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面の拭き、掃き作業と机の上の拭き作業、ゴミの処理を行い

ました。

全国から36名、愛知県からは、新谷ちひろ選手、吉村遥

斗選手の2名の選手が参加し、また、2021年にモスクワにて

開催予定の「第10回国際アビリンピック」へ派遣する選手

選考会を兼ねて、招聘選手として後藤梨佐選手が参加しま

した。

全力で競技に臨む姿は甲乙つけがたく、日頃培った技術

や練習の成果を存分に披露されていました。

15日（日）の成績発表では、コニックス㈱の新谷ちひろ選

手が銅賞に輝きました。おめでとうございます。

なお、国際大会への出場選手については、後日決定予

定です。
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・今月の視点・・今月の視点・ 第40回全国障害者技能競技大会
（アビリンピック）

2020年11月13日（金）から15日（日）の3日間、愛知県常

滑市にある愛知県国際展示場において、「第40回全国障

害者技能競技大会（アビリンピック）」が開催されました。

愛知県で2年連続開催となる記念すべき第40回大会と

なった本大会ですが、新型コロナウイルス感染防止対策の

ため、初の無観客での開催となりました。

全国アビリンピックには、各地から選ばれた25種目335名

の選手が集結し、それぞれの種目で白熱した競技が繰り広

げられ、その様子はWEB上で動画配信されました。

ビルクリーニング競技は14日（土）、午前と午後に分かれ

て開催され、競技課題は、ビルクリーニングの基本作業であ

る「弾性床材清掃及び机上の清掃」です。会場内に設け

た16㎡（4m×4m）の模擬オフィスにおいて、モップによる床

【金　賞】神奈川県　本田駿斗選手

【銀　賞】埼玉県　小島希望選手、東京都　谷口湧真選手、京都府　下内寿也選手

【銅　賞】栃木県　田村由紀枝選手、愛知県　新谷ちひろ選手、大阪府　西山恵李香選手

【努力賞】島根県　藤原拓巳選手



■ 普通救命講習Ⅱ（AED認定コース）
警備業ビルメン支部

2020年10月9日（金）及び11月17日（火）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、

計19名の参加を得て普通救命講習が開催されました。

本年度は、新

型コロナウイル

ス感 染 症 への

対策として、参

加者に検温及

び 手 指 消 毒 、

マスクの着用を

お願いするとと

もに、研修セン

ターによる問診票の記入など、感染防止対策を講じての開催と

なりました。

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。

ＡＥＤが普及し、街中や多くの施設で見かけるようになりました

が、救命行為を必要とする場に居合わせた際、講習を受けるな

どの経験がないと、なかなか実践することはできません。救命技

能の維持向上のためにも、数年に一度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

2020年11月6日（金）午前9時30分から、ウインクあいちにおい

て、清掃作業従事者研修（中級者コース）が35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、（株）リンレイ 長谷川 満氏より｢ビニ

ル系床材のメンテナンス｣についてのご講義をいただきました。

研　修　科　目 講　　師

午
前

清掃作業を中心とした建築物衛生法等 松井 義廣氏
（元愛知県職員）

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（株））

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（株））

環境問題 時松 英樹 氏
（中日コプロ（株））

作業従事者の心得
清掃作業の安全と衛生

千種 　旭 氏
（ 大　成（株））

最新の清掃技術
「ビニル系床材のメンテナンス」

長谷川　満 氏
（（株）リンレイ）

■ 職業自立推進運営委員会
2020年11月10日（火）午後2時から、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。

■ビルメンヒューマンフェア＆
  クリーンEXPO2020　

2020年11月11日（水）から13日（金）までの3日間、ビルメン

ヒューマンフェア＆クリーンEXPO2020が、東京ビッグサイト西展

示棟1ホールで開催されました。

ビルメンヒューマンフェア&クリーンEXPOは、公益社団法人

全国ビルメンテナンス協会と一般社団法人日本能率協会が主



催する、国内最大級のビルメンテナンス分野に特化した専門展

示会です。

開催に際して、入場人数の管理や事前登録によるコントロー

ルを行い、検温、マスク着用の徹底、消毒液等の設置、ソーシャ

ルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染症対策が行わ

れました。

■ごみゼロ社会推進あいち県民大会
愛知県では、2020年11月5日（木）に、名古屋市のオアシス21

銀河の広場において、「食品ロス削減イベント・ごみゼロ社会推

進あいち県民大会」が開催されました。

参加にあたり、新型コロナウイルス感染症対策として、マスクの

着用や検温、手指消毒及びスマートフォンへの国の接触確認アプ

リCOCOAのインストールへの協力依頼があり、会場においても、

スタッフがフェイスガードを着用し、会場内が密にならないよう、入

場制限や座席の間隔をあけるなどの対策が取られていました。

大村知事の挨拶では、ごみゼロ社会の形成に向けての3R

（リデュース・リユース・リサイクル）の重要性などについてのお

話があり、レジ袋削減取組優良店への表彰を始め、地元アイド

ル 名古屋CLEAR'S・Re☆Staのミニライブや浅尾美和さん

のトークショーなどの啓発イベントが行われていました。

また、今年度の大会は食品ロス削減イベントと併せて開催され

ており、芸人の家事えもん（松橋周太呂）さんによる食品使い切

りレシピに関するトークショーや、食品ロスを削減するための活動

に取り組む企業・団体による講演やパネルディスカッション、ブー

ス出展が行われていました。

未来の環境を守るためにも、食品ロスやごみ減量について、

消費者・事業者・行政が一体となって行動していくことが求めら

れています。

■ 2019年度労働安全衛生優秀作品
優 秀 賞 労働安全衛生「業務改善提案」

ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社 
マネージャー中村 充宏さん 　　種別:設備管理業務

【改善の件名】

空調用熱交換器直上（MB3F）のグレーチングについて

【改善を思い立った動機】

空調用熱交換器直上のMB3Fは、床面が金属製グレーチングと

なっており、網目の隙間から工具などが落下した時、階下の人に当

たる危険性がある。

【改善前の状況と改善後の成果】

・改善前の状況

①空調用熱交換器直上のMB3Fは、床面が金属製グレーチング

となっており、網目の隙間から工具などが落下した時、階下の

人に当たる危険性があった。

②作業中、膝や手を付いた際、グレーチングが金属製のため、膝

や手を痛める。また、転倒時のダメージも大きい。

・改善後の成果

柔らかい素材のメッシュタイプのシートを設置した。

① 工具などが落下した時、階下まで落ちる危険性がなくなった。

② 柔らかい素材のため、作業中に膝や手を痛めることがなく

なった。

③ 転倒した時のケガのダメージが軽減される。

【改善後の課題】

定期的にメッシュシートの状態を確認する。



事務局だより賛助会コーナー

■ 理事会・各種委員会
◆第2回　災害支援運営会議
開催日時 2020年11月5日（木）15時～15時30分
開催場所 協会事務局 会議室　※Zoomによる開催
出 席 者 本多・福岡委員長始め12名の出席を得て以下につ
 いて協議
 ・災害時支援協力アンケート結果報告
 ・上記アンケート結果による正副ブロック長の選定 
   について
 ・会員向けコロナウイルス関連勉強会の開催について

◆第8回　広報・会員増強委員会
開催日時 2020年11月17日（火）10時～10時45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

◆第7回　理事会
開催日時 2020年11月18日（水）13時30分～15時10分
開催場所 大成ビル 8F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
 ・普通会員の入会について
報告事項 （委員会報告/全協報告/地区本部報告/事務局報告）

12月となり、いよいよ2020年も残りわず
かとなりました。今年は「研修旅行」「ソフト
ボール大会」をはじめ多くの行事が中止と
なり、会員の皆様には大変ご迷惑をおかけ
いたしました。

「withコロナ」の時代となり、感染症対策
をしながら、新型コロナウイルスとどう共生し
ていくのかは、今後の大きな課題です。

来年も先が見えない状況ではあります
が、会員の皆様のお役に立てるよう尽力に
努めさせていただきますので、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

普通会員
年月 会員名 異動（変更）事項 異動内容

2020.10 山﨑産業㈱
名古屋営業所

登録者 新）
旧）

名古屋営業所長　鎌田　　岳
　　　〃　　　　師橋　幸範

　　　　　　２０２１年１月の予定　　　  睦月

19日（火） 広報・会員増強委員会

21日（木）～22日（金） ビルクリーニング技能検定2級（実技）
<大成研修センター>

22日（金）、
25日（月）～28日（木）

ビルクリーニング技能検定1級（実技） 
<大成研修センター>

27日（水） 理事会

29日（金） ビルクリーニング技能検定3級（実技） 
<大成研修センター>

【協会からのメール配信】
配信年月日 配信番号 題　　名

2020.10.30 2020-324 労働安全衛生パトロール（書面調査）の実施について

ブロック別協会事業説明会のお知らせ

2020.11.11 全国協会の中部北陸地区「2020年度協会事業説明会」
（Zoom）のお知らせ

2020.11.19 2020-372 コロナウイルスと清掃に関するセミナーのお知らせ

2020.11.24 川柳募集のお知らせ

■会員の動き　　  2020年12月1日現在会員数
                                 普通会員　128社　賛助会員　21社


