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平成２９年度の事業計画について
平成29年度の事業計画が決定されました。
【H29.3.15（水）平成28年度 第11回理事会】

基本方針

（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

本年度は、
さらに魅力のある協会を目指して以下の視点から

を行う。

協会活動に取り組んでまいります。
（１）会員にとってより魅力のある協会とするため、既存事業の
見直しを行うとともに新規事業の開拓を行うこと
（２）協会の意義をアピールするため社会貢献事業に積極的に

３.社会貢献に関する事業
（１）清掃活動など社会貢献事業を拡充強化し、業界のイメー
ジアップを図る。
（２）障がい者の就労及び愛知県障害者技能競技会を積極

取り組んでいくこと
（３）協会の将来を担う協会員の育成を図るため、青年部など

的に支援することにより障がい者支援の拡大を図る。
（３）災害発生時における避難所等の清掃業務について指導

若手の活動の支援を行うこと

支援を行うための活動方法について検討を進める。

（４）会員数の増強を図ること
（５）
（１）
〜
（４）
をより効率的に実践するため、委員会活動の活
性化を図ること
１.魅力ある事業展開と会員の増強

▲一斉清掃活動

▲障がい者技能競技会
（アビリンピック）

（１）会員にとってメリットの高い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。

４.専門的知識と技能の向上普及に関する事業
（自主事業）
（１）
ビルクリーニング研修など会員のスキルアップに役立つ研
修会を企画・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。

２.広報・イメージアップに関する事業

（３）経営セミナーを開催する。

（１）
ホームページを活用して業界や協会の最新情報を発信す
るとともに、協会誌としての「びるめんニュース」の充実化を

（４）清掃作業従事者研修（初級、
中級）
を開催する。
（５）貯水槽清掃作業従事者研修を開催する。

図る。
（２）
ホームページの「お問い合わ
せコーナー」を活用して会員
のニーズを把握し、今後の協
会活動に資する。

▲こども絵画コンクール優秀作品表彰

▲施設見学会

▲貯水槽清掃作業従事者研修

（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。
（全国協会実施事業の支援）

７.親睦と健康づくりに関する事業
（１）
ソフトボール大会を開催する。
（２）研修旅行を開催する。

（１）
ビルクリーニング技能検定試験

（３）新年賀詞交歓会を開催する。

（２）病院清掃受託責任者講習
（３）
ビルクリーニング品質インスペクター講習会
（建築物管理訓練センター実施事業支援）
（１）
ビルクリーニング技能検定受検準備講習

▲研修旅行
（施設見学）

▲ソフトボール大会

▲新年賀詞交歓会

（２）
ビルクリーニング科通信訓練
８.永年勤続優良従業員等の表彰

（３）
ビル設備管理初級講習
（日本建築衛生管理教育センター実施事業支援）
（１）建築物環境衛生管理技術者試験

愛知県知事表彰、協会長表彰
を拡充して実施する。

（２）建築環境衛生管理技術者講習会

▲愛知県知事表彰、協会長表彰

９.青年部活動の支援

（３）清掃作業監督者講習会
（４）空気環境測定実施者講習会

協会組織の活性化及び後継者の養成のため、青年部活動を

（５）
ダクト清掃作業監督者講習会

支援する。

（６）貯水槽清掃作業監督者講習会
10.愛知県、関係団体との連携

（７）排水管清掃監督者講習会
（８）防除作業監督者講習会

（１）愛知県建築物環境衛生管理研究集会への参加

（９）総括管理者講習会

（２）愛知県安全なまちづくり推進協議会への参加

（10）空調給排水管理監督者講習会

（３）愛知県ゴミゼロ社会推進協議会への参加
（４）愛知県ほか各自治体との保全

５.労働安全衛生の向上に関する事業
（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

業務の契約に関する協議
（５）名古屋市、厚生労働省、国土

の減少を図るため、労働安全衛生大会を開催する。

交通省、経済産業省をはじめ

（２）労働災害予防思想の一層の普及のため、労働安全衛生

各種団体の行う事業及び調

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

査に協力

▲安全なまちづくり推進キャンペーン

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、

11.全国協会との連携
（１）
ビルメンヒューマンフェアー2017（ H29.11.15〜17

東京

ビックサイ
ト）への積極的参加・支援

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、

（２）
エコチューニングモデル事業への参加

労災収支改善に資する。

（３）
ビルクリーニング技能士検定試験複数等級化への対応

（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。

（４）新インスペクター制度への対応
（５）
その他、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へ
の取り組み・連携
12.その他事業

▲労働安全衛生優秀作品表彰

▲労働安全衛生大会
（講習会）

（１）情報セキュリティーの強化を図る。
（２）業界を取り巻く制度改善のために必要な調査、陳情等を

６.警備に関する事業
（愛知県警備業協会ビルメン支部としての
活動）

実施する。
（３）技術水準の向上を図るため、

（１）研修事業を実施する。

関係団体等から資料収集を

（２）普通救命講習会を開催する。

行い会員の利用に供する。

（警備委員会との共催）
（３）安全パトロールの実施につ
いて検討する。

▲愛知県公契約条例（有識者・関係団体との協議）
▲普通救命講習会
（AED認定コース）

名古屋市教育委員会 職業自立推進運営委員会

障がい者支援特別委員会

平成29年3月17日
（金）名古屋市役所において「平成28年度 第2回 職業自立推進運営委員会」が開催され、
当協会の障がい者支援
特別委員会から吉田治伸副会長が出席しました。
この委員会は、知的障がいのある特別支援学校の生徒に対して、職業自立に結びつく就労支援を行うことを目的として、平成23年5月に
名古屋市が設置したもので、特別支援学校、教育委員会、関係行政機関及び企業や福祉の関係者ら15
名から構成されています。
委員会では、特別支援学校での取り組み、就労状況等の成果と課題について報告され情報の共有化
を行い、各委員による意見交換がされました。
企業関係の委員としては当協会の吉田副会長始め4名で、特別支援学校における教育活動と進路指
導の実態について活発な意見交換が行われ、吉田副会長からは、
「 愛知ビルメンテナンス協会では特別支

▲特別支援学校から状況報告

援学校にお掃除指導などの支援を行う準備をしており、是非相談をお願いしたい。」
との発言がありました。
当協会の障がい者支援特別委員会では社会貢献活動の一環として毎年、愛知県と
（独法）高齢・障害・
求職者雇用支援機構が共催する障がい者技能競技大会（アビリンピック）
のビルクリーニング競技について
会場設営、資機材の提供及び競技委員の派遣など全面的な支援を行っており、特別支援学校からの出
場選手への事前練習会などを本年も行う予定です。

▲委員からの意見
（吉田副会長）

愛知県警備業協会ビルメン支部研修会

平成29年3月21日
（火）午前10時30分から愛知県警備業協会集合教育センターにおいて、
ビルメン支部と南支部の合同研修会が開催

されました。
講師には愛知県警察本部生活安全総務課の鈴木尚警部補をお迎
えして「警備業界における当面の諸問題」
と題して、①警備業の業者数
や警備員数などの実態

②警備員が犯罪防止に協力した状況

③警

議行法に基づく立入検査結果などポイントを押えた講話をいただきました。
今回の研修会ではビルメン支部から35名の参加者があり、大変有意
義な研修会となりました。

▲愛知県警察本部 生活安全総務課 鈴木警部補 講話 ▲田中宏ビルメン支部長の挨拶

加藤憲司 協会長
「愛知県公契約に関する協議の場」
委員として出席

「愛知県公契約条例」は、平成28年4月1日に一部施行され、同年10月1日からは労働環境報告規定も含めて全面的施行されています。
この条例の基本方針は、
① 公契約の透明性・競争の公正性の確保、不正行為の排除。
② 公共サービスの質を確保できるよう、予定価格の決定、相手方の決定を適切に行う。
③ 社会的な価値の実現を図るため、公契約を活用
④ 労働環境の整備を図るための措置
となっており、同条例の第10条に「県は、公契約に関する取組を効果的かつ円滑に行うため、必要に応じ、
関係団体との協議の場を設けるものとする。」
との規定があります。

▲堀井副知事挨拶

今般、同規程により3月21日
（火）
アイリス愛知において「愛知県公契約に関する協議の場」の委員会が
開催されました。
委員には、条例制定に関わった有識者、会計・契約事務に精通する有識者及び労働問題に精通する有
識者に加えて、関係団体の代表者など7名の外部委員で構成され、関係団体の代表者として加藤協会長
が出席しました。
堀井奈津子副知事のご挨拶、公契約条例のこれまでの経緯や最近の動向についての説明の後、各委

▲加藤会長
（今後に向けた意見交換）

員による今後に向けた意見交換では、
それぞれの団体を代表した活発な意見が出されましたが、加藤協会長から
「この条例の目的のひとつ
である、社会的な価値の実現の取り組みとして、障がい者の雇用促進や男女共同参画社会の形成など重要な項目に加えて、高齢労働者
への政策的な支援についても、今後ご検討願いたい。」旨の意見が出されました。
この委員会は、今後も必要に応じて開催される予定とのことです。

当協会の理事、
株式会社セイコー 代表取締役会長 勝野 隆様（享年73）
におかれましては、
4月12日
（水）
にご逝去されました。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

訃報

会員の動き
普通会員

年月

会員名

29.5 ㈱サンセルフ

平成29年5月１日現在会員数
普通会員 １２２社 賛助会員 ２１社
異動内容

異動（変更）事項
TEL

新

0565-89-4665

旧

0565-78-0740

賛助会員

年月

会員名

29.5 スリーエムジャパン㈱
名古屋支店

異動（変更）事項
代表者

異動内容
新 コマーシャルケア事業部長
中西 亮太
旧 コマーシャルケア事業部長
細沼 宗浩

理事会・監事会・各種委員会
◆第1回

理事会

開催日時 平成29年4月21日
（金） 午後1時30分〜3時30分
開催場所 協会事務局 会議室
出 席 者 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。
主な審議事項 ・平成29年度事業計画及び予算について
・平成29年度定時総会の開催について
[H29.5.31
]
（水）
・全業種にわたる労働災害防止推進運動の実施
協議会への参加について
・知的障がい者向け職業訓練コースへの講師派遣に
ついて
報告事項 （監査報告/委員会報告/全協報告/事務局報告）

◆第１回 監事会

開催日時 平成29年4月21日
（金）
開催場所 協会事務局 会議室
平成28年4月〜平成29年3月に実施した事業及び収
支の状況について大澤、加藤及び浜松監事による
監査を実施した

◆第１回 広報委員会

（火）
午前10時〜11時
開催日時 平成29年4月18日
開催場所 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
・びるめんニュース平成29年5月号の構成

◆第1回 （公社）
全国協会代議員選挙管理委員会

（月）
午前10時〜11時
開催日時 平成29年3月27日
開催場所 協会事務局 会議室
深谷委員長始め４名の出席を得て、平成29・30年度
の全国協会代議員の選挙管理について協議

◆青年部 第12回役員会

（火）
開催日時 平成29年3月21日
開催場所 協会事務局 会議室
田中会長始め6名の出席を得て以下について協議
・平成29・30年度役員選出について
・平成28年度青年部収支報告について
・平成29年度青年部定時総会の開催について
[H29.5.22
]
（月）

平成29年6月の予定
●6日
（火） ビルクリーニング技能検定ポリッシャー講習会
［大成㈱研修センター］
●6日
（火）
・7日
（水） 研修旅行
●7日
（水） ビルクリーニング技能検定
（2級）
実技準備講習会
［大成㈱研修センター］
●8日
（木） ビルクリーニング技能検定
（2級）
学科準備講習会
［大成㈱研修センター］

賛助会コーナー

水無月

●18日
（日） ビルクリーニング技能検定
（2級）
学科試験
［大成㈱研修センター］
●20日
（火） 広報委員会
●21日
（水） 理事会 中部北陸地区本部会議
（東京第一ホテル錦）
●22日
（木） 第15回ビルクリーニング技能競技会 中部北陸地区大会
●27日
（火）
・28日
（水） 清掃作業監督者
（再）
講習会
［大成㈱研修センター］

事 務 局 だ より
新緑の息吹を清々しく感じるこの頃。
新しい年度がスタートをしてひと月が経
過しました。
事務局では3月31日付けで、協会業務
に2年間ご尽力をいただきました今井隆
太事務局長がご退職となられ、4月1日よ
り深尾敏明事務局長を新しくお迎えいた
しました。
「春風の中に坐するが如し」。事務局
では新しい事務局長の元、
たくさんの事
を教えていただきながら事務局業務に邁
進していく所存です。
新体制の事務局にもご指導、
ご協力を
賜りますようお願い申し上げます。

