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環境経営システム（エコアクション21）の 
取り組みについて

  経 営 委 員 会　

　一昨年に発生した東日本大震災以降、原子力発電の安全性、経済性等が議論される中、電力の需要問題は

引き続き予断を許さない状況で、そして電力費の値上げが実施されるなど節電対策が喫緊の課題となってい

ます。

　一方、大阪市では2013年10月から事業系ごみの紙類の焼却工場搬入禁止措置が実施されます。ビル等の事

業系ごみについて、紙類等のリサイクル推進を強化するため、一層の分別処理が要求されることになります。

　このように、私たちビルメン業界を取り巻く状況は環境問題（環境経営）を避けては通れなくなっています。

　そのような中で、中小企業の環境経営システムとして環境省が推進しているエコアクション21は、CO2削減、

省エネ、廃棄物削減などを重要管理項目としてマネジメントするＥＭＳであり、認証取得事業者数が全国で

8000社弱と増加しており‘新潮流’となっています。

　当委員会では昨年、エコアクション21の説明会を開催、会員の啓発活動を実施し、12社17名の方に御参加

いただきました。結果としては残念ながらグリーン化プログラム構築までには至りませんでしたが、前述し

たようにビルメン業界にとって環境経営は避けては通れず、むしろビジネスチャンスと捉えるべきであると

考えています。当委員会としても引き続きエコアクション21の取得推進をしていこうと考えております。

　つきましては、今年度も９月30日（月）にＮＰＯ法人大阪環境カウンセラー協会の協力を得て、「ビル管

理に役立つ節電・省エネ対策セミナー＆エコアクション21導入セミナー」開催を企画し、会員企業様へご案

内させていただきました。

　是非、今後ビルメン企業が環境経営を推進していく為に会員企業様の積極的な参加をお願い申し上げます。

昨年度のセミナー風景
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委員会・部会

経営委員会

７月23日（火）出席者�2名  協会展示室

１．ビルディング協会との合同委員会について

　　・�大阪ビルディング協会西村様と打合せ実

施したが、テーマについて結論が出ず再

考することとなった。

２．�エコアクション21構築セミナー開催について

　　・�開催案内及び当日の資料について検討した。

広報委員会

７月３日（水）出席者�0名  協会展示室

１．50周年記念誌の校正を行った。

２．�50周年記念誌に掲載する記念式典時の写真

を選択し、キャプション挿入等を行った。

７月�7日（水）出席者�0名  協会展示室

１．�ＯＢＭマンスリーＨ25年７月号の編集作業

を行った。

２．創立50周年記念誌の最終校正を行った。

８月22日（木）出席者９名  協会展示室

１．�ＯＢＭマンスリーＨ25年８月号の編集作業

を行った。　　　　

２．創立50周年記念誌送付時の挨拶状を作成した。

総務友好委員会

７月９日（火）出席者�3名  協会研修室

ソフトボール大会についての確認

　　・スケジュール、担当の最終確認

　　・試合抽選会についての詳細確認

７月27日（土）、８月３日（土）、��日（日）、

�8日（日）参加チーム　33チーム 

 万博公園スポーツ広場（ソフトボールグラウンド）

第39回ＯＢＭソフトボール大会

　７月27日（土）８：50より開会式　加藤副会

長より開会のご挨拶があり、その後、熱戦の火

ぶたが切られました。

　８月18日（日）決勝戦、３位決定戦が行われ、

下記の結果となりました。

　　優　勝　（株）高浄　Ａチーム　

　　準優勝　�（株）ジェイアール西日本総合ビ

ルサービス

　　３　位　関電ビルマネジメント（株）

　　４　位　（株）阪和

　　※トーナメント表は前号に掲載

賛助会世話人会

８月８日（木）出席者９名  協会会議室

１．ミニ展示会・講習会について

　　・スケジュールの確認

　　　11月19日（火）、２月13日（木）開催予定。

　　・募集方法

　　　�従来と同じ賛助会員にＦＡＸで案内、募

集しＦＡＸにて返信していただく。

公益事業委員会

７月�7日（水）出席者�2名  協会会議室

１．アビリンピックの結果についての報告

２．エル・チャレ甲子園について

３．ビルメン社会貢献セミナーの内容について

　○日程：平成25年10月18日（金）

４．�ビルメン神輿及び清掃ボランティアについ

て（７/23～７/26）

　○当日の参加予定人数と日程の確認

　○担当委員の役割分担について確認

契約推進委員会

７月�7日（水）出席者�2名  協会会議室

１．大阪府・大阪市訪問における回答について

　○�大阪府⇒そちらで物件を決めて下さい⇒泉

北府民センターと泉南府民センターを候補

に検討することとなった

　○�大阪市⇒担当課長より来週中に返答予定

　　�〔目的〕入札における方向を良い方に変革

していきたい

　○仕様書が適正かどうか

　○現在の価格の仕様が妥当かどうか

　○発注者側への啓蒙活動

２．障害者優先調達推進法について

３．�業務委託入札制度に関するアンケート考査

結果報告書について

労務委員会

７月�9日（金）出席者�2名  協会会議室

１．６月28日開催　労働安全大会の報告・反省

２.労働衛生大会特別講師について検討した。

３.ＫＹＴ実務講習会について

　　・７月30日（火）開催　17名申込み

　　・�講師　松本慶蔵氏（ブランドイメージアッ

プ研究会所属）

４.�ビルメン体操リーフレット作成について

　　・�日本健康スポーツ連盟より資料を取り寄

せ今後の進め方を検討する

５.６月分労災・通災報告について

　　・業務災害５件、通勤災害４件

　　・�報告書様式を全協の様式に変更し、会員

企業に周知していく

８月2�日（水）出席者７名  協会展示室

ＤＶＤ上映会

１.�９月25日開催　労働衛生大会で上映するＤ

ＶＤ選定

　　・�交通安全協会のＤＶＤ３本の内「あなた

の運転間違っていませんか～自転車はク

ルマの仲間～」に決定

警備防災部会

７月�2日（金）出席者�5名  協会会議室

警備防災部会委員会

１．�警備業行政処分（営業の停止命令）の公表

があり、23業者が何らかの処分を受けたと

の報告があった。

２．認定証更新と立ち入り検査について

　　�各社の立入検査内容について報告があった

が、特に問題となるような報告はなかった。

３．�10月３日と11月４日開催の実務実践講座案

内の内容を決定した。

４．全体集会について

　　�11月実施予定の全体集会について内容を検

討した。

設備保全部会

６月28日（金）出席者５名  三橋商会会議室

設備保全業務研究

１．目的

　　�設備保全業務研究の平成25年度事業計画に

ついて、今後の具体的な行動を決定する。

　　�（性能発注方法とサービス基準合意書（Ｓ

ＬＡ／ＫＩＰ）導入方式の契約）

２．結論

　　�平成25年度は設備保全業務研究では建築設

備管理におけるＳＬＡ導入ガイドラインの

本を熟読しメリット及びデメリットを精査

してきた。また、平成24年度はアンケート

を実施し、ビルメンテナンス会社の関心

は非常に高かったが、性能発注方法とサー

ビス基準合意書（ＳＬＡ／ＫＩＰ）導入方

式の契約はあまり実績もなく、設備保全業

務研究ではこれ以上は行わないとの結論と

なった。

７月４日（木）出席者４名  協会会議室

管理技術調査研究小委員会

１．目的

　　�管理技術調査研究小委員会の25年度テーマ

である「ビル管理システム（中央監視シス

テム等）」の進捗確認及び今後の進め方を

検討する。

２．結論

　⑴アズビル株式会社との交渉経緯について

　　・�ビルシステムカンパニー　関西支社　営

業第１部　ご担当者に設備保全部会管理

技術調査研究小委員会の活動及びテーマ

について説明し、ご協力頂けることと

なった。

　⑵今後の概略スケジュール

　　①アズビル株式会社に対するヒアリング

　　　・�７月下旬～８月上旬の間で実施する。

　　　・�基本的に小委員会メンバー全員が参加

する。

　　　・�質問事項を集約する。（７月19日まで

に纏める）

　　　・双方の日程調整を行う。

　　　・�アンケート調査（下記）期間中に原稿

を作成する。（９月下旬）

　　②アンケート調査

　　　・�アンケート調査項目について小委員会

１．報告事項　

　①�大阪ビルメンテナンス政治連盟新役

員について

　②�平成26年度協会理事長表彰について

【（一財）大阪消防防災協会】

　③�普及啓発事業に係る業務委託契約に

ついて（（一財）大阪消防防災協会）

２．審議事項　

　①正会員入会について

　　・近建ビル管理㈱

　　・�㈱関西ユナイトリトルウィング�

／承認

　②�大阪知的障害者雇用促進建物サービ

ス事業協同組合（愛称：エル・チャ

レンジ）「社会福祉推進事業に関す

る調査研究事業検討委員会」委員就

任について／承認

３．報告事項

　①全協報告について

　②委員会・部会報告について

４．その他

　①�各委員会・部会の委員の増員・協会

について

25年度　第４回　理事会
９月６日（金）　協会会議室
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で決定する。

　　　・�設備保全部会（７月29日開催）で審議・

承認頂く。

　　　・�アンケート調査実施（８月上旬～８月

下旬）

　　　　�（調査対象を部会委員会会社21社か部

会登録会社113社何れにするか決定要）

　　　・�回収、分析、纏め（９月上旬～９月下旬）

　　③�ヒアリング内容、アンケート調査を含め

原稿作成

　　　・�10月上旬～11月下旬

７月29日（月）出席者23名  協会会議室

設備保全部会第４回委員会

１．各小委員会活動報告

　（管理技術調査研究）

　　・�ビル管理システムの進捗確認及び今後の

進め方について発表。アズビル㈱から協

力をいただきヒアリング、アンケート調

査を行い年度内に報告を行う方向である。

　　　小委員会での検討を行う。

　（研修・見学会）

　　・�25年度研修会を電気事故報告会として８

月21日に実施決定。（定員100名程度）

　（設備保全業務研究）

　　・�テーマを再度設定し取組内容を検討する。

　（環境衛生分科会）

　　・�今年度はビル管理における感染症をテー

マに取組を行う予定であったがテーマの

洗い出しを再度行う方向である。

　　　�建築物衛生法２号～７号業種登録をメン

テナンス業界として認識の深耕を図る。

　　・�大阪府環境衛生課との勉強会を６月21日

に実施。

　　　�技術の継承がされていないため技術向上

のために今後とも取組を行いたい。

　　　�特定建築物における相対湿度の不適合率

は建築物環境衛生管理基準の中で最も不

適合率の高い項目である。その中で相対

湿度の基準を40％にするのは難しいレベ

ルである。今後この基準が適切か否かの

検討を行っていきたい。

　　　�環境衛生課との勉強会は９月12日or９月

19日で実施予定。

　　・�テーマ的に専門性が非常に高い分野なの

で今後は専門的に管掌をしていただける

人材を探していく必要がある。

　　　�今後大阪府と４半期に１度のペースで合

同の勉強会を開催していき会員に反映を

していきたい。

２．�11月14日と11月15日開催の東西情報交換会

のテーマと進め方について確認した。

７月29日（月）出席者４名  協会会議室

管理技術調査研究小委員会

１．目的

　　�７月度設備保全部会報告結果に基づき、今

後の進め方を協議する。

２．結論

　⑴アズビル株式会社に対する質問事項

　　・�若干の修正を行い、アズビル株式会社と

の打合せ日程を設定する。

　　・�ＢＥＭＳについて曖昧な点があるがアズ

ビルとの打合せの中で方向性を出す。

　⑵アンケートについて

　　・�アズビル質問事項同様ＢＥＭＳについて

曖昧であるが、上記打合せを終えてから

修正も有りとする。

　　・アンケート対象についての結論は出ず。

　　　�但し、省エネ調査時に対象を広げたがそ

の時の回答実績が参考となると思われ

る。

　⑶東京との交流会について

　　・�テーマとして「非常用電源」が決定され

たので、各自で再度レポートを読み、論

点を纏める。

７月29日（月）出席者９名  協会会議室

設備保全部会第２回環境衛生分科会方針打合せ

１．�山田会長の方針や意見をうかがい、その結

果以下に取組んでいくこととなった。

　　�建築物衛生法に関する事業登録の１号～８

号に関しての業者向け資料を作成する。�

　　�内容は使用資機材や具体例（剥離廃液処理方

法、ビジネスホテルにおける南京虫問題な

ど）なども取り入れた総合的な資料とする。

近畿地区本部だより

● 第20回　世界ビルメンテナンス大会　20�4

ニューヨーク　日本代表団大会参加のご案内

・�世界大会期間：2014年４月６日(日)～９日（水）

４日間（現地時間）

・世界大会開催地：アメリカ（ニューヨーク）

・会議及び展示場：マリオットマーキース

・宿泊予定ホテル：マリオットマーキース

・申込み締め切り：11月29日(金)

※�案内冊子は送達文書にて近日中に送付いたし

ます。

● ビルメン　ヒューマンフェア‘�3ご参加（事

前登録）のご案内

　10月30日(水)31日(木)の２日間、さいたま

スーパーアリーナで開催される「ビルメン　

ヒューマンフェア‘13」のイベント内容・スケ

ジュール等の詳細が決まりました。

　本部よりご案内をお送りしておりますが、最

新情報はビルメン　ヒューマンフェア特設サ

イトで随時公開しております。【http://www.

j-bma.or.jp/fair/】�

　「エグゼクティブ・プラン」「特別講習」「分

科会」へのご参加は、事前登録制となっており

ますので、特設サイトからご登録ください。

● 20�4年版『建築保全手帳』のご案内

　全国協会よりチラシをお送りしておりますの

で、必要事項を記入してお申込み下さい。お手

元に届いていない場合は事務局へご連絡くださ

い。全国協会のホームページよりオンライン申

込みも可能です。（http://www.j-bma.or.jp/

articles/20130821-115929）

事務局からのお知らせ

● 大阪市消防局より「出火危険のある変電設備

に係る対応について」

　過日、大阪市内でビルの屋上に設置されてい

た変電設備（キュービクル）が焼損する火災が

発生しました。出火原因を調べたところ、キュー

ビクル内の真空遮断器格納箱内に発生した結露

等により絶縁が破壊され、接点間でトラッキン

グが発生したものと推測されます。

　この新旧遮断機は、同様の火災が過去複数回

発生したことから、平成20年９月にメーカーか

らリコールが発表されていますが、現在も未改

修のまま大阪市内の事業者等に存在する可能性

があります。

　つきましては、当該変電設備の真空遮断器が

設置されていないかを今一度ご確認いただきま

すよう、よろしくお願いいたします。

　大阪市消防局のホームページ（http://www.

city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000231754.

html）にも当該変電設備に係る火災とリコール

の情報を掲載しておりますのでご覧ください。

会員だより

●入会

〔正会員〕

・株式会社関西ユナイトリトルウイング�

〒556-0004

大阪市浪速区日本橋西２丁目３番12号

ＴＥＬ�06-6634-7515　ＦＡＸ06-6648-0063

代表取締役　峯�　�留�春�様

� （平成25年９月６日より）

・近建ビル管理株式会社　大阪支店

〒530-0047

大阪市北区西天満２丁目５番12号

大阪堂島大山ビル４階

ＴＥＬ�06-6364-9600　ＦＡＸ�06-6364-9601

取締役大阪支店長　森�島�直
ただ

�裕
ひろ

�様

� （平成25年９月６日より）

●代表者変更

〔正会員〕

・冨士ファシリティーズ株式会社　　

(新)代表取締役社長　米�谷�英�之�様

(旧)代表取締役社長　米�谷�之�宏�様

（米谷之宏氏は取締役副社長に就任）

� （平成25年８月９日より）

〔賛助会員〕

・住友スリーエム株式会社

　コマーシャルケア事業部　　

(新)事業部長　細�沼�宗�浩�様

(旧)事業部長　輿�石�俊�哉�様

� （平成25年９月より）

●住所・電話番号・ＦＡＸ番号等変更

〔正会員〕

・スカイビルサービス株式会社　　

〒560-0036

豊中市蛍池西町３－555

大阪国際空港内　中央棟８階

ＴＥＬ�06-6858-3708（代表）

ＦＡＸ�06-6858-3740

� （平成25年９月９日より）

講習会お知らせ

教育センターだより

厚生労働大臣登録講習会予定

●防除作業監督者（新）

平成25年12月２日(月)～６日(金)

受付　平成25年10月16日(水)～22日(火)

●空気環境測定実施者（新）

平成25年12月９日(月)～13日(金)

受付　平成25年10月22日(火)～28日(月)

☆いずれも阪急千里中央ビルにて

※�申込期間に提出できるよう、早めに申込

用紙を請求してください。

　�用紙の請求・申し込みは公益財団法人日

本建築衛生管理教育センターへ。

　（ＴＥＬ　06-6836-6605）

※お問い合わせ先

　関西支部

　豊中市新千里東町１丁目４番１号

　�阪急千里中央ビル９階

　ＴＥＬ　06-6836-6605
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ＫＫＣお薦め講習会（10月）

　10月実施予定のＫＫＣ主催の講習会は次のとおりで
す。定員になり次第締め切らせていただきますので、お
早めにお申込みくださいますようお願い申し上げます。
内容等詳細はＫＫＣホームページ（http://www.bmkkc.
or.jp/）にも掲載しております。
　受講をご希望の方は、受講申込書をホームページより
ダウンロードし、必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお
申し込みください。

●�ビル設備管理コース［大阪府認定職業訓練］
　現場での設備管理に必要な知識と技能に併せ、現場で

の積算、コスト管理の考え方を学ぶ講座です。２日目は

ビルの基本設備を備えた研修センターで電気・空調・給

排水各設備の見学と体験を交えながら学んでいただきま

す。修了者には大阪府知事の認定訓練修了証を交付しま

す。

＜日　時＞10月８日（火）・９日（水）・10日（木）

　　　　　13時～17時

＜会　場＞新清風ビル（中津）講習会場

　　　　　※２日目は十三研修センター（大阪市淀川区）

＜対　象＞設備管理の初任者、担当者

●派遣元責任者講習
　派遣元責任者講習の実施機関として厚生労働省より認

められた講習です。修了者には受講証明書を交付します。

＜日　時＞10月17日（木）10時～17時10分

＜会　場＞エル・おおさか（大阪市中央区）

＜対　象＞労働者派遣業責任者、従事者

●ゴンドラ特別教育講習会
　労働安全衛生法及びゴンドラ安全則に基づく高所作業

者のための特別講習です。修了者には顔写真付携帯サイ

ズの修了証を交付します。

＜日　時＞10月19日（土）９時～17時

＜会　場＞日本ビソー㈱実技研修会場（大阪市此花区）

＜対　象＞ゴンドラ作業担当者、従事者

●カーペットメンテナンス研修会
　カーペットの種類・特徴などの基礎知識と日常管理・

定期管理のメンテナンス方法を、実技指導を交えながら

学ぶ講座です。

＜日　時＞10月28日（月）９時30分～17時

＜会　場＞新清風ビル（中津）講習会場

平和の祭典  理事　岡 田 寿 代

　９月中旬となりますと、朝夕大変涼しくなりまして、秋

を感じさせてくれる季節となりました。只、日中はまだま

だ暑く、温度差が大きいので、風邪などひかない様、体調

管理には、充分気を付けて下さい。

　秋と言えば、運動の秋、食欲の秋、読書の秋と言われま

すが、中でも運動の秋で、最近の嬉しいニュースと言えば、

皆様御存知で、今一番話題となっています、2020年「夏季

オリンピック・パラリンピック」の開催都市が56年振りに

｢東京｣に決定されました。

　最終のプレゼンテーションをされた皆様の力も大きくＩ

ＯＣ委員の心を動かした事と思います。中でも私の印象に

残ったのは、宮城県気仙沼市出身で、パラリンピック陸上

選手の佐藤真海さんの「震災復興とスポーツの力」を実体

験で話されていた姿です。英話でのスピーチであるにも関

わらず、感情こもる彼女の姿には感動致しました。ニュー

スキャスターの滝川クリステルさんの「日本人の美徳」「お

もてなしの心」のスピーチも大変素晴らしかったです。

　プレゼンテーションに関わった方々はもちろんですが、

日本中が招致に一体となった事が今回の良い結果に結びつ

いた事を目の当たりに感じた光景でした。現役の選手の

方々のモチベーションが上がるのは、当然の事でしょうが、

子供達に大きな夢と希望を与えられた事だと思います。

　そして、開催都市が決定した翌日には「レスリング競技」

の存続も決まりまして、二重の喜びともなりました。2020

年の東京で、野球とソフトボールの復活も大いに期待出来

そうな状況になって来ました。野球もソフトボールも大好

きな私からすれば、是非とも競技種目に入れて戴きたいも

のです。

　この東京オリンピック・パラリンピックの開催期間中に

広島と長崎に原爆が投下された日が入っています。唯一の

被爆国として、全世界の人々に原爆の無い｢平和の大切さ｣

そして、「東日本大震災」からの復興を果たした姿を、全

世界にアピールして欲しいと思います。

＜対　象＞清掃業務に従事する実務経験者

●ポリッシャー実技講座［新規講習会］
　ポリッシャー操作だけに絞った実技講座です。ビルク

リーニング技能検定を受検予定の方でポリッシャー操作

が不安な方から、初めての方まで、どなたでも受講可能

です。

＜日　時＞10月31日（木）10時～17時

＜会　場＞新清風ビル（中津）講習会場

＜対　象＞ポリッシャー操作が初めての方、不安な方

●警備員現任教育［後期］
　警備業法に基づいた、ビルの安全・安心を護る警備員

のための、防災面を重視した現任教育です。修了者には「教

育実施証明書」を交付します。

＜日　時＞10月22日（火）９時～18時

＜会　場＞新清風ビル（中津）講習会場

＜対　象＞施設警備を担当する現任警備員

○�今後の開催日程（後期）は、11月20日（水）、12月19日

（木）、２月18日（火）、３月19日（水）です。※いずれ

も新清風ビル（中津）にて

申込・問合先：一般社団法人関西環境開発センター（ＫＫＣ）

　　　　　　　教育訓練部

　　　　　　　　電話：０６－６３７２－９１２３

　　　　　　　　FAX：０６－６４５０－８０３８

　　　　　　　　E-MAIL：bmkkc@swan.ocn.ne.jp

　　　　　　　　URL：http://www.bmkkc.or.jp/

 

大阪府最低賃金 改定のお知らせ 

平平成成２２５５年年１１００月月１１８８日日から 

時時間間額額 ８８１１９９円円 となります

《お問合せ先》 

大阪労働局労働基準部賃金係 ０６－６９４９－６５０２ 

または、最寄りの労働基準監督署まで 
 

大阪労働局ホームページ 

 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp 

必ずチェック！最低賃金 
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　50周年記念誌が発刊されました。

　なかなかの出来栄えであると自我自讃

しており、「何とか発刊できた」が私の

感想であります。

　約一年前、記念式典終了後、速やかに

50周年記念誌を発行するとのことで取り

組みがスタートしました。

　この間、広報委員会のメンバーの半数

近くが会社の人事異動等で入れ替り、当

初の計画どおりに発刊できるかな？　と

不安になったときもあったが、広報委員

長を中心としたメンバーの一体感と頑張

りにより何とか発刊することができたと

思います。

　50周年記念誌作成は、半世紀に亘る大

阪ビルメンテナンス協会の歴史の勉強会

でもありました。

　年次により当時の色々な出来事が出て

くる。その都度私はその時何をしていた

のかな？　と私に取ってもある意味50周

年誌でもありました。

　十年後には60周年記念誌を作成するこ

とになるのでしょう。私は間違いなく広

報委員会にいないと思います。

　また、二回目の50周年記念誌（100周

年記念誌）を発行する時は、是非私も参

画させて欲しいと思いますが、多分今世

には居らず天国にいることでしょう。（地

獄かな？）

　これからも60周年記念誌、70周年記念

誌～、更には100周年記念誌が発刊でき

ることを期待しています。

　作成のためご支援・ご協力をいただい

た関係者の皆さん、本当にありがとうご

ざいました。

　50年記念誌の作成に携われたことに感

謝いたします。ありがとうございます。

� （Ｋ．Ｓ）　

9月 25 水 労働衛生大会（ドーンセンター）

26 木 清掃作業従事者研修会　　賛助会世話人会

27 金

28 土

29 日

30 月 節電・省エネ対策セミナー＆エコアクション21導入セミナー

10月 1 火 KKCマンション管理業務主任者受験対策講座

2 水 総務友好委員会

3 木
ビルクリーニング部会B班小委員会
警備防災部会　防災実践講座①（大阪市消防学校）
ＫＫＣビルクリーニング技能検定作業試験対策セミナー

4 金 理事会

5 土

6 日

7 月 インペク２級M講習会（大阪科学技術センター、～８日）

8 火 ビルクリーニング部会　　ＫＫＣビル設備管理コース

9 水 設備保全部会小委員会　　　　　　〃

　　　　　〃10 木 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

11 金 KKCマンション管理業務主任者受験対策講座

12 土

13 日

14 月

15 火
契約推進委員会　　公益事業委員会
ＫＫＣマンション管理業務主任者受験対策講座

16 水
OBM役員・OB会員親睦ゴルフコンペ（ライオンズカントリー倶楽部）
KKCインペク打ち合わせ会議

17 木 広報委員会　環境衛生分科会　　設備保全部会　　ビルクリーニング競技会訓練

18 金
社会貢献セミナー（大阪科学技術センター）
警備防災部会特別研修視察見学(スプリング８）

19 土

20 日

21 月

22 火 経営委員会　労務委員会　　KKC警備員現任教育

23 水

24 木 ビル設備管理科訓練２級（～２５日）

ＯＢＭ行事予定

���������� 
 
『おたより紹介』のコーナーへの 
投稿を募集しています 
●題材・・・自由。 

協会への提言、季節雑感、詩、短歌、
俳句、川柳等々、何でも結構です。 

●字数・・・15字×16～19行の間に、本
文、会社名、筆者名を全て記入して下
さい。 

労務委員会 労働災害事故事例（Ｈ25年７・８月度発生分より）

　７月度の報告企業数69社、業務災害は５件、１ヶ月以上

の休業見込は１件で、８日未満が６件、通勤災害は２件、

１か月以上の休業見込は２件でした。８月度については報

告企業68社、業務災害12件、通勤災害１件、１か月以上の

休業見込は４件という結果でした。

　今回はトイレ内転倒により休業見込50日と、室内に於い

て足のもつれによる転倒で休業見込90日という２つの業務

災害事例をご紹介します。

　８月12日、午前７時20分頃、75歳清掃女性の方が、トイ

レ内清掃作業開始前に床面の水たまりに気付かず滑って転

倒し、腰椎多発圧迫骨折で休業見込50日内入院日数40日と

いう大きな事故となったケースです。

　８月21日午前８時00分頃、64歳清掃女性の方が、役員室

のお茶の葉の補充作業の為に移動中に足がもつれ転倒、左

大腿骨転子部骨折による休業見込90日うち入院日数14日と

いう事例です。両事例とも、大きな不安全行動があったと

いうよりも、ちょっとした躓き等による転倒事故が、高齢

者の場合大きな業務災害となる場合があることを改めて浮

き彫りとなった事例です。また、今年は非常に暑いことも

影響しているかもしれません。現在報告企業が68社と非常

に少なくなっており、無災害報告もりっぱな報告ですので

是非ご協力よろしくお願いします。

第５回ビルメン社会貢献セミナー
　今回は、『新雇用産業としてのこれから』をテーマに講

演・報告を行いますので、ご担当者の方は是非ご参加く

ださいますよう、よろしくお願いいたします。

日　時　10月18日（金）13時～16時45分

会　場　大阪科学技術センター

　　　　大阪市西区靭本町１-８-４

　　　　※�駐車場がありませんので、車での参加はご遠

慮下さい。

基調講演　～障がい者雇用を広げるための知識と方策～

　　　　　　�社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会　支援

センターあまみ　所長　辻行雄氏（元中津

支援学校長）

参加費　無料

【お申込み・お問い合わせ】

　会員各社にはＦＡＸにてご案内いたしましたので、「申

込用紙」に必要事項を記入の上、ＦＡＸにてお申込み下

さい。またＯＢＭホームページでもご覧いただけますの

で、「申込用紙」をダウンロードしてご記入下さい。

　事務局　TEL�06-6372-9120

　　　　　FAX�06-6372-9145（公益事業委員会）

新刊のご案内

・ ビルクリーニング技能検定・受検対策用Ｄ

ＶＤ　最新版　合格への近道

　（一社）関西環境開発センター

　平成25年９月発行

　一般価格9,200円(＋税)（送料込）

　TEL：06-6372-9123

　http://www.bmkkc.or.jp/

※�ビルメン情報プラザ　Obit（オービット）では、閲覧の

みになります。

　購入ご希望の方は、発行元にお問合せ下さい。

　　開館時間　10:00～16:00（土・日・祝休）

　　�会議等でご利用になれない時もありますので、ご利用

の際は事前にお問合せ下さい。

ビルメン情報プラザ Obit（オービット）通信

紙面の都合により、「ズー

ムアップ」はお休みさせ

ていただきます。次号に

ご期待下さい。


