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全衛生作品「ポスター・デザイン」、「業務改善提案」、

「『私のヒヤリ・ハット』事例」及び「標語」の優秀作品

の展示を行うとともに、各社代表受領者様による表彰

式が行われました。

大会では、東明工

業㈱特別顧問 渡邉

吉之氏より「『空と安

全』～戦闘機パイロッ

トから見た世界～」

をテーマにご講演を

いただき、最後に労務管理委員会の田中裕二委員

長が閉会のあいさつをして、労働安全衛生大会を無

事終えることができました。
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・今月の視点・・今月の視点・ 2020年度 労働安全衛生大会
労務管理委員会

2021年3月12日（金）午後1時30分から、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、60名の参加者を得て労働安全衛生大会を開催

しました。

昨年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

より急遽中止となり、今年度も開催が延期となってい

ましたが、緊急事態宣言対象地域から外れたことを

受け、例年より広い会場で三密を避けながら、参加者

には検温・マスクの着用・手指消毒の徹底などをお願

いした上での開催となりました。

加藤会長のあいさつに続き、愛知労働局より労働

災害についてのお話とごあいさつをいただきました。

また、労働災害の防止を目的に募集した労働安



■ 労働災害発生状況等について
労働安全衛生大会において、愛知労働局よりごあいさつと共に労働災害の発生状況等についてのお話をいただきました。
全体的には2020年度の労働災害発生状況は死傷者数が増加傾向にありましたが、ビルメンテナンス業を見ると、全業種に比べて減

少傾向が見られました。事故の型別を見ると、変わらず転倒事故が特出しているものの、墜落・転落に関しては30cm程度の段差からの
転落などもあり、高所作業以外でも注意が必要です。

また、業界として60歳以上の事故が全体の6割を超えており、長期休業に繋がることが多いのも特徴です。より一層高年齢労働者へ
の注意喚起が必要と言えそうです。

１　労働災害発生状況の推移：全業種
     （令和2年は令和3年2月16日現在の速報値）

【死亡災害の概要】（ビルメンテナンス業）
発生年月 事故の型 起因物 性別 年齢 経験期間 災害の概要

令 和 元 年  7月 墜落、転落 はしご等 男性 60代 8年 立体駐車場の蛍光灯交換作業（高さ2.3ｍ）を行っていたところ、脚立から墜落し死亡した。

平成28年 9月 はさまれ、
巻き込まれ

その他の
装置、設備 男性 60代 6ヶ月 防火・防炎シャッターと床の間（10ｃｍ程度）に首から肩部分を挟まれた死亡した。

平成27年 1月 交通事故
（道路）

乗用車、
バス、バイク 男性 60代 6年 店舗閉店後の清掃業務を行っていた労働者が、台車にゴミを乗せて外のゴミ箱に運ぼう

と道路を移動中、後ろから走行してきた乗用車にひかれ、脳挫傷により死亡した。

平成26年10月 墜落、転落 屋根、はり、
もや、けた、合掌 男性 70代 11年 明かり取り用の窓に日差しよけビニールを付けようと脚立を使って高さ５ｍの梁に上がっ

たところ、転落し、後頭部を強打して死亡した。

平成26年 9月 墜落、転落 階段、桟橋 女性 70代 2ヶ月 階段の清掃作業を行うため、地下から階段をのぼる際、階段の下から２段目に足をのせ
た時にバランスを崩し、真後ろに転倒し頭部を強打し死亡した。

平成22年12月 墜落、転落 その他の
用具 男性 30代 6年

７階建てのビルにおいて、被災者がブランコを使用して外壁・窓清掃作業を行っていたと
ころ、ブランコを支えていたメインロープの屋上部分の結び目が外れ、被災者は、７階壁
面位置からメインロープ・ブランコごと地上に墜落し、死亡した。

平成22年 7月 はさまれ、
巻き込まれ

混合機、
粉砕機 男性 30代 2年

タンクの内部表面に付着したものを除去するため、被災者がタンク内部で足場材の設
置作業を行っていたところ、他の労働者がタンク内部のプロペラ状攪拌機を起動させた
ため、被災者が攪拌機に巻き込まれ死亡した。

３　事故の型別 労働災害発生状況（令和元年発生分）

４　年齢別 労働災害発生状況（令和元年発生分）

５　休業期間別 労働災害発生状況（令和元年発生分）

２　労働災害発生状況の推移：ビルメンテナンス業
     （令和2年は令和3年2月16日現在の速報値）
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■ 2020年度労働安全衛生優秀作品
労務管理委員会

本年度も、労働安全・労働災害予防の意識高揚を図り、労働災

害の防止を目的に「労働安全衛生作品」の募集を行いました。

「ポスター・デザイン」の部に5社21点、「業務改善提案」の部

に7社34点、「｢私のヒヤリ・ハット｣事例」の部に8社62点、「標

語」の部に12社107点と多数の方々から沢山の応募をいただき

ありがとうございました。

2020年12月17日（木）10時30分から開催された労務管理委

員会において、委員による厳正な審査により、それぞれの優秀

作品を決定いたしました。

2021年3月12日（金）に名古屋国際会議場で開催されました

労働安全衛生大会において、優秀作品を展示させていただくと

ともに、本来であれば表彰式を行う予定でしたが、新型コロナウ

イルス感染症による状況を鑑み、各社代表者様にお渡しさせて

いただきました。

優秀作品は、ホームページにも掲載させていただきます。入賞

された皆様、おめでとうございます。

■労働安全衛生作品受賞者

「ポスター・デザイン」の部
最優秀賞 大日向 マリコ様 コニックス 株式会社

優 秀 賞 鈴木　智靖様 ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社

優 秀 賞 小島　正裕様 大成 株式会社

優 秀 賞 佐藤　圭江様 名鉄ビルディング管理 株式会社

佳 　 作 久保田 智子様 ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社

佳 　 作 山本　裕子様 大成 株式会社

「業務改善提案」の部
最優秀賞 原　　祐樹様 ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社

優 秀 賞 加藤　武史様 コニックス 株式会社

優 秀 賞 河合　美佳様 大成 株式会社

佳 　 作 辻中　憲一様 大成 株式会社

佳 　 作 植村　由夫様 株式会社 東海ダイケンビルサービス

「「私のヒヤリ・ハット」事例」の部
優 秀 賞 宮道 賀代子様 管財 株式会社

優 秀 賞 前川　　寿様 光洋ビル管理 株式会社

優 秀 賞 小谷　健太様 コニックス 株式会社

優 秀 賞 安藤　雄司様 ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社

優 秀 賞 阿井　道也様 昭和建物管理 株式会社

優 秀 賞 中村　昌彦様 株式会社 東海ダイケンビルサービス

「標　語」の部
優 秀 賞 永井　好道様 管財 株式会社

優 秀 賞 山下　潤二様 光洋ビル管理 株式会社

優 秀 賞 加藤　幸男様 株式会社 セイコー

優 秀 賞 竹内　　求様 株式会社 東海ダイケンビルサービス

優 秀 賞 桐原　　翼様 名鉄ビルディング管理 株式会社

■ 厚生労働大臣表彰
長年にわたる建築物環境衛生にかかる功績により、田中 宏

理事が「厚生労働大臣表彰」を受けられました。

緊急事態宣言の発出や新型

コロナウイルス感染症の感染拡

大状況を踏まえ、第48回建築物

環境衛生管理全国大会式典

の開催は中止となり、残念なが

ら表彰式は行われませんでした

が、愛知県庁にて表彰状の伝

達がありました。おめでとうござい

ます。

■ 清掃作業従事者研修指導者講習会 
 （再講習）
清掃管理委員会

2021年2月19日（金）

午前9時30分から、名

古屋国際会議場におい

て、清掃作業従事者研

修指導者講習会（再講

習）が88名の参加者を

得て開催されました。

事前に配布した体調チェックシートの提出をお願いするととも

に、受付での検温、会場内でのマスクの着用及びアルコールによ

る手指消毒を徹底していただくなど、皆様のご協力のもと、新型

コロナウイルス感染症への対策を講じました。

講習会では、清掃管理委員会 勝野英雄委員長のあいさつ

の後、以下の科目についての講義を行いました。

最新の情報提供として、ユシロ化学工業㈱ 福光氏より「職場

の安全対策 新型ウイルスを効果的に除去できる洗浄方法」を

テーマに、洗剤による効果の違いについて、また、清掃をする際

の注意点など大変興味深い講義があり、講習会は無事終了しま

した。

講習科目（内容） 講　師

午
　
前

建築物衛生法 松井　義廣 氏
元県職員

安全と衛生 勝野　宜也 氏
㈱セイコー

午
　
後

教育技法 吉田　一仁 氏
テムズ中日㈱

作業管理
・店舗・百貨店の作業計画

坂口　菊生 氏
タイガー総業㈱

顧客対応 千 種 　旭 氏
大　成㈱

最新の情報提供
・｢職場の安全対策 新型ウイルスを効果的
に除去できる洗浄方法｣

福光　秀康 氏
ユシロ化学工業㈱



全国的に平年よりかなり早い3月
11日、広島でソメイヨシノの開花が
観測されました。14日には東京でも
桜の開花が発表され、少しずつで
すが春らしい暖かさを感じるように
なりました。

新型コロナワクチンの接種も開始
されるなど明るい兆しも見えてきまし
たね。

在校生の不参加や参加人数の
制限など縮小傾向にはあるものの、
各地でも無事卒業式が行われ、華
やかな袴姿の卒業生を見ることも
多くなりました。

大変な1年でしたが、マスク越しで
も分かる明るい笑顔を見ると、こちら
も晴れやかな気持ちになります。

卒業生の皆さんの門出を心より
お祝い申し上げます。

事務局だより賛助会コーナー

■ 理事会・各種委員会
◆第4回　監事会
開催日時 2021年2月17日（水）12時30分～
開催場所 協会事務局 会議室
出 席 者 2021年度第3四半期（2020年10月～2021年1月）に 
 実施した事業及び収支の状況について大澤・西村 
 各監事による監査を実施した

◆第10回　理事会
開催日時 2021年2月17日（水）13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14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 ・2021年度の収支予算案について
報告事項 （監事会報告/委員会報告/全協報告/地区本部報告/ 
 事務局報告）

◆第2回　設備管理委員会

開催日時 2021年2月25日（木）13時30分～
開催場所 協会事務局 会議室　※Zoomによる開催
出 席 者 首藤委員長始め7名の出席を得て以下について協議
 ・2020年度事業実施状況報告
 ・2021年度事業計画及び予算案について
 ・施設見学会及び設備管理担当者研修会（座学）等 
    の開催について

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

普通会員
年月 会員名 異動（変更）事項 異動内容
2021.2 ㈱ケントク中部支社 登録者 新）

旧）
取締役支社長　水谷　英俊
常務取締役支社長　北谷　英敏

㈱栄ビルサービス 代表者・登録者 新）
旧）

代表取締役社長　河村　　修
代表取締役社長　河村　茂春

日東カストディアル・
サービス㈱

登録者 新）
旧）

支 店 長　西岡　和之
支 店 長　安藤　裕司

　　　　　　２０２１年4月の予定　　　  卯月

１３日（火）～１５日（木） 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〉

２０日（火）～２２日（木） ビルクリーニング技能検定随時３級
〈大成研修センター〉

２１日（水） 監事会・理事会

【協会からのメール配信】
配信年月日 配信番号 題　　名
2021.1.29 2020-449 全国協会からのお知らせ（ビル設備通信訓練 1級・2級

技能士コースほか）

2020-454 全国協会からのお知らせ（ビルメンテナンス業務に係る
発注関係事務の運用に関するガイドラインの改正等）

2021.2.5 2020-435 永年勤続優良従業員表彰等の推薦について

2021.2.15 2020-397 労働安全衛生大会の開催について

■会員の動き　　  2021年3月1日現在会員数
                                 普通会員 128社　  賛助会員 21社


