
Vol.323

2016 /3

発行・編集
一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会 広報委員会
E-mail aichibm@lilac.ocn.ne.jp/ URL http://www.aichi-bma.jp
〒460-0008 名古屋市中区栄2-1-10 伏見フジビル8階
TEL 052-265-7536 / FAX 052-265-7537

エボゲン6人衆が皆様の現場で24時間悪臭と戦ってくれます

各1L　定価3,000円　原液～20倍で使用

サンプルご希望、商品のお問合せ
東栄部品株式会社　名古屋営業所
ＴＥＬ ０５２－３３１－６７９１
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速攻性を持って生まれたバイオ洗剤がついに誕生！
今までにないバクテリアの数　　5～最大7種のバチルス株を配合！
今までにないバクテリアの種類　１リットル容器に673臆匹を配合！
アメリカでバクテリアの原料のみを製造していると言う会社「ジェネシス」。
長い歴史の中からニーズの多いバクテリア商品を究極に絞り込み、選ばれし6種類
のバイオ洗剤が誕生しました。エボゲンは洗浄と消臭が1工程で行えます。従来のバ
イオ洗剤は、使用してから効果が現れるまでに時間と日数を要しておりましたが、エ
ボゲンならトイレのニオイも使った瞬間から速攻で効果を発揮します。
満足な清掃回数がない現場や、清掃後のニオイも取りたい時に最適の助っ人です。

エボゲン1  万能タイプ(エボゲンシリーズの入門編)
エボゲン2  床の油汚れ、店内セラミックタイルの日常清掃に
エボゲン3  衛生陶器の清掃（石鹸カス、タンパク質の分解）
エボゲン4  カーペットや布製品の洗浄に
エボゲン5  とにかく尿臭で困っている施設、タバコ臭に
エボゲン6  グリストラップへの添加剤に

※掲載写真、イラスト案 引用元
一般財団法人消防科学総合センター

平成２３年３月１１日、週の後半となる金曜日の午後３時に差し

掛かろうとしたその時、ここ愛知県でも直ぐに地震と分かる大きな

揺れを感じた。

これがわが国において、２０世紀以降に起きた地震の中でも過

去最大と記録されることとなる東日本大震災の体験であった。

当時、災害対策課長としての職務を負っていた私は、情報収

集に努めるとともに、県民の安全確保を第一に、愛知県内の被

害状況把握など職員一丸となって奔走した。

あの日々から早くも５年が経過したことになる。

震源地は宮城県の東、地震の規模はマグニチュード９との最終

発表に耳を疑うばかりか、恐怖感を覚えたのが今も記憶に新しい。

愛知県でも最大震度４を観測し、幸いにして人的被害・住家

被害は無かったものの、防災行政を任される身として一層、県民

の安全・安心を誓う教訓となったことは言うまでもない。

地震大国と言われるわが国では、「いつ来るか」ではなく「必

ず来る」という心構えで日ごろから地震災害に備えておきたいもの

である。

東日本大震災において多くの犠牲が出た要因は津波による

被害であったが、東京などの都市部では長周期地震動が確認さ

れており、大規模な地震発生の場合は高層ビルにおいて震度

以上の揺れを感じるといわれている。

南海トラフ地震の発生が危惧されているこの地域では、１９４５

年の三河地震以降大規模な地震に見舞われておらず、いつ来

てもおかしくない状況の中、「自助」としての備えは是非とも進め

ておきたい。

その一つに「家具の固定」が挙げられる。身近で手軽に出来

る地震対策であるが、アンケート等においても「方法が分からな

い」といった声が聞かれる。

こうした状況から、愛知県では平成２６年１２月に策定した「第３

次あいち地震対策アクションプラン」の中で、重点的に取り組む

事項に「家具の固定」を掲げ、昨年９月より防災局内に家具固

定相談窓口を設置し、家具の固定に関する様々な問い合わせを

受け付けるとともに、県から委嘱した家具固定推進員の派遣によ

る講習や実技指導、さらには民間事業者との連携による啓発な

ど地震への対策を進めている。

「備えあれば憂いなし」「始めよう そのひと手間が 身を守る」、

是非今日から地震への備えを始めませんか。

・今月の視点・・今月の視点・

事務局だより事務局だより
春3月いよいよ年度末が近づき、皆さん多
忙を極める季節でもあります。できればこんな
時期こそ笑顔で日 を々過ごしたいものです。
楽しいと自然に笑顔になりますが、これと

は逆のサイクルで笑顔をつくることで楽しさ
を感じる。笑顔は自分が元気になるだけでな
く人にも連鎖するため周りの人もつられて笑
顔になり良いスパイラルに繋がっていくそう
です。
笑顔には、ストレスを和らげてリラックス効
果があるばかりでなく、脳の血流を良くして
集中力や記憶力がアップする。免疫力が向
上したり顔の筋肉を引き締めエクササイズに
もなることはよく知られています。
さらに人間関係や仕事をスムースにする
効果、これが仕事においては一番大きいか
もしれません。笑顔の効果はすごいですね。
仕事が忙しくてついつい難しい表情にな

りがちなこの時期こそ笑顔で「笑う門には福
来る。」

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

平成28年2月22日（月）午後1時30分～午後3時30分
協会事務局会議室
加藤会長始め12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28年度事業計画及び予算について
・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2月16日（火）午前10時～午前10時40分
協会事務局会議室

◆第11回　理事会

◆第11回　広報委員会

出 席 者

開催日時
開催場所
出 席 者

酒井委員長始め5名の出席を得て以下について
協議
・びるめんニュース3月号の構成
・ホームページの運用現状

平成28年2月22日（月）午後4時～午後5時
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
ついて協議及び報告
・平成27年度 青年部視察見学会報告
・平成28年度 各委員会事業計画（案）その他

◆青年部 第4回役員会

理事会・各種委員会

平成28年4月の予定 卯月

●4月4日（月）～6日（水）世界ビルメンテナンス大会（東京国際フォーラム）

ー「STOP！転倒災害(防止)プロジェクト」ー

◯ 転倒災害の種類と主な原因
　   　 [滑り]　 [つまずき]　[踏み外し]
◯ 転倒災害防止対策のポイント
　 ・４S（整理・整頓・清掃・清潔）　
　 ・転倒しにくい作業方法「あせらない急ぐときほど　落ち着いて」
　 ・その他の対策　作業に適した靴の着用
　　　　　　　　  職場の危険マップの作成による危険情報の共有
　　　　　　　　  転倒危険場所にステッカーなどで注意喚起

愛知県防災局長 加藤　慎也

東日本大震災から５年を経て

【愛知県家具固定相談窓口】
お気軽にご相談ください
愛知県防災局防災危機管理課内
　　　　　　　（愛知県庁本庁舎２階北側）
受　付 ： 月～金曜日の午前９時～午後５時１５分
電　話 ： ０５２－９５４－６７００
ＦＡＸ ： ０５２－９５４－６９１１
E-mail： bosai@pref.aichi.lg.jp
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/bosai/0000087717.html

愛知労働局からのお知らせ

「犯罪にあわない」
「犯罪を起こさせない」
「犯罪を見逃さない」

春の安全なまちづくり
県民運動

愛知県安全なまちづくり推進協議会からのお知らせ＜目  標＞　職場での転倒リスクの総点検と対策により安全意識を高め
　　　　　 安心して働ける職場環境を実現する。

＜スローガン＞

＜運動期間＞

☆あなたの職場は大丈夫？転倒の危険をチェックしてみましょう
チェックシートなど詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

「STOP!転倒災害プロジェクト」 STOP! 転倒 検  索

オレ
  オレ？！オレは誰？

平成28年4月1日（金）から
4月10日（日）

「電話からお金のはなしが
聞こえてきたら、それは詐欺！」



▲労働安全衛生作品　優秀賞の皆さん

▲戸田準講師「講演とグループワーク」

▲閉会の言葉　堀口弘 労働安全衛生委員長

▲開会あいさつ　加藤憲司会長

▲労働災害防止のためのポイントとごあいさつ　愛知労働局 労働基準部 岡田眞治安全課長

▲労働安全衛生作品の展示

講習科目（内容） 講　師

午
前

午
後

建築物衛生法 水野英明 氏
愛知県健康福祉部
保健医療局
生活衛生課

安全と衛生・安全衛生　・労働災害

効果測定（自己採点によるミニテスト）

勝野英雄 氏
（株）セイコー

教育技法　　・講義技術 吉田一仁 氏
中日コプロ（株）

作業管理 ・学校の作業計画 坂口菊生 氏
タイガー総業（株）

顧客対応 ・顧客満足　・個人情報保護　・マナー 森　通 氏
大成（株）

最新の情報提供 榎木　正 氏
ペンギンワックス（株）
名古屋支店

・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

・リチウムイオンバッテリーコードレスマシン
 のご紹介と効果的な活用法

平成28年1月12日（火）厚生労働省講堂で、大成（株）の新美
武文氏が厚生労働大臣顕彰を受賞されました。この顕彰は優良
な安全成績をあげた現場を直接指揮する技能と経験を有した方
を顕彰してするもので、本年度から初めてビルメンテナンスの分野
も対象となったものです。
新美武文様、誠におめでとうございます。

「長年建物の設備管理に従事して参りましたが、受賞に値す
るかと申しますと甚だ心もとない気がいたします。この価値ある顕
彰に恥じないよう、気持ちを新たにして職場の安全、若い人材の
育成に力を尽くして参りたいと思います。」

平成28年2月23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
63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。

清掃作業従事者研修指導者講習会
（再講習）

新美武文氏（大成（株））が 
安全優良職長厚生労働大臣顕彰を受賞

平成28年2月10日（水）午後、名古屋国際会議場において愛
知労働局のご後援をいただき、59社117名の参加者を得て労働
安全衛生大会を開催しました。
ご来賓には愛知労働局 労働基準部 岡田眞治安全課長及
び川澄裕重専門官をお招きし、加藤憲司会長の開催あいさつに
続き、岡田眞治安全課長からは労働災害防止のためのポイント
のお話とごあいさつをいただきました。
また、大会では労働災害の防止を目的に募集した労働安全衛
生作品「ポスター・デザイン」、「ヒヤリ・ハット事例」及び「標語」の
展示と優秀作品の表彰式が行われました。（優秀賞については、
「びるめんニュースVol.321 2016.1月号」に掲載）
講演会では、中央労働災害防止協会 中部安全衛生サービス

センターから安全管理士の戸田準（とだひとし）専門役に「ヒュー
マンエラーと転倒防止対策」と題して「危険予知」のグループワー
クによる体験学習を交えたご講演をいただき、貴重な時間を過ご
していただくことができました。
最後に労働安全衛生委員会の堀口弘委員長から閉会の言
葉があり、大会を無事終了しました。今後とも各職場での労働災
害の防止に向けて皆様のご努力をお願いいたします。

平成２７年度　労働安全衛生大会
労働安全衛生委員会

大成（株）新美武文氏のお言葉

2月2日（火）愛知ビルメンテナンス協会青年部により、施設見
学会を行なった。
参加者は、青年部会員１5名。テーマ「超高層ビルと新旧建築
物の比較をして考える。」のもと、2014年3月7日に全面開業し、高
さ日本一（300ｍ）で、最新のビル管理設備を備えた「大阪あべの
ハルカス」と、1871年に創設され、東京、長野オリンピックのメダル
が造られ、現在もコイン貨幣通貨を造幣している大阪造幣博物
館（実際の貨幣製造工程及び博物館）を視察した。
特に、あべのハルカスでは、雨水貯水槽、バイオガス設備、各種
発電設備、制振振り子など巨大なビルを支える最新鋭の設備と
技術を目の当たりし、また詳細な説明を受けることで改めてビルメ
ンテナンスという仕事の重要性を感じることができた。
また、夕方より、大阪ビルメンテナンス協会青年部の有志の
方 と々会食をしながら、親交を深める機会も頂き、大変有意義な
施設見学会とすることができた。

青年部の施設見学会
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物の比較をして考える。」のもと、2014年3月7日に全面開業し、高
さ日本一（300ｍ）で、最新のビル管理設備を備えた「大阪あべの
ハルカス」と、1871年に創設され、東京、長野オリンピックのメダル
が造られ、現在もコイン貨幣通貨を造幣している大阪造幣博物
館（実際の貨幣製造工程及び博物館）を視察した。
特に、あべのハルカスでは、雨水貯水槽、バイオガス設備、各種
発電設備、制振振り子など巨大なビルを支える最新鋭の設備と
技術を目の当たりし、また詳細な説明を受けることで改めてビルメ
ンテナンスという仕事の重要性を感じることができた。
また、夕方より、大阪ビルメンテナンス協会青年部の有志の
方 と々会食をしながら、親交を深める機会も頂き、大変有意義な
施設見学会とすることができた。

青年部の施設見学会
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エボゲン6人衆が皆様の現場で24時間悪臭と戦ってくれます

各1L　定価3,000円　原液～20倍で使用

サンプルご希望、商品のお問合せ
東栄部品株式会社　名古屋営業所
ＴＥＬ ０５２－３３１－６７９１

エ
ボ
ゲ
ン

○臭

速攻性を持って生まれたバイオ洗剤がついに誕生！
今までにないバクテリアの数　　5～最大7種のバチルス株を配合！
今までにないバクテリアの種類　１リットル容器に673臆匹を配合！
アメリカでバクテリアの原料のみを製造していると言う会社「ジェネシス」。
長い歴史の中からニーズの多いバクテリア商品を究極に絞り込み、選ばれし6種類
のバイオ洗剤が誕生しました。エボゲンは洗浄と消臭が1工程で行えます。従来のバ
イオ洗剤は、使用してから効果が現れるまでに時間と日数を要しておりましたが、エ
ボゲンならトイレのニオイも使った瞬間から速攻で効果を発揮します。
満足な清掃回数がない現場や、清掃後のニオイも取りたい時に最適の助っ人です。

エボゲン1  万能タイプ(エボゲンシリーズの入門編)
エボゲン2  床の油汚れ、店内セラミックタイルの日常清掃に
エボゲン3  衛生陶器の清掃（石鹸カス、タンパク質の分解）
エボゲン4  カーペットや布製品の洗浄に
エボゲン5  とにかく尿臭で困っている施設、タバコ臭に
エボゲン6  グリストラップへの添加剤に

※掲載写真、イラスト案 引用元
一般財団法人消防科学総合センター

平成２３年３月１１日、週の後半となる金曜日の午後３時に差し

掛かろうとしたその時、ここ愛知県でも直ぐに地震と分かる大きな

揺れを感じた。

これがわが国において、２０世紀以降に起きた地震の中でも過

去最大と記録されることとなる東日本大震災の体験であった。

当時、災害対策課長としての職務を負っていた私は、情報収

集に努めるとともに、県民の安全確保を第一に、愛知県内の被

害状況把握など職員一丸となって奔走した。

あの日々から早くも５年が経過したことになる。

震源地は宮城県の東、地震の規模はマグニチュード９との最終

発表に耳を疑うばかりか、恐怖感を覚えたのが今も記憶に新しい。

愛知県でも最大震度４を観測し、幸いにして人的被害・住家

被害は無かったものの、防災行政を任される身として一層、県民

の安全・安心を誓う教訓となったことは言うまでもない。

地震大国と言われるわが国では、「いつ来るか」ではなく「必

ず来る」という心構えで日ごろから地震災害に備えておきたいもの

である。

東日本大震災において多くの犠牲が出た要因は津波による

被害であったが、東京などの都市部では長周期地震動が確認さ

れており、大規模な地震発生の場合は高層ビルにおいて震度

以上の揺れを感じるといわれている。

南海トラフ地震の発生が危惧されているこの地域では、１９４５

年の三河地震以降大規模な地震に見舞われておらず、いつ来

てもおかしくない状況の中、「自助」としての備えは是非とも進め

ておきたい。

その一つに「家具の固定」が挙げられる。身近で手軽に出来

る地震対策であるが、アンケート等においても「方法が分からな

い」といった声が聞かれる。

こうした状況から、愛知県では平成２６年１２月に策定した「第３

次あいち地震対策アクションプラン」の中で、重点的に取り組む

事項に「家具の固定」を掲げ、昨年９月より防災局内に家具固

定相談窓口を設置し、家具の固定に関する様々な問い合わせを

受け付けるとともに、県から委嘱した家具固定推進員の派遣によ

る講習や実技指導、さらには民間事業者との連携による啓発な

ど地震への対策を進めている。

「備えあれば憂いなし」「始めよう そのひと手間が 身を守る」、

是非今日から地震への備えを始めませんか。

・今月の視点・・今月の視点・

事務局だより事務局だより
春3月いよいよ年度末が近づき、皆さん多
忙を極める季節でもあります。できればこんな
時期こそ笑顔で日 を々過ごしたいものです。
楽しいと自然に笑顔になりますが、これと

は逆のサイクルで笑顔をつくることで楽しさ
を感じる。笑顔は自分が元気になるだけでな
く人にも連鎖するため周りの人もつられて笑
顔になり良いスパイラルに繋がっていくそう
です。
笑顔には、ストレスを和らげてリラックス効
果があるばかりでなく、脳の血流を良くして
集中力や記憶力がアップする。免疫力が向
上したり顔の筋肉を引き締めエクササイズに
もなることはよく知られています。
さらに人間関係や仕事をスムースにする
効果、これが仕事においては一番大きいか
もしれません。笑顔の効果はすごいですね。
仕事が忙しくてついつい難しい表情にな

りがちなこの時期こそ笑顔で「笑う門には福
来る。」

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

平成28年2月22日（月）午後1時30分～午後3時30分
協会事務局会議室
加藤会長始め12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28年度事業計画及び予算について
・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2月16日（火）午前10時～午前10時40分
協会事務局会議室

◆第11回　理事会

◆第11回　広報委員会

出 席 者

開催日時
開催場所
出 席 者

酒井委員長始め5名の出席を得て以下について
協議
・びるめんニュース3月号の構成
・ホームページの運用現状

平成28年2月22日（月）午後4時～午後5時
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
ついて協議及び報告
・平成27年度 青年部視察見学会報告
・平成28年度 各委員会事業計画（案）その他

◆青年部 第4回役員会

理事会・各種委員会

平成28年4月の予定 卯月

●4月4日（月）～6日（水）世界ビルメンテナンス大会（東京国際フォーラム）

ー「STOP！転倒災害(防止)プロジェクト」ー

◯ 転倒災害の種類と主な原因
　   　 [滑り]　 [つまずき]　[踏み外し]
◯ 転倒災害防止対策のポイント
　 ・４S（整理・整頓・清掃・清潔）　
　 ・転倒しにくい作業方法「あせらない急ぐときほど　落ち着いて」
　 ・その他の対策　作業に適した靴の着用
　　　　　　　　  職場の危険マップの作成による危険情報の共有
　　　　　　　　  転倒危険場所にステッカーなどで注意喚起

愛知県防災局長 加藤　慎也

東日本大震災から５年を経て

【愛知県家具固定相談窓口】
お気軽にご相談ください
愛知県防災局防災危機管理課内
　　　　　　　（愛知県庁本庁舎２階北側）
受　付 ： 月～金曜日の午前９時～午後５時１５分
電　話 ： ０５２－９５４－６７００
ＦＡＸ ： ０５２－９５４－６９１１
E-mail： bosai@pref.aichi.lg.jp
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/bosai/0000087717.html

愛知労働局からのお知らせ

「犯罪にあわない」
「犯罪を起こさせない」
「犯罪を見逃さない」

春の安全なまちづくり
県民運動

愛知県安全なまちづくり推進協議会からのお知らせ＜目  標＞　職場での転倒リスクの総点検と対策により安全意識を高め
　　　　　 安心して働ける職場環境を実現する。

＜スローガン＞

＜運動期間＞

☆あなたの職場は大丈夫？転倒の危険をチェックしてみましょう
チェックシートなど詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

「STOP!転倒災害プロジェクト」 STOP! 転倒 検  索

オレ
  オレ？！オレは誰？

平成28年4月1日（金）から
4月10日（日）

「電話からお金のはなしが
聞こえてきたら、それは詐欺！」
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