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会 長 あ い さ つ
社団法人 千葉県ビルメンテナンス協会
会

長

金 野

徳 三

新年のご挨拶を謹んで申し上げます。
昨年は、未曾有の東日本大震災を経験し、日本にとって非常に大変な年となりま
した。
いままではあたりまえのように享受していた平穏な生活環境が、一瞬にして崩壊
してしまう恐ろしさを身をしみて感じました。
日常の幸福は、当然のように与えられるものではなく、毎日のたゆまぬ努力や危
機管理によって維持されていることを改めて考えなおされたところです。
みなさまにおかれましては、それぞれの立場や状況において精一杯のご努力をさ
れたことと存じます。
残念ながら、昨年は私たちはたくさんのものを失い、深い悲しみを経験しました。
しかし、私たちの心は折れてはいないものと確信しております。日本全体が一丸
となって再生に向かっていくものと信じております。
さて、ビルメンテナンス業界も昨今の困難な時代に向かっております。
公共建築物の維持管理費用が切りつめられ、低価格入札の横行による公共調達の
品質低下は、国民の大切な財産である公共建築物の务化を早め、耐用年数を短くす
ることとなってしまいます。
このようなことから、私たちは平成 22 年度に千葉県議会へ「清掃・設備等委託
業務における品質確保に関する請願」を行い、これが採択されました。
県はこの請願に対忚するため、平成 23 年度は、県庁総務部内で試行したところ
です。更に、平成 24 年度は本庁全体と出先機関へと拡大し試行することとなりま
した。
私どもは、引き続き県当局の対忚状況について、推移を見守っていきたいと考え
ております。
また、今年は当協会が、公益社団法人として、あるいは一般社団法人と進むのか
を決める大切な時でもあります。
いずれの道を進もうとも、今後とも、ビルメンテナンス業の使命として、「建築
物衛生法」に基づく「品質の維持向上」を積み重ねることにより、企業の発展と地
域社会への貢献につながることと信じております。
なお、私ごとながら、昨年の暮れに体調を崩し、大切な会議に出席ができない状
態となったことから、当面の間、畔上副会長を会長代行として、協会運営をお願い
することとなりましたので、協会員みなさまの更なるご協力を併せて、お願い申し
上げます。
おわりに、全世界的に厳しい時代ではありますが、本年が皆様にとり、良い年と
なるよう祈念申し上げまして、新年のあいさつとさせていただきます。

1

目次へ

通常総会・新年賀詞交歓会
平成 24 年１月 24 日（火）京成ホテルミラマーレにおいて社団法人千葉県ビルメンテナ
ンス協会平成 23 年度第２回通常総会、千葉県ビルメンテナンス政治連盟平成 23 年度通常
総会及び新年賀詞交歓会が開催されました。
■社団法人千葉県ビルメンテナンス協会
平成 23 年度第２回通常総会
ニュー船橋（株）の横瀬教之理事の司会進行で
進められ、山田副会長の開会宣言で始まりました。
最初に、金野会長が健康上の理由で静養している
ため、畔上副会長が当面の間は、会長代行として
努めることを伝えました。畔上会長代行はビルメ
ンテナンス業の使命として建築物衛生法に基づ
く品質の維持向上が企業の発展と地域社会への貢献につながること、また施設を利用され
る多くの人々の健康と安全を守り、施設の良好な衛生環境を確保することにより、公衆衛
生の向上と増進を図ることが当協会の使命であると挨拶され、終わりに会員並びに来賓の
皆様に感謝の意が表されました。
続いて、来賓の千葉県健康福祉部衛生指導課長 渡辺茂樹様から、県行政に対する協力の
御礼と、今後も協会が発展されることへの期待の言葉がありました。
また、司会から千葉県健康福祉部衛生指導課の穴
沢信寛副主幹様の来賓紹介がありました。
これより、畔上会長代行が仮議長となり、事務
局に定足数の確認を求めました。進藤専務理事か
ら定足数について、会員数 125 社、本日出席会
員数 43 社、委任状提出数 19 社、書面表決書提
出数 17 社であり、定足数に達していると報告が
され、本会議が定足数の要件を満たした総会であ
ることを確認しました。次に議長選出については、仮議長一任となり千葉ビル・メンテナ
ンス㈱松樹良一様が指名され承認されました。議長は議事録署名人として、㈱ハリマビス
テム熊谷正弘様、ウエストシップサービス㈱竹島儀明、畔上副会長と議長本人を指名し、
審議に入りました。
本総会に提出されている議案は、第１号議案から第２号議案までの２議案であり、松樹
2

目次へ
議長の審議進行で滞りなく２議案すべての議案について質問、意見等が無く、異議なしで
可決承認されました。審議された議案は以下の通りです。
（第１号議案）平成 24 年度事業計画案について。
（第２号議案）平成 24 年度収支予算案について。
２議案の審議が終了した後に、事務局に追加審議事項の無いことを確認して、議長は全
ての審議が終了したことを宣言しました。
最後に大竹副会長の閉会宣言で、滞りなく終了しました。
■千葉県ビルメンテナンス政治連盟平成２３年度通常総会
ニュー船橋（株）の横瀬教之理事の司会進行で進められ、原副理事長の開会のことばで
始まりました。栗林理事長から挨拶があり、昨年４月に千葉県ビルメンテナンス世話人会
会員への千葉県議会選挙での選挙支援活動を行った旨を報告した。また、平成 22 年６月に
県議会議長宛請願が採択され、清掃・設備等委託業務における品質確保に関する請願が平
成 23 年度の県庁総務部内で試行され、平成 24 年度は本庁全体及び出先機関に拡大試行す
るので、推移を見守る旨の挨拶をしました。
これより審議に当り、議長の選任は司会者一任
となり、引き続き千葉ビル・メンテナンス㈱松樹
良一様が指名され承認されました。進藤専務理事
から定足数について、会員数 114 社、本日出席会
員数 44 社、委任状提出数 22 社であり、定足数に
達していると報告がされ、本会議が定足数の要件
を満たした総会であることを確認しました。松樹
議長は議事録署名人として㈱ハリマビステム熊
谷正弘様、ウエストシップサービス㈱竹島儀明、と議長本人を指名し議案審議に入りまし
た。
本総会に提出されている議案は、第１号議案から第４号議案までの４議案であり、松樹
議長の審議進行で滞りなく４議案すべての議案について質問、意見等が無く、異議なしで
可決承認されました。審議された議案は以下の通りです。
（第１号議案）平成 23 年度事業活動報告について。
（第２号議案）平成 23 年度収支決算報告について。
（第３号議案）平成 24 年度活動計画案について。
（第４号議案）平成 24 年度収支予算案について。
４議案の審議終了した後に、事務局に追加審議事項の無いことを確認して、議長は全て
の審議が終了したことを宣言しました。
最後に宮澤宏副理事長の挨拶で閉会しました。
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■新年賀詞交歓会
賀詞交歓会は午後５時から協会、組合、政治連
盟の３団体共催により、来賓及び協会員併せて１
54 名の参加により盛大に開催されました。
３団体を代表して、畔上会長代行がご挨拶を申
し上げ、来賓の皆さまからお祝いのお言葉をいた
だきました。
千葉県ビルメンテナンス協同組合小名木理事
長の乾杯の音頭で始まり、情報交換、楽しい歓談
で、あっという間に時間が経過し、原政連副理事
長の中締めをもって終了しました。
広報統計調査部会
ウエストシップサービス㈱

■第 39 回建築物環境衛生管理全国大会

副部会長
竹島

儀明

中村欽一元理事厚生労働大臣表彰受賞

１月 19 日～20 日、
（財）ビル管理教育センター主催により東京千代田区の一ツ橋ホールで
第 39 回建築物環境衛生管理全国大会が、全国各地・各分野の参加を得て２日にわたり環境
衛生に関する研究集会、特別講演、シンポジウム、式典等が開催されました。
その中で建築物環境衛生関係功労者に対し、厚生労働大臣表彰があり、当協会の中村欽
一元理事（千葉ネスコ㈱代表取締役）が受賞されました。
また、永年、貯水槽清掃作業従事者研修の講師として活躍されております、ハリマビステ
ム㈱川村政道様が(財)ビル管理教育センター会長表彰を受賞されました。

おめでとうございます！
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ビルクリーニング技能検定受検準備講習会
ビルメン会館に於きまして、去る 11 月 30 日に学科講習、実技講習につきましては 12 月
14、15、16 日の３日間にわたり実施いたしました。

当検定は、知識、技能の試験をするのはもちろ
んのことですが、実技の制限時間というものが
あります。この制限時間をクリアすることが非
常に難しく、残念ながら制限時間を超えた時点
で失格となってしまいます。私たちは、作業時
間短縮につながる効率的な動線や、各課題のポ
イントについて講習を行いました。手前味噌で
はありますが、非常に有意義な講習ですので、
受検をされる方々は、ぜひこちらの講習会につ
きましてもお申込み下さいますようお願いた
します。最後になりますが受講者の皆様の合格
を心よりお祈り申し上げます。

建物清掃部会
千葉ビル・メンテナンス㈱

大江

部会員
優一
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防除作業従事者研修会
本年 2 月 2 日（木）協会研修室にて防除作業
従事者研修会が行われました。
当研修は（社）千葉県ビルメンテナンス協会
が単独で開催する 8 回目の研修会となります。
この研修会は「建築物における衛生的環境の
確保に関する法律」に基づき、建築物における
ねずみその他、人の健康を損なう事態を生じさせる恐れのある動物を厚生労働省令で定め
る動物の防除を行う事業（建築物ねずみこん虫等防除業）の登録要件として定められてい
るものです。
防除業を届ける際に必要な人的要件が二つあ
ります。一つは、防除作業監督者が厚生労働大臣
の指定する講習を終了したものであること。そし
てもう一つが実際防除作業に従事する者が年に
一度研修を受けなければならないことです。これ
にあたる研修会が当防除作業従事者研修という
ことになります。
今後も講師の先生方には新しい話題等もご紹介頂けると思いますので、防除作業に携わ
る方は当従事者研修を大いに活用していただき、今後の業務に尐しでも活用できることを
期待しています。

参加人数が毎回尐ないので、今後は多くの会員の皆様が参加して頂け

れば幸いです。また従事者研修会以外でも講習会で取り上げてほしい内容等ありましたら、
ご一報ください。
建物保全部会
㈱アサヒサニター

副部会長
君塚

幸申
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平成 24 年度月別事業計画
月
４月

事

業

内

容

・労働災害発生状況調査（平成 23 年度分）
・総務財務部会の開催
・理事会の開催（事業報告・収支決算の審議・通常総会提出議案審議）
・監事会の開催
・厚生労働対策部会の開催

５月

・支部長会議の開催（事業・決算報告・事業計画・予算）
・通常総会の開催
・ゴンドラ取り扱い業務特別教育等各種講習会

６月

・理事会の開催
・部会の開催
（広報統計調査・清掃・警備・保全）
・研修旅行の開催
・建築物保全研修会の開催（施設見学）
・新方式による洗浄方法講習会

７月

・全国労働安全週間の実施
・全国協会総会への出席
・品質管理法講習会
・空調給排水管理従事者実務講習会
・広報誌掲載（ホームページ）

８月

・理事会の開催
・広報統計調査部会の開催
・清掃作業実技研修会の開催

９月

・清掃作業従事者研修指導者講習会（新規・再講習）の開催
・警備防災研修会の開催
・労務管理セミナー
・リスクアセスメント研修会
・広報統計調査部会の開催
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月
10 月

事

業

内

容

・全国労働衛生週間の実施
・こども絵画コンクール
・清掃作業従事者研修会の開催
・理事会の開催
・第 41 回関東甲信越の地区例会（千葉県例会）の開催
・会員企業の各種資格者調査
・知事登録状況調査
・ビルメンテナンス業実態調査
・貯水槽清掃作業従事者研修会の開催
・労災標語の募集

11 月

・部会の開催（厚生労働・広報統計・清掃・警備・保全）
・ビル管理技術セミナーの開催
・ビルクリーニング技能検定受検準備講習会の開催
・広報誌掲載（ホームページ）
・普通救命講習会

12 月

・総務財務部会の開催
・理事会の開催（通常総会提出議案の審議）
・年末年始無災害運動の実施

１月

・広報統計調査部会の開催
・建築物県境衛生管理全国大会への参加
・通常総会の開催（新年賀詞交歓会）
・労働安全衛生大会の開催
・労災標語の表彰

２月

・理事会の開催
・防除作業従事者研修会の開催
・貯水槽清掃従事者指導員養成研修会の開催
・支部長会議の開催

３月

・広報誌掲載（ホームページ）
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協 会 理 事 会 議 事 抄 録
■

第６回理事会

■

日

時

平成 23 年 12 月 20 日（火） 午後３時 00 分～午後３時 45 分

場

所

ビルメン会館

出 席 者

２階会議室

理事 17 名中 13 名

委任状 ３名

監事 ３名中３名
【内

容】

会長挨拶
１

議題

（１）協会の運営について
進藤専務理事より説明あり

〔承認〕

（２）役員旅費の改定について
進藤専務理事より説明あり

〔承認〕

（３）平成 24 年 1 月総会議案について
ア 平成 24 年度事業計画案について
進藤専務理事より説明あり

〔承認〕

イ 平成 24 年度収支予算案（一般会計・特別会計）について
進藤専務理事より説明あり

〔承認〕

（４）平成 23 年度第２回通常総会・平成 24 年賀詞交歓会日程について
進藤専務理事より説明あり

〔承認〕

（５）全国のビルメン協会の公益法人等申請状況について
進藤専務理理事より説明あり

〔承認〕

（６）平成 24 年度第１回通常総会開催日程について
平成 24 年５月 24 日（木）開催

〔承認〕

（７）全協報告事項について
大竹副会長より報告があり

〔了承〕

（８）各賞受賞者について
平成 24 年１月 19 日 日本教育会館
第 39 回建築物環境衛生管理全国大会

式典

厚生労働大臣表彰 （建築物環境衛生功労者）
中村欽一

様

千葉ネスコ（株）

（財）ビル管理教育センター会長表彰
川村政道

様

（株）ハリマビステム

進藤専務理事より説明あり

〔了承〕

（９）その他
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■

第７回理事会

日
時
場
所
出 席 者

■

平成 24 年 2 月 21 日（火） 午後 3 時 00 分～午後 3 時 50 分
ビルメン会館 ２階会議室
理事
17 名中 12 名 委任状 ３名
監事
３名中１名

【内
容】
会長挨拶
１ 議
題
（１）退会会員の承認について
進藤専務理事より説明あり
（２）千葉ガラス外装クリーニング協会からの依頼事項について
進藤専務理事より説明あり
（３）新年賀詞交歓会等の報告について
進藤専務理事より説明あり
（４）広報統計調査部会員について
進藤専務理事より説明あり
（５）全協報告事項について
大竹副会長より報告があり
（６）平成２４年度予定
① ４月理事会及び合同部会
（ア）４月理事会
日時
平成 24 年４月 25 日（水）午後
場所
ホテル プラザ菜の花 （千葉市中央区長洲）
（イ）合同部会
日時
４月理事会終了後
場所
理事会開催場所に同じ
内容
会議及び情報交換会を予定
② 平成２４年度通常第１回総会
平成 24 年５月 24 日（木）
千葉商工会議所
③ ２部会（建築物保全部会・厚生労働対策部会）合同事業
平成 24 年６月 22 日（金）
東京スカイツリー視察・懇親会
④ 地区例会
平成 24 年 10 月 18 日（木） アパホテル 東京ベイ幕張
平成 24 年 10 月 19 日（金） ２コース（ゴルフ、都内見学）
進藤専務より報告あり
（７）その他

〔承認〕
〔承認〕
〔了承〕
〔了承〕
〔了承〕

〔了承〕
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政 連 理 事 会 議 事 抄 録
◆

政連理事会

◆

日

時

平成 23 年 12 月 20 日（火）午後３時 45 分～午後 3 時 55 分

場

所

ビルメン会館

出 席 者

２階会議室

理事 17 名中 13 名 委任状 1 名
監事 ３名中３名

【内
課
１

容】
題
平成 24 年 1 月総会議案について

（１）平成 23 年度活動報告案について
専務より説明があり

〔承認〕

（２）平成 23 年度収支決算案について
専務より説明があり

〔承認〕

（３）平成 24 年度活動計画案について
専務より説明があり

〔承認〕

（４）平成 24 年度収支予算案について
専務より説明があり
２

〔承認〕

平成 24 年１月総会日程及び平成 24 年賀詞交歓会について
専務より説明あり

◆

政連理事会

〔承認〕

◆

日

時

平成 24 年２月 21 日（火）午後３時 50 分～午後４時 00 分

場

所

ビルメン会館

出 席 者

２階会議室

理事 17 名中 12 名 委任状３名
監事 ３名中１名

【内
課
１

容】
題
退会会員の承認について
専務より説明があり

〔承認〕
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部

会

報

告

≪広報統計調査部会≫

実施年月日

平成 24 年２月 16 日（木）

時間・場所

15：00～16：00

議

ビルメン会館２階会議室

題

（１）機関誌「翔」第 64 号の制作について
（２）部会委員について
（３）その他

実施年月日

平成 24 年３月 15 日（木）

時間・場所

16：00～17：00

議

ビルメン会館 2 階会議室

題

（１）機関誌「翔」第 64 号の校正について
（２）その他
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【千葉第１支部・第２支部】
千葉第１支部・第２支部合同忘年情報交換会が京成千葉中央駅前の中華料理店「華樹」
にて 12 月２日行われました。協会の進藤専務理事の乾杯にて始まり、星商（株）の林部長
の司会進行により和やかに盛大に進行致しました。今回はくじ引き等の趣向を凝らし、わ
きあいあいとした楽しい時間を過ごせました。最後に第２支部長北葉企業（株）小名木社
長の中締めでお開きとなりました。月末のお忙しい中、たくさんの方々にご協力をいただ
き、無事成功させることが出来ましたことを厚く御礼申し上げます。
ボランティア活動としましては 12 月 19 日（月）に千葉市を美しくする会主催によるゴ
ミゼロキャンペーンに参加しました。総勢 9 社 12 名にて千葉駅前から中央公園までをゴミ
を回収しながら歩きました。参加頂いた皆様お疲れ様でした。今後も多くの行事を予定し
ております。支部会員の皆様出来るだけ多くの参加をお待ちしております。これからも支
部役員及び支部会員の皆様のご協力とご指導をいただけますようお願いたします。
君塚幸申

【京葉支部】
情報交換会（忘年会）
開催日及び場所 平成 23 年 12 月５日（月）

山崎製パン企業年金会館

参加人数 47 名

今回は、47 名が参加しての、盛大な情報交換会（忘年会）となりました。
協会事務局より、進藤専務が参加されました。
司会進行は、横瀬幹事が担当され、山田支部長より、クリーン作戦のご協力への御礼と、
業界を振り返る挨拶がありました。
金野会長より会員へのねぎらいのお言葉を戴き、協会事務局の進藤専務より、京葉支部会
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員に協会活動への協力の御礼があり、佐藤幹事の発声で、参加者全員での声高らかに「乾
杯」をして、懇親会が始まりました。

2011 年を各自振り返りながら、美味しいお料理とお酒で、歓談も進み、いよいよカラオケ
大会が、山下幹事の名調子の司会で始まり、自慢の喉を聴かせていただきました。
今回も新しい顔ぶれが多かった、情報交換会でした。次代を担う、若い方も多く参加され
ていました。
懇親会も佳境となり、和やかな雰囲気の中、竹島幹事の中締めで、平成 23 年度京葉支部忘
年会は、お開きとなりました。

【東葛支部】
平成 24 年１月 13 日、恒例の支部臨時総会及び賀詞交歓会を柏駅前の柏プラザホテル内
の麗宮飯店で 12 社 21 名の出席を得て開催しました。臨時総会は、石川支部長の挨拶の後、
議事に入り、「平成 23 年度事業報告及び会計報告」「平成 24 年度予算（案）」「平成 24
年度事業計画（案）」「東葛地区役員改選」「新年度総会」の提案説明があり、満場一致
で承認されました。
引き続いて交換会に移り、相馬理事（（株）東進ビルシステム）の音頭で乾杯を行いま
した。その後、コンパニオン４名も入って歓談の輪が広がり、石原理事（（株）アクト・
ツーワン）の締めまであっという間の２時間でした。

会員の皆様には、日頃支部活動に参加頂き、
誠にありがとうございます。４月には支部総会、
５月には、社会奉仕活動がございますので、会
員相互の親睦活動に皆様のご協力をお願いする
次第です。
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【北総支部】
北総支部懇親会を平成 23 年 12 月 19 日午後６時より成田市内の旪食道楽わさび亭にて 12
社 14 名の参加で懇親会を開催しました。

日程の関係で参加できなかった会員様もありましたが、皆様のご協力を得て日頃の疲れも
癒える盛大な会となりました。
経済状況も不安定な中、３月の震災で厳しさに追い打ちをかけられ対忚に苦慮しながらも、
会員各社が発展していくことを期待、祈念しながら交流を深めることが出来ました。

今後もゴルフコンペやボーリング大会等を企画しております。

【南総支部】
①毎年恒例の釣り交流会を、12 月８日に３社４名の参加により開催しました。
当日は、朝６時に勝山漁港を出港し、午後３時頃までマダイやカワハギ釣りを楽しみま
した。
②新年情報交換会を、1 月 27 日（金曜日）
に姉ヶ崎駅前の「会津」にて５社より８
名の出席を得て開催しました。片山支部
長が所用の為欠席されましたので、山口
副支部長のあいさつの後、約２時間半に
亘り、日頃の仕事の疲れを忘れ、大いに
盛り上がり親睦を深めました。
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