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平成28年7月25日（月）浅草ビューホテルにおいて全国ビルメン

テナンス協会の設立50周年記念式典が開催されました。

式典では、塩崎恭久 厚生労働大臣、伊吹文明 ビルメンテナン

ス議員連盟会長ご本人からの来賓あいさつ、安倍晋三総理から

の声のメッセージが披露されました。

また、記念講演では、ジャーナリストの櫻井よし子氏の「日本よ、

勁（つよ）き国となれ」と題し、国際社会、特にアジア地域の中で日

本に求められるものについての講演がありました。

50周年特別表彰では、長年に渡りビルメンテナンス業界で日々

活躍されておられる皆さんの功績を讃えて愛知協会からは以下

の方々が表彰を受けられました。誠におめでとうございます。

・今月の視点・・今月の視点・

事務局だより事務局だより賛助会コーナー賛助会コーナー

【厚生労働大臣感謝状】　　　　　　　

◯生活環境衛生分野　

　勝野　英雄 氏
　（（株）セイコー）

　深谷英一郎 氏
　（東海ビル管理（株））

◯職業能力開発分野

　水藤　之資 氏
　（管財（株））

　鈴木　義明 氏
　（（株）三清社）

　遠藤　正美 氏
　（大成（株））

【厚生労働省職業能力開
発局長感謝状】

　井上　義昌 氏
　（中日コプロ（株））

　山田　真司 氏
　（中日コプロ（株））

【全国ビルメンテナンス協会
会長感謝状】

◯全国協会役員・
　都道府県協会長分野

　勝野　  隆  氏
　（（株）セイコー）

　加藤　憲司 氏
　（大成（株））
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平成28年10月の予定 神無月

建築物環境衛生管理技術者試験

ビルクリ品質インスペクター資格講習会（大成（株）研修センター）

全国協会　空調ダクト清掃作業従事者研修（赤門ビル）

第39回 BMソフトボール大会　　　　（体育の日）

建築物環境衛生管理技術者講習会［～10／29］（大成（株）研修センター）

こども絵画コンクール審査会

中部北陸地区本部会議（石川県、設立50周年記念式典）

第36回 全国障がい者技能競技大会（山形県）

曜

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

曜

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

9月2日は「宝くじ」の日です。
昭和20年10月に産声をあげた宝くじ。夢と

希望を胸に購入しても当選に気付かず支払
期間が過ぎてしまうと当選金を受け取ることが
できなくなってしまいます。そこで時効当せん金
ゼロをめざして、“くじ”（9．2）の語呂合わせに
よって決まったそうです。
ここ最近のジャンボ宝くじ1億円以上の未受
取本数は、「グリーンジャンボ」が10本、「年末
ジャンボ」が7本となっているそうです。
それでも未受取は年々減少傾向にあり、そ
の効果は「宝くじの日」での宣伝や、テレビCM
などのＰＲによりもたらされているようです。
一方、当たってしまうことのないように、効果

的なＰＲが重要なのが労働災害防止対策。
私ども愛知ビルメンテナンス協会では、毎年

労働災害予防、また減少に向けた取組として、
「労働安全衛生ポスター」、「安全標語」、「ヒヤ
リ・ハット事例」の募集を行っております。
今年度も、近日中には会員の皆さま方にご

案内を発信いたします。労働災害防止につな
がる工夫を凝らした効果的な作品をお待ちして
おります。

開催日時
開催場所
出 席 者

開催日時
開催場所

平成28年７月21日（木）午後2時～3時30分
協会事務局会議室
山口委員長始め6名の出席を得て以下について
協議
・平成28年度の事業計画について
・地域活動アンケートについて

平成28年8月19日（金）午前10時～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
協議
・びるめんニュース9月号の構成
・ホームページの運用現状

開催日時
開催場所
出 席 者

平成28年8月22日（月）午後1時15分～2時30分
協会事務局会議室
福岡委員長始め20名の出席を得て以下について
協議
・総務厚生委員会年間行事予定について
・第39回白土記念B・Mソフトボール大会について

◆第1回　経営・ビジョン委員会

◆第５回　広報委員会

各種委員会

公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会
設立50周年記念式典 特別表彰式

◆第1回　総務・厚生委員会

平成27年度 労働安全衛生優秀作品平成27年度 労働安全衛生優秀作品
標 語

コニックス（株）　池 崎　安さんの作品

「心のゆとり　時間のゆとり　
　知識のゆとりで安全作業」

▲来 賓（塩崎 厚生労働大臣　伊吹 議員連盟会長）

▲記念講演（櫻井よしこ 氏）

▲厚生労働大臣感謝状（勝野英雄 氏）

▲厚生労働省職業能力開発局長感謝状（井上義昌氏 山田真司氏）

▲全国協会 会長感謝状（加藤憲司 会長）

▲全国協会 会長感謝状（勝野　隆 理事）



平成28年7月24日（日）ポリテクセンター中部（小牧市）におい
て、愛知県及び（独法）高齢・障害・求職者雇用支援機構愛知
支部の主催により第38回アビリンピックが開催されました。
本年度は、10月下旬に山形県で開催される全国大会に向け

て20種目の競技が行われ、ビルクリーニング競技には特別支援
学校の生徒5名を始め10名の選手が出場しました。
今回も、当協会の障がい者支援特別委員会が主催して出場
選手に2回の事前練習会を開催しており、皆さん練習を重ねて
大会に臨んでいただいたことから素晴らしい技術を見せていただ
くことがきました。
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。
愛知県代表として全国大会に出場する選手を始め皆さんの
今後のご活躍を心から応援いたします。
また、競技大会の運営方法、選手への訓練、資機材の手配な
ど、事前準備から当日の審査まで当協会の障がい者支援特別委
員会が全面的なバックアップを行いました。関係者の皆様、大変
ありがとうございました。
金　賞　堀部那生 さん　愛知県立豊川特別支援学校
銀　賞　新谷ちひろ さん　コニックス（株）
銅　賞　佐藤亮也 さん　愛知県立豊川特別支援学校
努力賞　大野百香 さん　愛知県立春日井高等特別支援学校

◯専門委員分野
　堀口　 弘 氏
　（フジプロパティ（株））
◯正会員分野
　管財（株）/（株）三清社
/新生ビルテクノ（株）
名古屋支店/（株）セイコー
/タイガー総業（株）/大成
（株）/（株）ダイケングループ名古屋支店/中日コプロ（株）/（株）
フジプロパティ

全国ビルメンテナンス協会の平成28年度定時総会が7月26日
（火）浅草ビューホテルにて開催されました。
愛知協会からは、代議員として服部理事、山口理事、新原理
事、酒井理事の4名が参加しました。
来賓（厚生労働省、国土交通省、経済産業省、警察庁、消防
庁）のあいさつの後、議長（3名）及び議事録署名人（山口理事
始め3名）が選出され総会が始まり以下の審議事項についての
審議が行われました。
＜審議事項＞
第1号議案　理事の欠員・辞任による選任の件
第2号議案　平成27年度事業報告承認の件
第3号議案　平成27年度決算承認の件
（平成27年度事業並びに決算の監事報告について）
第1号議案については、本年3月にご逝去された全国協会副
会長の本多清治理事の補充が行われたもので、中部北陸地区
から愛知協会の加藤憲司会長が選出されました。平成27年度
事業及び決算報告については、代議員からの「エコチューニング

平成28年度（公社）全国ビルメンテナンス協会
定時総会が開催されました

第38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

理 事　酒井秀京

障がい者支援特別委員会

平成28年8月1日（月）午後2時30分から、“エアポートウォーク名
古屋 ３階イベントスペース”において、愛知県安全なまちづくり推
進協議会（当協会も構成員）主催による「夏の安全なまちづくり

夏の安全なまちづくり
県民運動推進キャンペーン

株式会社　サンセルフ
代表者・登録者　富田和敬
住所　豊田市美里一丁目14番9

弊社は、平成21年に下水道の維持管理を主要な業務として
愛知県豊田市に創業した個人事業を母体として、平成22年法
人化した株式会社サンセルフです。
産業廃棄物収集運搬事業、排水管メンテナンス事業、プラント
維持管理事業といった業務も行っており、少しずつではあります
が年々環境に携わる事業を拡大しております。
社員第一主義を経営理念に掲げ、社員の仕事環境の向上、
教育の充実等を図ることで、お客様への上質なサービスへと繋
がり、社会貢献に発展するものと信じております。
そして、今、従業員の増加、事業規模の拡大に伴い、創業当
初から事業の柱とすべきと思い描いていたビルメンテナンスの分
野に本格的に進出することとなりました。多様な環境整備に対
応することで、人々の暮らしを支えるべく社会に貢献していく所存
です。
私は今だ浅学非才の未熟者です。何かと至らない点が多々

あるかと思いますが、これからもご指導ご鞭撻のほど、心より宜し
くお願い申し上げます。

新入会員あいさつ

県民運動推進キャンペーン」が開催されました。
夏本番となり、夏休みや長期休暇でつい開放的な気分に浸

り、身の回りに潜む危険を忘れがちな時期です。地域をあげての
防犯の活動が一層促されるよう県民一人ひとりが防犯意識を高
め、安全で安心して暮らせる愛知をめざし積極的に推進する取
組です。
キャンペーンでは、女性講談師の古池鱗林さんの司会により、
大村愛知県知事と県警本部長のあいさつのあと、徳川家康と服
部半蔵忍者隊によるパフォーマンス、アイドルユニット“dela（デ
ラ）”による振込詐欺被害例の紹介や知事との防犯トークなどが
ありました。キャンペーンの最後には知事とゲスト登場した“徳川家
康と服部半蔵忍者隊”、“dela”のリードで参加者全員で防犯の
スローガン「３Ｎ［ない］運動」の「犯罪にあわない」「犯罪をおこさ
ない」「犯罪を見逃さない」を唱和しました。
【夏の運動の重点】
○住宅を対象とした侵入盗の防止
○子どもと女性の犯罪被害防止
○特殊詐欺の被害防止
○自動車盗の防止

▲防犯スローガン唱和

▲全国協会 会長感謝状（堀口　弘 理事）
 

▲記念祝賀会
 

事業」及び「障がい者雇用促進」の質疑応答の後、原案どおり
承認されました。
また、平成28年度事業計画に対しては、関係行政への4つの
要望が提案されるなど活発な発言がありました。
（定時総会の議事録は、全国協会HPでご確認ください）

▲ゼッケンNo. 2　新谷ちひろ さん

▲ゼッケンNo. 7　佐藤亮也 さん

▲ゼッケンNo. 8　大野百香 さん

▲アビリンピック全競技の金賞受賞者（知事を囲んで）

▲障がい者支援特別委員会のメンバー

▲定時総会 議事進行

▲ゼッケンNo. 6　堀部那生 さん▲全国協会　一戸会長あいさつ
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大村愛知県知事と県警本部長のあいさつのあと、徳川家康と服
部半蔵忍者隊によるパフォーマンス、アイドルユニット“dela（デ
ラ）”による振込詐欺被害例の紹介や知事との防犯トークなどが
ありました。キャンペーンの最後には知事とゲスト登場した“徳川家
康と服部半蔵忍者隊”、“dela”のリードで参加者全員で防犯の
スローガン「３Ｎ［ない］運動」の「犯罪にあわない」「犯罪をおこさ
ない」「犯罪を見逃さない」を唱和しました。
【夏の運動の重点】
○住宅を対象とした侵入盗の防止
○子どもと女性の犯罪被害防止
○特殊詐欺の被害防止
○自動車盗の防止

▲防犯スローガン唱和

▲全国協会 会長感謝状（堀口　弘 理事）
 

▲記念祝賀会
 

事業」及び「障がい者雇用促進」の質疑応答の後、原案どおり
承認されました。
また、平成28年度事業計画に対しては、関係行政への4つの
要望が提案されるなど活発な発言がありました。
（定時総会の議事録は、全国協会HPでご確認ください）

▲ゼッケンNo. 2　新谷ちひろ さん

▲ゼッケンNo. 7　佐藤亮也 さん

▲ゼッケンNo. 8　大野百香 さん

▲アビリンピック全競技の金賞受賞者（知事を囲んで）

▲障がい者支援特別委員会のメンバー

▲定時総会 議事進行

▲ゼッケンNo. 6　堀部那生 さん▲全国協会　一戸会長あいさつ
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本年度は、10月下旬に山形県で開催される全国大会に向け
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選手に2回の事前練習会を開催しており、皆さん練習を重ねて
大会に臨んでいただいたことから素晴らしい技術を見せていただ
くことがきました。
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
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銀　賞　新谷ちひろ さん　コニックス（株）
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◯専門委員分野
　堀口　 弘 氏
　（フジプロパティ（株））
◯正会員分野
　管財（株）/（株）三清社
/新生ビルテクノ（株）
名古屋支店/（株）セイコー
/タイガー総業（株）/大成
（株）/（株）ダイケングループ名古屋支店/中日コプロ（株）/（株）
フジプロパティ
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平成28年7月25日（月）浅草ビューホテルにおいて全国ビルメン

テナンス協会の設立50周年記念式典が開催されました。

式典では、塩崎恭久 厚生労働大臣、伊吹文明 ビルメンテナン

ス議員連盟会長ご本人からの来賓あいさつ、安倍晋三総理から

の声のメッセージが披露されました。

また、記念講演では、ジャーナリストの櫻井よし子氏の「日本よ、

勁（つよ）き国となれ」と題し、国際社会、特にアジア地域の中で日

本に求められるものについての講演がありました。

50周年特別表彰では、長年に渡りビルメンテナンス業界で日々

活躍されておられる皆さんの功績を讃えて愛知協会からは以下

の方々が表彰を受けられました。誠におめでとうございます。

・今月の視点・・今月の視点・

事務局だより事務局だより賛助会コーナー賛助会コーナー

【厚生労働大臣感謝状】　　　　　　　

◯生活環境衛生分野　

　勝野　英雄 氏
　（（株）セイコー）

　深谷英一郎 氏
　（東海ビル管理（株））

◯職業能力開発分野

　水藤　之資 氏
　（管財（株））

　鈴木　義明 氏
　（（株）三清社）

　遠藤　正美 氏
　（大成（株））

【厚生労働省職業能力開
発局長感謝状】

　井上　義昌 氏
　（中日コプロ（株））

　山田　真司 氏
　（中日コプロ（株））

【全国ビルメンテナンス協会
会長感謝状】

◯全国協会役員・
　都道府県協会長分野

　勝野　  隆  氏
　（（株）セイコー）

　加藤　憲司 氏
　（大成（株））
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平成28年10月の予定 神無月

建築物環境衛生管理技術者試験

ビルクリ品質インスペクター資格講習会（大成（株）研修センター）

全国協会　空調ダクト清掃作業従事者研修（赤門ビル）

第39回 BMソフトボール大会　　　　（体育の日）

建築物環境衛生管理技術者講習会［～10／29］（大成（株）研修センター）

こども絵画コンクール審査会

中部北陸地区本部会議（石川県、設立50周年記念式典）

第36回 全国障がい者技能競技大会（山形県）
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9月2日は「宝くじ」の日です。
昭和20年10月に産声をあげた宝くじ。夢と

希望を胸に購入しても当選に気付かず支払
期間が過ぎてしまうと当選金を受け取ることが
できなくなってしまいます。そこで時効当せん金
ゼロをめざして、“くじ”（9．2）の語呂合わせに
よって決まったそうです。
ここ最近のジャンボ宝くじ1億円以上の未受
取本数は、「グリーンジャンボ」が10本、「年末
ジャンボ」が7本となっているそうです。
それでも未受取は年々減少傾向にあり、そ
の効果は「宝くじの日」での宣伝や、テレビCM
などのＰＲによりもたらされているようです。
一方、当たってしまうことのないように、効果

的なＰＲが重要なのが労働災害防止対策。
私ども愛知ビルメンテナンス協会では、毎年

労働災害予防、また減少に向けた取組として、
「労働安全衛生ポスター」、「安全標語」、「ヒヤ
リ・ハット事例」の募集を行っております。
今年度も、近日中には会員の皆さま方にご

案内を発信いたします。労働災害防止につな
がる工夫を凝らした効果的な作品をお待ちして
おります。

開催日時
開催場所
出 席 者

開催日時
開催場所

平成28年７月21日（木）午後2時～3時30分
協会事務局会議室
山口委員長始め6名の出席を得て以下について
協議
・平成28年度の事業計画について
・地域活動アンケートについて

平成28年8月19日（金）午前10時～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
協議
・びるめんニュース9月号の構成
・ホームページの運用現状

開催日時
開催場所
出 席 者

平成28年8月22日（月）午後1時15分～2時30分
協会事務局会議室
福岡委員長始め20名の出席を得て以下について
協議
・総務厚生委員会年間行事予定について
・第39回白土記念B・Mソフトボール大会について

◆第1回　経営・ビジョン委員会

◆第５回　広報委員会

各種委員会

公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会
設立50周年記念式典 特別表彰式

◆第1回　総務・厚生委員会

平成27年度 労働安全衛生優秀作品平成27年度 労働安全衛生優秀作品
標 語

コニックス（株）　池 崎　安さんの作品

「心のゆとり　時間のゆとり　
　知識のゆとりで安全作業」

▲来 賓（塩崎 厚生労働大臣　伊吹 議員連盟会長）

▲記念講演（櫻井よしこ 氏）

▲厚生労働大臣感謝状（勝野英雄 氏）

▲厚生労働省職業能力開発局長感謝状（井上義昌氏 山田真司氏）

▲全国協会 会長感謝状（加藤憲司 会長）

▲全国協会 会長感謝状（勝野　隆 理事）


