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大阪ビルメンテナンス協会ならびに
全国ビルメンテナンス協会からの近況報告

 一般社団法人　大阪ビルメンテナンス協会会長
	 公益社団法人　全国ビルメンテナンス協会副会長

 佐 々 木 洋 信

１月末頃より、新型コロナウイルス感染が拡大をみせ、大阪市、大阪府はイベント、集会などの中止、延

期又は自粛など、そして政府は全国の小、中、高校と特別支援学校などに臨時休校の要請が出されました。

大阪ビルメンテナンス協会においても近々の会員交流会、懇親会などやむを得ず中止いたしました。今後も、

講習会、委員会、理事会など状況を判断して、中止や延期などのお知らせを早期に通達いたします。

　さて、大阪協会は「2025年大阪・関西万博」開催に向けて、「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に向

けた社会」を掲げ、テーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」、サブテーマ「いのちを救う・いのちに力を与

える・いのちをつなぐ」、そしてコンセプトとしては「未来社会の実験場」と見立て、日本と世界へ発信して

いきます。

今回の大阪万博においては、清掃管理・衛生管理業務を参加協力していく中で、ＳＤＧｓを理解するこ

とが不可欠だと思っています。そこで、今年の下期よりＳＤＧｓを取り上げ、各委員会、部会の事業活動に 

ＳＤＧｓ・17項目の目標を取り入れていただきたいと思います。昨年は環境衛生委員会と公益・契約委員会が

ＳＤＧｓの勉強会を実施しました。今年は委員会、部会の定例事業の中にも計画を立て、17の目標、169のター

ゲットの中から設定した活動を進めていきたいと思います。さらに、昨年大阪府と締結した「災害協定」への

協力支援活動の充実を進めていきますので、その節には会員皆様のご協力をお願いいたします。

　全国ビルメンテナンス協会におきましても、新型コロナウイルスの感染防止のため、大阪協会と同様に、３

月度の講習会、技能検定、各会議そして理事会など中止又は延期といたしております。

この様な状況の中で、全国協会は東京オリンピック・パラリンピック開催について危惧しているところです。

会員企業の皆様には選手村の清掃業務の応援をお願いしたところ、２月末に選手村21棟全ての清掃分担が決定

しました。誠に感謝申し上げます。清掃業務におきましては最高のパフォーマンス、おもてなしを提供してい

きたいと思います。

　また、全国協会では新規に業界のＰＲそして事業プロモーションの機能強化を目指して、このたび「広報委

員会」を設けました。そのＰＲ活動の一つとして、「協会事業訪問説明会」を開催いたしております。これは

全国協会事業をより有効活用していただくための説明会であります。すでに、九州、北海道、中国地区は終了

しましたが、残念ながら、残りの６地区は新型コロナウイルスのため、延期となっております。日程が決まり

ましたら会員企業の皆様に参加のお願いを申し上げるとともに、引き続き新型コロナウイルス感染防止にご協

力をお願いいたします。
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委員会・部会

広報委員会

１月22日（水）出席者10名� 協会会議室

議案①　�「ＯＢＭマンスリー2020年１月号」の

編集

議案②　絵画コンクールの開催時期について

議案③　委員会開催予定日について

議案④　協会パンフレットの作成について

賛助会世話人会

１月23日（木）出席者12名� 協会会議室

議題①　賛助会世話人会グループ分けについて

議題②　次期役員選出について

議題③　３月10日ミニ展示会・講習会について

環境衛生委員会

11月７日（木）出席者７名� 協会会議室

議案①　理事会報告

議案②　ＳＤＧｓについて

議案③　講演会開催について

議案④　大阪府との意見交換会について

12月19日（木）出席者11名� 協会研修室

◎技術研修会

　「これから取り組むＨＡＣＣＰとは」セミナー

◎委員会

議案①　理事会報告

議案②　技術研修会の振返り・反省

議案③　大阪府との意見交換会について

議案④　建築物環境衛生管理全国大会について

公益・契約委員会

11月18日（月）出席者20名� 協会会議室

議案①　�障がい者雇用支援スタッフ養成講座に

ついて

議案②　ビルメン社会貢献セミナーについて

特別委員会

１月30日（木）出席者７名� 協会役員室

議案①　�「ＥＸＰＯ2025�大阪・関西万博」の業

務受注に向けて（継続案件）

　　⑴　岸本専門委員より資料の説明

　　⑵　今後の必用要件について

　　⑶　�「大阪・関西万博についての基調講演

ご依頼」内容について

　　⑷　�「大阪・関西万博」に向けてのスケ

ジュールについて

　　⑸　�「大阪・関西万博推進委員会（案）」創

設について

２月17日（月）出席者７名� 協会会議室

議案①　�「ＥＸＰＯ2025大阪・関西万博」の業

務受注に向けて（継続案件）

　　⑴　岸本専門委員からの提出資料について

　　⑵　�「大阪・関西万博推進委員会」組織表

について

　　⑶　講演の依頼について

　　⑷　�「ＳＤＧｓ」への今後の取り組みにつ

いて

事務局からのお知らせ

●ビルメンテナンス関連記事のご紹介　　　

・ＢＥＬＣＡ　ＮＥＷＳ　170号（2020.1）

　（公社）ロングライフビル推進協会

　�「単なる保全ではなく『建築物を成長させる』

視点での保全技術が必要」

� 東京美装興業㈱　代表取締役社長　　

　� 八�木�秀�記�氏

・月刊エルダー２月号No.484

　（独法）高齢・障害・求職者雇用支援機構

　「『ＣＳよりもまずＥＳ』の理念を掲げ

　　　高齢者の働きがいと生きがいを実現」

� ㈱共同　代表取締役社長　有�賀�公�哉�氏

訓練センターだより

●�2020年度ビル設備管理科訓練技能士コース

（１級・２級）のご案内

・受付期間：～３月10日（火）

・訓練期間：2020年４月１日～2021年３月31日

・通信添削：４月～10月（６回）

・集合訓練：11月～2021年２月

　　　　　　（実技訓練３回／学科訓練３回）

・修了時試験：2021年２月26日（金）

　※�詳細及び受講案内をご希望の方は、訓練セ

ンターホームページ（https://www.bmtc.

or.jp/）もしくはＯＢＭホームページ（www.

obm.or.jp）からダウンロードをお願いし

ます。

会員だより

●入会

〔正会員〕

・株式会社テクノス

　代表取締役　藤�岡�康�治�様

　〒533-0033

　大阪市東淀川区東中島３-２-22

　ＴＥＬ�06-6990-7215　ＦＡＸ�06-6990-7315

� （2020年２月１日付）

・株式会社ザイマックス関西

　代表取締役　吉�田�　�正�様

　〒530-0003

　大阪市北区堂島１-１-５

　ザイマックス梅田新道ビル

　ＴＥＬ�06-6341-5840　ＦＡＸ�06-6341-5553

� （2020年２月１日付）

●住所・電話番号・ＦＡＸ番号変更

〔正会員〕

・株式会社セイビ大阪

　〒550-0002

　大阪市西区江戸堀１-10-８

　パシフィックマークス肥後橋３階

　ＴＥＬ�06-7175-7171㈹　ＦＡＸ�06-7175-7161

� （2020年２月25日より）

特別委員会って？

　皆さんは特別委員会ってご存知です

か。昨年は大阪ビルメンテナンス協会の

事務所移転のための事業を中心に行って

まいりましたが、本年より2025年開催予

定の大阪・関西万国博覧会の大阪協会で

の一括受注を目指して活動を行っていま

す。

　大阪・関西万博の開催決定から一年あ

まり経過しました。日本国際博覧会協会

が設立され、昨年秋に公益社団法人へ移

行された頃、大阪府万博協力室及び大阪

市国際博覧会推進室へのご挨拶が実現し

ました。

　更に大阪・関西万博が掲げるＳＤＧｓ 

（国連が目指す持続可能な開発目標）に

対しての勉強と取り組みや万博準備室の

方に対して基調講演の依頼等々行ってま

いりました。

　本年度は万博協会の動きが６月博覧会

国際事務局（ＢＩＥ）の総会で登録申請

の承認が行われた後、加速度的に基本計

画が進む予定になっています。そこで当

委員会は万博協会と歩調を合わせ、基本

計画策定に対しての情報収集と博覧会に

対しての提案を積極的に行う予定です。

　２月の理事会

において、過去

の博覧会（1970

年の大阪万博・

1990年の花博）

と同様に、大阪

協会内に大阪・

関西万博推進委

員会を設置する

ことが承認さ

れ、大阪協会あ

げて動き出したところです。

　10月よりドバイにて万国博覧会が行わ

れます。その期間中（６ヶ月間）に大阪・

関西万博の参加国の招致活動が行われ、

全体の骨格がわかるとのことです。基本

計画と同時に全体の構想に対しても、特

別委員会は推進委員会と共同で積極的に

情報を収集してまいります。

� （特別委員会）　

ズームアップ

１．審議事項

　①正会員入会について／承認

　　・株式会社ザイマックス関西

　　・株式会社ショウユウ建工

　②�特別委員会より「大阪・関西万博推進

委員会（仮称）」について／承認

　③�理事会（出席者）交通費について

２．報告事項

　①�退会（正会員）大阪中央警備保障株式

会社　３月31日付　

　②全協報告

　　・第50回実態調査回収率

　　・�ビルクリーニング分野特定技能１号

評価試験の結果について

　　・�2019年度建築物清掃管理評価資格者

講習受付状況

　　・�(公財)日本建築衛生管理教育セン

ターの地区事務局設置及び事務委託

に関する契約の満了について

　③委員会部会報告

　④�2019年事業報告、2020年事業計画(案)

スケジュール

　　・２月３日(月)各委員長・部会長通知

　　・３月13日(金)提出期限

３．その他　

　　・今後の予定

2019年度　第８回　理事会
２月７日（金）　協会会議室

大阪・関西万博 推進委員会（案） 
 

委員長

総務・労務Ｇ 広報Ｇ（情報
収集～渉外）

企画Ｇ
（積算・見積）

財務Ｇ

推進委員会

事務局
特別委員会
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「自治体境界閑話」� 理事　坂�口�保�彦

　私は尼崎市に勤務しておりますが、兵庫県尼崎市は兵庫

県の東端でホームページにも「…猪名川を挟んで豊中市と

接し、…」と紹介されています。よく地図を見ると…。園

田競馬場の南東に「豊中市利倉西」の記載があり、その東

側を猪名川が流れている。また、猪名川を下流に沿って見

ていくと、猪名川の東側に「尼崎市東園田７丁目」の記載。

尼崎市と豊中市の境界は猪名川ではなかったの？　という

ことで少し歴史を紐解くと…

　暴れ川の異名をとっていた猪名川は現在の園田競馬場の

東あたりでＳ字型に蛇行していました。大雨、台風時など

にはそこで堤防が決壊することがたびたびあったとか。ま

だ地域が農村、田園風景であった1960年代にＳ字カーブを

なくし川筋を直線にする治水工事が行われました。この

時、大阪府と兵庫県、豊中市と尼崎市境界の整理が行われ

なかったことから、旧川筋が境界として残った次第。旧川

筋は一部公園となっていますが、ほとんどは住宅地の道路

となっています。治水工事からもう50年、利倉西地区の住

民の生活圏は園田地区に入っていると思いますが、境界の

変更は難しいのでしょうね（税金配分とか…）。

　「大阪府立平野高等学校の所在地は？」「大阪市平野区長

吉川辺４丁目…」平野区と言えば大阪市の南東の角。地図

で見れば、大和川の南側！　大阪市と松原市の境界は大和

川でなかったっけ??　阪神高速松原線の辺りは大阪市と松

原市が入り組んでいる。ご承知の通り大和川は江戸時代に

作られた川。この時、長吉村の中に川が作られ分断された

痕跡。平野高校のすぐ近所に松原市立恵我小学校。長吉川

辺４丁目の子供は長らく恵我小学校へ通っていたそうな。

杓子定規の対応はしていなかったようです。大和川を下っ

て近鉄南大阪線をこえた辺り、下高野橋付近の南側に大阪

市が。それも箸のように細長く南へ伸びている。箸の根元

は阿麻美許曽（あまみこそ）神社。実はこの神社は矢田村

の鎮守さん。矢田村が分断されても参道とそれに面する一

列の家々が大阪市に編入されました。

　堺市に三国ケ丘という地名があります。ここが元来摂津、

和泉、河内の国境。大和川が出来て幕府は摂津と和泉の国

境を大和川に変えました。国境が変わっても、村の境界が

変わらなかったのは面白いですね。

　数百年の年月が経ても境界や地名に歴史が埋め込まれて

います。地図で自治体の境界をじっくりご覧ください。ウ

ロウロ歩き回ると面白いことがわかるかもですよ。

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（再)

受付期間　2020年２月20日(木)～３月５日(木)

実施期間　2020年４月９日(木)～10日(金)

　　　　　2020年４月21日(火)～22日(水)

●貯水槽清掃作業監督者（新規)

受付期間　2020年２月25日(火)～３月９日(月)

実施期間　2020年４月14日(火)～17日(金)

●空気環境測定実施者（再)

受付期間　2020年３月５日(木)～18日(水)

実施期間　2020年４月23日(木)～24日(金)

●防除作業監督者（新規)

受付期間　2020年３月17日(火)～31日(火)

実施期間　2020年５月11日(月)～15日(金)

●空気環境測定実施者（新規)

受付期間　2020年３月24日(火)～４月６日(月)

実施期間　2020年５月18日(月)～22日(金)

●防除作業監督者（再)

受付期間　2020年４月２日(木)～15日(水)

実施期間　2020年５月27日(水)～28日(木)

実施期間　2020年６月４日(木)～５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

12月度

１．業務災害及び通勤災害数

　①報告企業数　49件

　②業務災害数　３件

　　　　　　　[内　訳]　１ヶ月以上休業見込み　０件

　　　　　　　　　　　　15日以上休業見込み　　０件

　　　　　　　　　　　　14日以下休業見込み　　１件

　　　　　　　　　　　　　　　　　休業無し　　２件

　③通 勤 災 害　２件

２．事故事例

　①発 生 日 時　2019年12月19日�(木)��午後３時30分頃

　②発 生 場 所　大阪府茨木市

　③年齢・性別　66歳　女性　清掃担当

　④発 生 状 況　�自転車で職場に向かう途中、急に飛び出して

きた自転車と接触転倒した。

　⑤怪我の状況　�左足左中足指骨折（第４．５）　休業31日以上

　⑥原因及び対策　�自転車が急に飛び出してくることを想定して

いなかったことが原因と思われる。交差点、

合流地点では一旦停止を励行し安全確認を徹

底することが重要である。

１月度

１．業務災害及び通勤災害数

　①報告企業数　39件

　②業務災害数　４件

　　　　　　　[内　訳]　１ヶ月以上休業見込み　２件

　　　　　　　　　　　　15日以上休業見込み　　０件

　　　　　　　　　　　　14日以下休業見込み　　２件

　　　　　　　　　　　　　　　　　休業無し　　０件

　③通 勤 災 害　３件

２．事故事例

　①発 生 日 時　2020年１月22日�(水)��午前６時30分頃

　②発 生 場 所　大阪市ビル内エレベーターホール

　③年齢・性別　66歳　女性　清掃担当

　④発 生 状 況　�廃棄物回収カートに廃棄物を積載し、エレ

ベーターに乗ろうとして方向転換しようとし

た際、体のバランスを崩して左足を捻って、

しりもちをつくように転倒した。

　⑤怪我の状況　左足左中足骨骨折　休業31日以上

　⑥原因及び対策　�カートに大量の廃棄物を積んでいた為、方向

転換の際に振られてしまい、転倒したことが

原因と思われる。安全衛生教育の再実施・適

正配置の検討・防滑用作業靴の使用を徹底す

ることが重要である。

労務委員会�労働災害事故事例（2019年12月・2020年１月度発生分より）

協会主催行事の
中止等についてのお願い
大阪府・大阪市から「新型コロナ

ウイルス感染症の拡大防止に向けた対
応について（依頼）」に基づき、当協
会においても当面の間、「不要不急」
なレクリエーション等の会合について
は自粛しておりますので、何卒、ご理
解ご協力のほどよろしくお願い申し上
げます。
　尚、登録講習会等については、状況
判断によって随時決定してまいりま
す。
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ＯＢＭ行事予定

2月 25 火  青年委員会【中止】　　　ビル設備管理科訓練２級実技③

26 水 ビルクリーニング技能検定随時３級　　ビル設備管理科訓練２級学科③

27 木  設備保全部会【中止】　

【中止】　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　修了時試験

28 金 KKC警備員現任教育

29 土

3月 1 日

2 月 KKC品質管理セミナー

3 火 KKC警備員現任教育

4 水
 労務管理セミナー【中止】　 外部精度管理結果報告会（大阪健康安全基盤研究所）【中止】
KKC清掃作業従事者研修

5 木

6 金 ビル設備技能検定TV会議

7 土

8 日

9 月  警備防災部会【中止】　  協会事業訪問説明会（全協）【中止】　　KKC技能実習指導員講習

10 火  総務友好委員会【中止】　　　 賛助会ミニ展示会／講習会【中止】

11 水 KKC警備員現任教育

12 木  環境衛生委員会【中止】　　　KKC技能実習責任者講習

13 金 三役会議・理事会

14 土

15 日

16 月
 ＫＹＴ・危険予知訓練とリスクアセスメントセミナー③【中止】
 ビルクリーニング部会【中止】

17 火 ビルクリーニング技能検定基礎級

18 水 　　　　　　　　　　　　　〃

19 木 広報委員会　　　　 　 〃

20 金 春分の日

21 土

22 日

23 月 ビルクリーニング技能検定随時３級

24 火 三役会議

人生100年時代を迎えて

　最近、人生100年時代を迎えて、人生

をどう生きるか、老後の資金計画をどう

たてるのかをよく耳にします。すでに私

は60歳を過ぎ、幸いにして健康には大し

た問題なく（？）、継続して現在の会社

で勤務させていただいておりますが、今

後の人生設計をどう描くのか、思案して

いるところです。

　老後で気になることが３つあります。

一つは、自身を含めた家族、広くとらえ

れば、親の介護を含めた健康問題です。

もう一つは、老後資金です。最近、老齢

厚生年金や老齢基礎年金、特別支給の老

齢厚生年金、加給年金などやたらとイン

ターネットで検索しています。年金2000

万円不足問題は気になるところです。最

後の一つは、人生観です。いくら年を重

ねても、やりたいことはやり通したい、

満足した人生を最期まで送りたい気持ち

はあります。これらを解決するために、

健康を維持するには生活習慣をどう見直

すのか、いつまで満足のいく働き方をす

るのかなどを今、真剣に考えておく必要

があります。

　みなさんは、現役でバリバリと働いて

おられる方、60歳を迎え、厚生年金など

をすでに受給しながら働いておられる方

など様々だと思います。

　「働き方改革」が叫ばれ、また、70歳

定年延長などが今国会で議論されるよう

です。

　人生100年時代を迎えて、高齢者に限

らず、若い方もまだまだ先のことと捉え

ずに人生設計を今一度考えてはいかがで

しょうか？� （Ｋ・Ｆ）　

「第13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します。

　全国ビルメンテナンス協会主催の「第13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30日(月)～４月３日(金)

まで、当協会で開催いたします。

　今回も「未来のおそうじ　～きれいにしよう、私たちの環境を

～」をテーマに募集したところ、全国から7,553点に上る作品の

応募があり、この展示会ではコンクール入賞作品の中で大阪府下

からの入賞分62作品を展示いたします。こどもたちの創造力に溢

れた作品をこの機会に是非ご観賞ください。

　なお、３月30日（月）14：30より金賞の方の表彰式を予定して

います。

１．日　　程　2020年３月30日（月）から４月３日（金）まで

　　　　　　　10時～16時

２．会　　場　大阪ビルメンテナンス協会　事務局内　小会議室

　　　　　　　大阪市西区江戸堀２-６-33　江戸堀フコク生命ビル10F

　　　　　　　アクセスは�→�http://www.obm.or.jp/outline/

３．展示作品　�金賞５作品【山崎産業賞２点：片岡日菜香さん、

中嶋千晴さん、ニッカー絵具賞：石倉里紗さん、

全国協会会長賞２点、松井友季さん、田中妃葵さ

ん】をはじめ、銀賞２作品、銅賞55作品の合計62

作品を展示

ＫＫＣお薦め講習会（３月・４月）

　３月・４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、ＫＫＣホー
ムページ（https://www.bmkkc.or.jp）にてご確認ください。ご希望の
方は申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。

●ビルメン現場責任者のための品質管理セミナー
　『ビルメン企業において品質管理を学ぶ意義』

　品質管理による問題解決で、最初から不具合ゼロの仕事をして、利益を

上げ、企業の発展を目指すことを目的に、具体的な問題に対応した品質管

理の基本的な考え方、方法論を実践的に学びます。

＜講　師＞　坂康夫氏

　　　　　　（元ＮＥＣファシリティーズ㈱　取締役執行役員常務）

　　　　　　�現在、品質管理のコンサルタントを行うと共に、（公社）東

京ビルメンテナンス協会相談事業委員で、同協会の品質管理

や再発防止対策に関する講習会を担当されています。

＜日　時＞　３月２日（月）14時～16時

＜会　場＞　�江戸堀フコク生命ビル10階講習会場（受講票に地図が付きま

す）

●「令和元年度 警備員現任教育」
　令和元年度の「警備員現任教育」を２時間（基本１時間・業務別１時間）

実施します。対象は施設警備業務（１号業務）（機械警備業務を除く）の方々

です。

＜日　時＞　①３月３日（火）　②３月11日（水）

　　　　　　�上記２日間共に午前コース（９時30分～11時50分）と午後コー

ス（13時10分～15時30分）があり計４回実施します。

＜会　場＞　�江戸堀フコク生命ビル10階講習会場（受講票に地図が付きま

す）

●清掃作業従事者研修
＜日　時＞　３月４日（水）９時～17時

＜会　場＞　�江戸堀フコク生命ビル10階講習会場（受講票に地図が付きま

す）

＜対　象＞　�「建築物における衛生的環境の確保に関する法律（建築物衛

生法）」第12条の２第１項第１号及び８号の登録を受けてい

る事業所及び受けようとする事業所の従事者

●ビルクリーニング初級研修
　ビルクリーニングの日常作業で使用する資機材（タオル・モップ・乾式

モップ・真空掃除機等）の扱い方を実技訓練で身につけ、洗剤・建材・マ

ナー・作業方法等の知識を座学で学ぶ基礎研修です。実技と座学の両方参

加、又は実技のみ座学のみの参加も可能ですので、学びたい項目に合わせ

てご参加ください。

＜日　時＞　�（実技研修）４月10日（金）　（座学研修）４月15日（水） 

２日間共�13時～17時

＜会　場＞　�江戸堀フコク生命ビル（受講票に地図が付きます）

＜対　象＞　�ビルクリーニング新規採用者、初任者、営業担当者、本社総

務担当者など

●設備管理初級研修
設備管理業務の初任者を対象に、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。

＜日　時＞　４月23日（木）・24日（金）

　　　　　　２日間共�９時20分～17時

＜会　場＞　�星光総合研修センター（大阪市淀川区・阪急「十三」駅下車

徒歩５分）

　　　　　　（受講票に地図が付きます）

＜対　象＞　�新人設備管理担当者、設備の基礎を学びたい営業担当者・本

社管理部門担当者等

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：06－4256－5520

　　　　　　　　ＦＡＸ：06－4256－5521

　　　　　　　　E-MAIL：bmkkc@swan.ocn.ne.jp

　　　　　　　　URL：http://www.bmkkc.or.jp/

中止
にな
りま
した


