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Ｑ Ａ 名渡山理事ってどんな人？
＆

今月は、広報委員会・名渡山隆委員長の素顔をちょっとのぞいてみました。

Ｑ１

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。

名渡山）30年ばかり前、勤めた繊維商社を退職して３カ月ほどブラブラしていた時でした。心配した
母が相談したのでしょう、義理の兄が自分の会社と取引のあったケントク（当時は新生舎）
の南大阪事業所長に就職をお願いしてくれて、その方の紹介で入社させていただきました。
営業担当として、京阪神の百貨店のバイヤーと納入交渉するのが仕事で、ビルメンテナンス
業界とは、まったく縁もゆかりもない世界にいましたので、最初は右も左も分からず戸惑いの連続でした。先輩、
同僚、協力会社の方々に助けていただいて、なんとか今日に至っております。

Ｑ２

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。

名渡山）月刊誌「マンスリー」
、季刊誌「こみゅにけ～しょんず」の内容をさらに充実せることと、ホームページのデザイ
ン改修を実施したいと思っております。ホームページなどを通じて、大阪ビルメンテナンス協会の活動を知ってい
ただき、１社でも多くの企業さまに協会員になっていただくように取り組んでまいります。また、協会員の企業さ
まから各委員会に委員を出していただけるように広報活動を進めて行きたいと思います。

Ｑ３

学生時代はどのような学生生活を送られていましたか。

名渡山）高 校時代は野球部に所属していました。先輩からは１回戦、２回戦で負けてばかりだったと聞いていましたが、

入学した年の４月から日本体育大学の野球部出身の先生が新しく監督に就任して、毎日バント練習と守備練習を徹
底的にやらされました。その成果でしょうか、１年生の夏の大阪大会では５回戦まで勝ち進んでベスト16に。２年
生の秋の大会では３位になり近畿大会に出場しました。１勝すれば甲子園に行けたはずでしたが、敢え無く１回戦
で敗退。甲子園出場は夢と消えました。
大学時代はスポーツ新聞社でアルバイトをしていました。その当時はアルバイト仲間との飲み会や麻雀、また、記
者の方に飲みに連れて行ってもらうという生活に明け暮れていました。当然大学にはあまり行かず、授業もそれほ
ど受けた記憶はありません。ゼミの仲間には試験の時によく助けてもらいましたが、遊び呆けていたため出席日数
がたりず、結局５年間も在籍することになってしまいました。いい学生だったとは、とても言えません。お恥ずか
しい過去です。

Ｑ４

ご趣味やライフワークは？

名渡山）10年程前までは、年２回くらい北海道のサホロやトマムへスキーに行っていましたし、よく和歌山の加太や御坊、
三重の海山町に出かけて乗合船で五目釣りを楽しんでいました。いまは、２～３カ月に１度ゴルフに行くぐらいで
す。最近は少なくなりましたが、飲みに行くのは好きです。
ライフワークと言えるでしょうか、社内教育の策定で試行錯誤しています。どうすれば職場の品質を向上できるか、
管理職を育てるにはどう教育をすればいいのか、また、次世代の人に事業を継続させるための方策は･･･。教育し
てきたことが、なかなか定着しません。教育推進部会のメンバーとカリキュラム検討の日々が続いています。

Ｑ５

協会の仕事と本業の仕事の調整はどのようにされていますか。

名渡山）出来る限り協会の仕事を優先するようにしています。以前と所属部署が変わり、各地の本部長･支社長にビル事業
の業務を任せるようになり、受け持ちの業務が減りましたので、調整しやすくなりました。ただ、任せきりになら
ないように、各地の本部・支社とのコニュミケーションをこころがけています。

Ｑ６

最後に何か一言

名渡山）以前、環境衛生部会や契約制度委員会などの委員として、７年間活動させていただいたのですが、本業と協会の仕
事が重なってどうにもならず、しばらくお休みをいただいていました。昨年の４月から新任理事として協会活動に
また参加させていだだくことになり、広報委員会の委員長を拝命しました。まだまだ不慣れではありますが理事会
では協会活動についての認識を深めること、広報委員会では大阪ビルメンテナンス協会の存在をもっと一般市民の
方々にも知っていただけるように、委員の方々に手助けをいただきながら、協会の広報活動に取り組んでまいりま
す。協会員のみなさまのお力添えをお願いいたします。

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/
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ズームアップ
頑張る賛助会
私ども賛助会の会員は現在40社で、加
藤副会長、岡田理事、笹岡理事、北川理
事のご指導をいただきながら、毎年８社
が２年の任期で世話人の活動をしていま
す。
現世話人のメンバーは西村副代表（イ
ンテックスソリューション株式会社西日
本オフィス）
、栗本委員（株式会社アル
ボース）
、
大和委員（株式会社ウラタニ）
、
加藤委員（蔵王産業株式会社大阪営業
所）
、武知委員（スイショウ油化工業株
式会社）
、
片山委員（大一産業株式会社）
、

27年度

奥田委員（株式会社リバース）、今堀（株
式会社リンレイ）の８名となっています。
また池端さん（清風商事株式会社）には
オブザーバーとして参加をいただいてい
ます。
賛助会の主な活動は、新清風ビルにお
いて、講習会とミニ展示会の開催、同
じく新清風ビル１Ｆにある情報プラザ
「Ｏｂｉｔ」内の賛助会コーナーの運営
です。
平成27年度は11月と２月の２回、ミニ
展示会と講習会を実施いたしました。
ミニ展示会は各回とも６社が出展し、
講習会は前年度までは各回２社であった
ものを今年度は３社に増やし、より多く
の情報を発信するように致しました。

第９回

理事会

３月４日（金） 協会会議室
１．一般報告事項
①退会について 株式会社エーベス
②平 成 28 年度事業計画及び予算につい
て
２．審議事項
①新入会について 有限会社オズム／承
認
②退会について

・東大阪流通興産株式会社／承認
・星光ビルサービス株式会社／承認
③
訓練・講習会場使用料据え置きのお願
いについて／承認
３．報告事項
①全協報告
②委員会・部会報告

出展各社は新製品やシステムのご紹
介、情報の発信をさせて頂いております。
講習会終了後には「Ｏｂｉｔ」におい
て抽選会を実施しており、毎回皆様には
楽しんで頂いています。
また当日にご参加いただきました皆様
や出展した企業にはアンケートをし、ど
のような展示・講習会の開催が、皆様の
お役に立てるのか等、
検討の材料として、
今後の参考にさせて頂いております。
今年度も賛助会では各種活動を通じて
大阪ビルメンテナンス協会、ひいては業
界全体の更なる発展のお役に立てるよう
がんばってまいります。
 （賛助会世話人代表 今 堀 充 啓）

環境衛生委員会
協会会議室
２月８日（月）出席者24名
第２回環境衛生に関する意見交換会

13：30～15：00
Ⅰ．報告・意見交換
１．平成27年度大阪府における調査研究報告
２．
大阪府建築物飲料水水質検査業における外
部精度管理の構築と成果について
３．
特定建築物における空気環境測定結果に基
づく不適施設状況調査の結果について
４．
「感染症の脅威」セミナー アンケート
結果報告について

２月８日（月）出席者10名

協会会議室

第八回環境衛生委員会 15：00～16：30
１．大阪府との意見交換会の意見集約について

委員会・部会
経営委員会

２月23日（火）出席者９名

協会会議室

演会実施（15時30分～17時）
１．理事会報告について
青年部分科会が来期青年委員会として正式
に発足するとの報告を受けた。
２．ＢＣＰ策定プロジェクト進捗状況について
２月24日開催のＢＣＰ策定プロジェクトに
ついて話し合いを実施した。
３．講演会開催について
講演会の申し込み状況について確認した。
４．来期の取組並びに予算について
マナー研修について、来期の取組に盛り込
むこととなった。
来期においてもＢＣＰについては取り組み
を継続する事となった。

広報委員会
協会展示室
２月18日（木）出席者５名
１．
「ＯＢＭマンスリー平成28年２月号」の編
集作業を行った。
２．ＯＢＭホームページのリニューアルについ
て変更内容について検討した。

賛助会世話人会
協会会議室
２月９日（火）出席者９名
２月９日（火）開催 ミニ展示会・講習会につ
いて
１．ご来場者数 41社73名
２．「ミニ展示会（６社）」内容について
・株式会社アルボース『アルボース製品の
ご案内』
・インテックスソリューション株式会社
『オーボットを主としたカーペットク
リーニング資材』

・
ケルヒャージャパン株式会社
『ケルヒャー
フロアケアシステム Eco のご紹介』
・
蔵王産業株式会社
『バルチャー アルティ
メットシステムのご紹介』
・
横浜油脂工業株式会社『防カビ抗菌コー
ト/エアコン洗浄剤のご紹介』
・
株式会社リンレイ『カーペットアップラ
イトバキューム 「スイングバックライ
ト」』
３．
「講習会（３社）
」内容について
・第１部 13時30分～14時15分
イ ンテックスソリューション株式会社
『利益２倍!? のカーペットクリーニン
グセミナー』
・
第２部 14時30分～15時00分
横浜油脂工業株式会社『お掃除機能付き

壁掛けエアコン洗浄について』
・第３部 15時15分～16時00分
株式会社リンレイ『ワンタッチで６項目

同時計測可能な室内環境測定器のご紹
介』

労務委員会
協会会議室
２月15日（月）出席者10名
１．キャンペーンポスターについて
・
委員会で検討した。
２．労災・通災事故事例報告について
・重篤災害（１件）
・重大災害（１件）
・業務災害（11件）
・通勤災害（２件）
３．その他
・28年度労務委員会の事業計画について
・
ロープ高所作業特別教育講習会のお知ら
せについて
・
ＫＹＴ・危険予知訓練とリスクアセスメ
ントセミナーについて
開 催日：３月９日（水）

、15社18名の参
加

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/

公益事業委員会
協会会議室
２月17日（水）出席者６名
１．平成28年度事業計画と予算について
○基本方針について
○各事業の日程確認
・ビルメン神輿 平成28年７月23日（土）
・
清 掃ボランティア 平成28年７月24日
（日）～26日（火）
・
ビルメン社会貢献セミナー 平成28年10
月中旬予定
・
障がい者スタッフ養成講座 平成28年11
月10日（木）17日（木）24日（木）
・
アビリンピック 平成28年７月９日（土）
○予算について
２．その他
○第９回 エル・チャレンジセミナー
４/９（土）10：30～16：50
場所：アネックスパル法円坂７階
基 調講演：

「今後の社会福祉制度改革を考
える」
講師：道躰正成（厚生労働省 障害者福祉

保健部 企画課 自立支援振興室長）
分科会①「働きたいを実現するための社会

の仕組み」「政策入札研究フォーラム」
分科会②「制度にとらわれない就労支援の

カタチ」
分科会③「障がいのある人の学びたい」を

実現するために
分科会④「生活困窮者自立支援法について

考える」

契約推進委員会
協会会議室
２月16日（火）出席者８名
１．予算案の作成について
３/24の理事会に提出４月の理事会にて承

認
事業計画について
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・会員企業のメリットを考えた計画
・会員企業へのニーズ調査→アンケート用
紙を事務局にて作成
２．インスペクションツールソフトの活用（平
成28年１月より契約）について
３．大阪市の陳情について
４．その他
・エル・チャレンジセミナーの案内
ア ネックスパル法円坂７Ｆ ４月９日
（土）10：30～16：50

ビルクリ－ニング部会
協会会議室
２月16日（火）出席者13名
１．27年12月18日 Ａ・Ｂ班 分科会 報告
12月18日 Ａ・Ｂ班 分科会 報告
・Ａ班
大阪ビルメンテナンス協会作成の為、新
資機材を採用した方が良い。
・Ｂ班
ＤＶＤ収録内容として、「資機材の解説」
「関連項目」「場所の解説」の３項目とす
る。
２．構成について
資機材の扱い方担当をＡ班、場所別の使用
方法担当をＢ班、関連項目をＡ・Ｂ班にて
担当とする。

警備防災部会
協会会議室
２月10日（水）出席者16名
警備防災部会委員会
１．暴力追放セミナーについて
１）大阪府下の暴力団の現状 西田講師
２）上納金に対する課税について
岡本弁護士・福栄弁護士
３）マフィア化進む暴力団の経済活動
須田講師
２．クレーム事案の作成について
＊新クレーム事案＋発行済クレーム事案を60
件位に編集し作成。
（５月連休明けに出版予定）
３．見学会について
＊５月18日（水）宇治川オープンラボラトリー
に決定。
４．警備員指導教育責任者研修会について
＊４月20日（水）開催決定
５．その他
①伊勢志摩サミットに係る警備計画について

２月22日（月）出席者７名

協会会議室

警備防災部会小委員会
クレーム集作成について
１．事務局に提出された原稿30部を集約検討し
た。
２．目次の項目選定、苦情事例集の構成につい
て検討した。

設備保全部会
協会会議室
２月22日（月）出席者11名
第８回設備保全部会
１．各小委員会報告活動について
（管理技術調査研究)
・アルソック、セコムより機械警備の基礎
技術について提供頂けないので３月にア
ンケートを実施する。
・今後の機械警備の方向性なども取り入れ
ていく。
２．東西交流会について
・４/５ 14時から
新宿駅周辺の地域冷暖房施設見学、ビル
見学については返答待ち。
・４/６ 10時30分～12時
東京国際フォーラム 情報交換会：最新
設備関連の講演会
・４/６ 12時30分～14時10分
東京国際フォーラム 懇親会：東天紅

３．28年度事業計画について
○27年度
顧客に信頼されるビルメンテナンスを目指

し、技術的に保証されたサービスの提供を
行える専門技術集団として、高度技術力の
習得と自発的品質管理の推進に寄与するこ
とにより、加入会員の満足度が向上できる
よう、部会の活性化をはかる。
また、協会をあげて取り組むことが必要な

事業については、積極的に調整系委員会に
おいて提案し、実施していく。
○28年度
顧客に信頼されるビルメンテナンスを目指

し、技術的に保証されたサービスの提供を
行える専門技術集団として、高度技術力の
習得と自発的品質管理の推進に寄与するこ
とにより、加入会員の満足度が向上できる
よう、部会の活性化をはかる。
４．28年度予算について
・
会員数が112から110社 前年度▲24,000
円の予定。

近畿地区本部だより
●
災害対応のための石油製品備蓄の実態に関す
るアンケートについてのお願い
石油連盟より全国協会に、各府県ビルメンテ
ナンス協会の会員企業様が管理する施設や建物
における石油製品の備蓄の状況等についてのア
ンケートの協力依頼がございました。
このアンケートは、石油製品を長期間備蓄し
た場合、品質の変化が生じ、石油利用機器の不
具合を引き起こすおそれがあることが明らかに
なったため、需要家の皆様における災害時に備
えた石油製品備蓄の実態について改めて把握す
ることを目的としております。

アンケートは、石油連盟から委託されており
ます㈱価値総合研究所より直接郵送されますの
で、ご記入いただきました調査票を同封の返信
用封筒にて投函していただきます。
お忙しい中大変恐縮ではございますが、ご協
力よろしくお願いいたします。

事務局からのお知らせ
●平成28年度 大阪協会主催の研修会のお知らせ
従事者研修等の日程が決まりました。
・防除作業従事者研修

平成28年６月30日（木）
・貯水槽清掃作業従事者研修

平成28年８月26日（金）
・清掃作業従事者研修

平成28年９月30日（金）
上記 会場はすべて(一社)大阪ビルメンテ

ナンス協会 研修室
・清掃作業従事者研修指導者講習（新規・再）

平成29年２月15日（水）
以上 会場は大阪科学技術センター
※
研修会のご案内は、各開催日の１ヶ月前を
予定しています。

会員だより
●入会
〔正会員〕
・有限会社オズム
〒598-0012
泉佐野市高松東１-10-37
泉佐野センタービル
ＴＥＬ 072-458-6047 ＦＡＸ 072-458-6048
代表取締役 植 田
豊様

（平成28年３月１日より）

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
●貯水槽清掃作業監督者（新）
・受付期間 平成28年３月29日(火)～４月４日(月)
・実施期間 平成28年５月10日(火)～13日(金)
●防除作業監督者（新）
・受付期間 平成28年４月５日(火)～11日(月)
・実施期間 平成28年５月16日(月)～20日(金)
●建築物環境衛生管理技術者
・受付期間 平成28年４月７日(木)～13日(水)
・実施期間 平成28年６月７日(火)～24日(金)

●空気環境測定実施者（新）
・受付期間 平成28年４月12日(火)～18日(月)
・実施期間 平成28年５月23日(月)～27日(金)
●清掃作業監督者（再）
・受付期間 平成28年４月18日(月)～22日(金)
・実施期間 平成28年５月31日(火)
平成28年６月２日(木)
☆いずれも阪急千里中央ビルにて
※
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）

『ＫＹＴ・危険予知訓練とリスクアセスメント
セミナー』を開催しました！
平成28年３月10日（水）に、社会保険労務士 佐藤雅
彦様を講師に迎え、労務委員会主催『ＫＹＴ・危険予知
訓練とリスクアセスメントセミナー』を開催しました。
今回のセミナーは、20社24名の方が受講されました。
講義だけでなく、グループワークもあり活発な意見交
換が行われました。
講義終了後に実施したアンケートでは、『ＫＹＴとリスクアセスメントへの理解が
大変深まった』、『今後の職務
に活かせる内容であった』と
の回答が多く、有意義なセミ
ナーとなりました。
来年度は同様のセミナーを
３回開催する予定です。

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/
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生きる喜びをありがとう！

理事

脇阪康弘

東北大震災から早や５年の歳月が過ぎ、復興が進んでい
るとはいえ、未だ５万人以上の方々が仮設住宅の生活を余
儀なくされているのが現状です。
私は、現在二か月に一度程度親しい音楽仲間と[サウン
ドオブピース]という12～13名で編成したクラシック音楽
の団体を立ち上げ、災害地を訪れ慰問コンサートという形
でボランティア活動に参加させて頂いて居ります。今回は
過去・東北石巻仮設住宅での慰問コンサートを聴きに来て
下さった被災者の方々からの３通のアンケートを紹介させ
て頂きます。
・
真心の演奏会大変ありがとうございました。聴き進むに
つれ感動で胸が一杯に成りました。どこまでも東北の私
達を大切に見守ってください。皆様の真心には感謝の念
は尽きません。必ず復興を成し遂げどこよりも素晴らし
い石巻をつくって参ります。ありがとうございました。
・
とてもすばらしく、感激で一杯でした。［千の風］の曲

は涙で聞きました。希望を持って一歩前に出ます。負け
ません！ 主人の分まで生きて生きて人の為に尽くして
参ります。感動で一杯でした。
・震災で大川小学校に通っていた孫二人を亡くしました。
本日のコンサートで心救われた思いです。負げでたまっ
か！ 心が軽く成りました。遠く関西の地よりありがと
うございました。
お孫さん二人を亡くされた白髪のおばあさんがアンケー
トを手に、涙をいっぱい溜めながら、私の手を握り締めて、
ありがとうね！ ありがとうね！ と言われた光景は私の
瞼に焼きついて生涯忘れる事は無いでしょう。
私達音楽仲間は、自分達の持てるスキルで少しでも東北
の方々のお役に立てばと思いボランティア活動をスタート
させたのですが、私達の方こそ被災地の方々より、命の尊
さ・人の心を思いやる大切さ・そしてなによりも、生きる
喜びを教えていただいていると思う今日この頃です。
還暦も過ぎましたが、これからも心ある音楽仲間［サウ
ンドオブピース］と共に、体の続く限りボランティア活動
に邁進して行こうと思っています。

ＫＫＣお薦め講習会（４月）
４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。

●カーペットメンテナンス研修会
カーペットの基礎知識と資機材の扱い方、日常作業の方法、定
期作業での主な作業方式などを実技を交えながら学び、現場での
作業に役立てていただくことを目的に実施します。経験豊富な講
師陣によるトラブル事例や、長年の経験に裏打ちされた効率よい
作業方法など、現場での体験談を踏まえた話も大変参考になりま
す。
＜日 時＞４月19日（火）９時30分～17時
＜会 場＞新清風ビル（中津）講習会場
＜対 象＞カーペットのメンテナンスに携わる方、または今後携
わる予定の方、営業担当者等カーペットメンテナンス
について学びたい方など

●設備管理初級研修（２日間コース）
新人クラスの設備管理従事者等を対象に、電気・空調・給排水・
消防設備の実習機材に触れながら、設備管理業務の基礎を学んで
いただく研修です。アンケートでも「わかりやすいので新人にも
最適」
「実機を見たり触れたりすることでとても勉強になった」
と好評です。
・21日（木）９時30分～17時【計２日間】
＜日 時＞４月20日（水）
＜会 場＞星光総合研修センター（大阪市淀川区）
＜対 象＞新人クラスの設備管理従事者や、営業担当者で設備管
理業務についての知識をつけたい方、ビル設備管理業
務に携わる新入社員など

●第二種電気工事士受験対策講座

性の高い国家資格です。本講座は、
平成28年度下期試験（筆記:10
月１日、技能:12月３日）合格を目指して、いち早く学習をスター
トできる講座です。
「筆記＋技能」
「技能のみ」のいずれかからご
希望に合わせてお選びください。筆記講座、技能講座共に少人数
制で個人のレベルに合わせてじっくり学べます。
＜日 時＞
[筆記］４月22日（金）
・６月24日（金）
・９月16日（金）
【計３日間】
各日共 13時～17時
[技能］９月17日（土）
・９月24日（土）
・11月５日（土）
【計３日間】
各日共 10時～17時
＜会 場＞
[筆記］新清風ビル（中津）講習会場
[技能］大阪府立 芦原高等職業技術専門校（大阪市浪速区木津川）
＜対 象＞平成28年度第二種電気工事士試験受験予定者

●設備管理業務

労働安全実習コース

「労働安全衛生規則」 第35条（雇入れ時の教育）に該当する安
全教育で、ビル設備管理業務に携わる新入社員などを対象に、安
全関連法規を正しく学び、労働災害を回避する方法、能力を身に
つけて、日々の業務を安全に遂行していただくことを目的に実施
します。
＜日 時＞４月27日（水）13時～17時
＜会 場＞新清風ビル（中津）講習会場
＜対 象＞ビル設備管理業務に携わる新入社員など
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/

『第二種電気工事士』は、ビルメンテナンス業界の中でも必要

「第９回ビルメンこども絵画コンクール」大阪地区入賞作品展示会を開催中！
全国ビルメンテナンス協会主催の「第９回ビルメンこども絵画コンクール」の入賞作品展示会を、
３月31日(木)【土・
日除く】まで開催します。
全国から11,719作品の応募があり、この展示会では大阪府下からの入賞分30作品を展示いたします。
１．日
２．会

程
場

３月22日（火）から31日（木）まで 10時～16時【土・日除く】
大阪ビルメンテナンス協会 １階展示室
アクセスは → http://www.obm.or.jp/outline/
３．展示作品 
日本建築衛生管理教育センター賞「キラキラそうじロボット」
（廣岡心さん 小学２年生）をはじめ、
シーバイエス賞２作品、審査員賞１作品、銀賞２作品、銅賞24作品の合計30作品を展示

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/
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ＯＢＭ行事予定
3月

4月
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土
日
月
火
水
木
金
土
日
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水
木
金
土
日
月
火
水
木
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土
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労務委員会

１．業務災害及び通勤災害数
①報告企業数 56社
②業務災害数 ５件
[内 訳] １ヶ月以上休業見込み
15日以上休業見込み
14日未満休業見込み
③通 勤 災 害 １件

ビルメンこども絵画展大阪府入賞作品展（～３１日）
ビルクリーニング部会

第２１回世界ビルメンテナンス大会（日本大会）
〃
〃

総務友好委員会 賛助会世話人会
環境衛生委員会
契約推進委員会

労務委員会 近畿地区定例会議
ＫＫＣカーペットメンテナンス研修会

警備防災部会

決算監査 公益事業委員会
広報委員会

第23回

警備員指導教育責任者講習

ＯＢＭボウリング大会

結果報告

平成28年２月19日夜、新大阪・イーグルボウルで総務友好委
員会主催第23回ＯＢＭボウリング大会が開催されました。今大
会には17チーム68名の皆様にご参加いただきました。
結果は以下の通りです。
【団 体】
優 勝：美素建物管理株式会社
準優勝：太平ビルサービス大阪株式会社
第３位：大代興業株式会社
【個 人／男性】
第１位：美素建物管理株式会社 小 林 浩 一 さん
第２位：美素建物管理株式会社 田 村 將 彦 さん
第３位：大代興業株式会社
金ヶ崎一郎 さん
【個 人／女性】
第１位：太平ビルサービス大阪株式会社 古賀加世子 さん
第２位：商船三井興産株式会社
小 宮 幸 子 さん
第３位：株式会社フジミ
青 山 友 香 さん
来年は平成29年２
月17日（金）に、第
24回大会を開催予定
です。
ぜひ来年も多くの
参加者が集い、親睦
を深めていただきた
いと思います。

球

労働災害事故事例（Ｈ28年２月度発生分より）

ビルメンこども絵画展大阪府入賞作品展

春

３月20日から選抜高等学校野球大会、
３月25日からは日本プロ野球が開幕す
る。
いよいよ野球シーズン到来である。
今シーズンの日本プロ野球は12球団中
５球団が球界を代表する人気選手であっ
た人が新監督（代行から含）に就任した。
選手時代以上に注目され爽快さとク
リーンなイメージで、今までにはない新
鮮さと期待が膨らんでくる。
特に一番の人気カードと言われている
阪神ＶＳ巨人戦（巨人ＶＳ阪神戦？）は
今までに無かった戦いに期待が高まるな

０件
０件
１件

２．事故事例
①発 生 日 時 Ｈ28年２月12日（金曜日）午後12時30分ごろ
②発 生 場 所 高槻市
③発 生 状 況 病院施設の清掃作業中、ドア付近のプラス
チックを拾ったところ、使い捨ての注射器で
あった為、針刺し事故となった。
④怪 我 の 状 況 右手親指針刺し 休業なし
⑤原因及び対策 病院清掃中で、ドア付近の床面に落ちていた
ので、まさか注射器とは気が付かず、プラス
チックのゴミとの判断で、不用意に素手で
拾った為に、針刺し事故が発生した。床面の
ゴミに対してあまりにも、無防備な対応をし
た為に発生したと思われる。病院側にも、ド
ア付近に注射器が落ちていたことを報告し、
所定の金属製容器に捨てて頂くように要請す
るとともに、作業員に対しても、よく注意深
く作業する旨の指導を行う必要がある。
なお、
事故当事者においては、
血液検査を行なった。

ビルメン情報プラザ Obit（オービット）通信
新刊のご案内
・みんなで考えよう
（一財）大阪建築防災センター
06-6943-7253
http://www.okbc.or.jp
・報告書 大阪府保全業務マネジメント研究委員会
大阪府保全業務マネジメント研究委員会
平成28年３月発行
06-6372-9120
http://www.obm.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。

ど楽しみのある明るい話題となってい
る。
一方、現役選手の野球賭博、某大物Ｏ
Ｂの覚醒剤使用などのあってはならない
ダーティな事が明るみになり、痛烈な批
判を受けている。当然である。
プロ野球選手は一軍・二軍に関わらず、
少なからず地元では少年達の憧れであり
希望の的である。このような不祥事を起
こすことは、球団及びプロ野球界だけで
なく野球少年達の夢と希望を壊す許し難
い重大な背任行為である。
昔、プロ野球黒い霧事件があり、野球
界に大きな衝撃と打撃を与えた。
これに勝るとも劣らない大事件だ。野
球少年の夢と希望を壊すことなく又野球
離れが生じないよう徹底的に真相解明さ

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/

れることをただただ願うだけである。
さて、今シーズンのペナントレースで
あるが、春季キャンプでは例年になく新
人がレギュラーポジションを獲るが如く
報じられている。
専門家の解説者の皆さんは、シーズン
前にセントラルリーグ、パシフィック
リーグと順位を予想するが、新戦力の活
躍や故障からの復活及び故障の発症など
で、ほとんど当たったことがない。
新監督と新戦力の可能性に期待し、順
位予想をしてみてください。
私は、関西の人気球団はあまり好きで
はありませんが、身近な後輩が複数在籍
している今シーズンは応援してみようか
なと思っています。
（Ｋ．Ｓ）
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