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・今月の視点・・今月の視点・ 2022年度 労働安全衛生大会
労務管理委員会

2023年2月15日（水）午後1時30分から、愛知労働局の後

援をいただき、名古屋国際会議場において、71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拡大により「まん延防

止等重点措置」が発令されたことを受け中止といたしました

が、本年度は感染防止対策へのご協力をお願いしたうえで、

無事開催することができました。

吉田会長の開会挨拶に続き、愛知労働局安全課長 濱

田 勉氏より労働災害についてのお話とご挨拶をいただき

ました。

また、労働安全への意識高揚と労働災害の防止を目的とし

て募集を行った労働安全衛生作品について、ポスターの部、

業務改善提案の部、「私のヒヤリ・ハット」事例の部、標語の

部の優秀作品の展示を行うとともに、入賞者への表彰式を行

いました。

休憩をはさみ、名古屋北労働基準監督署 労働衛生専門官 

酒向 俊氏より「リスクアセスメント出前講座」のご講演をい

ただきました。職場における安全の確保や危害を低減するた

めの考え方など大変参考になる内容で、労働災害の減少を図

るには、後追いではなく先取りの安全衛生対策を行うことの

必要性をお話いただきました。

最後に、労務管理委員会 田中裕二委員長の閉会挨拶によ

り、労働安全衛生大会を終了することができました。

発行・編集
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
E-mail aichibm@lilac.ocn.ne.jp/ URL https://www.aichi-bma.jp
〒460-0008 名古屋市中区栄2-1-10 伏見フジビル8階
TEL 052-265-7536 / FAX 052-265-7537vol.407



■ 第35回愛知県建築物環境衛生管理研究集会
設備管理委員会

2023年2月10日

（金）午後1時か

ら、名古屋市教育

センター講堂にお

いて、569名（当

協会65名）の参

加を得て、第35回

愛知県建築物環

境衛生管理研究

集会が開催されました。

愛知県・名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市・一宮市及び関係

団体の会員並びに愛知県内の建築物環境衛生管理技術者等

が一堂に会して研究及び討議し、建築物環境衛生の知識と技

術の向上を図ることを目的として毎年開催されてきましたが、新型

コロナウイルス感染症拡大により開催延期となっており、今回特

別講演を中止するなど時間を短縮して3年ぶりに開催されること

となりました。

本年度の主

幹事である愛

知県管工事業

協同組合連合

会会長 穂刈

泰男氏の開会

のことばに始ま

り、愛 知 県 保

健医療局生活

衛生課担当課長 垣添寛和氏よりご挨拶がありました。

研究発表として、各団体から計12名の方々が登壇し、当協会

からは、日本空調システム株式会社 小嶋康路氏から「高圧電気

設備研修所の運用と効果について」、赤門ウイレックス株式会社 

祖父江義光氏から「百聞は一験にしかず（体験・安全研修）」、セ

ントラルトリニティ株式会社 井戸陽介氏から「IPMによる防除管

理～殺虫剤に頼らない防虫清掃～」についての発表が行われ

ました。

最後に、次回第36回に主幹事を務めることとなる当協会の

吉田会長から、

研究集会のさ

らなる充 実と

発展を祈念す

るとの閉会の

ことばで全て

のプログラムが

円滑に終了し

ました。

■ 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

2023年2月14日（火）午前9時30分から、名古屋国際会議場

において66名の参加者を得て、清掃作業従事者研修指導者

講習会（再講習）を開催しました。

受講された皆様には、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手指消

毒の徹底など、できる限りの新型コロナウイルス感染症防止対策

へのご協力をお願いしました。

講習会は、清掃管理委員会 勝野英雄委員長の挨拶で開講

し、以下の科目についての講義と効果測定を行いました。

最新の情報提供として、東栄部品（株）西村 裕氏より「『モッ

プ』を科学する（ATPを使用して清掃道具やモップの効率的な

選び方を説明）」をテーマに講義があり、講習会は無事終了しま

した。

研　修　科　目 講　　師

午
前

建築物衛生法 松井　義廣 氏
元愛知県職員

安全と衛生 勝野　宜也 氏
（株）セイコー

午
後

作業管理
・病院清掃の作業計画

祖父江和貴 氏
ユタコロジー（株）

顧客対応 千種　　旭 氏
大　成（株）

教育技法 吉田　一仁 氏
テムズ中日（株）

最新の情報提供
・｢モップ｣を科学する（ATPを使用して

清掃道具やモップの効率的な選び方
を説明）

西村　　裕 氏
東栄部品（株）

■ 新入会員あいさつ
株式会社クリンテック 本社

代表者：代表取締役　中村大輔

所在地：〒914-0814　敦賀市木崎2号4番地



会　員　広　場

私たちCLINTECHは、人々が働く環境づくりをお手伝いする、

社会のビジネスパートナーです。社名の由来は、技術を駆使して

衛生的に安心・安全で豊かな地域社会づくりのお役に立ちたい

との願いからCLEAN&TECHNOLOGYを略して、名付けられ

ました。創業より45年以上に渡り、病院や介護施設を中心に官

公庁施設や商業施設等のビルメンテナンス業務で培った専門

技術を駆使して、施設を運営する全てのお客様が抱える業務課

題を解決して参ります。

この度、愛知ビルメンテナンス協会に入会させて頂き、協会加

盟の皆様と交流を大切にしていきたいと思います。今後とも、ご

指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

■ 厚生労働大臣表彰
平成23年から当協会の理事を務められ、総務厚生委員長と

して、会員相互の親睦やレ

クリエーションに関する事業

を企画運営されています福

岡輝道理事が、令和5年1月、

長年にわたる建築物環境

衛生にかかる功績により、厚

生労働大臣表彰を受けら

れ、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。

あなたの写真を募集します！投稿募集の
お知らせ

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、趣味や料理、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。
※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
TEL：052-265-7536　MAIL：aichibm@lilac.ocn.ne.jp

■湖畔キャンプ
株式会社日本クリーナー
森　伸也様

先日、湖畔キャンプに行ったらまだ雪が残っ
ていました。しか
も、湖が凍って
いて幻想的な景
色でした。

撮影場所：岐阜
県恵那市「根の
上 高 原 保 古の
湖キャンプ場」



3月上旬から中旬にかけて、全国

的に気温が平年よりかなり高くなる

と予想されており、桜の開花は平年

より早いところが多いと言われてい

ます。3月14日頃に開花がスタートし、

3月下旬には東日本・西日本の多く

の地域で続 と々開花するそうです。

東海地方でも早めの開花が予想

されていますので、桜が見られる日

を楽しみにしています。

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10回　理事会
開催日時 2023年2月15日（水）10時30分～
開催場所 名古屋国際会議場　会議室143
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 ・2023年度収支予算案について
 ・賛助会員の退会について
委員会報告 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 2023年2月21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 首藤委員長始め8名の出席を得て以下について協議
主な審議事項 ・2022年度事業報告及び2023年度事業計画・予算 
   案について
 ・2022年度事業の振り返り
 ・2023年度施設見学会・設備管理講習会（座学）の 
   開催について
 ・高圧受変電設備研修の開催について
 ・委員会で新たに取り上げて欲しい検討事項について

◆第1回　清掃管理委員会
開催日時 2023年2月27日（月）13時30分～
開催場所 大成研修センター 4階大会議室
出 席 者 勝野委員長始め13名の出席を得て以下について協議
主な審議事項 ・2022年度事業報告及び2023年度事業計画･予算 
   案について
 ・ビルクリーニング技能競技会愛知地区予選会に 
   ついて

■会員の動き 2023年3月1日現在会員数
普通会員 131社　賛助会員 20社普通会員

年月 会員名 異動（変更）事項 内　容

2023.2（株）サンエス
サービス

代表者 新）
旧）

代表取締役社長　糟屋　哲生
代表取締役社長　小島　　徹

賛助会員
年月 会員名 異動（変更）事項 内　容

2023.2（株）テラモト 代表者 新）
旧）

代表取締役社長　寺本　久憲
代表取締役社長　寺本　信重

  2023年4月の予定  　　   卯　月

  3日（月）～5月2日（火） 第9回清掃作業監督者講習（再講習）〔オンライン講習〕

  3日（月）～5月31日（水） 第9回清掃作業監督者講習（新規）〔オンライン講習〕

  4日（火）～5日（水） 統括管理者再講習会

  6日（木）～7日（金） 防除作業監督者再講習会

12日（水）～14日（金） ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験

19日（水） 第1回監事会・理事会

4月3日（月）～24日（月） 第4回感染制御衛生管理士認定講習会
ICCC学科〔オンライン講習〕

26日（水）～27日（木） 第4回感染制御衛生管理士認定講習会
ICCC実技

【協会からのメール配信】
配信年月日 題　　名

2023.2.22 愛知労働局から、企業価値向上事例集の募集等について

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
びるめんニュースあいち　広告 110×60mm（カラー）
中部支店　公衆衛生部

環境清拭クロス

と ひとふき簡単除菌サッウイルス・細菌を

、

大容量
280枚

商品説明は
こちらから

商品説明は
こちらから

拭き始めから終わりまで 質の高い環境清拭を実現

052-589-1328


