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2019年11月15日（金）～17日（日）に常滑市の愛知県国際

展示場において「第39回全国障害者技能競技大会（アビリン

ピック）」が開催され全国から46人の選手が参加して、課題１

「繊維床清掃」（打ち切り時間7分）と課題２「弾性床清掃お

よび机上清掃」（打ち切り時間10分）の２つの課題に取り組み

ました。

今回の競技大会を支える運営スタッフである専門委員（３

名）と補佐員（10名）は大会前日の14日の午後から準備のた

めに会場入りして競技コートのセッティングや機材の確認に追

われました。その際に露呈した追加作業には補佐員の皆さん

の協力もあって無事に完了して、選手の受け入れ準備が整い

ました。

15日の9時からは選手による会場下見への対応、午後は再

び競技コートのセッティングをして、いよいよ大会当日を迎えるこ

とになりました。

16日の競技大会はＡ・Ｂと２面の競技コートを使用するので

すが、午前中の３時間で打ち切り時間7分の課題を23組（46

人）実施しなければなりませんので、運営スタッフは次の選手

の準備のためにトイレに行く時間もないほどの過密スケジュール

でした。また、昼休憩時間中には繊維床から弾性床への転換、

コートの再セッティングが必要なうえ、午前の競技が遅れた関係

から、時間に追われて食事をとるのに十分な時間もないほどで

した。

そんな中でも補佐員の皆さんは全国から参加した選手のた

め、献身的に黙々と準備を整えて競技を支えてくれました。あり

がとうございました。

張り詰めた空気の中で競技が行われましたが、参加された選

手の皆さんは日頃の成果を発揮し、白熱した大会となりました。

17日の表彰式では、愛知県代表として参加した後藤梨佐選

手、新谷ちひろ選手が金賞・銀賞を受賞され、愛知県の技術力

の高さを全国に示す機会となりました。

金　賞：後藤梨佐選手（愛知県）

銀　賞：新谷ちひろ選手（愛知県）、藤井優気選手（京都府）

銅　賞：小谷航選手（東京都）、有働晟直選手（熊本県）

努力賞：白石愛花選手（栃木県）、徐育和選手（大阪府）

来年2020年も愛知県で全国大会が開催されることが決まっ

ています。

解消しなければならない運営や進行のことなど、課題は山積

していますが、早期に関係各所と打ち合わせをして取り組むべ

きだと強く感じました。

そして、多くの選手が持てる力を存分に発揮できる素晴らし

い大会となるよう、皆様のお力添えをお願いいたします。
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障がい者支援委員会 委員長　田中　宏



■ 普通救命講習Ⅱ（AED認定コース）
2019年10月1日（火）及び11月7日（木）の午後1時から、昭

和消防署4階にある名古屋市応急手当研修センターにおいて、

22名の参加を得て普通救命講習が開催されました。

この講習会では、心肺蘇生法及びＡＥＤの使用方法、異

物除去方法、止血法などについて、指導員による講習を受け

ながら、実際にダ

ミー人形とＡＥＤ

を使用して、様々

な状況を想定し

ながら救命措置

を行う訓練が進

められます。

こうした訓練は

何度も繰り返すことで身につくものであり、また、救命技能の

維持向上のためにも、2年から3年間隔での受講をお勧めし

ます。

■ 清掃作業従事者研修（中級者コース）
清掃管理委員会

2019年11月8日（金）午前9時40分から、大成研修セン

ターにおいて、清掃作業従事者研修（中級者コース）が32名

の参加者を得て

開催されました。

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。

最新の清掃技術として、シーバイエス㈱ 鈴木講師より

｢効率的なトイレメンテナンス｣についてのご講義をいただき

ました。

科　　目 ・ 内　　容 講　　師

午
　
前

清掃作業を中心とした建築物衛生法等 勝野 英雄 氏
㈱セイコー

清掃用機械器具･資材の使用方法（場所別） 村上 寛彦 氏
コニックス㈱

午
　
後

清掃用機械器具･資材の使用方法（床材別） 坂口 菊生 氏
タイガー総業㈱

環境問題 時松 英樹 氏
中日コプロ㈱

作業従事者の心得
清掃作業の安全と衛生

川口 弘之 氏
元㈱名鉄クリーニング

最新の清掃技術
・｢効率的なトイレメンテナンス｣

鈴木 佳裕 氏
シーバイエス㈱

効果測定

■ 講習会（座学）
設備管理委員会

2019年11月12日（火）午前10時から、大成研修センター

において、設備管理委員会による講習会（座学）が午前と午

後にわたって開催されました。

講習会は、設備管理委員会の首藤　健委員長のあいさつ

で開講し、午前中は16社41名の参加を得て、デンヨー株式

会社名古屋営

業所 山下大地

氏をお迎えして

「BCP対策と

しての発電機」

についてのご

講 義をいただ

きました。

午後1時30分からは、16社39名の参加者を得て、アズビル

株式会社ビルシステムカンパニー中部支社 高尾晋平氏、片

田雅彦氏、西川文進氏をお迎えし、「ビルにおける自動制御

システムの役割と運用方法」についてのご講義をいただきま

した。

発電機の種類や規模によっての導入方法の違いや、ビル

の中で居住者が快適に過ごすための管理システムについて

等、大変興味深い内容でした。

■ 職業自立推進運営委員会
名古屋市教育委員会の主催による職業自立推進運営委員

会が11月6日（水）午後2時から名古屋市役所西庁舎で開催

され、吉田治伸副会長が出席をしました。

この委員会は名古屋市立特別支援学校高等部生徒の就労

支援策及び関係機関との連携強化について協議するために

設置されたもので、学校の校長、行政機関の職員、就労支援

コーディネーター及び企業関係者などで構成され、会議では

守山養護学校産業課の取り組み、特別支援学校高等部普通

科の取り組みなどが報告されたのち、卒業した生徒が自立し

た生活を送るための支援、今後の職業教育の在り方などにつ

いて話し合われました。



■理事会・各種委員会
◆第7回　広報・会員増強委員会

開催日時　2019年11月20日（水）午前10時30分～11時30分

開催場所　協会事務局 会議室

出 席 者　山口委員長始め2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構成について

 ・会員増強策について

◆第8回　理事会

開催日時 2019年11月20日（水）午後1時30分～3時30分

開催場所 協会事務局 会議室

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 ・新年賀詞交歓会について

 ・公衆衛生関係功労者に対する知事表彰について

 ・普通新入会員の承認について

報告事項　（委員会報告/全協報告/地区本部報告/

 事務局報告）

◆第2回　経営管理委員会

開催日時 2019年11月21日（木）午後1時30分～2時30分

開催場所 協会事務局 会議室

出 席 者 酒井委員長始め9名の出席を得て以下について協議

 ・一斉清掃活動について

 ・経費セミナーついて

 ・第13回ビルメンテナンスこども絵画コンクール

 　結果について

■ビルメンヒューマンフェア＆
  クリーンEXPO2019

ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO2019が、11月13

日（水）から15日（金）までの間、東京ビッグサイトにて開催さ

れました。来場者数は12,776名で大盛況でした。

業界最大規模の資機材展として活発な商談が行われ、ま

た、ビルメン業界の課題解決・生産性向上のヒントが凝縮さ

れた充実した会場内企画の数々でした。

また、2年に1度の、日本一のビルクリーニング技能士の栄

光をかけた全国ビルクリーニング技能競技会が開催され、惜

しくも愛知県からの受賞はありませんでしたが、タイガー総業

の竹内勇人選手（選手宣誓）と中日コプロの森賢人選手が参

加し白熱した競技が行われました。

■ わが社のプロフェッショナル
中日サービス株式会社　環境営業部設備管理課　橋本脩生

中日サービス株式会社はビルメンテナンス、広告代理業

など多彩な業 種に取り組む

中日新聞のグループ会社です。

私は環境営業部設備管理課

に所属し、清掃をはじめさま

ざまなビル管理の知識を基に、

取引先施設の設備面の悩み

解決に携わっています。

私たちが現在、積極的に取

り組む事業の一つが「防滑事

業」です。聞きなれない言葉かもしれませんが、床面の滑

りによる転倒を防ぐものです。商業施設や個人宅などでの

転倒事故をよく耳にします。実際、国内で一年間にこれら

転倒による死者は9150人（2017年度・厚生労働省データ）

に上り、交通事故の年間死者数3532人（18年、警察庁デー

タ）をはるかに上回っています。

具体的には、細かく特殊加工した陶器片をアクリル塗料

に混ぜ込み、床面に塗布。これによりグリップ力（摩擦抵

抗）を高め、転倒防止につなげるわけです。耐久性や美観

にも優れているのが特徴で、私も営業兼作業員として現場

で作業に当たっています。

最初こそ不慣れで苦労もしましたが、現場を重ねる中で

経験値も上がってスキルアップでき、今では自信を持って取

り組めるようになりました。

中日サービス事務所が入る名古屋市中区栄の松下中日ビ

ル正面玄関はすでに滑り止め加工をしているほか、10月に

はナゴヤドームの外階段にも施工しました。施設の安全の

役に立つ仕事だと実感し、皆さんに喜ばれるように一層の

事業展開に努めたいと思います。

▲2018年度労働安全衛生ポスター・デザイン　優秀賞　
　山本裕子さん（大成株式会社）

2018年度 労働安全衛生優秀作品
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配信年月日 配信番号 題　　名

2019.11.5 2019-082 第79回（次年度）全国産業安全衛生大会開催および
研究発表の募集等について

2019-083 第6回「エコチューニング経営塾」開催のご案内

2019.11.11 2019-084 令和元年度職場の年末安全衛生推進運動の実施について

2019-085 第11回「ビルメン社会貢献セミナー」について

2019.11.13 2019-086 「職長・安全衛生責任者教育」の開催について

2019.11.21 2019-087 アスベスト対策に関する講習会の開催について

事務局だより
平成から令和となり、新しい時代が始まりました

が、令和元年も間もなく終わろうとしています。

今年は、青年部全国大会、全国障害者技能

競技大会が愛知県で開催されるなど、目まぐるし

い1年となりました。

会員の皆様におかれましては、今年1年、当協

会の事業運営にご理解とご協力をいただき誠に

ありがとうございました。至らない点も多々あるかと

存じますが、来年も引き続きご指導ご鞭撻のほど

何卒よろしくお願い申し上げます。

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

2020年1月の予定 睦月

日 曜 行　　　事　　　等
1 ●水 　

2 木

3 金

4 ●土

5 ●日 　

6 月 　

7 火

8 水 第34回建築物環境衛生管理研究集会第3回幹事会

9 木 　ビルクリーニング技能検定基礎級〈大成研修センター〉

10 金

11 ●土

12 ●日

13 ●月 　　

14 火

15 水 　

日 曜 行　　　事　　　等
16 木 　

17 金

18 ●土

19 ●日

20 月

21 火

22 水

23 木

24 金

25 ●土

26 ●日

27 月

28 火 　ビルクリーニング技能検定1級（実技）〈大成研修センター〉

29 水 　理事会、新年賀詞交歓会〈名古屋ガーデンパレス〉

30 木

31 金 　愛知県公契約に関する協議の場〈アイリス愛知〉

普通会員
年月 会員名 異動（変更）事項 異動内容

2019.11 中央管理㈱ 登録者 新）代表取締役社長　中谷　友一
旧）　　　〃　　　　塩沢　謙一

ユタコロジー㈱ 登録者 新）総務・経理部長　栗原　　武
旧）代 表 取 締 役　酒井　秀京

日本郵便オフィスサポート㈱
東海支社

登録者 新）ビル管理事業部担当部長　髙田　英輝
旧）支　   社　   長　成瀬　昌明

株式会社深尾商会 賛助会コーナー

■会員の動き　　2019年11月30日現在会員　　
　　　　　　　　　　普通会員　129社　　賛助会員　22社

http://www.tanqest.jp/

2020年2月末
発売予定


