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新年あけましておめでとうございます。 
日頃よりご指導いただいております関係官庁、関係諸

団体、そして会員の皆様には、清々しい年をお迎えのこ
ととお慶び申し上げます。 

さて、昨年は新型コロナウイルス感染が全世界に拡が
り、我が国においても未だに拡大が続いている状況であ
ります。そのため、昨年の協会活動につ
きましては、やむを得ず中止にさせてい
ただいた事業も多く、会員の皆様には多
大なるご迷惑をおかけしましたことを、
まずもってお詫び申し上げます。 

新型コロナウイルス感染拡大により
「三密回避」「ソーシャルディスタンス確
保」が定着化し、当業界に対しましては
公衆衛生管理業務が強く求められてい
ます。

本年はこうしたニューノーマル（新常
態）を前提として、今まで以上にスピード感をもった改革
が必要になります。 

全国ビルメンテナンス協会では、法定講習会や各種国
家資格の取得のデジタル化を進め、科目学習にｅラーニ
ングを取り入れようとしています。

技能検定実技試験においても、オンライン化が進んで
いくものと思われます。 

当愛知協会では、本年の会長方針を次の三つとさせて
いただきました。 

一、協会事業のデジタル化対応
今年も「三密回避」「ソーシャルディスタンス確保」は

不可欠な要件となります。それをカバーする一つの方法
は、デジタル化することによるオンライン学習と考えま
す。設備的な対応も含め、講習会、研修会の抜本的見直
しを進めていきます。 

二、作業の省力化への対応
各会員企業におかれましても、高齢化

が一層進んでいることと思います。新し
い作業方法や各種ロボットを活用して作
業効率を高める方策の研究と講習会の
実施等を強化していきます。
三、協会会員の増強

本年も引き続き会員増強に注力してま
いります。会員の皆様には新型コロナウ
イルス感染拡大により公衆衛生管理業
務の必要性が高まる中、知識を修得す

ることや、新しい手法を学ぶ上においても協会加入の必
要性を強調し、ご勧誘いただきますようお願い申し上げ
ます。 

こうした方針のもと、協会活動を力強く推し進めてま
いる所存でありますので、何とぞ会員皆様方の一層のご
支援ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

この一年、会員皆様やご家族様が新型コロナウイルス
に罹患することもなく、よい年でありますことを心より祈
念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。 
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新春を迎えて “「いのち」と「くらし」を
全力で
守り抜くマチ ナゴヤ”

愛知県知事

大 村 　 秀 章
名古屋市長

河 村 　 た かし

あけましておめでとうございます。
新たな年が、県民の皆様にとりまして素晴らしい1年となり

ますよう、心からお祈り申し上げます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症により、県民生活や経

済活動に大きな影響が生じる中、愛知県では、県民の皆様に
ご協力いただきながら、「感染拡大防止・医療」「県民生活」
「経済」の3つの対策を柱に、感染防止と社会経済活動の両
立に取り組んでまいりました。

こうした中でも、ジブリパークの本体工事着手や、国内最大
のスタートアップ支援拠点「ステーションＡｉ」事業開始など、
ウィズコロナ・アフターコロナを見据えつつ、「愛知」を「新起
動」させる取組を進めた1年となりました。

世界は、新型コロナウイルスの感染拡大、グローバル化やデ
ジタル化の加速度的な進展などにより、日々刻々と変化し続
けています。愛知県が活力を維持し、日本の成長エンジンとし
て、我が国の発展をリードし続けるためには、そうした変化に
的確に対応し、新たな付加価値を生み出していかなければな
りません。

今年も、国内外のネットワークを活用して最先端の技術・
サービス・人材を取り込みながら、モノづくり産業と融合した
愛知独自のスタートアップ・エコシステムを推進し、新たな付加
価値を創出し続ける「愛知発イノベーション」の実現を目指し
ます。

あわせて、ジブリパークの整備を始めとした愛知の魅力を
高める取組を着実に進め、国内外での愛知のプレゼンスの向
上を図ります。

また、リニア大交流圏を見据えた社会インフラ整備、農林
水産業の振興、教育・人づくり、女性の活躍、医療・福祉、環
境、雇用、多文化共生、防災・交通安全、東三河地域の振興
など、県民生活と社会福祉の向上にもしっかりと取り組んでま
いります。

愛知県では、今年も、ロボカップアジアパシフィック大会・
ワールドロボットサミット、世界ラリー選手権などのビッグイベ
ントが開催される予定です。万全の準備を整え、愛知の魅力を
世界中に発信してまいります。

県民の皆様に笑顔で元気にお過ごしいただけるよう、昨年
策定した「あいちビジョン2030」の基本目標「暮らし・経済・
環境が調和した輝くあいち～危機を乗り越え、愛知の元気を
日本の活力に～」の実現に向け、全力で取り組んでまいります
ので、一層のご理解とご支援をお願い申し上げます。

2021年元旦

年頭にあたり、謹んでご挨拶を申し上げます。一般社団法人
愛知ビルメンテナンス協会の皆様には、ウィズコロナ時代にお
ける新しい日常の中で、新たな年をお迎えのことと存じます。

昨年は、世界規模で新型コロナウイルスの感染が拡大し、こ
こナゴヤにおいても苦難を伴う１年間となりました。これまで
当たり前のようにあった日常や社会経済が一変し、その脅威に
どう対応するかが試されている状況に、私ども行政は、感染の
連鎖を少しでも早期に断ち切り、迅速にＰＣＲ検査や適切な
医療に結び付けられる体制の構築に向けて、さらには、市民
の皆様の雇用と事業者の皆様の商売を全力で応援し、ナゴヤ
全体の社会経済活動を支えるため、懸命に対策を講じてまい
りました。

市民の皆様の「いのち」を守る取り組みとしては、検査・医
療体制の拡充を図るとともに「感染者・濃厚接触者に対する
積極的疫学調査」においては、全国に先駆けて感染可能期間
を発症の２日前からとするなど、国基準より幅広い対象者に対
し、地道で丁寧な健康観察を実施してまいりました。このナゴ
ヤのいわゆる「柔らかい隔離」は、皆様の目に留まりにくい部
分ではありますが、私としては行政が直接的に関わることので
きる最も有効な感染防止対策であると自負しております。

そして、商売・雇用の灯を絶やさず「くらし」を守る取り組み
としては、私が尊敬する尾張ナゴヤの英雄にあやかって「ナゴ
ヤ信長徳政プロジェクト」と銘打ち、市内金融機関と連携し
て中小企業者への資金繰りを全面的に支援したり、新しい生
活様式等に対応した日本で一番使いやすい設備等導入補助
金を新設するなど、社会経済の活動レベルの維持に努めてま
いったところです。

私としては、戦後の焼け野原から不死鳥のごとく復活し、世
界でも有数の都市へと発展した我らがマチ ナゴヤであれば、
必ずやこの苦難を乗り越えられるものと確信しており、そのた
めには低迷する社会経済の回復を牽引する中長期的な視点に
立った新たな取り組みに対する積極的な公共投資が必要不可
欠であると認識しております。

今後ともこの方針のもとに、全ての市民・事業者の皆様の
「いのち」と「くらし」を絶対に守り抜くため、全市一丸となっ
て新型コロナウイルス感染拡大防止対策、医療提供体制等の
強化及び社会経済の活性化に全身全霊で取り組んでまいり
ます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

令和３年元旦



新春の御挨拶 新年を迎えて

愛知労働局長

伊 藤 　 正 史
愛知県保健医療局長

吉 田 　 　 宏

新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。
令和3年の年頭に当たり、愛知労働局の行政運営に対する

一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会の皆様の日頃からの
御理解と御協力に改めて御礼申し上げますとともに、今年一
年の所信の一端を述べさせていただきます。

昨年令和2年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
が、社会経済活動全般、ひいては雇用・労働環境等に広範な
影響をもたらした年でした。

当局としては、こうした厳しい労働環境の下、コロナ感染防
止に最大限に配慮しつつ、労働条件確保・改善対策について
は、時間外労働の上限規制、年次有給休暇の年５日以上の確
実な取得など働き方改革関連法について、引き続き、周知啓
発を行うほか、コロナ禍でも一部業種では長時間労働が認め
られることから、長時間労働の是正及び過重労働による健康
障害の防止のための監督指導を重点的に実施することによ
り、その遵守を図ってまいります。

また、コロナ禍等の影響により、雇用調整リスクに直面する
企業に対しては、雇用維持に向けた啓発指導、雇用調整助成
金を活用した支援を行うとともに、賃金・休業手当等が支払わ
れない労働者の労働条件を確保するための監督指導を実施
するなど、働く人々の労働条件確保と雇用維持のための取組
みを重点として進めてまいります。

さて、愛知県における労働災害は、関係各位のご尽力によ
り長期的には減少してきましたが、令和2年11月末日現在にお
ける死亡者数は、前年同期と比べて6人増加となっており、42
人もの方の尊い生命が失われている現状にあります。

また、休業4日以上の死傷者数を見ましても、令和2年11
月末日現在で5,940人と前年同期と比べて314人増加して
います。

このような状況の中、労働安全衛生の確保については、第
13次労働災害防止推進計画の目標達成に向け、リスクアセス
メントの推進・定着を図っていくとともに、働く人がその能力
を十分発揮し、安心して働くことのできる職場環境が実現さ
れるよう、治療と仕事の両立支援などを促進してまいります。

社会全体としても、各企業等においても、引き続き「ウィズ
コロナ」での難しい舵取りが求められることとなりますが、本
年が皆様にとってより良い年になるよう祈念いたしますととも
に、今後とも皆様のご支援とご協力を賜りますようお願い申し
上げ、年頭の御挨拶といたします。

新年あけましておめでとうございます。
2021年の新春を健やかにお迎えのことと心からお慶び申し

上げます。
一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会の皆様におかれま

しては、日頃から本県の保健医療行政の推進に格別のご理解
とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

昨年は新型コロナウイルス感染症への対応に終始した１年
でした。感染者数の増加に伴って４月初めに緊急事態宣言を
発出して以降、感染状況は一進一退の状態であり、依然とし
て社会生活の場に感染のリスクが存在しています。

このような状況の中、ビルメンテナンス業界においても感染
拡大予防ガイドラインが策定され、貴協会におかれては、ガイ
ドラインを遵守し、建築物の利用者及び業務従事者の感染予
防のために、専門的な知識及び技術を活かしてご尽力いただ
いており、深く感謝申し上げます。

ビルメンテナンス業は、社会活動を維持するために必要不
可欠な事業に位置付けられており、また、感染症対策としての
建築物の環境衛生管理の重要性が広く認知されたことから、
事業を担う貴協会員の役割がより一層重要なものとなってお
ります。皆様におかれましては、ご自身の安全を確保しつつ、
建築物の利用者にとって快適な環境はもとより、安全な環境
を保持するため、引き続き建築物の適切な維持管理に努めて
いただくようお願いいたします。

さて、本県では、昨年11月に貴協会をはじめ多くの団体の
協賛のもと、あいち技能五輪・アビリンピックをAichi Sky 
Expoにて開催しました。新型コロナウイルス感染症の影響に
より、残念ながら無観客での開催となりましたが、貴協会員に
所属する選手の方々がビルクリーニング競技で活躍され、大
会を盛り上げていただきました。東京での開催となる今年の
大会においても大いにご活躍されることを期待しております。

本県といたしましては、建築物環境を取り巻く変化に対応
しつつ、関係機関、関係団体の皆様と連携を図りながら、建
築物衛生の推進に取り組んでまいりますので、今後とも、ご理
解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

また、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、県民
の皆様の生命・健康を守ることを最優先課題として、引き続き
全力で取り組んでまいりますので、皆様におかれましても、３
つの密を避けるとともにマスクの着用、手洗い、消毒など感染
防止対策の徹底にご協力くださるようお願いいたします。

最後に、貴協会の益々のご発展並びに本年の皆様のご多
幸とご健勝を心より祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせて
いただきます。



年頭のご挨拶新春を迎えて

名古屋市消防長

小 出 　 豊 明
愛知県警察本部生活安全部長

岸 本 　 一 也

新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
愛知ビルメンテナンス協会の皆様には、旧年中、施設警備

業務や建築物の警備防災等ビルメンテナンス業務を通じて、
犯罪の未然防止活動等に取り組んでいただくとともに、犯罪
の起きにくい社会づくりにお力添えいただき、厚く御礼を申し
上げます。

さて、昨年はコロナウイルス感染症がまん延し、国の新型コ
ロナウイルス感染症緊急事態宣言や愛知県独自の緊急事態
宣言が発出されるなど、県民の生活も大きく変わり、本年もそ
の影響が続くと考えられます。

このような状況にあった昨年の刑法犯認知件数を見ます
と、新型コロナウイルス感染症の影響もあってか、大幅に減少
しておりますが、コロナ対策に乗じた手口の詐欺が発生した
ほか、高所得者層を狙った侵入盗や特定の車種が被害にあう
自動車盗が多発傾向にありました。

また、特殊詐欺の被害につきましても、認知件数は減少し
たものの、被害総額が昨年と比べて増加し、キャッシュカード
を狙った手口による被害が多発するなど、依然として予断を許
さない状況にあります。

本年、愛知県警察におきましては、『「安心」して暮らせる
「安全」な愛知の確立』を警察運営の基本目標に掲げ、良好
な治安の確保に向けて、県民生活を脅かす侵入盗などの犯罪
の未然防止活動及び検挙活動を推進し、県民の皆様に体感
治安の向上を実感していただけるよう努めております。

会員の皆様におかれましては、厳しい治安情勢をご理解い
ただき、本年も引き続き、治安に対する県民の安心の確保に
お力添えいただきますようお願い申し上げますとともに、貴協
会におかれましても、ビルメンテナンス業務における各種講
習会等を通じて、各分野における専門的知識、技能の向上を
図っていただき、警備業界の発展にご尽力されることを期待し
ております。

最後に、愛知ビルメンテナンス協会の益々のご発展と会員
の皆様のご健勝、ご多幸を祈念申し上げまして、新年のご挨
拶とさせていただきます。

新年明けましておめでとうございます。
令和3年の新春を健やかにお迎えのことと、心からお慶び申

し上げます。
愛知ビルメンテナンス協会員の皆様には、日頃から市民の

安心・安全のため献身的にご尽力いただき、心から敬意を表
しますとともに、深く感謝申し上げます。

昨年を振り返りますと、「令和２年７月豪雨」及び「台風１０
号」により、全国各地で甚大な被害をもたらす豪雨災害が発
生しました。本災害で、被災された方々にお見舞い申し上げる
とともに、改めて自然災害の猛威を痛感すると共に、人命・財
産を脅かす災害に対しては、全国の消防機関がより一層連携
を強化し、防災対策を進めていくことが重要であると実感して
おります。

こうした災害から自らの命やご家族の命を守るために、地
域の特性に合わせた避難場所及び避難行動の確認や、ライフ
ラインの途絶に備えたご自宅や事業所における備蓄の用意な
ど、災害に対する事前の備えを心がけていただきますようお願
い申しあげます。

一方、火災につきましては、住宅用火災警報器の設置義務
化以来、全国的に火災件数、死者数共に減少傾向にありま
す。名古屋市においても、火災件数は減少しているものの、火
災による死者は横ばいで推移しており、特に高齢者の占める
割合が高くなっています。火災による死者の多くは住宅用火
災警報器が適切に設置されていない世帯で発生していること
から、高齢者世帯に対して、住宅用火災警報器の設置及び適
切な維持管理などの普及啓発に努めているところです。

現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、全世界に
大きな影響を与え、既に尊い多くの人命が犠牲となっただけ
ではなく、「3密」の回避など私たちの生活様式に大きな影響
を与えています。事業所においても、従業員、来所者の方に対
する様々な感染防止対策は必要とされておりますが、火災予
防対策も忘れてはなりません。

今一度、建物内の構造の把握、複数の避難経路の確認、
避難経路の適切な管理、消防用設備等の維持管理及び消防
訓練の実施など、事業所内の防火管理体制を再確認し、火災
に対する体制の充実も図っていただきたいと存じます。

最後に、貴協会並びに貴会員各位の益々のご発展、ご活躍
をご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。



謹んで新春のお慶びを申し上げます。
本年もよろしくお願いします。

副会長
水藤　維人

監事
大澤　隆

副会長
服部　弘司

監事
西村　裕

副会長
吉田　治伸

監事
加藤　義幸

理事
田中　宏

理事
首藤　健

理事
田中　裕二

理事
酒井　秀京

理事
勝野　英雄

理事
福岡　輝道

理事
山口　義浩

理事
本多　誠之



■ 災害支援セミナー
災害支援特別委員会

2020年12月11日（金）午後1時30分から、大成研修センター

において、災害支援セミナーが開催されました。

本年度は、新型コロナウイルス感染症を災害の一種と捉えて、

東栄部品株式会社名古屋営業所の西村裕所長に「コロナウイ

ルスと清掃に関するセミナー」と題する講演を行っていただきま

した。

また、感染予防策の一環として、会場参加のほかに、Zoomに

よるオンラインでの受講も可能としました。この結果、会場参加17

名、Zoom参加38名、計55名の方に参加していただくことができ

ました。

講演では、「減弱効果」に関する実験を取り入れながら、実際

に仕事で清掃する場合に知っておくべきことなどを分かりやすく

お話ししていただ

きました。また、最

後には、Zoomと

会場の双方で質

疑応答を行って

いただき、とても

充実した内容と

なりました。

■ 第14回ビルメンテナンスこども
  絵画コンクール表彰
経営管理委員会

「未来のおそうじ ～きれいにしよう、私たちの環境を～」をテー

マに、本年度も全国ビルメンテナンス協会主催の「第14回ビルメ

ンテナンスこども絵画コンクール」が開催されました。

全国から12,972点、愛知県内からは618点にも及ぶ大変多く

の作品をご応募いただきました。

その中から、愛知協会からは34名の作品を入賞といたしまし

たが、新型コロナウイルス感染症による状況を鑑み、表彰式等は

行わず、会長賞の伊藤萌絢さん始め受賞者の皆様には表彰状

及び副賞を郵送させていただきました。

また、全国協会では、山口 葵さんの作品「かたつむりグルグ

ルリサイク

ルカー」が

環 境 大 臣

賞を受賞さ

れました。お

めでとうご

ざいます。

■ 2020年度労働安全衛生パトロール
労務管理委員会

事業所の安全対策の向上を目指し、会員各企業様のご

協力をいただいて労務管理委員による労働安全衛生パト

ロールを実施しました。

■訪問調査■

【実施期間】  2020年11月4日（水）、19日（木）、26日（木）

【実施施設】  4施設（清掃管理3か所、設備管理1か所）

【実施方法】  労務管理委員会の委員及び事務局職員2～3

名1組で各事業所を訪問し、労働安全衛生に関するチェッ

ク項目（清掃管理業務22項目、設備管理業務21項目、感染

症予防対策36項目）について、現場責任者にお聞きすると

ともに現地確認を実施しました。

なお、現場の工夫や独自の改善策などで他の会員にも参

考となる事例については、

現場責任者の了解をいた

だいた上で記録写真等を

撮らせていただきました。

【総合評価】  全国協会の

感染症予防対策に関する

ガイドラインは、本年5月

29日に策定され、これに

基づき、ビルメンテナンス

業界として感染症予防に

取り組んできているところ

ですが、一方で、ガイドラインの冒頭には「新型コロナウイ

ルスの最新の知見や今後の各地域の感染状況等を踏まえ

て、本ガイドラインは随時見直すこととする。」と書かれてお

り、また、巻末には「各施設のビルオーナーと連携を図り、各

施設の実情に合わせた仕様や作業内容・計画の見直し、各

事業者の実情に合ったマニュアル等の整備を徹底された

い。」とあり、それぞれの実態に合った取組を継続的に行う

ことが求められています。

今後も引き続き、ビルオーナーと相談しながら防止策を

進めていくことが大切です。
※パトロールに御協力いただきました会社の皆様並びにパトロール委員の皆様、

お忙しい中、ありがとうございました。

■書面調査■

【実施時期】  2020年11月中

【実施方法】  チェックリストに沿って、現場における取組状

況について自己チェックをしていただき、今後の安全衛生

管理に役立てていただく。

なお、チェックの結果について、特にアドバイス等を希望

される場合は、協会事務局にチェックリストを提出してもら

い、確認の上、フィードバックしました。

【チェックリストを送付した会員企業】  30社 ▲環境大臣賞受賞　山口　葵さん（5年生）



川柳優秀作品
昔日の仔犬のまつ毛も今白き

山田　博さん　（株式会社セイコー）

「微熱でも這って行くぞ」がなつかしい
清水　洋さん　（太平ビルサービス株式会社名古屋支店）

息苦しいマスク外すとお見苦しい
西下　昌巳さん　（株式会社日進クリーナー）

「ありがとう」その一言でやる気倍っ！
牧　亜矢子さん　（株式会社名鉄美装）

■ 2019年度労働安全衛生作品 優秀賞

「私のヒヤリ・ハット」事例
ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社　吉田　和史さん

いつ 令和元年11月13日　午後3時頃　

どこで エレベーターホール

何をしている時に 管球交換作業時

何にヒヤリハットしたか 作業中に脚立がグラつき、バランスを崩し転落し
そうになった。

その原因は？

①脚立の設置位置が悪かった。(不安定な場所)
②人通り多いエリアでの作業だったため、急いで

作業していた。
③いつも通りの作業で安易な気持ちで取り組ん

でいた。

今後防ぐための
改善対策は？

①脚立設置後、脚立を押さえ設置状態を確認。
②踏み桟の汚れを確認。
③人通りの多い場所では、事前に作業場所を確

保してから作業に入る。
④脚立作業は、ＫＹ意識を高めて作業に入る。

「私のヒヤリ・ハット」事例
ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社　鈴木　義雄さん

いつ 令和元年6月7日　午後1時頃　

どこで デパート３階　機械室前の従業員通路

何をしている時に 機械室での作業を終え、出入り口の扉を開けて
通路に出ようとした時

何にヒヤリハットしたか 開けた扉が、スマートフォンを見ながら通路を歩
行してきた人に、ぶつかりそうになった。

その原因は？
①扉を歩行者の直前に開けてしまった為。
②歩行者がスマートフォンを見ながら歩いていた

ので、前方を見ていなかった。

今後防ぐための
改善対策は？

①開扉時の手順
　１．ノックをする。
　２．ゆっくり扉を開け、少し開けて歩行者が居

ないことを確認してから開扉する。
②機械室の出入り口の扉に注意喚起の掲示をし

て意識を持たせる。



事務局だより

新年あけましておめでとうございます。

昨年は新型コロナウイルス感染症の拡大により、

多くの行事が中止・縮小となり、皆様には大変ご迷

惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。

このような状況の中ではありますが、協会として

は、今後もできる限りの感染防止対策を講じなが

ら、少しでも皆様のお役に立てるよう努めてまいりま

すので、本年もよろしくお願い申し上げます。

一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、

皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

株式会社深尾商会 賛助会コーナー

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

■ 理事会・各種委員会
◆第2回　労務管理委員会
開催日時 2020年12月17日（木）10時30分～12時
開催場所 協会事務局 会議室　※Zoomによる開催
出 席 者 田中委員長始め6名の出席を得て以下について協議
 ・労働安全衛生パトロール実施結果について
 ・労働安全衛生大会の運営について
 ・労働安全衛生作品の審査、入賞及び副賞の賞品に
   ついて
 ・職長安全衛生責任者教育の開催について

◆第7回　理事会
開催日時 2020年12月17日（木）15時30分～16時45分
開催場所 協会事務局 会議室　※Zoomによる開催
出 席 者 加藤会長始め15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 ・今後の主な行事予定について
報告事項 （委員会報告/全協報告/地区本部報告/事務局報告）

普通会員
年月 会員名 異動（変更）事項 異動内容

2020.12 テルウェル西日本
㈱東海支店

郵便番号 新）

旧）

460-8320 名古屋市中区松原3-2-8
テルウェル新松原ビル3F
460-0017 名古屋市中区松原3-2-8
テルウェル新松原ビル3F

賛助会員
年月 会員名 異動（変更）事項 異動内容

2020.12 ㈱ユーホーニイタカ 登録者 新）
旧）

営業課マネージャー　森本　健嗣
課 長　板倉　吉孝

2021年2月の予定               如月

  1日（月）～2日（火） ビルクリーニング技能検定3級（実技） 〈大成研修センター〉

  2日（火） ビルメンテナンス就職応援＆面接会〈ナカトウ丸の内ビル〉

  3日（水） 労働安全衛生大会　〈名古屋国際会議場〉

16日（火）～18日（木） ビルクリーニング科通信訓練（学科）〈大成研修センター〉

17日（水） 監事会・理事会

19日（金） 清掃作業従事者研修指導者（再講習）〈名古屋国際会議場〉

24日（水）～25日（木） 建築物清掃管理評価資格者講習
（ビルクリーニング品質インスペクター）〈大成研修センター〉

25日（木） 設備管理委員会

■会員の動き　　  2021年1月1日現在会員数
                                 普通会員　128社　賛助会員　21社

【協会からのメール配信】
配信年月日 配信番号 題　　名

2020.12.8 2020-394 県生活衛生課からの通知（冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法について）

2020.12.14 2020-404 厚生労働省による緊急調査「新型コロナウイルス感染症患者が入院する病棟等の清掃に関する調査」協力のお願い

2020.12.22 2020-411 県生活衛生課からの通知（クリーニング業法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について）

2020.12.23 2020-397 労働安全衛生大会の開催について

ケルヒャー ジャパン株式会社 名古屋支店 
〒468-0052 名古屋市天白区井口1-301 
営業担当 柴山まで 080-5746-9966 

先行デモストレーション 
受付中！ 

バッテリー式高圧洗浄機 
HD4/11CBp 

バッテリー式乾湿両用掃除機 
NT22/1Ap Bp 
今春発売決定! 

HD4/11CBp 
動画はこちら! 

NT22/1ApBp 
動画はこちら! 


