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株式会社　高浄

地域とお客様に選ばれるパートナーを目指して

　創業50年目を迎え当社を支えて頂いているスタッフも800名を超えました。
　仕事の繋がりだけでなく、人と人の繋がりをもっともっと大切にしたい。そんな気持ちから当社では様々な取り
組みを行っています。
　勤続５年から長い方では勤続30年以上タカジョウで勤めて頂いているスタッフに対して日ごろの労をねぎらい、
明日からの活力につなげて頂けるよう、「永年勤続表彰式典」を開催し、勤続者だけでなく優秀賞・優良事業所表彰・
紹介賞など日ごろの成果をきっちりと評価させて頂く事で、スタッフのやる気に繋がっています。
　又、年に６回開催している「まちかどおそうじ大作戦」では、本社所在地である「高槻市」を中心にボランティ
アでゴミ拾い活動をしています。
　ボランティア開始当初は10名程で行っていた活動ですが、たくさんのスタッフやお客様、最近では地元高槻市の
女子プロサッカーチーム「コノミヤスペランツァ大阪高槻」の選手まで参加して頂けるようになり、多い時では
100名以上の方が参加しています。

『まちかどおそうじ大作戦』『コノミヤスペランツァ大阪高槻』 『永年勤続表彰式典』

　当社では、お客様満足は現場で働くスタッフから生まれると考えており、スタッフの満足度が向上する事で満足
いただけるサービスをお返し出来ると考えています。従って、コミュニティやボランティアのように気軽に参加で
きるイベントも随時開催しており、業務においても作業環境の整備や動画でのマニュアル作成を一貫して行い、ス
タッフの働きやすい環境を徹底的に整えています。
　特に作業内容や仕様内容においては、お客様の求めているポイントと仕様にズレが生じている事も多く、スタッ
フの毎日の努力が実らない事もあります。そういった事態を解消する為に、お客様とスタッフ、及びクリーンクルー
それぞれの意見を取り入れてお客様にマッチした仕様書を御提案しています。

　当社のこういった取り組みがビルメン大手企業様や、人材不足にお困りの他社様にもご賛同頂いており、今後は
同業他社様からもパートナーとして選んで頂ける企業を目指します。

� ビルメンテナンス事業部第４管理営業グループ　西　岡　親　平　

わが社の イチオシ！
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議題②　�平成31年度優良社員表彰式

　　　　日程について

報告①　�Ｈ30．10．10（水）ＯＢＭ会長杯ゴル

フコンペについて

報告②　�Ｈ30．11．13（火）ＯＢＭ日帰り懇親

旅行について

11月９日（金）出席者12名� 協会会議室

議題①　�Ｈ31．１．10（木）賀詞交歓会について

議題②　�Ｈ30．11．13（火）ＯＢＭ日帰り懇親

旅行について

報告①　�2020年賀詞交歓会日程について

環境衛生委員会

10月16日（火）出席者９名� 協会会議室

○第四回環境衛生委員会

議案①　議事録確認

議案②　理事会報告

議案③　講演会開催の進捗状況

議案④　下期の事業実施計画

議案⑤　下期の日程作成

公益・契約委員会

10月17日（水）出席者14名� 協会会議室

１．社会貢献セミナーについて

２．障がい者スタッフ養成講座について

11月13日（火）出席者９名� 協会展示室

１．社会貢献セミナーについて

２．障がい者雇用支援スタッフ養成講座について

３．次回委員会と天神祭合同忘年会について

ビルクリ－ニング部会

10月15日（月）出席者24名� 協会会議室

議案①　教材用ＤＶＤ作成について

委員会・部会

経営委員会

10月23日（火）出席者８名� 協会会議室

議案①　理事会報告

議案②　ＢＣＰ講座について

議案③　マナー講習会について

議案④　災害協定の締結に関する件

議案⑤　来年度の事業計画について

11月15日（木）出席者11名� 協会会議室

議案①　理事会報告

議案②　ＢＣＰ講座について

議案③　マナー講習会について

議案④　災害協定の締結に関する件

議案⑤　近畿地区ＢＣＰ講演会開催の件

議案⑥　来年度の事業計画について

広報委員会

10月17日（水）出席者12名� 協会展示室

議案①　�「ＯＢＭマンスリー平成30年10月号」

の編集作業

議案②　�「ＯＢＭこみゅにけ～しょんずVOL.93

（新春号）」の編集について

議案③　�「大阪ビルメンエッセイ大賞」について

11月19日（月）出席者11名� 協会展示室

議案①　�「ＯＢＭマンスリー平成30年11月号」

の編集作業

議案②　�「ＯＢＭこみゅにけ～しょんずVOL.93

（新春号）」の編集について

議案③　�「大阪ビルメンエッセイ大賞」について

総務友好委員会

10月15日（月）出席者11名� 協会展示室

議題①　Ｈ31．１．10（金）新年会について��

安心して働ける職場を

　リスク無くして、ゼロ災害―。大阪

労働局はこんなスローガンのもと、第13

次労働災害防止推進計画（2017～2022年

度）の目標達成のため、「リスク“ゼロ”

大阪推進運動」を展開しています。職場

に潜むリスクを洗い出し、設備改善、作

業手順見直し、安全教育などの徹底に

よって、安心して働くことができる職場

を実現するのがねらいです。この取り組

みについて、ご紹介します。

　主な活動内容は、５つに分けられます。

　①�安全見える化活動（年間安全衛生計

画を作成し、実行することにより安

全衛生活動を見える化する等）

　②�安全�Study�活動（作業者への安全

衛生教育の促進はもとより、各級管

理者等に対する安全衛生教育につい

ても計画的に行う等）

　③�リスク評価推進活動（労働安全衛生

マネジメントシステムに関する指針

に基づく年間安全衛生計画にリスク

アセスメントの実施及び結果に基づ

く措置を盛り込む等）

　④�命綱ＧＯ活動（二丁掛け安全帯を基

本に高所作業における墜落時の衝撃

を緩和するフルハーネス型安全帯の

使用を徹底する等）

　⑤�今日も一日ご安全に活動（労働災害

防止資料が掲示できる安全掲示板を

設置し、災害事例等を掲示すること

により安全意識の高揚を図る等）

　大阪労働局はこれらの取り組みを徹底

させることによって、2020年度には2017

年度比で死亡災害を15％以上減少させ、

死傷災害を５％以上減少させるなどの数

値目標を掲げています。

　労働災害の中で死亡につながるリスク

が最も高いのは高所作業です。高所での

作業はビルメンテナンスにも多くありま

す。高所作業に関しては、労働安全衛生

法の改正があり、来年２月１日に施行さ

れます。改正の主なポイントは以下のよ

うなものです。

■安全帯を「墜落制止用器具」に変更

　従来の「安全帯」の名称が「墜落制止

用器具」に変更され、「墜落制止用器具」

として認められるのは、「胴ベルト型（一

本つり）」と「ハーネス型（一本つり）」

のみとなり、「胴ベルト型（Ｕ字つり）」

の使用は認められません。

■�墜落制止用器具は「フルハーネス型」

を使用することが原則

　墜落制止用器具は「フルハーネス型」

を使用することが原則となりますが、フ

ルハーネス型の着用者が墜落時に地面に

到達するおそれのある場合（高さが6.75

ｍ以下）は「胴ベルト型（一本つり）」

を使用できます。

■「特別教育」が必要

　墜落の危険がある作業のうち「特に危

険性の高い業務」（高さが２ｍ以上の箇

所において、作業床を設けることが困難

な場合でフルハーネス型を使用して行う

作業）を行う労働者は、特別教育（学科

4.5時間、実技1.5時間）を受けなければ

なりません。

　なお、現行法令に基づく安全帯の使用

が認められる猶予期間および現行構造規

格に基づく安全帯の製造・販売が認めら

れる猶予期間は2022年１月１日までと

なっています。

　ビルメンテナンス業に携わる私たちに

とって、「安心して働ける職場の実現」は、

従業員を労働災害から守る責任は言うに

及ばず、人材確保の面でも必須の目標で

す。大阪労働局と歩調を合わせ、積極的

に取り組まなければなりません。

� （労務委員会　下�村�康�信）　

ズームアップ

30年度　第５回　理事会
11月２日（金）　協会会議室

１．一般報告事項

　①前回理事会議事録確認

２．審議事項

　①新入会について

　　ワークシード株式会社／承認

　②中間監査について／承認

　③協会移転先候補について／承認

　④�近畿地区各府県協会協力事業ＢＣＰ講

演会開催について／承認

３．報告事項

　①全協報告

　②委員会部会報告

　③事務局

　　・�芦原高での８月開催の合同企業面接

会報告

　　・��Ｈ31年１月合同企業面接会開催につ

いて（依頼）
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議案②　教材用ＤＶＤ作成について（全体）

11月14日（水）出席者15名� 協会展示室

議案①　ＤＶＤ試写について

議案②　ＤＶＤ内容の検討について

報告　小西部会長より�

　　　・�広報委員会からのお知らせ「楽しいエッ

セイの募集」の案内�

　　　・�2018．11．30開催の「第10回ビルメン

者貢献セミナー」開催の案内

警備防災部会

10月11日（木）出席者12名� 協会会議室

議案①　理事会報告について

議案②　議事録確認について

議案③　全体集会について

議題④　消防体験教室について

議題⑤　第２回見学会について

11月12日（月）出席者14名� 協会会議室

議案①　理事会報告について

議案②　議事録確認について

議案③　第２回見学会（12月５日）について

議案④　�外部講師講演会（警備保障タイムズ）

について

議案⑤　本年の調査研究事業について

議案⑥　平成31年春季見学会候補地について

設備保全部会

10月15日（月）出席者24名� 協会会議室

第４回設備保全部会

議案①　各小委員会活動報告

　　　　活動内容の確認

議案②　東西交流会について

　　　　�細部スケジュール、役割分担などの取

決め

議案③　その他

　　　　外部組織との共同研究についての確認

　　　　その他報告事項確認

特別委員会

10月31日（水）出席者７名� 協会展示室

第９回特別委員会

１．大阪協会・移転計画について（継続案件）

　⑴　移転先候補（一般公募）について

　　①物件の確認

　　②絞り込みについて

　　③物件の視察及びその時期

　　④視察時の確認項目

　　⑤移転先の決定時期

　⑵　今後の予定

　　①ビルオーナーとの話し合いの進捗状況

　　②原状復帰について

　　③�「引越し」「内装工事」「什器・備品」「レ

イアウト」などの手配について

11月15日（木）出席者８名� 協会展示室

第10回特別委員会

１．大阪協会・移転計画について（継続案件）

　⑴　移転先候補について

　⑵　今後の予定

　⑶　臨時総会開催について

近畿地区本部だより

●�平成30年度ＰＣＢ廃棄物の適正な処理促進に

関する説明会（大阪市）のご案内

　ＰＣＢ廃棄物の適正な処理促進に関する説明

会を環境省、経済産業省主導で別添のとおり開

催をしています。下記の「お困り事項」に該当

する方は、奮ってご参加いただきたくお願い申

し上げます。

【お困り事項】

①�建物内にＰＣＢを使用した機器があるかもし

れない。

②�ＰＣＢ廃棄物が保管されているが、処理方法

が分からない。

③�ＰＣＢを使用した機器が設置されているのかど

うか確認したいが確認方法が分からない、等

日　時：12月14日（金）14：30～（約３時間）

会　場：�ＣＩＶＩ北梅田研修センター　５Ｆ�

Hall

定　員：�200名（先着順となっておりますので、

ご了承ください。）

申し込み方法：�ホ ー ム ペ ー ジ【http://web.

apollon.nta.co.jp/pcb30/】の

「お申し込み」フォームよりお

申し込みください。お申し込み

は１週間前までにお願いいたし

ます。

事務局からのお知らせ

●�平成30年度芦原校10月生合同企業面接会開催

のご案内

・日　程：�平成31年１月23日（水）

　　　　　13：30～15：30

・会　場：�大阪府立芦原高等職業技術専門校　

３階　講堂

・締切日：�12月７日（金）

※�ＦＡＸにてご案内しておりますが、詳細は事

務局までお問い合わせください。

●�「大阪府域における民泊の現状と関係制度」

セミナーのご案内� 環境衛生委員会

・日　程：12月12日（水）14：00～16：00

・会　場：�（一社）大阪ビルメンテナンス協会

６階研修室

・講　師：木村直昭氏　大阪府健康医療部

　　　　　環境衛生課　課長

・定　員：70名

・参加費：無料

・締切日：11月30日（金）

※�ＦＡＸにてご案内しております。詳細は事務

局までお問い合わせください。

会員だより

●入会

〔正会員〕

・�ワークシード株式会社

　代表取締役　五十嵐立起�様

　〒550-0013

　大阪市西区新町２-３-６

　ＤＯビル新町505号　

　ＴＥＬ�06-6684-9240　ＦＡＸ�06-6684-9241

� （平成30年11月１日より）

●代表者及び・住所変更（表示のみ）

〔正会員〕

・株式会社アスウェル

（新）代表取締役　黒�川�　�洋�様

　羽曳野市伊賀５-１-４

（旧）代表取締役　黒�川�健�三�様

　羽曳野市伊賀５-738-１

� （平成30年８月25日より：代�表�者）

� （平成30年９月１日より：住所表示）

●代表者変更

〔正会員〕

・阪神千代田株式会社

（新）代表取締役社長　執行役員

　　　　　　　　　　�渡�邊�倫�人�様

（旧）代表取締役社長　山�本�正�巳�様

� （平成30年11月９日より）

〔賛助会員〕

・株式会社リンレイ

（新）取締役大阪支店長　槌�谷�芳�久�様

（旧）大阪支店長　　　　和�田�豊�充�様

� （平成30年11月より）

●住所変更

〔賛助会員〕

・イカリ消毒株式会社　大阪オフィス

　〒542-0076

　大阪市中央区難波５-１-60

　なんばスカイオ15階

　ＴＥＬ�06-6636-2741　ＦＡＸ�06-6636-2720

� （平成30年12月10日より）

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

●清掃作業監督者（新規)

・�受付期間　平成30年11月21日(水)～12月５日(水)

・�実施期間　平成31年１月21日(月)～22日(火)

●空調給排水管理監督者(新規)

・�受付期間　平成30年12月４日(火)～17日(月)

・�実施期間　平成31年１月29日(火)～30日(水)

●空気環境測定実施者（新規)

・�受付期間　平成30年12月６日(木)～19日(水)

・�実施期間　平成31年２月４日(月)～８日(金)

●統括管理者（新規)

・�受付期間　平成30年12月13日(木)～27日(木)

・�実施期間　平成31年2月12日(火)～14日(木)

●建築物環境衛生管理技術者

・�受付期間　平成30年12月13日(木)～27日(木)

・�実施期間　平成31年２月26日(火)～３月15日(金)

●貯水槽清掃作業監督者（新規)

・�受付期間　平成30年12月20日(木)～平成31年1月９日(水)

・�実施期間　平成31年２月19日(火)～22日(金)

☆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)

講習会お知らせ
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カラオケ
� 監事　三�橋�一�夫

　日々「カラオケ」を楽しんでおります。「カラオケ」に

ついて調べてみたら、そもそも音楽業界の用語で、歌手の

練習やレコーディング時に使う伴奏だけを録音したテープ

やレコードを「空（から）のオーケストラ」の意で「カラ

オケ」とよんだと言われています。

　それが1971年（昭和46年）に神戸市においてバー、スナッ

クで客向けのカラオケ装置が登場。人気を得て70年代中頃

には全国に普及し、「カラオケ」という言葉が一般に浸透

しました。

　この当時の「カラオケ」は８トラックのオーディオテー

プが主流で、利用者は歌詞カードを見ながら歌うスタイル

でした。それが、1982年にＬＤ（レーザーディスク）カラ

オケが登場。「絵の出るカラオケ」として人気を得て「カ

ラオケ」はテープからディスクの時代になります。

　ＬＤカラオケは、モニターに映し出される背景映像の魅

力に加え、色変わりする歌詞テロップによってテープ時よ

りも一段と歌いやすくなり、それがカラオケ利用者の拡大

に大きく貢献しました。又、全国にカラオケボックスは

１万2800店、カラオケ設置のバー、スナックは27万店、カ

ラオケ参加人口も5060万人に上っており「カラオケ」は現

在、「ＫＡＲＡＯＫＥ」として海外でも通じる国際語となっ

ています。

　私は70歳になった時、身体と心の健康のためカラオケ教

室に入会し、譜面とＣＤをもらい、月２回公民館での練習

で毎月３曲の新曲を習っております。面白いのは、歌には

色んな表現力があり、上手い人も下手な人も、音痴な人も

堂々と人の前で歌いながら楽しんでいます。

　しかし大切なことは、歌詞を見ながら30回ほど曲を聴く

と、歌の「心」が不思議とわかり、どう歌えばその曲がよ

り活かされるか自然とわかってきます。スリ上げ、スリ下

がり、強弱、伸ばす、きる、ビブラート、こぶし等、自分

なりに工夫して歌う事が楽しいです。男性が女性の曲を歌

う時、音程をプラス２が歌いやすく、相手の気持ちを気に

しながらのデュエットは若返ります。又、舞台の大きさで

歌い方を変えなければならないこともわかりました（意外

に大きなステージ程、緊張せず歌手の気分で歌えます）。

そして、昭和30～50年代の歌は曲が流れると自然に歌える

のですが、最近習った曲はすぐに忘れてしまいます。好き

な歌を何回も何回も歌って楽しむことが大切です。

　不思議に「カラオケ」で人生が豊かになると思いますの

で是非チャレンジしてみませんか。

『ビルメンヒューマンフェア&クリーンEXPO2018』閉幕

　『ビルメンヒューマンフェア＆クリーンＥＸＰＯ2018』が、11月20日（火）～22日（木）東京ビッグサイト

で開催され、全ての催事が盛会裡に幕を閉じました。３日間の資機材展示会の来場者は、昨年度を上回る

12,875名となりました。たくさんのご来場誠にありがとうございました。

　また、11月21日（水）に開催された、「第1回ビルクリーニングジャパンカップ」の上位入賞チームは以下

の通りです。

　優　勝　　姫と王子とアリエッティ（関東甲信越）

　準優勝　　九州うまか隊　

　３　位　　ＴＥＡＭ虎（中部北陸）

　近畿地区の「チーム�Good�Job」の皆さまは入賞できませんでしたが、初めての試みに挑戦していただき

ありがとうございました。お疲れ様でした！

速報!!　第１2回　ビルメンこども絵画コンクール

審査結果発表！

　全国ビルメンテナンス協会主催の「第12回　ビルメンこども絵画コンクール」（応募総

数9,880点）の審査結果が発表されました。

　大阪府では、銀賞に高木梨飛斗さん、横尾あきはさん（共に大阪市立酉島小学校）のお

２人が、そのほか56名の方々が銅賞を受賞されました。おめでとうございます！

　審査結果は、全協ホームページ http://www.j-bma.or.jp/concours_top/kekka.pdf

でご覧いただけます。
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ＫＫＣお薦め講習会（12・１月）

 12・1月実施予定のＫＫＣ主催の講習会は下記のとおりです。
詳細は、随時会員企業様に郵送している開講案内、または、Ｋ
ＫＣホームページ（http://www.bmkkc.or.jp/）にてご確認
ください。お申し込みは申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡ
Ｘにてお申込みください。

●ビルクリーニング基本実技講座

　資機材を正しく扱い、効率よく安全に作業を進めるための実

技講座です。

　表面洗浄作業と立面清掃、カーペット清掃作業に使用する資

機材の扱い方を反復訓練で身につけます。

＜日　時＞12月10日（月）９時～17時

＜会　場＞新清風ビル（中津）講習会場

＜対　象＞�清掃作業従事者や現場リーダー、ビルクリーニング

技能検定を将来受検される方

●ポリッシャー基本実技講座

　ポリッシャーを正しく安全に使えるようにすることを目的と

する実技講座です。初心者対象ですが、少し動かせるが更に上

達したいという方もご参加いただけます。少人数制でレベルに

合わせて指導します。

＜日　時＞12月11日（火）13時～17時

＜会　場＞新清風ビル（中津）講習会場

＜対　象＞�ポリッシャーを触ったことがない方、基本的な操作

方法を習得されたい方など（初心者・初級者）

●外国人技能実習制度における養成講習

　外国人技能実習制度における養成講習です。

（１）　技能実習責任者講習
　　　�12月３日（月）10時～18時40分（和歌山・和歌山県ＪＡ

ビル）

　　　�１月23日（水）10時～18時40分（神戸・神戸国際会館セ

ミナーハウス）

（２）　技能実習指導員講習
　　　�12月５日（水）10時～18時40分（和歌山・和歌山県ＪＡ

ビル）

　　　�１月22日（火）�10時～18時40分（神戸・神戸国際会館セ

ミナーハウス）

（３）　生活指導員講習
　　　�12月４日（火）10時30分～17時（和歌山・和歌山県ＪＡ

ビル）

　　　�１月21日（月）10時30分～17時（神戸・神戸国際会館セ

ミナーハウス）

＜平成30年度〔後期〕　警備員現任教育

日程決定のお知らせ＞

第１回　平成31年２月６日（水）午前９時～午後６時

第２回　平成31年２月12日（火）午前９時～午後６時

第３回　平成31年２月28日（木）午前９時～午後６時

第４回　平成31年３月５日（火）午前９時～午後６時

第５回　平成31年３月12日（火）午前９時～午後６時

※�会場はいずれも新清風ビル（中津）講習会場の予定です。

※12月より受付開始いたします。

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/

　平成30年８月１日本校において、大阪ビルメンテナンス協会との共催により合同企業面接会が開催されました。

　参加企業総勢22社で、９月に修了を控えた生徒は、進路を決める大事な機会として、入校当初より準備を進め、希望する企業に対

し、真剣な面持ちで面接に臨みました。非常に活気のある合同企業面接会となりました。

科目名 内定者数 応募者延べ数

ビル設備管理科 19名 103名

ビル・ハウスクリーニング科 ７名 �12名

※合同企業面接会後の応募も含みます。（９月25日現在）

＜芦原高等職業技術専門校で行う職業訓練＞

　ビル設備管理科

　　�４月・10月入校（９月・３月修了）、６ヶ月訓練

　　�ビル管理に必要な資格を取得して就職を目指しています。

　ビル・ハウスクリーニング科

　　�４月・10月入校（９月・３月修了）、６ヶ月訓練

　　�清掃技術や技能を身に付けて就職を目指しています。

※�平成31年３月末で芦原校を閉校いたします。

　�芦原校で訓練中の訓練科目は、平成31年４月より「夕陽丘高等職業技術専門校」で実施いたします。

　引き続きよろしくお願いいたします。

※求人、見学の希望などは下記までお問い合わせ下さい。

大阪府立芦原高等職業技術専門校　求人情報室　職業紹介担当

　メールアドレス：ashihara-syusyoku@gbox.pref.osaka.lg.jp　

　住　所：〒556-0027　大阪市浪速区木津川２-３-15

　電　話：06-6561-5383　

ビル・ハウスクリーニング科・ビル設備管理科　平成30年８月合同企業面接会報告

個別面接や企業説明

開会式

芦原校 検索検索詳しくはＷＥＢで
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ＯＢＭ行事予定

11月 25 日 ビルクリーニング技能検定実技ペーパー及び学科試験（大阪国際会議場）

26 月 ＫＫＣ防除作業従事者研修

27 火

28 水 近畿地区定例会議／ＢＣＰ講演会／懇親会

29 木 障害者雇用支援スタッフ養成講座③

30 金 社会貢献セミナー（大阪科学技術センター）

12月 1 土

2 日

3 月 ビルクリーニング技能検定基礎級

しごとチャレンジ講座（和衷会、～12／５）

4 火 広報委員会①　　ビル設備管理科訓練２級実技

5 水 経営委員会　　公益・契約委員会　　警備防災部会施設見学会（広島）

6 木 設備保全部会／設備講習会　　　ＫＫＣ監査

7 金 理事会　　　マナー研修指導者育成講座③

8 土

9 日

10 月 ＢＣＰ（事業継続計画）作成講座⑤A　　ＫＫＣビルクリーニング基本実技講座

11 火 ビル設備管理科訓練２級学科　　ＫＫＣポリッシャー基本実技講座

12 水 環境衛生委員会

特別委員会

労務委員会

13 木

14 金 ビルクリーニング部会　　賛助会世話人会　　ＫＫＣ臨時総会

15 土

16 日

17 月

18 火

19 水 広報委員会②　　ビルクリーニング技能検定３級実技（堺職業能力訓練センター）

20 木

21 金 総務友好委員会

22 土

23 日 天皇誕生日

24 月 振替休日

「ソフトのおっさん」

　自分ご褒美という素敵な言葉がある。

自分の努力や苦労を自らねぎらう意味を

込めて、ちょっとした贅沢を頑張りの成

果として解禁することである。

　私の自分ご褒美は仕事帰りに駅前の

ファーストフード店で100円のソフトク

リームを買い、食べながら帰ることであ

る。今日一日のがんばりを自らねぎらい、

家に帰るのが私にとってのご褒美タイム

であり日課となっている。

　ただ、最近このご褒美タイムに問題が

発生した。甘いものを摂り過ぎることに

よる体の不調ではない。どうやら夜な夜

なソフトクリームを食べながら帰ってい

る私が噂になっているようなのだ。

　家路につくまでには大学生が多く住む

学生マンションの前を通るのだが、先日

ご褒美タイムを満喫しながら学生マン

ションの前を通り過ぎようとしたとき、

飲み会帰りと思しき女子大生達に遭遇し

た。

　すると集団の一人が「ほら！ほら！ソ

フトのおっさん！」と私を指さし、まわ

りの女子大生達は私を見て笑い転げたの

である。

　ここからは私の推察だが、学生達の中

で夜遅くになると、ソフトクリームを

持った疲れたおっさんが通るという話題

があがり、いやいやそんなおっさんいね

えよとその真偽が問われる最中に、私が

ソフトクリームを持って颯爽と現れたの

だと思う。

　女子大生達は酒の酔いも手伝ってか、

私を見て最高潮に盛り上がっていた。私

は恥ずかしさのあまり、学生の皆さんに

会釈しその場を去った。

　どうやらわが町では「ソフトのおっさ

ん」が有名人になりつつあるようだ。来

週からはたい焼きに変えようと思う。

� （Ｒ．Ｙ）　

労務委員会�労働災害事故事例（Ｈ30年10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　40件

　②業務災害数　３件（休業日数確認中１件あり）

　　　　　　　[内　訳]　１ヶ月以上休業見込み　　１件

　　　　　　　　　　　　15日以上休業見込み　　　０件

　　　　　　　　　　　　14日未満休業見込み　　　１件

　③通 勤 災 害　０件

　

２．事故事例

　①発 生 日 時　H30年10月10日（水曜日）午後４時50分頃

　②発 生 場 所　�大阪府門真市

　③年齢・性別　71歳　女性

　④発 生 状 況　�男子トイレ洗面台下に設置されているゴミ

箱のゴミを回収する際に、混入していたイ

ンスリン針が指に刺さった。

　⑤怪我の状況　針刺し事故、休業なし

　⑥原因及び対策　�ゴミ回収の際に、素手で作業を行ったこと

が主な原因であり、対策としては、厚手の

手袋を使用し、あわせてトングも使用する

こと。

 

 

９３６円 ＜時間額＞ 
 

チェックしなくちゃ。最低賃金！ 

使用者も、労働者も。 

平成３０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

 

 
 

事業主の皆さま、労働保険の成立手続きはおすみですか？ 
 
 

 

 

 

 
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」とを 

    総称したもので、政府が管掌する強制保険です。 
労働者を１人でも雇用していれば加入手続きを 

行わなければなりません。 
 

《お問合せ》 

労災保険については、労働基準監督署へ 

雇用保険については、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

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人でも雇用していれば、 

労働保険に加入する必要があります。 

 
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 


