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・今月の視点・・今月の視点・
第41回全国障害者技能競技大会（ビルクリーニング種目）
愛知県代表選手候補者選考会
障がい者支援委員会　委員長　　田中　宏　

去る8月21日（土）、大成研修センターにおいて「第41回全国

障害者技能競技大会（ビルクリーニング種目）愛知県代表選手

候補者選考会」を当協会主催で開催しました。

前日20日（金）に関係者が集まり、コート整備と道具の準備、さ

らに感染予防の備品を用意して迎え入れる体制を万全に整えま

した。また今回は2か所からビデオカメラを設置して、今後活用で

きる資料映像を残しています。

各社から選抜された選手7名と付添者には大会2週間前か

らの体調管理記録表を提出してもらい、受付を終えた後に競

技。競技終了後は速やかに退出という「控室での密を避けるた

め」のタイムスケジュール。さらに競技中もマスク着用というルール

を厳格に守ってもらい、感染予防対策にご協力いただきました。

（選考会運営関係者にも、体調管理記録表は提出してもらいま

した。）

今回の課題は、弾性床清掃と机上清掃。本来の競技大会か

ら2か月ほど日程が伸び、練習期間が充分にあったとは思います

が、注意事項を説明している際には、着席した選手からピリピリし

た緊張感が伝わってきました。

「用意始め」の合図で、競技開始。手際よくスムーズな動きを

重ねて課題をこなし、「終了しました」の挨拶で緊張から解き放た

れ、ホッとした選手の笑顔がとても印象的でした。

例年と異なり、最小限の付添者以外は見学者もなく、競技終

了時の盛大な拍手もない中での選考会でしたが、選手や付添者

の方から「選考会を開催していただき、ありがとうございました。」

と感謝の言葉をいただきました。

　・控室での「密」を避ける

　・競技中もマスクの着用

　・競技間に使用する道具、器具の清拭

　・運営側も距離を取って活動する

以上を徹底し、選手ならびに運営関係者の忍耐強い多大な

協力もあって、滞りなく選考会を終了することが出来ました。

関係各位に感謝申し上げるとともに、12月に開催予定の全国

大会での愛知県代表選手の活躍を心よりお祈り申し上げます。

なお、厳正な審査の結果、本年12月に開催される第41回全国

障害者技能競技大会（ビルクリーニング種目）の愛知県代表選

手候補者を次のとおり決定し、独立行政法人高齢・障害・求職

者雇用支援機構（JEED）愛知支部に推薦しました。

【代表選手候補者】　吉村遥斗 選手（中日コプロ株式会社所属）



■ 清掃作業従事者研修指導者講習会（新規）
清掃管理委員会

2021年9月17日（金）午前9時30分から、大成研修センターに
おいて、19名の参加者を得て、清掃作業従事者研修指導者
講習会（新規）を開催しました。

新型コロナウイルス感
染症感染拡大防止の
観点から、参加者には
体調チェックシートの提
出をお願いするとともに、
受付時に検温を実施し、
研修中のマスクの着用と手指消毒の徹底をお願いしました。また、
会場の換気を行うなどの感染防止対策を講じました。

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。

最新の情報提供では、ユシロ化学工業㈱齋藤講師より、
「基礎からわかる洗剤の原理と基本的な使い方、新製品のご
紹介」の講義があり、講習会は無事終了しました。

研　修　科　目 講　　師

午
前

建築物衛生法における登録制度と従事者研修 松井　義廣 氏
（元愛知県職員）

従事者研修の進め方
従事者研修指導のポイント②

千種　　旭 氏
（大　成㈱）

午
後

従事者研修の進め方
従事者研修指導のポイント①

吉田　一仁 氏
（テムズ中日㈱）

教育技法 吉田　一仁 氏
（テムズ中日㈱）

安全と衛生 勝野　宜也 氏
（㈱セイコー）

最新の情報提供
｢ 基礎からわかる洗剤の原理と基本的な使い方、
新製品のご紹介 ｣

齋藤　隆行 氏
（ユシロ化学工業㈱）

■ 新入会員あいさつ

エイレックス株式会社　
代表者：代表取締役　岡田　恭幸
所在地：〒455-0008 名古屋市港区九番町5-17-1 
         　　         スカイハイツオダ6B

私共は、2018年12月に会社を興し今年で3年目を迎える
まだまだ新米の新しい会社です。

お客様のあらゆる生活・活動の場面において安全・安心・
快適に過ごしていただけるよう究極のサービスを目指して日
夜励んでおります。

私共のモットーは「知恵出せ」「汗出せ」でお客様のパー
トナーであれとし「買い手良し」「売り手良し」「世間良し」
「仲間（従業員）良し」の『四方良し』を実践することです。

私自身はこの業界にお世話になり約20年たちます。紆余
曲折を経ましたが、この様に愛知ビルメンテナンス協会へ入
会をお認め頂き、再び皆様とご縁を結ばせて頂ける事にな
り深く感謝を致しております。協会加盟の諸先輩方、諸社
方、今後とも末永く宜しくお願い申し上げます。

会員の皆様が撮影されたお写真を募集しています。風景やペット、趣味のガーデニングや美味しかった料理、何気な
い日常の写真など内容は問いません。締切はありませんので、いつでもご応募ください。採用された作品は「びるめん
ニュースあいち」に順次掲載いたします。各社でまとめてご応募ください。
※採用された方には、委員会規定の謝礼を差し上げます。　※採否については委員会にご一任ください。　※応募いただいた作品は、採用・不採用にかかわらず返却いたしません。

【応募方法】 作品は、メール・郵送にて、企業名・撮影者名・撮影場所・タイトルや簡単なコメントを添えて、
 担当者名・担当者連絡先を明記してお送りください。
【応 募 先】 一般社団法人 愛知ビルメンテナンス協会　広報・会員増強委員会
 〒460-0008　名古屋市中区栄二丁目1番10号　伏見フジビル8F
 TEL　052-265-7536　　MAIL　aichibm@lilac.ocn.ne.jp

投稿募集のお知らせ あなたの写真を募集します！



■２０２０年度 労働安全衛生優秀作品
標語の部

労働安全衛生ポスター、業務改善提案、「私のヒヤリ・ハット」事例 及び 標語 募集要項
応募内容

 形　式・サイズ 注　意　事　項 ジャンル 応募数

ポ  ス  タ  ー イラスト、コンピューターグラフィック
（B4判からA3判まで）

規格以外の作品は受付で
きません 労働安全衛生に関するもの 1人1点自作

※自作未発表のものに限る

業 務 改 善 提 案 必ず「応募用紙」を使用すること
（A4判 1枚別紙あり） ①書体は12ｐｔ、明朝体で

お願いいたします。

②できる限り図表を含め
てデータでのご提出をお
願いいたします。

労働安全衛生に関するもの
1人1点

（1社10点以内）
※自作未発表のものに限る

「 私 の ヒ ヤ リ・
ハ ッ ト 」事 例

必ず「応募用紙」を使用すること
（A4判 1枚） 労働安全衛生に関するもの

1人1点
（1社10点以内）
※自作未発表のものに限る

標 　 　 　 語 必ず「応募用紙」を使用すること
（A4判 1枚）

「業務災害」「通勤災害」「健康保
持増進」「その他」の４点とし、該
当するジャンルを選択すること

1人1点
（1社10点以内）
※自作未発表のものに限る

※今年度より、応募用紙を変更しておりますので、必ず新しい形式をご利用ください。

応募方法
会社単位で取りまとめ、労働安全衛生ポスター、業務改善提案、｢私のヒヤリ･ハット」事例、及び標語、別紙応募者一覧表を作成し、取りまとめご担
当者氏名と連絡先電話番号を明記の上、愛知ビルメンテナンス協会 事務局まで郵送、メール、もしくは持参してください。

応募締切

2021年11月26日（金）【必着】
審　　査

労務管理委員会に於いて選考し、優秀作品を決定します。
なお、応募用紙・応募者一覧表等は、当協会のホームページ〔 https://www.aichi-bma.jp 〕より
ダウンロードをしてご利用いただけます。

表彰は、2022年2月16日（水）開催の労働安全衛生大会の席上において行う予定です。
なお、当日会場において応募作品の展示を行います。

愛知ビルメンテナンス協会

ポスター・デザインの部

「安全は　腕より勘より　まず確認」
株式会社 セイコー　加藤　幸男さんの作品

【協会からのメール配信】
配信年月日 配信番号 題　　名

2021.8.27 本年度の労働安全衛生パトロールに関する意向確認について（アンケート）

2021.9.6 2021-222 労働安全衛生ポスター、業務改善提案、「私のヒヤリ・ハット」事例、及び標語の募集について（お知らせ）

2021.9.10 2021-275 講習会（座学）の開催について

2021.9.21 2021-287 建光社からの訃報について

【優秀賞】
ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社　鈴木 智靖さん

「ヒヤリとしたら 皆に報告
作ろう守ろう笑顔と安全」

光洋ビル管理 株式会社　山下　潤二さんの作品



事務局からのお知らせです。2021年9月

末日をもちまして、事務局職員の長江千都

子さんが退職されました。在職中におきまし

ては、格別のご交誼を賜りましたこと深く感

謝申し上げます。

また、9月21日から、林 美智子さんを職員

として採用いたしました。

しばらくは会員の皆様にご迷惑をおかけ

することもあるかと存じますが、引き続き皆

様からのご支援をお願い申し上げます。

事務局だより賛助会コーナー

■理事会・各種委員会
◆第1回　経営管理委員会
開催日時 2021年9月8日（水）13時30分～

開催場所 協会事務局 会議室　※Zoomによる開催

出 席 者 酒井委員長始め11名の出席を得て以下について協議

 ・2021年度事業予定について

 ・ビルメンテナンスこども絵画コンクールについて

 ・栄地区一斉清掃活動について

 ・経営セミナーについて

◆第6回　広報・会員増強委員会
開催日時 2021年9月21日（火）10時～

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3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

 ・協会パンフレットについて

◆第6回　理事会
開催日時 2021年9月22日（水）13時30分～

開催場所 協会事務局 会議室　※Zoomによる開催

出 席 者 吉田会長始め14名の出席を得て、吉田会長が議長 

 となり審議を行った。

主な審議事項 ･今後の行事予定について

報告事項　委員会報告/全協報告/地区本部報告/事務局報告

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

■会員の動き 2021年10月1日現在会員数
普通会員 普通会員 128社　  賛助会員 21社

年月 会員名 異動（変更）事項 異動内容
2021.8 シロキ クリエイト

サービス㈱
代表者 新）

旧）
代 表 取 締 役　熊野　幸喜
代 表 取 締 役　岡部　隆弘

㈱フジプロパティ 登録者 新）
旧）

取 締 役 社 長　首藤　寿次
相 談 役　堀口　　弘

賛助会員
年月 会員名 異動（変更）事項 異動内容

2021.10 ㈱コーワ 登録者 新）
旧）

営 業 部 課 長　松原　広明
生活家電クリーン事業部営業部長　高橋健一郎

２０２１年１１月の予定
  1日（月）～28日（日） 清掃作業監督者講習会（再講習）

〔オンライン講習〕

  1日（月）～1月7日（金） 清掃作業監督者講習会（新規）
〔オンライン講習〕

  4日（木） ビルクリーニング技能士受検準備
講習会３級（学科）

  5日（金） ビルクリーニング技能士受検準備
講習会３級（実技）

  8日（月）～9日（火） ビルクリーニング技能検定随時３級
  9日（火） 清掃作業従事者研修（中級者コース）

11日（木）～12日（金） ビルクリーニング技能士受検準備
講習会１級（実技）

16日（火） 広報・会員増強委員会
17日（水） 理事会

18日（木）～19日（金） ビルクリーニング技能士受検準備
講習会１級（実技）

24日（水）～26日（金） ビルメンヒューマンフェア＆
クリーンＥＸＰＯ ２０２１

28日（日） ビルクリーニング技能検定
（１.２.３級）（学科）

 霜月


