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感染症対策局の設置について
愛知県感染症対策局長

岡本

範重

一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会の皆様におかれま

今なお、断続的に新規感染者が発生するなど、感染症のリス

しては、
日頃から本県の保健医療行政の推進に格別の御理解

クは、依然として社会生活の場に存在しています。県民の皆様

と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

には、
３つの密を避けるなど、
「新しい生活様式」の実践を、事

本県では、本年4月1日から
「新型コロナウイルス感染症対策
室」を設置し、新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組んで

業者の皆様には、個別施設ごとに、
あらゆるリスクに備え、徹底
した感染防止対策の実施をお願いいたします。

まいりましたが、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図っ

本県においても、県民の皆様の生命と健康を守ることを、引

ていく中で、新型コロナウイルス感染症対策をより迅速かつ的

き続き最優先課題とし、一日でも早く、安心な日常生活と、活力

確に進めるため、5月20日に新たに「感染症対策局」を設置い

ある社会経済活動を取り戻していくため、県民の皆様、医療関

たしました。本局では、医療提供体制の確保や検査態勢の拡

係者、市町村、事業者の皆様と一致協力し、一体となって、感

充の他、新型コロナウイルス感染症に関する情報発信など、感

染症の克服に取り組んでまいりますので、引き続き御理解と御

染症対策の推進に取り組んでおります。

協力をいただきますようお願いいたします。

3つの

密

出典︓⾸相官邸ＨＰ、厚⽣労働省ＨＰ

を避けて⾏動を
抑制してください︕

～新型コロナウイルス感染症が心配なとき～

必要に応じて
かかりつけ医に相談

入院調整

陽性

専門的な助言が必要な場合

無症状・軽症

○

○
○

住所地を管轄する保健所

医療機関を受診

自宅で安静

（午前９時から午後５時まで（土日祝含む））

愛知県保健医療局健康医務部
健康対策課 感染症グループ
０５２－９５４－６２７２

（平日午前９時から午後５時まで）

※症状が良くならない場合は、
再度、帰国者・接触者相談センターへ相談

○

○

一般電話相談窓口に電話

あてはまらない

無症状・軽症（酸素投与不要）：自宅、宿泊施設等

入院（感染症指定医療機関等）
重症（人工呼吸・ECMO）：救命救急センター、高度急性期医療機関等
中等症（酸素投与等）：重点医療機関、入院協力医療機関

陰性

医師が検査不要と判断

受診が不要と判断

重症・中等症

ＰＣＲ検査（愛知県衛生研究所等）

医師が検査必要と判断

※マスクを着用の上、公共交通機関をできるだけ使わずに

帰国者・接触者外来を受診

受診が必要と判断

帰国者・接触者相談センター（住所地を管轄する保健所）
に電話（２４時間対応）

あてはまる

（症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う
場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。）

・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方、妊婦の方

【感染を疑う方】
・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
・重症化しやすい方等（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
（※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、

県民の皆さまへ

■ わが社のプロフェッショナル
管財株式会社

第2業務課主査

■２０１９年度 労働安全衛生優秀作品

長田拓治

管 財 株 式 会 社の
長田拓治、35才です。
業務に携わりもうす
ぐ7年になります。
イク

標語の部

「再確認が

危険ゼロへの第一歩
皆で守ろう 安全環境」

コニックス株式会社

田中

哲也さんの作品

ポスター・デザインの部

メンとして公 私 共々
忙しくしていますが、
社会人サッカークラブ
の一員として試合が
ある日はサッカープレ
イヤーとして参加して
います。
私が所属しているサッカーチームは、豊橋社会人サッカーリーグ
2部の「フクジュビート」
というチームです。
前年度は、無傷の8勝（2分）
で2部をトップ通過し、念願の1部
昇格を果たしました。今年度は新型コロナウイルスの影響で、感
染防止対策を行いながらリーグ戦がスタートしています。1部定着
を目指し
「まずは1勝」
とチームメイ
ト全員気合が入っています。
仕事と育児とサッカーと日々奮闘していますので、管財株式会
社とともに成長していきたいと思います。

■ ニュース・アーカイブス

「協会の活動を振り返って」
2020年7月現在、375号まで発行されている「びるめんニュース

あいち」は 、昭 和 4 9 年
（ 1 9 7 4 年 ）9月3 0日に
「 愛 知ビルメン会 報 」第
1号としてスタートしました。
1990年1月号では、世
界デザイン博 覧 会につい
ての記 事が掲 載されてい
ます。
会場において清掃業務を
担当したビルメンテナンス業
界の功績が評価され、愛知ビ
ルメンテナンス協会に感謝状
が贈呈されました。

逸見 正美 さん
（ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社）

２０２０年８月の予定

■ 理事会・各種委員会

葉月

17日
（月）
～21日
（金）

ビルクリーニング技能検定基礎級
〈大成研修センター〉

24日
（月）
～26日
（水）

ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
〈大成研修センター〉

■ 会員の動き

2020年7月1日現在会員数
普通会員 128社
賛助会員

普通会員
年月
会員名

異動（変更）事項

2020.7 名古屋ビルサービス㈱ 会社名・代表者

◆第3回

21社

異動内容
新）
エヌビーエス㈱
代 表 取 締 役 飯嶋
旧)名古屋ビルサービス㈱
代 表 取 締 役 飯嶋

寿光
一晃

理事会

開催日時 2020年6月17日
（水） 午後13時30分～14時30分
開催場所 協会事務局

会議室

※Zoomによる開催

出 席 者 加藤会長始め15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 ・今後の主な行事予定について
報告事項 （委員会報告/全協報告/地区本部報告/事務局報告）

【協会からのメール配信】
配信年月日

配信番号

2020.6.1

2020-139 全国協会からのお知らせ
（ビルメンテナンス業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイ
ドラインの策定等について）

題

名

2020.6.4

2020-141 全国協会からのお知らせ
（月刊「ビルメン」2020年6月号等について）

2020.6.24

2020-171 全国協会からのお知らせ
（新型コロナウイルス感染症に関する業界要望進捗について）
2020-172 貯水槽清掃作業従事者研修開催日程等の変更について

2020.6.26

2020-174

全国協会からのお知らせ
（新型ウイルス感染症関連）

2020.6.30

2020-181 全国協会からのお知らせ
（医療従事者慰労金交付事業について）

愛知ビルメンテナンス協会

入会について

◇入会審査書類も簡素化し、入会しやすくなっています。
会員区分

入会金

月額会費

普通会員

愛知協会 50,000 円

愛知協会 17,000 円
全国協会 10,000 円（愛知協会と同時加入です）

賛助会員

なし

愛知協会 16,000 円

株式会社深尾商会

賛助会コーナー

事務局だより
2020年7月1日から、全国でプラスチック製
買物袋の有料化が行われます。
プラスチックは便利な素材ですが、一方
で、廃棄物・資源制約、海洋プラスチックご
み問題、地球温暖化など多くの課題を抱え
ているのも事実です。
普段何気なく受け取ってきたレジ袋です
が、過剰な使用を抑制する目的で有料の義
務化がなされ、先行して進めてきたスーパー
等に続き、6月半ばからはコンビニをはじめ多
くの店舗で有料化が進められています。
私は数年前からエコバッグを持ち歩いて
いますが、店舗によってはレジ袋を受け取る
こともあり、今後は受け取る前に本当に必要
なのかを考えるきっかけとなりました。
1枚1円から5円程度の金額設定が多いよ
うですが、買い物袋をゴミ袋などとして再利
用しているご家庭もあり、
自身のライフスタイル
を考えながら、買い物袋の有料化とうまく付
き合っていく必要がありそうです。

