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皆様方には日頃より建築物の適正な維持管理を通じて、

県民の健康と衛生的な生活環境の保持に御尽力いただき

感謝を申し上げます。

さて、愛知県健康福祉部保健医療局では、「健康長寿あ

いち」の実現を目指して、県民の皆様の医療を確保し健康

を守るために様々な取り組みを進めています。

まず、地域包括ケア＊1の推進については、昨年度から複

数の地域でモデル事業を実施し、その成果を

県内に広める取り組みを行っています。今年度

は、新たに「団地モデル」の検討を行うとともに、

「地域包括ケア推進室」を設置し、市町村を支

援しています。

さらに、地域包括ケアの核となる在宅医療及

び医療と介護の連携について県内の各医師

会に「在宅医療サポートセンター＊2」を設置して

全ての市町村で在宅医療提供体制を整備してまいります。

また、ＩＣＴ（情報通信技術）による在宅医療連携システムを

市町村で導入していただくなど、在宅医療の推進を図って

まいります。

このほか、今年度、「地域医療支援センター」を当保健医

療局内に設置してこれまでの医師確保の取り組みに加え、

各地域枠での医師の赴任調整や女性医師の勤務環境の

改善など、一層の医師確保対策に取り組んでいます。

また、看護師の確保については、ナースセンターのサテライ

トを名古屋駅前のウィンクあいちに設置して再就業者の増

加につなげる取り組みも行っています。

健康づくりの分野では、薬草の活用を通じて健康づくり

に対する意識の向上を図るため、あいち健康の森に「あい

ち健康の森薬草園＊3」を、今年の4月28日に開園したところ

です。多くの方々に御来園いただけるよう、様々なイベントを

開催してまいります。

最後に、建築物衛生については、人の健康や環境に配

慮した建築物の衛生管理を推進するため、総合的有害生

物管理（いわゆるＩＰＭ）の考え方を取り入れた、

ねずみ･昆虫等の防除の周知を図っていると

ころです。

引き続き貴協会を始めとして関係団体との

連携を図りながら、建築物の適切な衛生管理

やＩＰＭの普及啓発を行ってまいります。

今後とも、健康福祉行政の充実に努めてま

いりますので、皆様方の御理解と御協力をお

　　　　   願いします。

・今月の視点・・今月の視点・ 健康福祉行政のさらなる充実を目指して

愛知県健康福祉部保健医療局長 松本　一年

＊1地域包括ケア

団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、要介護状態となっても

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、住まい・医療・

介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムを構築。

＊2在宅医療サポートセンター

高齢者の総合相談、権利擁護や支援体制づくり、介護予防の援助など

保健医療の向上と福祉の増進を目的として各市町村が設置する中核的

機関。

＊3あいち健康の森薬草園

大府市の「あいち健康の森公園（北西部）」に平成27年4月28日に開園。

薬草の活用を通じて心とからだの健康づくり、薬や食について学ぶ憩い

の施設。



平成27年5月29日（金）、平成27年度定時総会に先立って、
愛知県知事表彰、愛知ビルメンテナンス協会長表彰の表彰式が
行われました。
愛知県知事表彰（永年勤続優良従業員11名）は愛知県健康
福祉部保健医療局生活衛生課の住野昌幸主幹から、協会長
表彰（優良従業員22名、協会事業功労者1名）は加藤憲司会
長から表彰状と記念品が贈呈され受賞者の皆さんに感謝と労い
の言葉がありました。
受賞された皆さんおめでとうございました。

◇愛知県知事表彰　［永年勤続優良従業員表彰］
八木　知 　　管 財（株）
新田 孝和　　近鉄ビルサービス（株）　名古屋支店
岩山 高久　　（株）三清社
堀尾 直一　　昭和建物管理（株）
梅澤 昌子　　新生ビルテクノ（株）　名古屋支店
山本美代子 　（株）セイビ　名古屋支店
坂口 菊生　　タイガー総業（株）
加藤 順子　　中日コプロ（株）
粟津 園魅　　テムズ中日（株）
新谷 妙子　　名古屋昭和建物サービス（株）
野村 雄二　　ホーメックス（株）

◇協会長表彰　［優良従業員表彰］
久世 裕信　　（株）アール・エス・シー中部
松本　理 　　（株）アサヒファシリティズ　名古屋支店
石田 芳樹　　朝日メインテナンス工業（株）
菊田 政彦　　（株）キャッスルサービス
松原 末吉　　近鉄ビルサービス（株）　名古屋支店
後藤 久子　　グローブシップ（株）　名古屋支店
山口ヒロエ　　（株）建光社
黒木 力雄　　コニックス（株）
吉田 純一　　（株）三清社
戸谷 峰男　　昭和建物管理（株）
高瀬 嘉幸　　新生ビルテクノ（株）　名古屋支店
東 由利江　　（株）セイコー
大橋美智子 　（株）セイビ　名古屋支店
間瀬 松代　　大栄興業（株）
川瀬賢一郎 　タイガー総業（株）
秋田 誠也　　大 成（株）
丹羽 和徳　　中日コプロ（株）
中村 明美　　テムズ中日（株）
木田由美子 　東海ビル管理（株）
髙木 修治　　名古屋昭和建物サービス（株）
針本 幸江　　ビューテック東海（株）
髙岸 幹和　　（株）ユーホーム

◇協会長表彰　［協会事業功労者表彰］
林　達男 　　コニシ（株）　名古屋支店

愛知県知事表彰及び
愛知ビルメンテナンス協会長表彰
平成27年度定時総会において表彰式が行われました。

▲愛知県知事表彰（永年勤続優良従業員）

▲愛知県知事表彰（永年勤続優良従業員）

▲愛知ビルメンテナンス協会長表彰（協会事業功労者）

▲愛知ビルメンテナンス協会長表彰（優良従業員）



平成26年度 労働安全衛生優秀作品平成26年度 労働安全衛生優秀作品
標 語

昭和建物管理（株）  加藤文之さんの作品

「安全は　
  確かな手順の　積み重ね」

平成27年6月16日（火）午後2時からＩＭＹビル第３会議室にお
いて設備管理担当者講習会を開催しました。
この講習会は、平成27年4月1日に施行された「フロン類の使
用の合理化及び管理の適正化に関する法律（改正フロン法）」
により建物の所有者等の管理者にフロンガスを使用する冷凍空
調機器の適切な設置と点検管理・記録及びフロン漏えい等の措
置・報告の義務が課せられたことから、ビル管理会社として知っ
ておかなければならない法の概要と所有者等から委託を受けて
行うであろう簡易点検や定期点検の実施方法について、講師に
三菱電機ビルテクノサービス株式会社中部支社の秋元力氏と稲
岡毅参事をおむかえして詳細な資料とパワーポイントにより①冷
凍空調機の仕組み、②なぜ漏えい防止が必要か、③漏えい事例
の紹介、④改正フロン法の概要及び「簡易点検の手引き」により
具体的な解説をしていただきました。
会員の関心も非常に高く、44社から102名の参加者があり、質
疑応答の時間では多数の方々から多くの質問が出され講師から
分かり易く説明をしていただきました。

設備管理担当者講習会
「管理会社が知っておかなければならない
　　　　　　　　　フロン排出抑制法の実務」

平成27年6月2日（火）、3日（水）の両日８４名の参加を得て、午
前８時名古屋テレビ塔から観光バス３台で静岡県の清水・焼津
方面へと向かいました。
新東名高速道路を静岡方面に走行し、初日は平成25年6月に
世界文化遺産「富士山―信仰の対象と芸術の源泉」に登録さ
れた三保の松原を散策した後、徳川家康公の神廟（石造りのお
墓）があり国の史跡にも指定されている久能山東照宮を見学しま
した。
宿泊は、富士山と駿河湾の眺望が素晴らしい焼津グランドホテ

ルでしたが、この頃から天気が少しあやしくなってしまいました。
懇親会では、マイクを片手に自慢の歌の披露など和やかで打

ち解けた雰囲気で会員相互の絆が大変深まりました。
翌３日（水）はあいにくの空模様でしたが、掛川花鳥園の見学

の後、浜松市に移動してスズキ自動車歴史館では1909年の創
業以来の“ものづくりにかける情熱”に触れることができました。
参加された皆様には、世代の枠を超えた会員相互のネットワー

クの一助となった二日間であったと思います。

三年ぶりに研修旅行が行われました

【資　料】

業務用冷凍空調機器ユーザーによる 簡易点検の手引き 

改正フロン法対応（フロン類の漏えい点検）

「業務用エアコン編」、「冷凍冷蔵ショーケース・業務用冷凍冷蔵庫編」
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事務局だより事務局だより
「人生には知らなくていいことがあふれて
いる」ある新聞社のテレビCMです。
「部長と俺 編」、「部長のＰＣと俺 編」、
「同期と役員と俺 編」、「彼女と俺 編」などシ
リーズもので、上司や同僚が立ち話をしてい
る職場での何気ない光景、でも、自分は蚊帳
の外、どうも気になる俺（テレビCMの主人
公）が戸惑っている・・・
そして、CMの最後のテロップで「あたなが
知るべき情報は・・・」。
様々な情報が飛び交う現代社会、協会事
務局では、会員の皆さんに必要な最新情報
を過不足なくタイムリーにお伝えすべく工夫を
していきます。
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平成27年8月の予定 葉月

ビルクリーニング通信訓練（学科）講習会

（大成研修センター）
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開催日時
開催場所
出 席 者

主な審議事項
報告事項

平成27年6月22日（月）午後3時～午後4時
協会事務局会議室
加藤会長始め13名の出席を得て、加藤会長が議
長となり審議を行った。
当面の諸問題について
（委員会報告／全協報告／中部北陸地区本部
報告／事務局報告）

◆第4回理事会 ◆第３回広報委員会

理事会・各種委員会

開催日時
開催場所
出 席 者

平成27年6月23日（火）午前10時～午前11時
協会事務局会議室
酒井委員長を始め7名の出席を得て以下について
協議
・びるめんニュース7月号の構成
・ホームページ リニューアルの検討


