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名古屋市における小規模貯水槽水道の
・今月の視点・ 現状と課題
全国建築物飲料水管理協会中部支部支部長

平成13年6月の水道法の改正に伴い、
「 貯水槽水道」が定

山口

義浩

名古屋市給水区域内には貯水槽水道が33,270件（平成20

義され受水槽の有効容量が10ｍ 以下の貯水槽水道（以下：

年3月現在）
設置されており、
その内訳は簡易専用水道等5,958

小規模貯水槽水道という）
の管理についても設置者に対して

件
（17.9％）
、小規模貯水槽水道27,312件
（82.1％）
です。

3

管理責任が問われるようになりました。
しかし、小規模貯水槽水

この報告制度の開始にあたり、10,588施設の設置者に案内

道については受水槽の有効容量が10ｍ を超える貯水槽水道

文やパンフレットを送付したところ、用途確認及び設置者が判明

（以下：簡易専用水道という）
と同様の飲料水の給水施設であ

した8,783施設において、実際に貯水槽清掃していると報告の

3

りながら、設置者の維持管理に対する意識の低さが一部見受

あった施設が3,372施設
（約38.4％）
ありました。
一方、宛先不明等による郵便物返送や、す

けられます。
そこで名古屋市では、
「名古屋新世紀計

でに直結給水方式への変更に伴い貯水槽を

画2010」第3次実施計画において、平成16

撤去した場合、設置者が変わっている数も相

年度から小規模貯水槽水道の定期的な清

当数あるため、
まず現状を把握する必要があり

掃実施率100％の目標を掲げ、名古屋市上

ますが、個人情報保護等の理由により設置者

下水道局、保健所、全国建築物飲料水管

の把握方法が新たな課題となっています。
（平

理協会中部支部愛知県部会の第三者によ

成20年度 小規模貯水槽水道衛生管理講習

る
「小規模貯水槽水道衛生管理対策協議

会資料より）

会」
を立ち上げ、各貯水槽清掃業者が名古

今後このような課題に対して、官民一体と

屋市内における小規模貯水槽の清掃実施

なった新たなチェック体制の構築等、地道な取

数の報告や清掃実施した小規模貯水槽に対して、清掃済証の

り組みを継続していく事が必要であると思っております。
また、
当

添付等徹底してまいりました。

支部におきましても設置者の方々にその重要性を訴求していく

その一環として、名古屋市では平成20年度より小規模貯水
槽の清掃実施後、設置者から保健所へ「貯水槽清掃実施報

事が社会的使命であり、皆様により安全・安心な飲料水の供給
に大きく寄与するものと確信しております。

告書」
を提出する小規模貯水槽水道の清掃実施報告制度を

全国建築物飲料水管理協会中部支部愛知県部会におい

開始しました。
また、設置者の同意があれば、貯水槽の清掃実

て、小規模貯水槽水道の現状と課題についてご報告させて

施業者、管理会社等の第三者でも代行で報告が可能となって

いただき、
より安全・安心な水の供給の一助になれば幸いと存

います。

じます。

春の安全なまちづくり県民運動推進
■ キャンペーン
愛知県では、4月1日から10日までの10日間、犯罪防止に対す
る気運を高め、安全に安心して暮らせる地域社会の実現を図る

■ ビルメン支部研修会・総会
愛知県警備業協会ビルメン支部
2022年4月18日
（月）10時から、愛知県警備業協会小研修室
において、
ビルメン支部研修会及び総会を開催しました。

ことを目的として、
「 春の安全なまちづくり県民運動」が実施され

2019年度以降、新型コロナウイルス感染症感染拡大により書

ました。地域を挙げての防犯の取組が一層促されるよう、2022

面による開催が続いておりましたが、久しぶりに対面での開催と

年4月4日
（月）、
オアシス21銀河の広場において、
「春の安全なま

なりました。

ちづくり県民運動推進キャンペーン」が開催されました。
第1部は、旭堂鱗林さん司会のもと、大村秀章愛知県知事、
国枝治男愛知県警察本部長のご挨拶があり、還付金詐欺をは
じめとした特殊詐欺被害の増加についてお話がありました。
その後、
日本バレーボール協会会長 川合俊一さん、
タレントの
矢野きよ実さんを迎えて、防犯トーク及び防犯スローガン宣言が

研修会では、
「 愛知県における警備業の実態 警備業におけ
る当面の諸問題」
と題して、愛知県警察本部生活安全部生活
安全総務課よりご講演をいただきました。
研修会に続いて11時から総会が開催され、福佳㈱の福岡輝
道氏を議長に選出して審議が行われ、会員数47社、
うち出席会
員21社、委任状23社により了承されました。

行われました。還付金詐欺とは、医療費・税金・保険料等につい
て「還付金があるので手続きしてください。」などと言ってATMを
操作させ、送金させる手口です。
特殊詐欺被害は、2020年には認知件数569件と前年と比較
して減少したものの、2021年には認知件数874件と1.5倍増とな
り、依然として多くの被害が発生しています。電話でお金の話が
あった場合は、家族・役所・警察に相談する。公的機関の名前を
出されても、信用しない。電話をしながらATMの操作をしている
人がいたら声をかけるなどの対策が紹介されました。
また、第2部では愛知県警音楽隊による演奏に続き伊藤隊長
からお話があり、警察官や金融機関等を装って「キャッシュカード
が不正に使われている。」
と電話をかけてキャッシュカードを準備
させ、隙を見て盗みとるキャッシュカード詐欺盗や、女性や子供に
声をかける犯罪が増加していることへの注意喚起がなされました。
自動車盗も全国ワースト2位など、愛知県では未だ犯罪が多発

■２０２１年度 労働安全衛生優秀作品
ポスターの部

しており、犯罪被害に遭わないためには、県民一人ひとりが日頃
から高い防犯意識を持ち、身近な対策を実践していくことが何よ
り大切です。

春の安全なまちづくり県民運動

【スローガン】
（3Ｎ【ない】運動）
「犯罪にあわない」「犯罪を起こさせない」「犯罪を見逃さない」

ポスターの部 優秀賞

石田敬冶さん（大成 株式会社）

会

員

広

場

■モモ

■ライトアップ

名前は♂ですがモモちゃ

我が社が入 居している日

中央管理株式会社
西田 悟 様

株式会社ケントク
峰尾 政暁 様

んと言います。

土地名古屋ビルの喫煙所

私の晩酌の相手をしてく

でなにげなく空を眺めてい

れる大切な相棒です。

たら、向かいのヒルトン名

好 物 は スイートコーン

古屋にハートマークのライト

です 。

アップがありました。
（ 2020

スイートコーンを見た途端

年4月24日撮影）

に大声でチッチ！チッチ！と
鳴いて暴れます。

投稿募集の
お知らせ

あなたの写真を募集します！

会員の皆様が撮影されたお写真を募集しています。風景やペット、趣味のガーデニングや美味しかった料
理、何気ない日常の写真など内容は問いません。
締切はありませんので、いつでもご応募ください。採用された作品は「びるめんニュースあいち」に順次掲
載いたします。各社でまとめてご応募ください。
※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・撮影者名・撮影場所やタイトル、簡単なコメントを添えて、担当者名・担当者連絡先を明記してお
送りください。

【お 問 合 せ 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

１日
（水）
～２８日
（火）

2022年6月の予定

清掃作業監督者講習
（再講習）
〔オンライン講習〕

１日
（水）
～７月７日
（木） 清掃作業監督者講習
（新規）
〔オンライン講習〕
4日
（土）

愛知県障害者技能競技大会アビリンピック

7日
（火）

設備管理委員会

７日
（火）
～８日
（水）

清掃作業監督者講習会
（再講習）

９日
（木）
～１０日
（金）
１６日
（木）
～１７日
（金）

貯水槽清掃作業監督者講習会
（再講習）

２０日
（月）
～２４日
（金）
、
ビルクリーニング技能検定随時３級
２７日
（月）
～２９日
（水）
２２日
（水）

TEL：052-265-7536

理事会

MAIL：aichibm@lilac.ocn.ne.jp

水無月

■ 会員の動き
年月

会員名

異動（変更）事項

住所
2022.4 近鉄
ファシリティーズ㈱

興栄キャッスル㈱ 社名

新）
興和ファシリティマネジメント㈱
旧）
興栄キャッスル㈱

日本管財㈱

新）
中部本部長
旧）
中部本部長

代表者・登録者

会員名

異動（変更）事項

2022.4 大一産業㈱

新）係
旧）支

店

◆第1回

題

理事会

開催日時 2022年4月26日（火）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 吉田会長始め15名の出席を得て、吉田会長が議長と
なり審議を行った。
主な審議事項 ・2021 年度事業報告及び決算報告について
・2022 年度事業計画及び予算案について
・2022 年度定時総会の運営について報告事項
委員会報告 （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）

長 鮎川 浩史
長 山部 毅

【協会からのメール配信】
配信年月日

監事会

開催日時 2022年4月26日（火）12時30分～
開催場所 協会事務局 会議室
出 席 者 2021年度に実施した事業及び収支の状況について
大澤・加藤・東各監事による監査を実施した

異動内容
新）高山鉄治
旧）専 務 取 締 役 八木 伸二

登録者

◆第1回

畑中 茂男
北川 勘一

2022.3 中部ユニフォウム㈱ 登録者

広報・会員増強委員会

開催日時 2022年4月19日（火）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 山口委員長始め4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

新）
〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-10-25
名駅IMAIビル9F
旧）
〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-5-28
桜通豊田ビル
新）
支
社
長 峰尾 政暁
旧）
取 締役支社長 水谷 英俊

賛助会員

◆第1回

異動内容

㈱ケントク中部支社 登録者

年月

■ 理事会・各種委員会

2022年5月1日現在会員数
普通会員 129社 賛助会員 20社

普通会員

名

2022.3.30 2022年度通信訓練ビルクリーニング科学科専攻科
（ビルクリ1級）
の
お知らせ
2022.4.19 高所作業安全教育講習会について

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

普通会員

愛知協会50,000円

賛助会員

なし

株式会社深尾商会

月額会費
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）
愛知協会16,000円

賛助会コーナー

VIRUS BLUE CORT ウイルスブルーコート
床からの感染を抑える

事務局だより
飛び石連休となったゴールデンウィーク
も終わりました。
自宅でゆっくり過ごされた方も多いと思
いますが、お天気に恵まれたこともあり、

抗菌・抗ウイルス床 用 樹 脂 仕 上 剤

散歩やウォーキングを楽しまれている方を
よく見かけました。

床には菌やウイルスが付着しています。

自宅にこもっていると体力や筋力も落ち

それらは歩行やほこりを介して拡散するリスクが

てしまうので、熱

あります。床からの拡散を抑えることは建物全体

中症や転 倒に

の感染対策につながります。

は十分注意をし
つつ、無理のな
い範囲で軽いス
トレッチやウォー
液

キングなどを取
色は乳青色

り入 れるのもい
い季節ですね。

