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・今月の視点・・今月の視点・ ２０２０年度定時総会開催

2020年5月29日(金)、東京第一ホテル錦において、2020年

度定時総会が開催されました。

新型コロナウイルス感染症の感染予防および飛散防止の観

点から、マスクの着用や手指消毒などの対策を講じた上で、例

年より規模を縮小しての開催となりました。

総会の開催にあたり、水藤副会長による開会のことばに続き、

加藤会長から協会事業について、新型コロナウイルスは2月頃か

ら日本でも影響が出始め、4月7日からは緊急事態宣言が出され、

国民生活が大きな影響を受けました。この間、不要不急の外出

自粛、三密を避け、テレワークを導入するなど今までにない危機

感を持ってやってまいりました。5月15日に緊急事態宣言対象地

域から外れましたが、まだすぐには従来の協会の活動に戻れな

い状況であります。今後は、感染予防をしながら、遅れている事

業を軌道に戻してまいりたいとの挨拶がありました。

その後、多年にわたり建築物環境衛生管理の業務に従事さ

れ、その職責の遂行により業界の発展に多大なる貢献をいただ

いた優良従業員の皆様には、知事表彰並びに協会長表彰が、

また、協会事業に功労のあった方々には協会長表彰が行われ

る予定でしたが、残念ながら、新型コロナウイルス感染症の拡大

による状況を鑑み、被表彰者様のご臨席は中止とさせていただ

きました。

議事については、議長に（株）フジプロパティの堀口 弘氏を

選出し、提出された3議案について審議が行われました。

第1号議案については水藤副会長から、第2号議案について

は吉田副会長から説明があり、また、監査の結果については加

藤監事から報告があり、両議案を一括採択の結果、原案のとお

り議決されました。

第3号議案については吉田副会長から説明があり、採決の

結果、原案のとおり議決されました。

（1）　２０２０年度事業計画及び予算について

（2）　公益社団法人全国ビルメンテナンス協会・中部北	

	 陸地区本部報告について

第１号議案	 ２０１９年度事業報告の承認について

第２号議案	 ２０１９年度決算の承認について

第３号議案	 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

	 代議員選挙管理委員会	委員の選任について



報告事項に移り、2020年度事業計画及び予算について服

部副会長から説明があり、続いて全国協会の事業について加

藤会長（全国協会理事）、吉田副会長（全国協会執行委員）か

ら、地区本部報告について加藤会長（中部北陸地区本部長）

からそれぞれ報告がありました。

その他、全国協会の会費については、4月から6月までの3か

月分が半額となりましたので、既に納付いただいた分について

は、次回（7月～9月分）にて減額させていただく旨の報告があり

ました。

最後に服部副会長による閉会のことばで2020年度定時総

会は終了いたしました。

■ 愛知県知事表彰及び愛知ビルメンテナンス
  協会長表彰

2020年5月29日(金)に開催された定時総会において、愛知県

知事表彰及び愛知ビルメンテナンス協会長表彰の表彰式が行

われる予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染予防およ

び飛散防止の観点から、会員の皆さまの健康と安全を第一に考

え、表彰状授与を中止とし、お名前のみの発表とさせていただき

ました。

愛知県知事表彰（永年勤続優良従業員18名）及び協会長

表彰（優良従業員21名、協会事業功労者2名）の皆様には、後

日表彰状及び副賞をお渡しさせていただきました。

また、今年度より協会事業協力者表彰として、協会が実施する

講習会及び研修会において５年以上にわたり講師をお引き受け

いただいた方々に、感謝状を贈呈させていただくこととなりました。

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〕
　（敬称略、会社名50音順）
木村　和子 株式会社エスケイエム
斉藤　　進 管	財	株式会社
金髙　俊行 近鉄ビルサービス株式会社	中部支店
西村　眞百美 株式会社	建	光	社
佐伯　正義 コニックス株式会社
前田　陽子 コニックス株式会社
滝口　　司 株式会社	三	清	社
高野　大介 昭和建物管理株式会社
松村　晴夫 株式会社	セ	イ	コ	ー
丹羽　　敏 株式会社セイビ	名古屋支店
勇元　良太 タイガー総業株式会社
玉水　雅啓 大		成	株式会社
杉浦　嘉信 中日コプロ株式会社
武田　康生 中日コプロ株式会社
成瀬　晴彦 中部互光株式会社
中村　明美 テムズ中日株式会社
伊藤　節子 テルウェル西日本株式会社	東海支店
磯貝　佐知乃 株式会社東海ダイケンビルサービス

◇協会長表彰〔優良従業員表彰〕（敬称略、会社名50音順）
森下　佑次 近鉄ビルサービス株式会社	中部支店
梅本　朱美 株式会社	建	光	社
柿崎　清弘 コニックス株式会社
村山　 	 	 光 コニックス株式会社
水野　久子 株式会社	三	清	社
杁本　幸司 昭和建物管理株式会社
山本　伸治 株式会社セイビ	名古屋支店
高橋　利昌 タイガー総業株式会社
後藤　良剛 大　成	株式会社
北澤　敏一 中日コプロ株式会社
山本　潤一 中日コプロ株式会社
加藤　成人 中部互光株式会社
長谷　まり子 中部互光株式会社
赤星　美和 テムズ中日株式会社
大久保	美智子 テルウェル西日本株式会社	東海支店
岩城　さき江 株式会社東海ダイケンビルサービス
大屋　秋夫 東海ビル管理株式会社
清水　佑樹 株式会社トヨタエンタプライズ
町田　剛宏 株式会社トヨタエンタプライズ
熊沢　　洋 名古屋昭和建物サービス株式会社
潟見　直樹 ホーメックス株式会社

◇協会長表彰〔協会事業功労者表彰〕（敬称略、会社名50音順）
板倉　吉孝 株式会社ユーホーニイタカ
福光　秀康 ユシロ化学工業株式会社	名古屋支店

◇協会長表彰〔協会事業協力者表彰〕（敬称略、50音順）
大島　　渡 協会講師
川口　弘之 協会講師

▲	大島　渡講師

▲	川口弘之講師



■２０１９年度 労働安全衛生優秀作品
標語の部

「 身を守る 危険予知後の 即改善 」
コニックス株式会社　木 村 智恵美さんの作品

ポスター・デザインの部

　   　　

								石田	敬冶さん（大成株式会社）

■ 熱中症予防について
緊急事態宣言の解除に伴い、今後は徐々に外出する機会が

増えてくるかと思います。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、政府は「新

しい生活様式」の中で、手洗いや手指消毒などと合わせてマス

クの着用を求めていますが、高温多湿の中でのマスク着用は体

に熱がこもりやすく、息苦しさを感じるなどして熱中症のリスクが高

まることが懸念されています。

気象庁の予報では今夏（６～８月）は厳しい暑さが予想されて

おり、夏場にかけては熱中症にも注意が必要となります。

厚労省と環境省は、屋外で他の人と２メートル以上の距離が

取れる場合はマスクを外すよう呼び掛けています。

感染症対策を実施したうえで、こまめな休憩をとる、水分を補

給するなど、従来の熱中症対策に取り組むことが大切です。

２０２０年７月の予定 文月

日 曜 行　　　事　　　等
1 水 　ビルクリーニング科通信訓練（学科）〈大成研修センター〉

　ビルクリーニング技能検定	随時3級〈大成研修センター〉

2 木 　

3 金

4 ●土

5 ●日 　

6 月 　

7 火

8 水 　

9 木

10 金 清掃作業従事者研修(初級者コース)〈大成研修センター〉

11 ●土

12 ●日

13 月 　ビルクリーニング技能検定	基礎級〈大成研修センター〉

14 火

15 水 　監事会／理事会

日 曜 行　　　事　　　等
16 木 　

17 金

18 ●土

19 ●日

20 月 　ビルクリーニング技能検定	基礎級〈大成研修センター〉

21 火 　広報・会員増強委員会

22 水

23 ●木

24 ●金

25 ●土

26 ●日

27 月 　ビルクリーニング技能検定	基礎級〈大成研修センター〉

28 火 　

29 水 全国ビルメンテナンス協会定時総会〈ビルメンテナンス会館〉

30 木

31 金 　
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◆第2回　理事会
開催日時 2020年5月29日（金）午後13時30分～
開催場所 東京第一ホテル錦 2階「ブリランテ」
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 ・2020年度 定時総会の運営について
 ・共創ワークソリューション「Zoom」の採用について
報告事項 （委員会報告/全協報告/地区本部報告/事務局報告）

■理事会・各種委員会

【協会からのメール配信】
配信年月日 配信番号 題　　名

2020.5. 7 2020-89 ビルクリーニング技能検定試験（５月開催）の延期等について

2020.5.11 2020-90 【地区協会の皆さまへ】全国協会電子通知 2020年5月7日号

2020.5.12 2020-98 全国協会からのお知らせ（1級通信訓練ビルクリーニング科学科専攻科受講生募集延長）

2020.5.14 2020-号外 全国協会からのお知らせ（新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養施設の廃棄物処理について）

2020.5.18 2020-105 全国協会からのお知らせ
（新型コロナウイルス感染症対策に関する要望等について）
（施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について）

2020-号外 全国協会からの調査（2020年度防除作業従事者研修会指導者講習会への参加について）

2020.5.20 2020-112 全国協会からのお知らせ（第一種エコチューニング技術者資格講習会の開催延期等）

2020.5.21 2020-116 県保健医療局からの通知（新型コロナウイルス感染症愛知県緊急事態措置の変更について）

2020-122 全国協会からのお知らせ（新型コロナウイルス感染症に伴う医療消耗品等の情報提供について等）

2020.5.22 2020-124 県保健医療局からの通知（新型コロナウイルス感染症愛知県緊急事態措置の再変更について）

2020.5.27 2020-号外 名北労働基準協会より（令和２年度労働講座のご案内）

事務局だより
4月7日、政府は5月6日までの1か月間、東京都、神

奈川県、大阪府など７都府県を対象に緊急事態宣
言を発し、これを受けて全国協会ではテレワーク（在
宅勤務）を原則としたことから、愛知協会でも、急遽
4月14日からテレワーク（在宅勤務）を導入することと
し、原則として出勤する職員を1人とする体制をとりま
した。

その直後の4月16日には緊急事態宣言対象地域
が全国に拡大されると同時に、愛知県は特定警戒
都道府県に指定され、さらに、5月4日には緊急事態
措置の実施期間も延長されました。この結果、当事
務局でのテレワーク（在宅勤務）は、本県が緊急事態
宣言対象地域から外れた翌日の5月15日までの約1
か月間続くこととなりました。

この間、会員の皆様には、大変ご不便をおかけしま
したことをお詫び申し上げますとともに、再び、このよ
うな事態にならないことを願っております。

株式会社深尾商会絶妙な性能バランス！汎用樹脂ワックス「クレストＶ」のご紹介賛助会コーナー

普通会員
年月 会員名 異動（変更）事項 異動内容
2020.4 日本空調サービス㈱

名古屋支店
登録者 新）営 業リーダー　宮本　大輔

旧）技術1グループサブマネージャー
　　　　　　　　　北川　敏之

2020.5 ㈱リテールバック
オフィスサポート

代表者・登録者 新）代表取締役社長　中谷　　匡
旧）　　　〃　　　　林　　英利

■会員の動き　　２０２０年６月１日現在会員数　　
　　　　　　　　　　普通会員　128社　　賛助会員　21社

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

絶妙な性能バランス！
汎用樹脂ワックス「クレストＶ」のご紹介

トータルバランス（光沢・耐ヒールマーク性・作業性・乾燥性・低臭）に優
れた汎用タイプの樹脂ワックスです。以下の４つの特長がございます。
①両立の難しい光沢・耐久性を高いレベルで実現　　　　　　　
初期光沢にプラスして光沢持続性・耐ヒールマーク性もあり、美観
を長期間維持できます。

②作業性（塗りやすさ）・乾燥性（速乾）レベルを向上　　　　　
高光沢品にもかかわらず樹脂濃度を抑えているため、作業性・乾
燥性が良好です。

③低臭タイプのため、さまざまな現場で使用可能　　　　　　　
病院・学校・飲食店・商業施設・狭い空間等、幅広い現場に対応
できます。

④エコパック（小分け容器）あり　　　　　　　　　　　　　　　
18kgのポリペール缶の他に、2kg×9袋の容器（エコパック）も用
意しており、現場での小分けの手間が無い点と、使いきりで保存
がし易く、ゴミの量も減らすことができます。

コニシ株式会社


