
福田新副会長ってどんな人？Ｑ＆Ａこ が 知 り た いそ

　福田新副会長の素顔をちょっとのぞいてみました。

Ｑ．�ビルメンテナンス業界に入られたきっかけを教えてくだ
さい。

福田）結婚がきっかけです。

Ｑ．�協会の仕事で力を入れて取り組んでいる重点課題をお教
えください。

福田）課題というわけではありませんが、業界の障がい者雇用の推進に力を入れて取り組んでいます。

Ｑ．学生時代はどのような学生生活を送られていましたか。

福田）とにかく勉強が嫌い（努力することが嫌い）でしたから、高校を卒業してから短大で絵画（油絵）を描

いてました。休みの日は出不精でしたので、家で一日中だらだら過ごしてました。将来の夢も持っていま

せんでしたね。

Ｑ．ご趣味は？

福田）趣味はとくにありません。あえて言うなら、仕事でしょうか？ (笑)　仕事で都市公園の指定管理業務を

請けているため、植物や生き物について勉強したり、新しい取組みをするために、さまざまな分野の方と

知り合う機会が多くなりました。それらがとても刺激的で、仕事としながらも趣味の世界に入っています。

Ｑ．協会の仕事と本業との仕事の調整はどのようにされていますか。

福田）これがいちばん難しいですね。委員会の皆さんにも、社内のスタッフにも迷惑をかけながら調整してい
ます。

Ｑ．最後に何か一言

福田）結婚してビルメンテナンス業に関わり、最初は業に対しての誇りが持てませんでした。学生の頃から怠

けて暮らしていた私に、仕事の楽しさや新しい価値観を見出させてくれたのが「障がい者雇用」でした。

いまでは、ビルメンテナンス業に誇りを持っています。協会での活動を通して、たくさんの方に障がい者

雇用の素晴らしさを知っていただけたら嬉しいです。これからも、協会の発展に少しでもお役に立てるよ

うがんばりたいと思います。よろしくお願いいたします。
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経営委員会

９月９日（水）出席者14名� 協会会議室

１．理事会報告について

２．ＥＡ21セミナーについて

　　�９月14日にエコアクション21セミナーの参

加者の報告があった。

　　�（５社５名。後日１社１名追加あり。合計

６社６名）

３．経営委員会講演会について

　　�ユーマスブレインの丸山講師をお招きし、

12月１日にＯＢＭにて講演会を実施する事

となった。

４．経営委員会役割分担について

　　�経営委員を①ＢＣＰ、②エコアクション

21、③講演会・セミナー、④外国人技能実

習生制度、⑤会員企業向けアンケートの５

つに役割を分けた。

広報委員会

９月18日（金）出席者７名� 協会展示室

１．�「こみゅにけ～しょんず新春号」の内容を

検討した。

２．「ＯＢＭマンスリー」Ｈ27年９月号の編集

作業を行った。

賛助会世話人会

９月９日（水）出席者10名� 協会会議室

１．10/22ミニ展示会・講習会について

　　当日の打合せ確認を行った。

労務委員会

９月８日（火）出席者15名� 協会会議室

１．労働衛生大会について

　　・９月25日の労働衛生大会の確認

２．ＫＹＴ実務者講習会開催報告

　　・�亀山委員より安全パトロールの報告２件

　　　�（７月15日　大阪市西区　京阪神不動産

ビル　ブランコによるガラス清掃作業）

　　　�（７月15日　大阪市中央区　銀泉備後町

ビル　ゴンドラによるガラス志移送作

業）

３．労務管理セミナーについて

　　・�11月30日（月）13：00～16：00　ＯＢＭ

６Ｆにて実施

　　　マイナンバー制度

　　　ストレスチェック

４．全国産業安全衛生大会について

　　・10月28日～30日に開催

５．各県・他協会安全大会について

　　・�10月８日　京都ビルメン協会

　　・�10月26日　関西ガラス協会

６．労災報告について

　　・�７月の災害発生件数：５件（業務災害：

３件、通勤災害：２件）

　　・�８月の災害発生件数：５件（業務災害：

３件、通勤災害：２件）

　　・�マンスリー記事掲載には（７月）は業務

災害　南海ビルサービス㈱　電撃熱傷

９月25日（金）出席者７名� ドーンセンター

平成27年度　労働衛生大会について

１．日　　時　平成27年９月25日（金）

　　　　　　　13時30分開始～16時40分終了

２．会　　場　�ドーンセンター（大阪府立男女

共同参画・青少年センター）

３．参加者数　245名（申込321名）

　　　正�会�員　209名（56社)

　　　賛助会員　４名（３社)

　　　会�員�外　８名（７社)

　　　他�協�会　５名（４協会)

　　　関西ガラス外装クリーニング協会　３名

　　　ＯＢＭ会長　１名

　　　ＯＢＭ労務委員会・事務局　16名

　　� 合計　245名

４．次　第

　①開会挨拶　佐々木会長

　②来賓挨拶

　　　　　大阪労働局�労働基準部�健康課

　　� 課長　北�田�典�之�様

　③講　　演

　　�　　　大阪労働局　労働基準部　健康課

　　� 労働衛生専門官　吉�川�雅�美�様

　　�「職場における受動喫煙対策及びストレス

チェック制度について」

　④�ＤＶＤ上映「自転車の安全な乗り方～守ろ

う　ルール・減らそう　自転車事故」

　⑤特別講演　　� 落語家　桂　ぽんぽ娘�様

　　�「正しい水分補給と栄養摂取で安全な身体

づくりを！」

　⑥閉会挨拶　下村労務委員長

　⑦抽�選�会

５．その他

　平成28年度　労働安全大会　６月24日（金）

　ドーンセンターにて開催

　平成28年度　労働衛生大会　９月16日（金）

　ドーンセンターにて開催

環境衛生委員会

９月９日（水）出席者９名� 協会会議室

第三回委員会

１．�平成27年度建築物飲料水水質検査業外部制

度管理説明会について

　〇�大阪ビルメンテナンス協会が大阪府立公衆

衛生研究所の協力を得て実施する。

　　�⇒主催が大阪府から大阪ビルメンテナンス

協会へ

　〇�管理対象項目は⇒銅及びその化合物、ハロ

酢酸

　〇�費用は22,000円とする。

　〇�大阪府立公衆衛生研究所が後日結果を発表

する。

２．行事予定の検討について

　１．大阪府定期意見交換会の予定

　〇�年２回くらいを予定して継続的に行ってい

く。（６月、12月）

　２．技術研究会(講演会)開催予定

　〇�ウイルス感染症の世界的権威者である大阪

大学教授、生田和良先生にお願いをする。

　〇�開催日時は11/27に決定。時間は14：00か

らの予定。

　３．環境関係施設見学会の開催

　〇�来年５月開催を目指し取り組んで行く。（目

的、場所、開催日など）

公益事業委員会

９月16日（水）出席者８名� 協会会議室

1.　天神祭ＤＶＤ鑑賞

　　意見交換を行った。

２．ビルメン社会貢献セミナーについて

　○�登壇者の予定の関係により日時を平成27年

12月14日（月）に変更

　○�ワイズネット事業協同組合の方に登壇して

頂く予定

　　�（外国人技能実習生の受入のサポートをし

てくれる組合）

３．障がい者雇用支援スタッフ養成講座

　○委員担当

　　11/５（木）森岡委員、水野委員

　　�11/12（木）永井委員、（曽我委員ｏｒ田中

委員）

　　11/19（木）金ヶ崎委員、河本委員

4.　アビリンピック大阪

　　�アビリンピックについて

契約推進委員会

７月６日（水）出席者13名� 協会会議室

１．�公共工事の品質確保に関する法律のガイド

ラインの研究について

２．入札結果の検討について

　①大阪府の入札結果に関して

　②大阪市の入札結果に関して

９月16日（水）出席者９名� 協会会議室

１．理事会報告について

　　・�調整系委員会の体制

２．公明党大阪本部への政策要望書について

　　・�「公共工事の品質確保の促進に関する法

律」の法令順守について

　　・�「ビルメンテナンス業務に係る発注関係

事務の運用に関するガイドライン」につ

いて

　　・�「マイナンバー社会保障・税番号制度の

導入について」

３．大阪府・大阪市へ要望書提出について

　　・�「大阪府、大阪市の所有建築物の維持管

理に関する要望書」を提出

４．�「大阪府ファシリティマネジメント基本方

針」(案)に対する府民の意見等募集につい

て

５．各分科会報告事項など

　　・�積算分科会に公共建物３物件の資料提供

→今後、積算を行い適正価格の調査をお

こなう

　　・�府・市の小規模物件の入札調査

ビルクリーニング部会

９月11日（金）出席者22名� 協会展示室

１．�８月実施会社様へのアンケート、回答・集

計結果について

２．部会班分け､役割分担について

　　�事前に作成の別紙班分け表(Ａ班―12名、

Ｂ版―13名)で確認

３．�ビルメンヒューマンフェア⓯ in�北海道に

ついて

　　視察、研修旅行�旅程最終確認

27年度　第４回　理事会
10月２日（金）　協会会議室

１．審議事項　

　①退会について／承認

　　室町ビルサービス（株）関西支社

　②青年部会について検討した

　③各規定の見直しを検討した

２．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

　③事務局

　　・�平成27年度保全業務マネジメントセ

ミナー

　　・�接客のプロに学ぶ応対力アップセミ

ナー（訓練センター）

　　・�平成27年度４月生合同企業面接会の

結果について

　　・役員分掌表

　　・�感謝状　エコアクション21地域事務

局大阪

　・中間監査　10月28日13時～

３．その他

　　・理事会等開催予定について
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４．�免許皆伝「資機材の使用方法」新版ＤＶＤ

作成について

警備防災部会

９月３日（木）出席者９名� 協会会議室

１．�警備防災部会報告書（７月17日分）につい

て

　　�内容確認を行った。

２．暴追センターからのお知らせについて

　　11月12日の暴力団追放府民大会案内は、参

考資料として活用する。

３．警備防災部会年間行事担当委員名（平成27

年度）について

４．警備防災部会全体集会の開催ご案内（案）

について

　　�11月４日の開催が決定され、大阪府警本部

生活安全部保安課　警部　黒瀬幸夫氏、大

阪市消防局予防部予防課　消防司令　八條

正美氏の両名をお招きしてご講和を頂く旨

の報告が行われ了承された。

５．防災実践講座の開催について（ご案内）

　　�11月11日（木）、大阪市消防局高度専門教

育訓練センターにおいて防災実践講座を開

催するとの報告が行われ了承された。

６．クレーム事案の対応について

設備保全部会

９月24日（木）出席者14名� 協会会議室

第３回設備保全部会

１．各小委員会活動報告について

　（管理技術調査研究）

　　・�「機械警備の技術情報及び基礎技術」に

ついて「セコム」に協力を依頼し８月５

日協議を行った。

　（研修・見学会）

　　・�９/10（木）～９/11（金）参加人数22名

にて三菱電機中津川製作所の施設見学会

を実施。

　（設備保全業務研究）

　　・�地震発生対応マニュアルガイドラインの

初稿が出来上がりチェック確認後10月末

までに発行予定

２．東西交流会について

　＜�日程＞11月12日情報交換会　13:30～　懇

親会18:00～　11月13日施設見学→ＵＳＪ

　＜�会場＞情報交換会：ＯＢＭ新清風ビル３Ｆ、

４Ｆ　懇親会：「白楽天」阪急グランドビ

ル27Ｆ　宿泊先：サンルート梅田

　＜�テーマについて＞

　　・年次活動報告

　　・分科会

　　　�テーマ１→担当：管理技術調査研究　「機

械警備について」

　　　�テーマ２→担当：東京協会「ビル統括管

理責任者について」

　　　�テーマ３→担当：設備保全業務研究「設

備安全について」

近畿地区本部だより

●�ビルメンヒューマンフェア⓯ in�北海道２日

間延べ１万4,500名を迎えて盛況裏に閉幕

　全国協会と（一財）建築物管理訓練センター

が主催する、２年に１度のビルメン業界の

ビッグイベント「ビルメンヒューマンフェア

⓯ in�北海道」が、去る９月15日・16日の両日、

札幌コンベンションセンター（札幌市白石区）

で開催されました。両日とも、さわやかな秋空

が広がり、２日間で延べ１万4,500名の来場者

を迎え盛況裏に閉幕しました。

　なお、２日目に予定されていた橋本聖子参議

院議員の記念講演は、同氏の公務の都合で、中

止となりました。

　

　ご参加の皆さま、出展企業さまはじめ、フェ

アに関わったすべての方々に御礼を申し上げま

す。

　次回ヒューマンフェアの開催日程は未定です

が、その前に全国協会の大きな行事として、来

年（2016年）４月４日～７日にわたり、日本で

３回目の開催となる第21回世界ビルメンテナン

ス大会が東京で開催されます。

事務局からのお知らせ

●�大阪府・市の所有建築物の維持管理に関する

要望書について

　平成27年８月31日付けで提出しておりました

標記要望書についての回答がまいりましたの

で、要望書・回答書をＯＢＭホームページに掲

載いたしました。

　ご一読ください。http://www.obm.or.jp/

●労務管理セミナーのお知らせ

・�日　　時　�11月30日（月）14:00～16:50

　　　　　　（受付13:30）

・会　　場　�（一社）大阪ビルメンテナンス協

会　６Ｆ　研修室

・内　　容

　�①�「事業場におけるメンタルヘルス対策のす

すめ方」

　　�　　�中央労働災害防止協会　大阪労働衛生

総合センター　健康快適推進室

� 専門役　片�岡�頼�博�様

　②�「マイナンバーセミナー　～実務対応のポ

イント～」

　　　　ソフィアステージ社労士事務所

　　　　　� 代表　福�西�綾�美�様

・定　　員　60名

・締　　切　11月16日（月）

※�ＦＡＸにて案内を送信しております。詳細は

事務局まで。

会員だより

●代表者変更

〔正会員〕

・株式会社クロスサービス

（新）代表取締役社長　橋�詰�隆�見�様

（旧）代表取締役社長　橋�本�邦�年�様

　　�（橋本邦年氏は取締役会長に就任）

� （平成27年10月より）

●住所変更

〔正会員〕

・興産管理サービス・西日本株式会社

〒530-6107

大阪市北区中之島３-３-23

中之島ダイビル７階

※電話番号・ＦＡＸ番号の変更はありません。

� （平成27年10月13日より）

・商船三井興産株式会社

〒530-6107

大阪市北区中之島３-３-23

中之島ダイビル７階

※電話番号・ＦＡＸ番号の変更はありません。

� （平成27年10月13日より）

●退会

〔正会員〕

・室町ビルサービス株式会社関西支社　

� （平成27年９月30日付）

講習会お知らせ

教育センターだより

(公財)�日本建築衛生管理教育センター講習

会予定

●排水管清掃作業監督者（再）

・受付期間　平成27年10月26日(月)～30日(金)

・実施期間　平成27年12月10日(木)～11日(金)

●防除作業監督者（新）

・受付期間　平成27年11月４日(水)～10日(火)

・実施期間　平成27年12月14日(月)～18日(金)

●統括管理者(再)

・受付期間　平成27年11月30日(月)～12月４日(金)

・実施期間　平成28年１月14日(木)～15日(金)

●清掃作業監督者（新）

・受付期間　平成27年12月１日(火)～７(月)

・実施期間　平成28年１月12日(火)～13日(水)

☆いずれも阪急千里中央ビルにて

※�申込期間中、早めにお申し込み下さい。

用紙のダウンロード・お申し込みは公益財

団法人日本建築衛生管理教育センターへ。

　�（ ホ ー ム ペ ー ジ�http://www.jahmec.

or.jp/、ＴＥＬ�06-6836-6605）

感謝状を頂きました！

　特定非営利活動法人　大阪

環境カウンセラー協会・エコ

アクション21地域事務局大阪

より、エコアクション21の10

周年を記念して、当協会経営

委員会の取り組みに対し、感

謝状をいただきました。あり

がとうございました。
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禁煙のススメ？！
� 理事　京�藤�富�彦

　今、タバコをふかしながら読んで頂いている方々に少し

でもご興味を持って頂ければと思い、自分の体験談を書か

せて頂きます。

私が現在の会社に入社したのは、６年前のこと。社内

を見渡すと、なんと半数以上の社員が喫煙者でした。その

ころの私は一日二箱を消費するヘビースモーカー。以前に

勤めていた会社では喫煙者は少数派で、タバコを吸う度に

喫煙部屋に押し込まれて、肩身の狭い思いをしておりまし

たので、『これは良い環境だ』とホッとしました。

　しかしながら昨年、自分の不摂生もあり体調を崩したた

め、ついに医者からドクターストップが掛かりました。で

も辛いことが嫌いな性格ゆえ、禁煙外来で『一番辛くない

方法で』とお願いして、服用薬を勧められました。今まで

禁煙ガム等を試し挫折を繰り返しましたが、これまでの苦

労が嘘のように服用薬で無事に禁煙が出来ました。医者か

ら『保険適用で、失敗しても１年後に再挑戦できる』と言

われて、自分自身、『まあそれなら気楽にゲーム感覚でやっ

てみよう』と思ったのが良かったのかもしれません。

では�はたして世間で言われている禁煙した時のメリッ

トは享受できたのでしょうか？　

先ずタバコ代分のこづかいが増える。私の場合、すで

に一年間禁煙しておりますので�30万円程度の増額になる

はずでした。ただ残念ながら、増額した感覚は感じられて

おりません。こづかいは�あれば使っちゃうという自分に

甘い性格なので、どこに消費したかは不明ですが、こづか

いは毎月、足りないままです。

食事がおいしく感じる。これも残念ですがあまり感じ

られません。グルメな食事には縁がなく、コンビニ、ジャ

ンクフードが大好きなことが原因かもしれませんが、味の

違いがわからないままです。もしかすると生まれつき鈍感

なのかもしれません。

　ただ、手荷物が減りました。ワイシャツのポケットもすっ

きりです。それに喫煙場所を探すことが無くなりました。

最近では食事するところも禁煙が多くなってきましたが、

ストレスが無く場所を選べるようになりました。それとタ

バコ臭がなくなり、愛犬の黒柴が寄り付くようになりまし

た。これは想定外でしたが、自分にとって一番嬉しいメリッ

トだと思います。

禁煙したメリットは何かと世間で色々と言われており

ますが、やはり人それぞれ異なると思います。禁煙をした

ら、自分自身が思ってもみなかったメリットが出てくるに

違いありません。これから禁煙に挑戦される方々、『気楽

にゲーム感覚』で自分自身のメリットを見つけてみては如

何でしょうか？

　『なんとなく分かった気になるＢＣＰコラム』第二章。

前回、「家業とは個人ではなく家を中心」と説明しまし

たが、「家業と共同体をもつ人たち」を指す言葉こそ“カ

タギ”なのです。ではその逆は？そう“ヤクザ”。諸説

ありますが、カタギの逆と限定すれば「世代を超えて持

続する仕事をもたない個人」と言えます。ここまで読む

と「待てよ、この分類でいうとサラリーマンはヤクザに

該当するのでは？」と思われた方は半分正解。

　現代人である我々は普段は「自立した個人」という意

識で社会生活を営んでいます。その意識のままＢＣＰ推

進に携わり、一朝事ある時には会社に馳せ参じる体制に

組み込まれ「すわその時！」と思った刹那、家族の安否

や仕事と家族の優先順位に心乱れ、自分が家族という共

同体の一員であることを思い知る事例には事欠きませ

ん。　

先の東日本大震災後、多用され過ぎて薄っぺらくなっ

てしまったと言われるほど注目された『絆』という言葉。

辞典では「断つことのできない人と人との結びつき」と

あります。　

戦後教育から公（おおやけ）という概念が消えて自

分勝手な個人主義が横溢しているとの主張を時々見かけ

ますが、自然の驚異はけちな人間の思い込みを軽くあし

らって、生き物としての本来の人間（まさに人の間）の

有り方を強烈に思い起こさせたと言えるでしょう。

　さて本論に話を戻すと、現在のＢＣＰは事業継続性と

いう観点から、どうしても企業中心の、賃金を通じて繋

がった個人を前提としています。即ち貨幣を軸とした共

同体の維持を第一目的としています。しかし、先述した

ように個人は会社という共同体に属していながら、家族

という共同体にも属しているのです。個人は単一の共同

体に属している、という前提ではなく、個人は多層的に

様々な共同体に属しているとみる方がより実情に沿うの

です。

　自社の事例で恐縮ではありますが、普段より管理物件

の近隣の方を従業員として雇用し、自治会との信頼関係

を密にしているからこそ、近年多発するゲリラ豪雨など

の対策にも、家族が管理物件の応援に協力してくれる等

が可能となるのです。自社の従業員の背景に家族という

共同体、またその家族をサポートする自治会等の共同体。

これら多層的な共同体も今後視野に入れる必要性が出て

くるでしょう。ＢＣＰの他にＣＣＰ（コミュニティ継続

計画）という言葉も見られますが、ＢＣＰほど難しい事

ではありません。人間は個人ではなく多層的な共同体に

属している。「お互い様」の気持ちで近所の皆さんと良

好な関係を築く、老舗の様に普段から信用を醸成する。

そのことがＢＣＰを本当に活用できるバックボーンとな

るのです。

特別コラム・ＢＣＰ�② 経営委員　株式会社�三橋商会　三　橋　源　一
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ＫＫＣお薦め講習会（11月）

　11月実施予定のＫＫＣ主催の講習会は次のとおりです。
受講希望の方は、申込書をＫＫＣホームページ（http://
www.bmkkc.or.jp/）よりダウンロードし、必要事項をご記
入の上、ＦＡＸにてお申込みください。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。

●ビルクリーニング技能検定 学科試験対策講座

　過去に出題された試験問題を元に作成した講師オリジナル

の模擬問題を使用し、ベテラン講師が試験の重要ポイントの

講義及び解説をわかりやすく行います。

＜日　時＞平成27年11月６日（金）９時～17時

＜会　場＞新清風ビル（中津）講習会場

＜対　象＞�平成27年度ビルクリーニング技能検定受検予定者

（学科）

● ビルクリーニング技能及び実技研修 
（ガラス・カーペットコース）

　資機材の扱い方を身につける実技のみの研修です。ビルク

リーニング技能検定で使用する資機材を中心に、正しく、安

全で、効率のよい作業ができるよう反復訓練し、扱い方を身

につけていただきます。

＜日　時＞�平成27年11月�18日(水)・19日(木)�【計２日間】

13時～17時

＜会　場＞新清風ビル（中津）講習会場

＜対　象＞�実務経験２～３年程度の清掃業務従事者、ビルク

リーニング技能検定受検予定者で資機材の扱い方

に不安のある方など

●高圧電気設備コース（大阪府認定職業訓練）

　高圧・特別高圧電気管理業務の知識と技能を身につけます。

労働安全衛生規則第36条による特別教育で、修了者には「高

圧電気特別教育修了証」と職業能力開発促進法に基づく大阪

府知事の「認定訓練修了証」を交付します。

＜日　時＞平成27年11月９日（月）・12日（木）・16日（月）

　　　　　【計３日間】10時～17時

＜会　場＞にちほビル研修センター（㈱日本電気保安協会）

＜対　象＞ビル設備管理に携わる作業従事者

～刊行物　価格再改定のお知らせ～

ビルクリーニング技能検定・実技作業試験対策用ＤＶＤ

『最新版�合格への近道』７月１日より最終価格

床・ガラス・カーペットの実技３課題

の手順とポイント、標準時間内作業、

資機材の使い方の基本を紹介。同梱Ｃ

ＤにはＤＶＤの内容を記載したテキス

トをＰＤＦファイルで収録。

【仕　　様】ＤＶＤ（約118分）＋

　　　　　�ＣＤ（ＰＤＦファイル）

【販売価格】3,500円（７／１より）

　　　　　�※送料込・税込

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/

 

 

８５８円 時間額 
 

必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も。 

平成２７年１０月１日から 
 

各種情報はホームページに掲載しています。 

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

《お問合せ》 

大阪労働局労働基準部賃金課 ０６－６９４９－６５０２ 

または、最寄りの労働基準監督署まで 
 

大 阪 府 最 低 賃 金

 

 
 
 

  労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を
総称したもので、労働者を１人でも雇用されて
いる事業主の方は、労働保険に必ず加入しなけ
ればなりません。 

 《お問合せ》 

労災保険制度については、労働基準監督署へ
雇用保険制度については、ハローワーク（公共職業安定所）へ
大阪労働局のホームページ（下記のアドレス）では、労働保険制
度に関する詳しい説明（バナー「労働保険」）や労働基準監督署、
ハローワークの情報を掲載しております。 

労働者を１人でも雇っている事業主は

労働保険に加入する義務があります。 

 
 
大阪労働局  

労働保険適用･事務組合課（06-4790-6340・6350） 
  雇 用 保 険 課（06-4790-6320） 

大 阪 労 働 局 ホ ー ム ペ ー ジ 

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

大阪労働局からのお知らせ 
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おたより紹介コーナー 
 
『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。 

10月 25 日

26 月 KKC マイナンバー制度セミナー

27 火 経営委員会

28 水 中間監査　　KKC理事会　KKCビルクリーニング技能及び実技研修（床）

29 木 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

30 金 全協ビルクリーニング技能検定水準調整会議（東京）

31 土

11月 1 日

2 月

3 火 文化の日

4 水 警備防災部会全体集会

5 木 障害者雇用支援スタッフ養成講座①

6 金
理事会　保全マネジメント研究委員会（大阪府議会会館）
保全マネジメントセミナー（AAホール）
KKC　ビルクリーニング技能検定学科試験対策講座

7 土

8 日

9 月

10 火 ビル設備管理科訓練1級実技・2級学科

11 水 　　　　　〃　　　　　　 1級学科・2級実技　　　労務委員会

12 木
総務友好委員会　　賛助会世話人会　　障害者雇用支援スタッフ養成講座②
設備保全部会東西交流会（～13日見学会）・委員会

13 金

14 土

15 日

16 月 ビルクリーニング技能検定水準調整会議　　ビルクリーニング技能検定準備講習（学科）

17 火 広報委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

18 水
契約推進委員会／積算分科会　　　公益事業委員会　　ビルクリーニング部会
KKCビルクリーニング技能及び実技研修（ガラス・カーペット、～19日）

19 木 障害者雇用支援スタッフ養成講座③

20 金 警備防災部会　　　近畿地区定例会議・懇親会（ニューオオサカホテル／新大阪）

21 土

22 日

23 月 勤労感謝の日

24 火

ＯＢＭ行事予定

語呂合わせ

　全国共通短縮ダイヤルとして、新たに

「188番」と「189番」が加わりました。

　「188番」は、悪質商法などの生活トラ

ブル相談（消費者庁）のダイヤルで、『「１

（い）８（や）８（や）」泣き寝入り』、

一方「189番」は、児童虐待に関する通報・

相談で、『虐待かも、と思ったら「１（いち）

８（はや）９（く）」』（厚生労働省）の

ダイヤルです。両省庁とも被害防止のた

め、短縮＋語呂合わせで多くの人に覚え

てもらえる工夫を凝らしたのでしょう。

　数字の語呂合わせについては、このよ

うな団体や企業の電話番号のみならず、

「○月○日は○○の日」など特定の商品・

業界のＰＲなどでもよく見かけますし、

個人としても、マイカー購入時の希望ナ

ンバー申込などで、自分なりに頭をひね

られた方も少なからずおられるのではな

いでしょうか。また、今を去ること何十

年か（？）前、みなさんが中高生の頃、「歴

史年表」や「√」を憶えるために、色々

唱えられたのではないかと思います。

　日本人はみな、語呂合わせが好きなの

か、昔、旧大蔵省のお役人までもが、国

家予算の発表の時に語呂合わせで公表し

ていたのを思い出します。（これが分か

る人は随分と年配か）

　世界の国々にも、その国の言語で数字

の語呂合わせがあるのかは寡聞にして存

じませんが、日本語は、複数の読み方が

あり、カタカナ語も併用していますので、

少し特殊なのかも知れません。

　数字の「１．２．３．」は、「いち、にい、

さん」「ひとつ、ふたつ、みっつ」「ひー、

ふー、みー」の読み方があり、これに「ワ

ン、ツー、スリー」を加えると、いろん

な組合せが出来上がります。

　わたしは、「03」なので、「16（イチロー）」

は分かりますが、「16（ヒーロー）」は知

りませんでした。最近では、1603年の江

戸幕府成立を「（ヒーロー）の（オッサ

ン）徳川家康」と覚えるようです。1582

年の本能寺の変は、「（イチゴ）の（パン

ツ）の織田信長」のようです。

　11月は、いい○○の日が続きます。

いい（豆腐、苺、米、鰹節、鶏、肉、味

噌）でも食べますか。� （Ｈ．Ｓ）　

労務委員会�労働災害事故事例（Ｈ27年９月度発生分より）

１．�業務災害及び通勤災害数

　①報告企業数　61社

　②業務災害数　７件

　　　　　　　[内　訳]　１ヶ月以上休業見込み　１件

　　　　　　　　　　　　15日以上休業見込み　　２件

　　　　　　　　　　　　14日未満休業見込み　　４件

　③通 勤 災 害　２件

２．事故事例

　①発 生 日 時　Ｈ27年９月24日�(土曜日)��午後９時00分ごろ

　②発 生 場 所　堺市　鴨谷台体育館付近

　③発 生 状 況　最寄駅から自宅へ自転車で帰宅途中、坂道を

下りていた時、急に動物(犬か猫)が横切った

為、ハンドルを切りそこなって転倒した。

　④けがの状況　左手首骨折・顔面打撲　休業31日以上。

　⑤原因及び対策　帰宅途中にかなりのスピードにて坂を下りた

為、急な飛び出しに対応できずに事故となっ

た。疲労の蓄積及び加齢によるものと考えら

れる。

　　　　　　　　　�再発防止対策としては、いくら急いでいても、

過度なスピードでの自転車走行が危険である

ことを認識し、今後通勤時には、充分安全配

慮を怠らない事である。

第７回ビルメン社会貢献セミナーのお知らせ

　12月に「ビルメン社会貢献セミナー」を開催いたしますので、皆

様お誘い合わせの上、ぜひご参加お願いいたします。

・日　　　程：12月14日（月）13時～16時30分まで

・会　　　場：大阪科学技術センター

　　　　　　　大阪市西区靱本町１-８-４

・内容(予定）：「障害者差別解消法について」

� 大阪府立大学大学院教授　関 川 芳 孝 氏
　　　　　　　「外国人技能実習制度について」

� ワイズネット事業協同組合　専務理事　豊 田 崇 志 氏

　※詳細は事務局までお問合せください。� （公益事業委員会）　


