中区のアイリス
愛知において、新年賀詞交歓会が、会員企業から136名の参加
者を得て盛大に開催されました。
当日は、来賓として堀井奈津子愛知県副知事、（一社）愛知
県警備業協会松本圭一会長、（公社）愛知県ペストコントロール
協会白木谷唯春副会長、（公社）愛知県ビルメンテナンス協同組
合深谷英一郎理事長の4名の方にお越しいただきました。
交歓会は、大口総務厚生副委員長の司会進行により、吉田
副会長の開会のことば、加藤会長あいさつの後、堀井副知事か
らごあいさつをいただき、警備業協会の松本会長のご発声による
乾杯で会の宴が始まりました。
宴では懇親の輪が広がり、大いに興趣が盛り上がったところ

で、国指定の重要無形民俗文化財である「尾張万歳」が披露さ
れ、会場は更に盛り上がりを見せました。
最後に福岡総務厚生委員長の閉会のあいさつで、無事終了とな

りましたが、参加された皆さんは充分に堪能され、素晴らしい一夜に
なったのではないでしょうか。会員の皆さんが一同に会し、交流でき
る貴重な場であり、今回ご都合がつかず欠席された会員の皆様、来
年は是非ご参加いただければと思います。

新谷ちひろ さん
猪飼　弘子 さん
黒田　雄介 さん

コニックス（株）
大　成（株）
名古屋昭和建物サービス（株）

金　賞
銀　賞
銅　賞

新年賀詞交歓会が
盛大に開催されました。

第30回愛知県建築物
環境衛生管理研究集会

応急手当普及活動功労（団体）
感謝状を受賞
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▲アビリンピックで出場選手に競技説明▲特別支援学校での清掃指導

春寒の候、時下益々ご清祥の事とお喜び申し上げます。また、

会員の皆様方には、日頃からひとかたならぬ協会活動へのご支

援、ご尽力賜りまして誠にありがとうございます。さて、今月は、愛

知ビルメンテナンス協会の障がい者支援の取り組みという題で書

かせていただきます。平成25年4月に法定雇用率が1.8％から

2.0％になりました。また、平成28年4月には、改定障害者雇用促

進法が施行されます。国としては、障がい者の雇用に大変力を入

れているように思いますが実際のところはどうでしょうか？

私としては、随分、世の中が変化し、各所で働く人たちが障が

いのある方と働くことに理解や協力を示していると感じています。

例えばユニクロでは、「障がい者と働くことで、スタッフ同士に細か

い配慮や気づかいが生まれ、お客様へのサービス向上につな

がっている。」と既に８％の雇用率を達成しています。当社でも、か

つて障がいのある方を雇い入れると「私たちに倍働けっていう

事。」なんて現場のクレームがありましたが、最近は、「私がこの職

場で働けるようにしてあげる。」なんて言葉も聞こえるようになって

まいりました。

ここ数年、アビリンピックの全国大会が愛知で開催されたことも

あり、アビリンピックの運営に協会として協力してまいりました。たく

さんのご協力をいただきましたが、残念ながら、まだまだ一部の盛り

上がりで、障がい者の就労支援に一役買っているとは言い難い

状況であります。

今回、より一層協力したいと障がい者支援特別委員会を発足

させました。これは、障がいのある方々の就労支援を協会として取

り組んでいきたいという事です。現状、たくさんの支援学校があり、

そのなかで清掃という行為は、重要な授業になっております。また、

実際に働く際、就業する職種がどうであれ清掃という行為は労働

活動のなか重要な一部であります。にもかかわらず、現実の授業

では、道具の使い方、安全への配慮等あまり良くない教え方をさ

れている例が多々見受けられるのであります。本年度は、是非、

支援学校で教える先生方に適切な清掃方法を教え、生徒の皆さ

んが「清掃」という事に対して「楽しい」となるよう、協力したいと

思っています。是非、会員各位の絶大なるご協力をお願い申し

上げます。また、就労支援はこれだけに関わらず、たくさんの細か

な取り組みがあって、アビリンピックに参加される方が増えたり、

我々の業種に入って下さる方が増えたりすると思っています。また

また、別の事も含めてお願いする事は出てくると思います。どうぞ

よろしくご支援いただけますよう伏してお願い申し上げます。

・今月の視点・・今月の視点・
愛知ビルメンテナンス協会の
障がい者支援の取り組み
障がい者支援特別委員会

委員長 吉田　治伸

事務局だより事務局だより
名古屋駅周辺の超高層ビル開発、2027年

開業予定のリニア中央新幹線への期待や話
題に少し隠れてしまっていますが、本年2月13
日（土）15時、新東名高速道路の豊田東JCT
～浜松いなさJCT間（約55km）が開通します。
既に開通している御殿場JCTからの区間と

合わせ約200km、豊田東JCTからは従来の東
名高速道路や伊勢湾岸自動車道で関西方面
につながり東海環状自動車道で岐阜県方面と
つながります。
豊田～三ケ日間の慢性的な渋滞の緩和と

奥三河地域からの通勤圏の拡大、観光の増
加による地域の活性化や物流の効率化が期
待できるとのことです。
また、山側を通る新東名は南海トラフ巨大地
震などの被害を受けにくく大規模災害時の早
期復旧への役割も期待されています。
道路幅が広く（片側3車線）ゆるやかなカー

ブ（最小半径3,000m）、勾配（最大勾配2%）で
快適な走行が可能とのことですが、規制速度
は当面100km／hだそうです。これから年度末
に向けて特に忙しくなる時期でもあり道路工事
も多くなります。スピードを控え安全運転に注意
が必要です。

賛助会コーナー賛助会コーナー

開催日時
開催場所
出 席 者

主な審議事項

報告事項

開催日時
開催場所
出 席 者

平成28年1月25日（月）午後4時30分～午後5時30分
アイリス愛知「コスモス」
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。
・新年賀詞交歓会について
・当面の諸問題について
（委員会報告／全協報告／中部北陸地区本部
報告／事務局報告）

平成28年1月14日（木）午前10時～午前11時
協会事務局会議室
酒井委員長始め5名の出席を得て以下について

◆第10回　理事会

◆第9回　広報委員会

開催日時
開催場所
出 席 者

主な協議事項

協議
・びるめんニュース2月号の構成
・ホームページの運用と現状

平成28年1月22日（金）午後4時～午後5時30分
協会事務局会議室
田中青年部会長始め６名の出席を得て以下に
ついて協議した。
・平成27年度忘年例会（H27.12.17）の結果報告
（総務交流委員会）
・平成27年度見学研修会の運営（H28.2.2）に
ついて（事業広報委員会）

◆青年部 第3回役員会

理事会・各種委員会

平成28年3月の予定 弥生

●23日（水）設備管理担当者講習会（ＪＰタワー名古屋施設見学）

設備管理担当者講習会（施設見学）のご案内
平成28年３月２３日（水）
午後1時30分～午後３時

ＪＰタワー名古屋　
（名古屋市中村区名駅一丁目1番1号）
中部圏最大級の複合ビル。超高層建築物
構造性能評価で国土交通大臣認証を受け、
建築物総合環境性能評価システム
「ＣＡＳＢＥＥ」でもＳランクの認定を目指すビル。
平成28年6月 グランドオープン予定

日 　 　 時

見 学 施 設

４５名　（申込は1社1名まで）
※定員に達し次第受付終了します。

平成28年1月29日付で各会員に送付した
開催案内の受講申込書により2月25日（木）
までに愛知ビルメンテナンス協会事務局まで
ＦＡＸまたは郵送。

定  　員

申 込 方 法
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