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めの技術と知識、道具の調達方法や使い方を知っている方々

の存在は、戦力になるので、ぜひ被災地で活躍して頂きたいと

思います。そして、できれば、これらの方々に、被災者の衣食住

の物理的環境や、通勤・通学、買い物など移動などの生活状

況、小さな子どもや介護が必要な方がいる世帯が、周囲に助け

を求められているかなど、困りごとを見つける目を持って頂けれ

ば、災害ボランティアセンターやNPO、行政などに迅速につなぐ

ことができ、きっと問題の解決も早まると考えます。そのためにも、

読者の皆様には、ぜ

ひ、当法人が事務局を

務める「震災がつなぐ

全国ネットワーク」発行

の『水害にあったとき

に』をご一読いただき

たいと思います。被災

直後から生活再建ま

での手順が分かりやす

く説明されています。

〔水害にあったときに（無料ダウンロード可）〕
【ホームページ】
https://blog.canpan.info/shintsuna/archive/1420
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・今月の視点・・今月の視点・ 災害支援ボランティア（水害編）
認定NPO法人レスキューストックヤード　常務理事　　浦野　愛

当法人は、1995年阪神・淡路大震災をきっかけに、被災地

支援のボランティア団体として発足。2002年に災害救援NPOと

して法人化し、これまで約50カ所の災害現場で支援活動に当

たっています。日常は地域防災力向上に関わる各種講演会や

講座等を中心に活動しています。

近年は地球温暖化の影響で、ゲリラ豪雨や巨大台風の来襲

が相次ぎ、毎年多くの命が失われています。一昨年の西日本豪

雨水害や昨年の台風被害、そして今年の令和2年7月豪雨水

害等で被災した方々の生活再建は現在進行中で、その過酷さ

から、せっかく助かった命でさえも、「あの時家と一緒に自分も流

された方が楽だった」とつぶやく方も少なくありません。

水害後の自宅再建の最初の一歩は、家の掃除。まず自宅

に入った泥や土砂を取り除き、家財道具を運び出します。その

後、ようやく見えてきた畳や床板を上げ、下にたまった泥を掻き

出し、消毒をし、完全に乾燥。ここまでに要する時間は、だいた

い平均3か月～半年です。その間、被害を逃れた階で、在宅避

難を続ける世帯も多くいます。1階部分の壁や床、断熱材も全

て外された伽藍洞状態の2階での生活は、隙間風や寒さとの

闘いです。家の修繕が遅れれば、1年半～2年以上続くこともあ

り、過去には、このことが原因で、心身の健康を害するケースも

見られました。

だからこそ、その生活をあらゆる形で息長く支え、傍らで喜び

や悲しみを一緒に分かちあえるボランティアの存在が不可欠だと

感じます。中でも、泥かき、家財道具の運び出し、消毒など、全て

の場面において、安全に段取りよく、効果的に作業を進めるた
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■ 各種行事中止のお知らせ
「ソフトボール大会」、「ボウリング大会」、「研修旅行」につきまし

ては、本年度の開催を中止します。楽しみにされていた皆様には

誠に申し訳ありませんが、御了承くださるようお願いいたします。

また、「一斉清掃」につきましても、様々な状況を考慮し

ました結果、本年度の実施は見送ることといたしました。

■ 事業変更のお知らせ
【貯水槽清掃作業従事者研修の自宅学習への変更について 】

先にご案内の通り、貯水槽清掃作業従事者研修につきまして

は、当初予定をしておりました11月27日(金)から12月2日(水)に日

程・会場を変更しての開催をご案内しておりましたが、本年度は

新型コロナウイルス感染症感染拡大を踏まえ、厚生労働省の通

達による『自宅学習』でのご受講に変更いたします。

※詳細は、当協会のホームページ〔https://www.aichi-bma.jp〕
より、開催案内をダウンロードしてお申込みいただけます。
《申込締切：２０２０年１０月１６日（金）必着》

■ 清掃作業従事者研修指導者講習会（新規）
2020年9月18日（金）午前9時30分より、大成研修センターに

おいて、清掃作業従事者研修指導者講習会(新規)が29名の参

加者を得て開催されました。

新型コロナウイルス感染症予防の観点から、受付時の検温、

研修中のマスクの着用と手指消毒の徹底をお願いするとともに、

定期的に会場の換気を行うなどの対策に努めました。

講習会は、清掃管理委員会の勝野英雄委員長のあいさつで

開講し、以下の科目についての講義と効果測定を行いました。

最新の情報提供では、東栄部品㈱西村講師より「新型コロナ

ウイルスに対する清掃方法について」の講義がありました。

研　修　科　目 講　　師

午
前

建築物衛生法における登録制度と従事者研修 松井　義廣 氏
（元愛知県職員）

従事者研修の進め方
従事者研修指導のポイント①

坂口　菊生 氏
（タイガー総業㈱）

午
後

従事者研修の進め方
従事者研修指導のポイント②

千種　　旭 氏
（大　成㈱）

教育技法 吉田　一仁 氏
（テムズ中日㈱）

安全と衛生 勝野　宜也 氏
（ ㈱セイコー）

最新の情報提供
｢新型コロナウイルスに対する清掃方法について｣

西村　　裕 氏
（東栄部品㈱）

◇第42回白土記念Ｂ･Ｍソフトボール大会 ◇第1回ボウリング大会

◇2019年度 一斉清掃 ◇2019年度 研修旅行

会員の皆様へ  川柳作品を募集します！
お正月に向けて、川柳を募集します。採用された作品は、「びるめんニュースあいち」1月号に掲載いたし
ます。各社でまとめてご応募ください。
テーマは問いませんが、お仕事に関する内容も歓迎します。

※採用された方には、委員会規定の謝礼を差し上げます。
※採否については委員会にご一任ください。
※応募いただいた作品は、採用・不採用にかかわらず返却いたしません。

【応募方法】作品は、メール・郵送にて、企業名・氏名・担当者名・連絡先を明記してお送りください。
【締　　切】2020年11月30日（月）必着
【応 募 先】一般社団法人 愛知ビルメンテナンス協会　広報・会員増強委員会
　　　　　　〒460-0008　名古屋市中区栄二丁目1番10号　伏見フジビル8F
　　　　　　TEL　052-265-7536　FAX 052-265-7537　aichibm@lilac.ocn.ne.jp



■２０１９年度 労働安全衛生優秀作品

　　

◆ 高見寛人 さん （ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社）

標語の部

「あせっても
　　　　 できる仕事は変わらない」

大 成 株式会社　広 瀬　明 美さんの作品

ポスター・デザインの部

労働安全衛生ポスター、業務改善提案、「私のヒヤリ・ハット」事例  及び 標語 募集要項
応募内容

 形　式・サイズ 注　意　事　項 ジャンル 応募数

ポ  ス  タ  ー イラスト、コンピューターグラフィック
（B4判からA3判まで）

規格以外の作品は受付で
きません 労働安全衛生に関するもの 1人1点自作

※自作未発表のものに限る

業 務 改 善 提 案 必ず別添応募用紙を使用すること
（A4判 1枚） ①書体は12ｐｔ、明朝体で

お願いいたします。

②できる限り図表を含め
てデータでのご提出をお
願いいたします。

労働安全衛生に関するもの
1人1点

（1社10点以内）
※自作未発表のものに限る

「 私 の ヒ ヤ リ・
ハ ッ ト 」事 例

必ず別添応募用紙を使用すること
（A4判 1枚） 労働安全衛生に関するもの

1人1点
（1社10点以内）
※自作未発表のものに限る

標 　 　 　 語 必ず別添応募用紙を使用すること
（A4判 1枚）

「業務災害」「通勤災害」「健康保
持増進」「その他」の４点とし、該
当するジャンルを選択すること

1人1点
（1社10点以内）
※自作未発表のものに限る

応募締切
2020年11月27日（金）【必着】

審　　査
労務管理委員会に於いて選考し、優秀作品を決定します。
なお、応募用紙等は当協会のホームページ 〔https://www.aichi-bma.jp〕 よりダウンロードをして
ご利用いただけます。

表彰は、2021年2月3日（水）開催の労働安全衛生大会の席上において行います。
なお、当日会場において応募作品の展示を行います。

愛知ビルメンテナンス協会

2019年度労働安全衛生作品最優秀賞　大成㈱　栗木誠也さん

　　　　　　２０２０年11月の予定　　　　　　　　　　　　　　　  霜月

  6日（金） 清掃作業従事者研修（中級者コース）〈ウインクあいち〉
10日（火） 空調給排水管理監督者講習会（再）〈大成研修センター〉
11日（水）～12日（木） 排水管清掃作業監督者講習会（再）〈大成研修センター〉
11日（水）～13日（金） ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO2020〈東京ビッグサイト西展示棟1ホール〉

17日（火） 広報・会員増強委員会
普通救命講習Ⅱ（AEDコース）〈応急手当研修センター〉

17日（火）～20日（金） 排水管清掃作業監督者講習会（新規）〈大成研修センター〉
18日（水） 理事会
25日（水）～26日（木） 空調給排水管理監督者講習会（新規）〈大成研修センター〉
29日（日） ビルクリーニング技能検定（学科）〈大成研修センター〉〔国家試験〕
30日（月） ビルクリーニング技能検定基礎級〈大成研修センター〉
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事務局だより株式会社深尾商会 賛助会コーナー

■ 理事会・各種委員会
◆第1回　災害支援運営会議
開催日時	 2020年9月8日（火）15時～16時15分
開催場所	 協会事務局	会議室　※Zoomによる開催
出	席	者	 本多、福岡委員長始め11名の出席を得て以下につい
	 て協議
	 ・コロナウイルス対策を踏まえた災害用資機材の再	
	 		検討について
	 ・委員会活動を通じた新型コロナウイルス対応の検	
	 		討について

◆第6回　広報・会員増強委員会
開催日時	 2020年9月15日（火）10時～10時45分
開催場所	 協会事務局	会議室　※Zoomによる開催
出	席	者	 山口委員長始め6名の出席を得て以下について協議
	 ・びるめんニュースあいちの編集について
	 ・会員増強策について

◆第5回　理事会
開催日時	 2020年9月16日（水）13時30分～15時10分
開催場所	 大成ビル	8F会議室
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）

早いもので、もう10月になりました。
本来であればサンマがおいしい季節で

すが、残念ながら今年は不漁で、スーパー
で見かける機会も少ないようです。
サンマ以外にも、イワシ・サバ・ブリなど美
味しい青魚はたくさんあります。
青魚はDHAやEPAも豊富で、血液中の

コレステロールや中性脂肪を減少させ、血
液の循環をよくする効果があり、動脈硬化・
心臓病・がんの予防につながります。	また、
脳の働きを活性化するので、脳卒中や認
知症の予防効果が期待でき、「魚を食べる
と頭がよくなる」という主旨の唄が数年前に
流行ったのを思い出します。

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

普通会員
年月 会員名 異動（変更）事項 異動内容
2020.9 三幸㈱

名古屋支店
登録者 新）

旧）

常務執行役員名古屋支店長　
土屋　幸成
執行役員名古屋支店長　　　
土屋　幸成

㈱名美 代表者・登録者 新）
旧）
代表取締役社長　森脇　邦彦
代 表 取 締 役　前野　吉彦

賛助会員
年月 会員名 異動（変更）事項 異動内容
2020.9 大一産業㈱

名古屋支店
代表者・登録者 新）

旧）

代表取締役社長　三村　武史
名古屋支店長　山部　　毅
代表取締役社長　松井　一実
課 長　浜松　靖弘

【協会からのメール配信】
配信年月日 配信番号 題　　名

2020.9.1 2020-号外 労働安全衛生パトロールに関するアンケートのお願い

2020.9.2 2020-号外 安全優良職長厚生労働大臣顕彰について

2020.9.7 2020-214 労働安全衛生ポスター等の募集について

2020.9.14 貯水槽清掃作業従事者研修のお知らせ

2020.9.17 2020-132-2 第35回愛知県建築物環境衛生管理研究集会の
中止について

2020.9.25 貯水槽清掃作業従事者研修の案内（再送付）

■会員の動き　　  2020年10月1日現在会員数
                                 普通会員　128社　賛助会員　21社


