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2016年4月4日〜6日の3日間にわたり、
「第21回世界ビルメンテナンス大会」
が東京国際フォーラムで
世界21カ国から700名を超える参加者を迎えて開催されました。

開 ンスから始まり、一転、荘厳な寛仁親王妃信子殿下
会式は駒沢大学吹奏楽部による華々しいパフォーマ

やガラス清掃のタイムトライア
ルコンテスト、アイドルお掃除

よりのお言葉、安倍総理よりビデオレター、舛添東京都知
事、モンゴル副首相らからご挨拶を頂戴しました。
期間中は、WHOテクニカルアドバイザー、旭山動物園
元園長、薬師寺管主、徳川財団理事長、最強の新幹線清掃
チーム、ケルヒャー社副会長ら様々な顔ぶれにより、ビル
メンテナンスや経営に関わる講演やビジネスセッションが
開催されました。また、それらは同時通訳で日本語、英
語、韓国語、中国語に翻訳され、外国から参加された方も
熱心にメモをとっていた姿が多く見受けられました。

ユニットCLEAR'Sによるユニ
フォームショーが開かれ、多く
の見物客を集めていました。

同時開催の総合資機材展の
「ビルメンテナンスフェア
TOKYO2016」には、74団体
が出展し、２日間で延べ人数
14,000名の皆さまにご来場を

ビルクリーニング検定複数等級
模範演技 （青木建物清掃部会長）

いただきました。
イベント会場では今年から
大幅に変更されたビルクリー
ニング技能検定制度のビデオ

大会最終日は椿山荘でガ
ラ・ディナーが開催されまし
た。前日までの悪天候が嘘の
ように澄み切った青空の下、満開の
桜を満喫していただきながら大会最
後を締めくくりました。外国からい
らしたお客様には特に、この桜が何
よりの「お・も・て・な・し」に
なったと思います。

歓迎レセプション
（歌舞伎役者と共に）

ガラ・ディナーパーティー会場
（椿山荘）

ご来場の皆さまはじめ、世界大会およびフェアに関係す
るすべての方々に御礼と感謝を申し上げます。誠にありが
とうございました。
世界ビルメンテナンス大会実行委員 三栄メンテナンス㈱
代表取締役社長 萩原 康宏

第20回ビルメンテナンス青年部全国大会Ｉ
Ｎ 神奈川
期

日 平成２７年１１月５日
（木）、
６（金）

会

場 ローズホテル横浜

内

ローズホテル横浜に全国から約１１０名（千葉県からは大竹会長含３名が参加）
容 １１月５日・６日、

参加人数 約１１０名

を集め、
「第２０回ビルメンテナンス青年部全国大会ＩＮ 神奈川」
が開催されました。
青年部部課長会議終了後、記念交流会として
「夢の実現、
ぼく流ツキの１０箇条」
を題目に、
ブリキのお

あいさつする大竹
会長

もちゃ博物館館長の北原照久氏の講演会がありました。講演後の大会式典では、大竹会長（全国ビルメ
ンテナンス協会理事）
より
「第２１回世界ビルメンテナンス大会」
の案内がありました。
翌日は、
ゴルフ
（木更津ゴルフクラブ）
と観光に分かれ、
他県の方々と交流を深めました。

広報統計調査部会 副部会長
㈱アクト・ツーワン 下山良樹

各支部だより（社会奉仕を主とする）
千葉支部
ポイ捨て防止キャンペーン
期
内

日 平成27年12月8日
（火） 参加人数 14社16名
千葉市を美しくする会
主催による「ポイ捨てやめ
容

ようキャンペーン」に参加いたしました。
千葉支部より14社16名参加、他団体を含めた総勢180名にて
清掃活動を実施いたしました。
9時45分より開会セレモニー、我が千葉支部はBコース（そ
ごう千葉店前よりNTT千葉を通り通町公園）を担当いたしまし
た。当日は気温7℃とかなり寒い状況でした。
千葉支部長
㈱鏑木商会

参加者全員での記念撮影
終点の通町公園です

鏑木信雄

京葉支部

東葛支部

ボウリング大会
期
内

日 平成27年11月18日
（水） 参加人数 27名
容 午後6時にボウリング場支配人のホイッスルで賑やかに大会が

スタートしました。当日の参加者27名のうち女性3名が参加して、花を
添えてくれました。
各レーンで歓声やら悲鳴が飛び交い大いに盛り上がり、あっという間
に2ゲームが終了して、成績発表と表彰式を行いました。
毎年30名程の人数が参加されるので、京葉支部の継続行事としてさ
らに推進して行きたいと考えています。支部会員の皆様には多数参加し
て頂き誠にありがとうございました。
京葉副支部長
ウエストシップサービス㈱

竹島儀明

参加者全員での記念撮影

社会奉仕事業
ＪＲ北総開発鉄道 東松戸駅前周辺清掃
期

日 平成28年3月26日
（土）

参加人数 9社13名
内 容 午前9時30分に東松戸駅に9社13名が
集まり、駅前ロータリーや周辺道路を2班に分か
れ、吸い殻やペットボトル等、植え込み内のゴミ
拾いを行いました。短時間でしたが、多くのゴミ
を拾えました。
今年度も行う予定ですので、多数の参加をお願
い致します。

参加者全員での記念撮影

東葛支部長
東葉ビル管理㈱

落合

斉

南総支部
釣り大会
期
内

日 平成27年10月24日
（土） 参加人数 10社14名

容 上総湊「加平丸」の仕立船にてカワハギ釣り大会を開催しました。

当日は快晴風速2〜3中潮、参加者数16名、絶好の釣り日和でありました。釣果の方は竿頭で7枚と
超渋めの結果となりましたが、ナイス外道でヒラメとマゴチが釣れ、玉網、玉網の声があがり、渋めの
中にも楽しいひと時を垣間みる事が出来ました。
次回も大勢の参加の下、大漁祭り交流をはかりたいと思います。宜しくお願いします。

入賞者
竿 頭 ７匹 (株)ホワイト 岡田朋和
大物賞 ２８.８ｃｍ 富津総合サービス(株) 鹿島龍一

研修会予定
6月28日
（火）

7月14日
（木）
28日
（木）

9月 9日
（金）

貯水槽清掃作業従事者研修会
ビルクリーニング技能検定複数等級化説明会
品質評価に関する研修会
清掃作業従事者研修指導者講習会
※研修会申込については、当協会にお問い合わせください。

南総支部長
千葉ネスコ㈱

中村欽一

各部会だより
建物清掃部会
ビルクリーニング技能検定受験準備講習会
期

日 学科：平成27年11月5日
（木）

会

場 学科：千葉中央コミュニティセンター

実技：平成27年11月18日
（水）〜20日
（金）
実技：ビルメン会館2階、3階

参加人数 学科：12社25

実技：11社23名

内 容 今回は、複数等級化になる前の最後の試験という
ことで、例年より多くの受講申し込みがありました。
受講生の方々も、ビルクリーニング技能士を目指し、熱心に講
習を受けていました。
最後になりますが、受講生の皆様が全員合格することを心
から願っております。

千葉県障害者技能競技大会
期

日 平成27年11月28日
（土）

会

場 千葉職業能力短期大学校

内 容 千葉職業能力短期大学校に
おいて、第13回千葉県障害者技能競
技大会が開催されました。当清掃部会
はビルクリーニング部門の審査及び関
連機材の貸与を依頼されました。
今大会より床・机上清掃課題に加
え、カーペット除塵清掃が加わり、全国大会と変わらぬ内容とな
りました。健常者と変わらぬ技能をお持ちの方も多くいらっしゃ
いました。一度ご覧になってはいかがでしょうか。
建物清掃部会 部会員
千葉ビル・メンテナンス㈱

大江優一

建築物保全部会
建物清掃部会 部会長
星商㈱ 青木克能

病院清掃従事者研修会
期

日 平成28年2月21日
（日） 会

場 ビルメン会館2階

参加人数 6社21名
内 容 病院清掃従事者研
修会を千葉県ビルメン協会で
開催するのは、今回が初めて
の為、受講生が集まるか不安
もありましたが、多数の方々に参
加していただきました。
講義内容は、医療関連サービ
スマークの院内清掃業務の研修
内容に沿って行いました。
平成28年度も開催を予定して
おりますので、是非研修会の参加
をお待ちしています。

建物清掃部会 部会長
星商㈱ 青木克能

防除作業従事者研修会
期

日 平成28年3月16日
（水）

会

場 ビルメン会館２階

参加人数 6社8名
内 容 建築物ねずみ昆虫等防除業を登
録するにあたり、人的要件として防除作業
監督者が厚生労働大臣の指定する講習を修了した者、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
こととされており、この研修会がそれにあたります。
今回は、11月に開催を予定しておりましたが、他の協会事
業の関係で3月の開催となってしまいました。近年海外から
入ってくる防除の難しい害虫の話題など、防除業を届けてい
ない皆様にも情報源として活用していただければ幸いです。
可能な限り新しい話題等現場にそくした情報を紹介して
いきたいと思いますので、今後ともこの研修会をおおいに
活用していただければと思います。
なお、28年度は11月下旬を予定しております。
建築物保全部会 部会長
シーアンドエー㈱ 小名木敬一

厚生労働対策部会
労働衛生大会
期

日 平成28年1月26日
（火） 会

場 京成ホテルミラマーレ6階 参加人数 34社48名

講

演「職場のパワーハラスメントの概念と類型について」
千葉労働局総務部企画室

中村浩之氏
「職場におけるセクシャルハラスメント対策について」
千葉労働局雇用均等室 辺田幸子氏

内 容 職場のパワーハラスメントは、各企業、職場で認識をそろえ、その範囲
を明確にする取り組みを行う事が重要で、望まれる事です。
また、職場のセクシャルハラスメントは、就業規則等での方針の明確化、研修
等による啓蒙活動、苦情処理機関・相談窓口の設置、セクハラが発生した場合の
対応を定める等、管理者が職場環境への十分な目配りをする事が大切です。

労働衛生標語表彰
金賞 ㈱鏑木商会 和田桂子
銀賞 千葉ビル・メンテナンス㈱ 原田利久
銅賞 ㈱ハリマビステム 茂手木和子

厚生労働対策部会 部会長
千葉ネスコ㈱ 中村欽一

新年賀詞交歓会
期

日 平成２８年１月２６日（火）

会

場

内

（ 火 ）午 後５時より京 成ホテルミラ
容 平 成 2 8 年 1月２６日

京成ホテルミラマーレ 参加人数 ６３社 １６６名

マーレ６階ローズルームにて、一般社団法人千葉県ビルメンテナン

三団体を代表してあいさつする
大竹会長

ス協会、千葉県ビルメンテナンス協同組合、千葉県ビルメンテナン
ス政治連盟共催の平成２８年度新年賀詞交換会（参加者166
名）
が開催された。
司会は当協会の三ツ木昇厚生労働対策部会員によって進行さ
れ、当協会の大竹清治会長の開会の挨拶後、来賓として千葉県
知事森田健作代理千葉県健康福祉部衛生指導課水田勲課長

あいさつ 県議会議長本間進様

様、県議会議長本間進様、橋本聖子参議院議員秘書宮内栄子
様、千葉県ビルメンテナンス世話人会千葉県県議会議員伊藤昌
弘様、東京ビルメンテナンス協会副会長原田長治様より祝辞が述
べられました。
千葉県ビルメンテナンス協同組合小名木敬一理事長の音頭で
乾杯し歓談、余興で賑わい中締めは千葉県ビルメンテナンス政治
連盟原隆志理事長による三本締めで閉会とした。

厚生労働対策部会 部会長
千葉ネスコ㈱ 中村欽一

トピックス
腰痛予防について
業務上における疾病の発生件数では、腰痛が多くなっております。
「日常生活」
「作業前」
「作業中」
、以下のことに気をつけ予防を心がけましょう。
日常生活の中でも気をつけよう！

●規則正しい生活をする。
●荷物をいつも同じ側の手で持たない。
●適度に運動する。
●足にきちんと合う靴を履く。

編 集 後 記
１年に3回発行しております本誌
「New翔」
第7号

●首、腰、足元を冷やさない。
●エアコンを適度な温度に調整する。等
作業前ストレッチを行い予防しよう！

は3年目を迎える運びとなりました。
これもひとえ

①息を止めずにゆっくりと両手を上げ背伸びの運動で上下に全身を伸ばす。

に、
当協会員及び各部会員のご協力とご支援、
そし

②背伸びの姿勢から左右に曲げ身体の側面を伸ばす。

て事務局と広報統計調査部会員が一丸となって取

③上半身の力を抜いて前に屈んだ後、両手を腰にあてて、ゆっくりと上体を後ろ
に反らし腰を伸ばす。

り組んで来た事に尽きると思っております。
今年はビルメンテナンス業界にとっての大きな
イベントである世界ビルメンテナンス大会が平成
28年4月4日から6日まで東京国際フォーラムで開
催されました。
日本で開催されるのは21年ぶりと
聞いております。
出展者ブースでは新商品の紹介があり、
またセ
ミナー、
パネルディスカッション、
資機材メーカー
やケミカルメーカーの講習会等も開催され、
最後
まで盛況な世界大会となりました。
本誌においても協会員そして関連団体の皆様
に、
少しでも関心のある情報を発信したいと考え
ておりますので、
これからも
「New翔」
の発展のた
め協会員、
部会員の皆様のご協力の程よろしくお
願い申し上げます。
広報統計調査部会 部会長
ウエストシップサービス㈱ 竹島儀明

※平成28年9月発行第8号の広告掲載を募集しています。

④壁に片手を付け、もう片方の手で同じ側の足先を持ち太もも全面を伸ばす。
⑤壁に両手を付け、足を前後にし、後足のかかとを上げずに、前足のひざを曲げ
太もも裏を伸ばす。
作業中も姿勢に気をつけよう！

●荷物を持つ時は、ひざを曲げ、荷物と体を密着させ、ひざを伸ばしながら身体
全体で持ち上げる。
●イスに座っている時は、イスに深く腰掛け、軽くあごを引き背筋を伸ばす（猫
背にならないこと）
。
●運転時は、イスに深く腰掛け、ハンドルを持つ手が軽く曲がる程度に座席を調
整する。
くりかえしとなりますが、日常生活での心がけと、作業前の簡単なストレッチ、
正しい姿勢での作業により腰痛を予防しましょう！！
広報統計調査部会
㈱協栄 藍

部会員
雅哉

