
第 1号議案 

 

2021 年度 事 業 報 告 

 

2021 年度につきましては、前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により、事

業の縮小・中止を余儀なくされたものが少なからずありました。 

特に、研修旅行、新年賀詞交歓会、一斉清掃活動など、会員相互の交流事業や大勢の皆様に

お集まりいただく行事については、再開することが叶いませんでした。楽しみにしていた皆様

には、誠に申し訳ございませんでした。 

一方で、各種講習会は、感染症対策を十分にとり、3密を避けるため広い会場を用意したり、

自宅学習に切り替えたりするなどして、無事開催することができました。 

また、毎年恒例の「ビルメンテナンスこども絵画コンクール」、「労働安全衛生作品」の募集

につきましては、多くの皆様から御応募いただくことができました。 

このほか、各種委員会の会議や協会独自のセミナーなどは、リモートでも参加できるように

工夫をしながら開催してまいりました。 

今後も、まだ新型コロナウイルス感染症の終息については見通せない状況ではありますが、

引き続き、各種事業の着実な実施と、会員の皆様への迅速な情報提供などに取り組み、より有

益性の高い協会となるよう努めてまいります。 

以下、2021年度の事業内容について報告いたします。 

Ⅰ 会 議 報 告 

１ 定時総会 
開催日時 2021年 5月 26日(水)14時 00分～ 

   開催場所 名古屋国際会議場 4階会議室 141・142 

   出席者数 40社(他に委任状提出 81社)＜会員総数 128 社＞ 

   出席役員 加藤会長始め理事 12名・監事 3名 

   議  事 

    第 1号議案 2020年度事業報告の承認について 

    第 2号議案 2020年度決算の承認について 

第 3号議案 (公社)全国ビルメンテナンス協会代議員の選任について 

             いずれも異議なく承認された。 

   報告事項 

    2021年度事業計画及び予算について 

    (公社)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 

 

２ 理事会 
・第 1回 理事会 

開催期日 2021年 4月 21日(水)13時 30分～ 

     開催場所 協会事務局会議室[Zoomによる会議] 

     出 席 者  加藤会長始め理事 12名・監事 3名 

     議  題 

（１） 2020年度事業報告及び決算報告について 

（２） 2021年度事業計画及び予算案について 

（３） 2021年度定時総会の運営について 

（４） 2021年度協会長表彰の審査について 

・協会事業協力者 



（５） その他 

・東邦不動産(株)及び邦和ビルサービス(株)の入退会について 

・(株)コアズの入会事後確認について 

・生活衛生事業功労者の厚生労働大臣表彰候補者の推薦について 

議題(1)及び(2)について、監事会での指摘を受けて、組み替え後の事業計画・予

算を速やかに理事・監事に送付することとされた。 

その他については、いずれも異議なく承認された。 

報告事項 

監事会報告 / 委員会報告 / 全協報告 / 地区本部報告 / 事務局報告 

 

・第 2回 理事会 

開催日時 2021年 5月 26日(水)13時 00分～ 

     開催場所 名古屋国際会議場 4階会議室 143 

     出 席 者 加藤会長始め理事 12名・監事 3名 

議  題 

（１） 2021年度定時総会の運営について 

（２） 第 15回ビルメンテナンスこども絵画コンクールの共催について 

（３） その他 

・全国協会 2021年度功労者表彰候補者について 

いずれも異議なく承認された。 

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 3回 理事会 

開催日時 2021年 5月 26日(水)14時 50分～ 

     開催場所 名古屋国際会議場 4階会議室 143 

     出 席 者 加藤会長始め理事 12名・監事 3名 

議  題 

（１） 会長(代表理事)及び副会長の選任について 

全員一致をもって、次のとおり選任された。 

会 長(代表理事)  吉田治伸 

副会長        水藤維人 

副会長        服部弘司 

 

・第 4回 理事会 

開催日時 2021年 6月 16日(水)13時 30分～ 

     開催場所 協会事務局会議室[Zoomによる会議] 

     出 席 者 吉田会長始め理事 11名・監事 3名 

議  題 

（１） アビリンピック愛知大会ビルクリーニング競技の中止について 

会長・副会長に一任とされた。 

（２） その他 

・普通会員の入会について 

異議なく承認された。 

・2022年度定時総会会場及び日程について 

名古屋国際会議場で行う場合は、5月 30日(月)とされた。 

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 5回 理事会 

開催日時 2021年 7月 21日(水)13時 30分～ 

     開催場所 協会事務局会議室[Zoomによる会議] 

     出 席 者 吉田会長始め理事 11名・監事 3名 

議  題 

（１） 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

選考会の開催について 

（２） 今後の行事予定について 

（３） 普通会員の入退会について 

いずれも異議なく承認された。 

（４） 入会規程について 

入会時の審査をあまり厳しくしないこととされた。 

報告事項 

       監事会報告 / 委員会報告 / 全協報告 / 地区本部報告 / 事務局報告 

 

・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による会議] 

     出 席 者 吉田会長始め理事 11名・監事 3名 

議  題 

（１） 今後の行事予定について 

異議なく承認された。 

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 7 回 理事会 

開催日時 2021年 10月 20日(水)13時 30分～ 

     開催場所 協会事務局会議室[Zoomによる会議] 

     出 席 者 吉田会長始め理事 12名・監事 3名 

議  題 

（１） 今後の行事予定について 

（２） その他 

・収支見通しについて 

・会員の入退会について 

いずれも異議なく承認された。 

報告事項 

       監事会報告 / 委員会報告 / 全協報告 / 地区本部報告 / 事務局報告 

 

・第 8回 理事会 

開催日時 2021年 11月 17日(水)13時 30分～ 

     開催場所 協会事務局会議室[Zoomによる会議] 

     出 席 者 吉田会長始め理事 12名・監事 2名 

議  題 

（１） 今後の行事予定について 

（２） 普通会員の入退会について 

いずれも異議なく承認された。 

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 9回 理事会 

開催日時 2021年 12月 15日(水)15時 00分～ 

     開催場所 協会事務局会議室[Zoomによる会議] 

     出 席 者 吉田会長始め理事 12名・監事 2名 

議  題 

（１） 会員の入会について 

書類不備のため、次回に持ち越しとされた。 

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 10回 理事会 

開催日時 2022年 1月 26日(水)13時 30分～ 

     開催場所 協会事務局会議室[Zoomによる会議] 

     出 席 者  吉田会長始め理事 11名・監事 3名 

議  題 

（１） 会員の入会について 

（２） 2022年度の事業計画、収支予算書及び事業スケジュールについて 

（３） 2022年度「永年勤続優良従業員(愛知県知事表彰)」及び「優良従業員(協

会長表彰)」の被表彰候補者推薦について 

いずれも異議なく承認された。 

報告事項 

       監事会報告 / 委員会報告 / 全協報告 / 地区本部報告 / 事務局報告 

 

・第 11回 理事会 

開催日時 2022年 2月 16日(水)13時 30分～ 

     開催場所 協会事務局会議室[Zoomによる会議] 

     出 席 者  吉田会長始め理事 12名・監事 3名 

議  題 

（１） 2022年度の収支予算案について 

（２） 会員の入退会について 

いずれも異議なく承認された。 

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 12回 理事会 

     開催日時 2022年 3月 16日(水)13時 30分～ 

     開催場所 協会事務局会議室[Zoomによる会議] 

     出 席 者  吉田会長始め理事 11名・監事 3名 

議  題 

（１） 2022年度事業計画・収支予算案について 

（２） 2022年度定時総会の開催について 

（３） 2022年度愛知県知事表彰及び協会長表彰の被表彰候補者の審査について 

（４） 会員の入退会について 

いずれも異議なく承認された。 

報告事項 

       委員会報告 / 全協報告 / 地区本部報告 / 事務局報告 

 

 



３ 監事会 
・第 1回 監事会 

開催日時 2021年 4月 21日(水)12時 30分～ 

      開催場所 協会事務局会議室 

2020年度事業及び収支決算について監事による監査を行い、収支決算については

財政調整預金や減価償却費を見直し、それに合わせて予算の投資活動収支などを

組み直すこととされた。その他については、適正に実施された旨の講評を得た。 

 

・第 2回 監事会 

開催日時 2021年 7月 21日(水)12時 30分～ 

      開催場所 協会事務局会議室 

2021年度第 1四半期(2021年 4月～6月)の事業報告及び収支決算について監事に

よる監査を行い、適正に実施された旨の講評を得た。 

 

・第 3回 監事会 

開催日時 2021年 10月 20日(水)12時 30分～ 

      開催場所 協会事務局会議室 

2021年度第 2四半期(2021年 7月～9月)の事業報告及び収支決算について監事に

よる監査を行い、適正に実施された旨の講評を得た。 

 

・第 4回 監事会 

開催日時 2022年 1月 26日(水)12時 30分～ 

      開催場所 協会事務局会議室 

2021年度第 3四半期(2021年 10月～12月)の事業報告及び収支決算について監事

による監査を行い、適正に実施された旨の講評を得た。 

 

４ 委員会 
（総務厚生委員会） 

・委員へのアンケート調査 

実 施 日 2021年 7月 15日(木) 

     内  容 ソフトボール大会開催の賛否及び協力の可否について 

・委員へのアンケート調査 

実 施 日 2021年 9月 27日(月) 

     内  容 ボウリング大会開催の賛否及び事業中止における会員への還元方法について 

・第 1回 委員会 

開催日時 2021年 12月 10日(金)14時 00分～ 

開催場所 大成研修センター4階会議室 

議  題 

・新年賀詞交歓会について 

・第 2回ボウリング大会について 

 

（労務管理委員会） 

・第 1回 委員会 

開催日時 2021年 8月 3日(火)13時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

議  題 

・事業計画について 

・2021年度予算について 



・災害発生状況の取りまとめについて 

・労働安全衛生大会の開催及び講師について 

・労働安全衛生パトロールについて 

・労働安全衛生に関するポスター、業務改善提案、「私のヒヤリ・ハット」事例、  

標語の募集について 

・職長・安全衛生責任者教育について 

・第 2回 委員会 

開催日時 2021年 10月 14日(木)15時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

議  題 

・労働安全衛生大会の開催及び講師について 

・労働安全衛生パトロールについて 

・労働安全衛生に関する作品の募集について 

・職長・安全衛生責任者教育について 

・第 3回 委員会 

開催日時 2021年 12月 14日(火)15時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室 

議  題 

・労働安全衛生作品の審査について 

・労働安全衛生大会について 

・労働安全衛生パトロールについて 

・職長・安全衛生責任者教育について 

 

（広報・会員増強委員会） 

・第 1回 委員会 

開催日時 2021年 4月 23日(金)[書面開催] 

議  題 

・びるめんニュースあいちの構成について 

・第 2回 委員会 

開催日時 2021年 6月 1日(火)[書面開催] 

     議  題 

・びるめんニュースあいちの構成について 

・第 3 回 委員会 

開催日時 2021年 6月 25日(金)[書面開催] 

     議  題 

・びるめんニュースあいちの構成について 

・第 4回 委員会 

     開催日時 2021年 7月 20日(火)10時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

     議  題 

・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 5回 委員会 

開催日時 2021年 8月 30日(月)[書面開催] 

議  題 

・びるめんニュースあいちの構成について 

・第 6回 委員会 

     開催日時 2021年 9月 21日(火)10時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 



     議  題 

・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 

・パンフレットの作成について 

・第 7回 委員会 

開催日時 2021年 10月 28日(木)[書面開催] 

議  題 

・びるめんニュースあいちの構成について 

・第 8回 委員会 

     開催日時 2021年 11月 16日(火)10時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

     議  題 

・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 9回 委員会 

開催日時 2021年 12月 24日(金)[書面開催] 

議  題 

・びるめんニュースあいちの構成について 

・第 10回 委員会 

     開催日時 2022年 2月 9日(水)[書面開催] 

     議  題 

・びるめんニュースあいちの構成について 

・第 11回 委員会 

     開催日時 2022年 3月 2日(水)[書面開催] 

     議  題 

・びるめんニュースあいちの構成について 

・第 12回 委員会 

     開催日時 2022年 3月 23日(火)10時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

     議  題 

・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 

 

（経営管理委員会） 

・第 1回 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 による会議] 

     議  題 

・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の概要と入賞作品選定方法について 

・栄地区一斉清掃の開催概要－コロナ対策について－ 

・経営セミナー今期開催有無と内容について 

・第 2回 委員会 

     開催日時 2021年 10月 15日(金)13時 30分～ 

開催場所 大成研修センター2階会議室 

     議  題 

・ビルメンテナンスこども絵画コンクール愛知協会表彰審査について 

 

 



（設備管理委員会） 

・第 1回 委員会 

開催日時 2021年 7月 20日(火)13時 30分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

議  題 

・2021年度事業計画及び予算について 

・施設見学会の開催について 

・設備管理講習会(座学)について 

・2021年度貯水槽清掃作業従事者研修について 

・第 35回愛知県建築物環境衛生管理研究集会の進捗状況について 

・新型コロナウイルス感染症関連情報交換について 

・低圧電気取扱い業務に係る特別教育の実施状況について 

・高圧受変電設備研修計画(案)について 

・委員会に対する要望・検討事項等について 

・第 2回 委員会 

開催日時 2022年 2月 28日(月)13時 30分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

議  題 

・2021年度事業報告及び 2022 年度事業計画・予算案について 

・2021年度事業の振り返り 

・2022年度施設見学会の開催について 

・2022年度設備管理講習会(座学)のテーマと開催方法・講師等の検討について 

・高圧受変電設備研修について 

・省エネパトロールについて 

・コロナ下における設備管理委員会主催行事開催方法の検討について 

・委員会で新たに取り上げて欲しい検討事項等について 

・体調チェックシートについて 

 

（清掃管理委員会） 

・第 1回 委員会 

     開催日時 2022年 2月 3日(木)13時 30分～ 

開催場所 大成研修センター4階会議室 

     議  題 

・2021年度事業実績と 2022年度事業計画・予算について 

・ビルクリーニング研修会について 

 

（障がい者支援委員会） 

・第 1回 委員会(拡大会議) 

開催日時 2021年 6月 10日(木)10時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

議  題 

・アビリンピック愛知県大会の中止に伴う全国大会代表選手の選考方法について 

・第 2回 委員会 

開催日時 2022年 1月 21日(金)15時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

議  題 

・2021年度事業の振り返り、2022 年度の事業計画及び今後の取組について 

・名古屋市立高等特別支援学校の新設について 

 



（災害支援特別委員会） 

・関係者打合せ 

開催日時 2021年 5月 10日(月)13時 30分～ 

開催場所 協会事務局会議室 

議  題 

・今後の事業方針について 

・第 1回 運営会議 

     開催日時 2021年 7月 14日(水)13時 30分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

     議  題 

・2021年度災害支援特別委員会予算について 

・第 2回災害支援セミナーの開催について 

・今年度の災害支援清掃資機材の配備について 

 

（品質向上特別委員会） 

   ・関係機関等との意見交換 

     愛知県議会自民党関係議員  2021年 5月 31日(月) 

     愛知県議会自民党県議団役員 2021年 6月 8日(火) 

     愛知県会計局        2021年 6月 9日(水) 

     愛知県総務局財産管理課   2021年 6月 9日(水) 

     名古屋市財政局契約部    2021年 6月 8日(火) 

     名古屋市議会自民党関係議員 2021年 6月 24日(木) 

 

（青年部） 

・事業委員会・総務委員会合同会議 

開催日時 2021年 4月 7日(水)15 時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・役員会 

開催日時 2021年 4月 15日(木)15 時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・事業委員会 

開催日時 2021年 5月 12日(水)16時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・臨時役員会 

開催日時 2021年 5月 14日(金)15時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・役員会 

開催日時 2021年 5月 20日(木)15 時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・定時総会 

開催日時 2021年 5月 28日(金)16 時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・事業委員会 

開催日時 2021年 6月 10日(木)15時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・役員会 

開催日時 2021年 6月 17日(木)15 時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

 



・総務委員会 

開催日時 2021年 7月 8日(木)15時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・事業委員会 

開催日時 2021年 7月 13日(火)15時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・役員会 

開催日時 2021年 7月 15日(木)15 時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・事業委員会 

開催日時 2021年 8月 3日(火)15時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・役員会 

開催日時 2021年 8月 19日(木)15 時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・総務委員会 

開催日時 2021年 8月 27日(金)15時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・事業委員会 

開催日時 2021年 9月 10日(金)15 時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・役員会 

開催日時 2021年 9月 15日(水)15 時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・総務委員会 

開催日時 2021年 9月 30日(木)15時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・事業委員会 

開催日時 2021年 10月 12日(火)15時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・役員会 

開催日時 2021年 10月 18日(月)15時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・事業委員会 

開催日時 2021年 11月 9日(火)15時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・役員会 

開催日時 2021年 11月 16日(火)15時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・総務委員会 

開催日時 2021年 12月 9日(木)13時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・事業委員会 

開催日時 2021年 12月 9日(木)15時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・役員会 

開催日時 2021年 12月 16日(木)15時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

 



・事業委員会 

開催日時 2022年 1月 18日(火)15時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・役員会 

開催日時 2022年 1月 20日(木)15 時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・事業委員会 

  開催日時 2022年 2月 7日(月)15時 00分～ 

  開催場所 協会事務局会議室[Zoomによる会議] 

・役員会 

開催日時 2022年 2月 17日(木)15 時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・総務委員会 

開催日時 2022年 3月 8日(火)13時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・事業委員会 

開催日時 2022年 3月 8日(火)15時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

・役員会 

開催日時 2022年 3月 17日(木)15時 00分～ 

開催場所 協会事務局会議室[Zoom による会議] 

 



Ⅱ 事 業 報 告 

１ 会員数の増強 

1) 会員にとってメリットの高い事業の企画について各委員会で検討 

 

２ 広報・イメージアップに関する事業 

1)-1 「びるめんニュースあいち」 

    2021.4～2022.3月号発行 

 1)-2 ホームページ随時更新 

 2)-1 全国協会主催「第 15回ビルメンテナンスこども絵画コンクール」に協賛 

  2)-2 審査会の開催・入選作品の決定 

       ・2021年 10月 15日(金) 

        開催場所：大成研修センター 

         応募総数：426 点（全国応募総数 13,067点） 

受 賞 者：会長賞：市野結菜さん(大成(株)) 

金賞：小林 蘭さん(枇杷島画塾)、山口 葵さん(個人) 

銀賞：3名、銅賞：5名、佳作：20名、特別賞：3名 

日本建築衛生管理教育センター賞：浦田芳華さん(個人) 

 

３ 社会貢献に関する事業 

1)  一斉清掃活動【中止】 

2)-1 愛知県障害者技能競技大会 

・2021年 6月 19日(土)【中止】 

2)-2 名古屋市立西養護学校教員清掃指導講習会 

・2021年 8月 2日(月) 

開催場所：コニックス研修所 

参 加 者：3名 

指導講師：田中 宏 障がい者支援委員長 

       田中哲也障がい者支援副委員長 

2)-3 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

(水準調整会議) 

・2021年 8月 4日(水)[Zoomによる会議] 

2)-4 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 

・2021年 8月 21日(土) 

開催場所：大成研修センター 

参加選手：7名 

代表候補者：吉村遥斗選手(中日コプロ(株)) 

審査委員長：田中 宏 障がい者支援委員長 

           審査委員：勝野英雄清掃管理委員長 

               吉田一仁氏(テムズ中日(株)) 

           補 佐 員：田中哲也障がい者支援副委員長 

洞谷宗和氏(タイガー総業(株)) 

3)-1 災害用資機材の配備(災害支援特別委員会) 

3)-2 災害支援セミナー 

     ・2021年 12月 7日(火) 

開催場所：大成研修センター[Zoom 配信併用] 

参 加 者：現地 10社 14名、オンライン 17社 18名 

演  題：災害時における避難所の実情について 



講  師：浦野 愛 氏(認定 NPO法人レスキューストックヤード) 

 

４ 専門知識と技能の向上普及に関する事業 

【自主事業】 

1)   研修用 DVD無料貸出しの実施(会員限定) 

2)-1 設備管理講習会(座学) 

   ・2021年 10月 5日(火) 

開催場所：大成研修センター[Zoom 配信併用] 

参 加 者：現地 5社 17名、オンライン 20社 33名 

演  題：省エネ大賞受賞事例と省エネ活動紹介 

講  師：野口正也氏、中田篤志氏、前田篤志氏(日本空調システム(株)) 

2)-2 高圧受変電設備研修 

     ・2022年 1月 27日(木)【中止】 

     ・2022年 2月 22日(火)【中止】 

3） 経営セミナー【中止】 

4)-1 清掃作業従事者研修(初級・中級)事前打合せ 

・2021年 4月 27日(火)【書面開催】 

4)-2 清掃作業従事者研修(初級) 

・2021年 7月 16日(金) 

開催場所：大成研修センター 

受 講 者：24社 46名 

出 席 者：勝野英雄清掃管理委員長 

今村充孝清掃管理副委員長 

講  師：松井義廣氏(元県職員) 

千種 旭 氏(大成(株)) 

村上寛彦氏(コニックス(株)) 

時松英樹氏(中日コプロ(株)) 

星野敏也氏(シーバイエス(株)) 

4)-3 清掃作業従事者研修(中級) 

・2021年 11月 9日(火) 

開催場所：大成研修センター 

受 講 者：13社 20名 

出 席 者：勝野英雄清掃管理委員長 

今村充孝清掃管理副委員長 

講  師：松井義廣氏(元県職員) 

村上寛彦氏(コニックス(株)) 

森川貴彦氏(昭和建物管理(株)) 

時松英樹氏(中日コプロ(株)) 

千種 旭 氏(大成(株)) 

中村壮利氏(ケルヒャー ジャパン(株)) 

5)-1 貯水槽清掃作業従事者研修事前打合せ 

・2021年 8月 4日(水) 

開催場所：協会事務局会議室 

出 席 者：首藤 健 設備管理委員長 

講  師：松井義廣氏(元県職員) 

水本佳男氏((株)川本製作所) 

山口義浩氏(三永ビルド(株)) 

横井 学 氏(東名サニタリー(株)) 

5)-2 貯水槽清掃作業従事者研修 



・2021年 10月下旬～12月上旬【自宅学習】 

5)-3 貯水槽清掃作業従事者研修修了審査会 

・2021年 12月 2日(木) 

開催場所：協会事務局会議室 

出 席 者：首藤 健 設備管理委員長 

          原 太一 設備管理副委員長 

講  師：松井義廣氏(元県職員) 

水本佳男氏((株)川本製作所) 

山口義浩氏(三永ビルド(株)) 

横井 学 氏(東名サニタリー(株)) 

受 講 者：87名(全員修了) 

 

【全国協会(指定団体)からの受託事業】 

1)-1 清掃作業従事者研修指導者講習会(新規・再)事前打合せ 

・2021年 7月 7日(水) 

開催場所：協会事務局会議室 

出 席 者：勝野英雄清掃管理委員長 

今村充孝清掃管理副委員長 

講  師：松井義廣氏(元県職員) 

吉田一仁氏(テムズ中日(株)) 

千種 旭 氏(大成(株)) 

勝野宜也氏((株)セイコー) 

1)-2 清掃作業従事者研修指導者講習会(新規) 

・2021年 9月 17日(金) 

開催場所：大成研修センター 

受 講 者：10社 19名 

出 席 者：勝野英雄清掃管理委員長 

講  師：松井義廣氏(元県職員) 

吉田一仁氏(テムズ中日(株)) 

千種 旭 氏(大成(株)) 

勝野宜也氏((株)セイコー) 

齊藤隆行氏(ユシロ化学工業(株)) 

1)-3 清掃作業従事者研修指導者講習会(再講習) 

・2022年 2月 8日(火) 

開催場所：名古屋国際会議場 

受 講 者：43社 68名 

出 席 者：勝野英雄清掃管理委員長 

講  師：松井義廣氏(元県職員) 

勝野宜也氏((株)セイコー) 

吉田一仁氏(テムズ中日(株)) 

祖父江和貴氏(ユタコロジー(株)) 

千種 旭 氏(大成(株)) 

西村達也氏(ペンギンワックス(株)) 

 

【全国協会実施事業の支援】 

以下について会員に周知 

1) ビルクリーニング技能検定試験 

2) 病院清掃受託責任者講習 

3) 建築物清掃管理評価資格者講習 



4）外国人技能実習生技能検定試験 

5）清掃作業監督者講習 

 

【建築物管理訓練センター実施事業支援】 

以下について会員に周知 

1) ビルクリーニング技能士受検準備講習会 

2) 通信訓練ビルクリーニング科学科専攻科 

 

3) ビル設備管理講習 

 

【日本建築衛生管理教育センター実施事業支援】 

以下について会員に周知 

1) 建築物環境衛生管理技術者試験 

2) 建築物環境衛生管理技術者講習会 

3) 清掃作業監督者講習会 

4) 空気環境測定実施者講習会 

5) ダクト清掃作業監督者講習会 

6) 貯水槽清掃作業監督者講習会 

7) 排水管清掃作業監督者講習会 

8) 防除作業監督者講習会 

9) 統括管理者講習会 

10) 空調給排水管理監督者講習会 

 

５ 労働安全衛生の向上に関する事業 

1)   労働安全衛生大会 

・2022年 2月 16日(水)【中止】 

2)-1 労働安全衛生作品の募集 

・9月 3日(金)～11月 26日(金) 

2)-2 労働安全衛生作品の審査会 

・2021年 12月 14日(火) 

開催場所：協会事務局会議室 

審査結果：ポスターの部(応募：18作品)〚最優秀賞 1名、優秀賞 2名〛 

業務改善提案の部(応募：35品)〚最優秀賞 1名、優秀賞 2名、佳作 1名〛 

｢私のヒヤリ・ハット｣事例の部(応募：67作品)〚優秀賞 8名〛 

標語の部(応募作：142作品)〚優秀賞 6名〛 

2)-3 労働安全衛生作品の表彰 

   ・2022年 2月(宅配・郵送により実施) 

3)   労働安全衛生パトロールの実施 

    実施期間：11月中 

対象企業：全会員 128社 

実施方法：チェックリストによる書面調査 

4)   災害発生報告の集計 

・2021年 4月～2022年 3月分集計 

5)  愛知労働局との打合せ 

・2021年 10月 25日(月) 

愛知労働局安全課 小林安全専門官、同 雇用環境・均等部 蓑津指導課長補佐 

6)  職長・安全衛生責任者教育 

・2022年 3月 2日(水)、3 日(木)【中止】 

 



６ 警備に関する事業 

1) 警備業ビルメン支部総会 

・2021年 4月 23日(金)【書面表決】 

2) 普通救命講習会の開催 

・2021年 11月 18日(木) 

開催場所：名古屋市応急手当研修センター 

参 加 者：14名 

 

７ 親睦と健康づくりに関する事業 

1)-1 ソフトボール大会 

・2021年 9月 20日(月・祝)【中止】 

1)-2 ボウリング大会 

・2022年 2月 5日(土)【中止】 

2)   研修旅行【中止】 

3)   新年賀詞交歓会 

・2022年 1月 26日(水)【中止】 

4)-1 ゴルフ同好会第 1回コンペ 

   ・2021年 6月 2日(水) 

開催場所：春日井カントリークラブ 

参 加 者：24名 

  4)-2 ゴルフ同好会第 2回コンペ 

・2021年 8月 24日(火)、25日(水)【中止】 

  4)-3 ゴルフ同好会第 3回コンペ 

・2021年 11月 19日(金) 

開催場所：愛知カンツリー倶楽部 

参 加 者：22名 

4)-4 ゴルフ同好会第 4回コンペ 

・2022年 3月 2日(水) 

開催場所：三好カントリー倶楽部 

参 加 者：24名 

 

８ 永年勤続優良従業員等の表彰 

1) 知事表彰・協会長表彰の実施(氏名の読上げ) 

・2021年 5月 26日(水) 

開催場所：名古屋国際会議場 

表彰人数：知事表彰 22名、協会長表彰 24名、協会役員功労者表彰 3名 

協会事業功労者表彰 3名、協会事業協力者表彰 2名 

 

９ 青年部活動の支援 

1)-1 協会組織の活性化及び後継者養成のための支援活動支援費として 200,000 円を助成 

1)-2 青年部セミナー 

・2021年 9月 2日(木) 

開催場所：大成研修センター[Zoom 配信併用] 

参 加 者：現地 18社 20名、オンライン 10社 12名 

演  題：ビルメンテナンス業務における BCP(事業継続計画)策定の重要性と 

最新の資機材事情を知る 

講  師：三橋源一氏(共衛) 

1)-3 青年部セミナー 

・2022年 1月 28日(金)【延期】 



１０ 愛知県、関係団体との連携 

1)  第 35回愛知県建築物環境衛生管理研究集会への参加 

第 1回幹事会 

・2021年 6月 29日(火)【書面開催】 

第 1回実行委員会 

・2021年 9月 6日(月)【書面開催】 

第 2回幹事会 

・2021年 11月 9日(火)【書面開催】 

第 3回幹事会 

・2022年 1月 28日(金)【書面開催】 

第 35回愛知県建築物環境衛生管理研究集会 

・2022年 2月 3日(木)【次年度に延期】 

第 2回実行委員会 

・2022年 2月 25日(金)【書面開催】 

2)  愛知県安全なまちづくり推進協議会への参加 

・2021年 6月 9日(水)【書面開催】 

3)-1 ごみゼロ社会推進あいち県民会議総会 

・2021年 9月 2日(木)【書面開催】 

3)-2 ごみゼロ社会推進あいち県民会議 3部会合同会議 

   ・2022年 3月 31日(木)【書面開催】 

4)  愛知県公契約に関する協議の場への参加 

・2021年 12月 17日(金) 

開催場所：愛知県庁本庁舎 

参 加 者：吉田会長、事務局長 

5)  名古屋市職業自立推進運営委員会への参加 

・2021年 11月 9日(火) 

  開催場所：イーブルなごや 

  参 加 者：吉田会長 

6)  行政、各種団体の実施事業・調査に協力 

以下について会員に周知 

【厚生労働省】 

・熱中症の予防・対策に関するお知らせ 

・剥離剤を使用した塗料の剥離作業に関する注意喚起 

・就業環境整備・改善支援事業 

【愛知労働局】 

・令和 3年度(第 72回)全国労働衛生週間 

・令和 3年度改定最低賃金額の周知・広報について 

・労働施策総合推進法に基づく｢パワーハラスメント防止措置｣の周知・広報について 

【愛知県】 

・夏の安全なまちづくり県民運動 

・秋の安全なまちづくり県民運動 

・PCB廃棄物適正処理推進月間について 

・県政 150周年記念協力企業・団体の募集について 

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について 

・愛知県大規模集団接種会場における優先接種の実施について 

・国際芸術祭「あいち 2022」協賛について 

【名古屋市】 

・建築基準法による定期報告制度 

・働き方改革対応支援事業「働き方改革セミナー」 



・働き方改革対応支援事業「専門家と一緒に進める働き方改革・生産性向上」 

【(一社)中部ガラス外装クリーニング協会】 

・ロープ高所作業特別教育講習会のお知らせ 

・墜落制止用具特別教育省略(関係法令)講習会のお知らせ 

・ロープ高所作業管理者講習会開催に際して 

・外壁洗浄技術講習会のお知らせ 

・3 月 3日開催ロープ高所作業特別教育講習会開催延期について 

・ロープ高所作業管理者教育講習会開催に際して 

【中央労働災害防止協会】 

・建築物石綿含有建材調査者講習のお知らせ 

１１ 全国協会との連携 

1)-1 第 17回全国ビルクリーニング技能競技会愛知地区予選会 

・2021年 5月 18日(火) 

開催場所：大成研修センター 

参加者数：7名 

入 賞 者：優秀賞 佐久間一樹選手(テムズ中日(株)) 

優秀賞 新美俊樹選手(中日コプロ(株)) 

優秀賞 服部仁尊選手(コニックス(株)) 

優秀賞 平田紫織選手(中日コプロ(株)) 

次 点 藤田慎一選手(昭和建物管理(株)) 

1)-2 第 17回全国ビルクリーニング技能競技会中部北陸地区大会に協力 

・2021年 6月 15日(火) 

開催場所：大成研修センター 

入 賞 者：優  秀 新美俊樹選手(中日コプロ(株)) 

準優秀 佐久間一樹選手(テムズ中日(株)) 

努力賞 平田紫織選手(中日コプロ(株)) 

敢闘賞 藤田慎一選手(昭和建物管理(株)) 

2)  瀬戸少年院での技能検定に向けた清掃指導の打合せ 

   ・2022年 1月 13日(木) 

開催場所：協会事務局会議室 

出 席 者：水藤維人副会長、勝野英雄理事 

相 手 方：竹内統括専門官、桑山専門官 

・2022年 1月 24日(月) 

開催場所：瀬戸少年院 

出 席 者：水藤維人副会長、勝野英雄理事 

相 手 方：南部院長､竹内統括専門官､桑山専門官 

・2022年 3月 9日(水) 

開催場所：協会事務局会議室[Zoom による会議] 

出 席 者：水藤維人副会長、本多誠之理事、勝野英雄理事 

相 手 方：竹内統括専門官、下田専門官 

3)-1 第 51回実態調査への協力 

・9月 1日(火)～9月 30日(水) → 10 月 16日(金)まで延長 

3)-2 外国人雇用に関する調査への協力 

調査期間：12月～1月 

協力企業：2社(大成(株)、中日コプロ(株)) 

 

１２ その他事業 

1)-1 事務局のネットワーク・セキュリティシステムの更新 

・2021年 6月 15日(火) 



1)-2 事務局用パソコンのデータ消去・廃棄処分 

・2022年 3月 11日(金) 

2)-1 愛知県東大手庁舎及び名古屋北部県税事務所の庁舎清掃業務に係る総合入札方式に 

よる入札実施後の聞き取り調査 

・2021年 10月 22日(金) 

2)-2 品質向上特別委員会ワーキンググループ入札動向調査 

・2022年 2月～3月実施 

3)  名北労働基準協会総務部会 

・2021年 10月 19日(火)【書面会議】 

・2022年 3月 8日(火)【書面会議】 


