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労働安全衛生標語優秀作品

安全は一人一人の心がけ
　　　　慣れと油断が事故まねく
千葉ビル・メンテナンス（株）　宇佐美 隆一

気の緩み 無理と油断は 事故の元
三栄メンテナンス（株）　遠藤 高徳

ゼロ災害 今日から、ここから、自分から
ウエストシップサービス（株）　寺田 光一

誰かより 私がやります 最終確認
三栄メンテナンス（株）　手島 巧

災害は 小さなヒヤリの積み重ね
柏ビル管理（株）　大根 淳

大丈夫！過信が招く大災害
（株）アクト・ツーワン　香取 峰登

おめでとう
ございます

※応募総数110点の中
から、6点の優秀作品
が選ばれました。

令和元年台風15号による千葉県の被害状況

　台風15号は、9月9日中心気圧955hpaの非常に強い勢力を保ったまま
東京湾を北東に進み、同日４時半過ぎ千葉市付近に上陸しました。同台風
は日本が規程するカテゴリー３に相当し、関東に上陸時の台風では過去
最強クラスであったと発表されています。
（１）降水量（１時間降水量）

①千葉県鋸南町　70mm
（２）最大瞬間風速

①千葉市　57.5m/s（207.0km/h） ②木更津　49.0m/s（176.4km/h）
③館山市　48.8m/s（175.7km/h） ④成田市　45.8m/s（164.9km/h）

被害状況

　停電等を主要因とする停電・断水・通信等の被害は広範囲に及び、9月17日現在、停電で通信不能、漏水で事務機
器が損壊し事務所が機能していない等の被害が千葉県南部から北東部までの広範囲に及びました。
（１）建物等
　建物の屋根が飛ぶ、倒木・飛散物による社屋・フェンスの一部損傷、等の被害が発生しました。（会員の被害状況、参照）
（２）電力
　県内では送電線2基、電柱84本が倒壊した他、多数の電線が損壊しているのが確認され、これを原因とする停電
が10日現在で約563,300戸発生し、1週間後の16日においても73,600戸で停電が続きました。被害は、電柱の倒
壊ならびに倒木による電線切断等ですが、倒木による道路閉鎖地点が非常に多く復旧作業が非常に難航してすべ
ての地区で復旧したのは18日後の9月28日と非常に長期の停電被害となりました。
（３）水道
　停電の影響で浄水場から送水するポンプが動かず14日現在、23,988戸が断水しました。
（４）通信
　停電下の千葉県内では、インターネット回線、固定電話回線、携帯電話回線等の通信障害も発生しました。

会員の被害状況

ア　9月10日及び27日に被害状況調査を実施しました。　　イ　10月4日現在の回答状況は 82社／113社

（１）被害あり・・14社
①社屋被害：14社（複数回答含む） ②社宅被害：1社（複数回答含む）
③屋外被害：  6社（複数回答含む） ④人的被害：1社（複数回答含む）
⑤その他1　交通遮断により従業員が通勤できない事案が多数発生



● 社会奉仕事業　近隣17市喫煙マナー向上・ポイ捨て防止合同キャンペーン

支 部 だ よ り

千葉支部

● 社会奉仕活動（木更津市　矢那川清掃）

南総支部

南総支部　支部長　千葉ネスコ㈱　中村欽一

内 容

開催日　　　　令和元年10月24日（木）　　　　 4名　　　　  海浜幕張駅参加者数

今回は海浜幕張駅にて夕方５時より実
施、当協会より4名参加いたしました。
　この活動は平成25年より継続しています喫煙
マナーに関してのお願いを通行されております
方々へ資料の配布を実施する活動です。
　現在、ポイ捨てや歩きタバコ等は喫煙者のマナーに依存する部分が多いのが
実情です。マナー違反は大分解消されてはおりますが、限りなくゼロにするの
は難しく来年4月には法規制となってしまいました。
　特に来年、幕張地区にてオリンピック、パラリンピックの開催があり多くの
観戦者が訪問される予定状況においてこうしたマナー違反は好ましい状況では
ありません。キャンペーン等の実施で一人でも多くの方々に美しい千葉の実現
をお願いしたいと思います。当協会も微力ではございますが協力は惜しまない
意向でございます。
　海浜幕張駅を挟んで北口、南口にわかれ通勤されている方々へ配布物をわた
しました。中には怪訝な表情の方も見受けられましたが、大半の方は受け取っ
て頂けました。
　当協会は今年12月に最後の美化活動を実施し1年の奉仕活動が終了でござい
ます。それではよろしくお願いいたします。

会 場

● 社会奉仕事業

内 容

開催日　　　　令和元年10月7日（月）
参加者数

　　　　まだまだ暑さが残る10
月7日（月）朝8時に集合し、社会
奉仕活動を松戸市六実にある平
成16年に設立された障害者支援
施設「社会福祉法人　まつど育
成会まつぼっくり」に１２社25名
の参加で３階建ての施設殆どを
（フロア・作業場・トイレ・シャ
ワー室・階段・ベッド室など）清
掃作業を行い、作業終了時に原
東葛支部長より労いの挨拶のあ
と早坂統括施設長より『見違え
る程の綺麗になりました。』そし
て楯施設長からは『さすがプロ
の技術を見させていただきまし
た。』とお褒めの言葉を頂き最後
に障害を持たれた方々の手作り
のクッキーをお
土産に頂き13
時に解散いた
しました。

[参加会社]

アクト・ツーワン、イーエス・エージェン

シー、一善社、柏ビル管理、興明美装、

幸栄ビルサービス、新日本メンテナンス、

ＴＥＣ、東進ビルシステム、東葉ビル

管理、日本設備管理、フロンテア産業

会 場 社会福祉法人
まつど育成会まつぼっくり

12社25名

東葛支部長　柏ビル管理㈱
原　隆志

千葉支部長　鏑木商会㈱　鏑木信雄

京葉支部　㈱山研ビルサービス　石川里美

内 容

開催日　　　　令和元年8月27日（火）　　　　 11社13名　　　　　矢那川付近参加者数

　　　　8月27日（火）9時よりまだまだ残暑が厳しい中、11社13名の
参加を頂きまして社会奉仕事業として、矢那川付近のクリーン作業を実施しました。
　作業は参加の会員の皆様の協力によりまして、作業が手際よく進み川周辺は綺麗にな
り、予定通りに作業を完了する事が出来ました。参加頂きました会員の皆様方に心より御礼を申し上げます。

会 場

東葛支部

● 社会奉仕事業　江戸川河川敷クリーン作戦

京葉支部

内 容

開催日　　　　令和元年10月17日（木）　　　　 20社30名参加者数

決行日はあいにくの曇り空で川からの風も冷たく、どうなることかと思
いましたが予定通り全員揃い、決行することができました。
　今回は台風後ということもあり、多くのゴミがあることを予想していたのです
が意外に少なく、そのことに驚いてしまいました。
　江戸川の河川敷は朝から多くの方が散歩や運動をしており、私たちの活動を
見ておりました。無関心でいようと思えばどこまでも無関心でいられる世の中

ですが、少しでも今回の活動が、色んな人を
動かすきっかけになればいいなと思います。
　参加者の皆さん、寒い中お疲れ様でした。

会 場 江戸川河川敷



部 会 だ よ り

建物清掃部会

清掃技術委員会 委員　（株）ハリマビステム　岩本真一

清掃技術委員会 委員　㈱アクト・ツーワン　下山良樹清掃技術委員会

● 品質評価法講習会

品質評価は清掃品質と組織品質から成り立っ
ていますが、その目的や基礎知識、場所ごとの特徴な
どを座学中心の講義と、ビルメン会館を現場として清
掃品質の評価実習を行いました。インスペクションの
重要性を理解して頂き、資格取得や自社の品質向上に
役立ててもらえればと思います。

開催日

5社8名参加者数

令和元年7月9日（火）

内 容

会 場 ビルメン会館 2階　会議室

● 清掃作業従事者研修指導者講習会

建築物清掃業及び建築物環境衛生総合管
理業の登録要件として定められた「清掃作業従事者
研修」について、各事業所内で行われる研修指導者
の育成を目的とした講習会を開催致しました。
　千葉県健康福祉部衛生指導課　山本麻弓様と清掃
技術委員４名が講師となり、「建築物衛生法における
登録制度と従事者研修」「建築物清掃の基本作業」
「清掃の目的」「洗剤の使い方」
「床維持剤の使い方」「安全と衛
生」について講義を行いました。
　受講された方が今後、各事業所
でより良い従事者研修を行ってく
れることを期待しております。

開催日

21社28名参加者数

令和元年9月19日（木）　

内 容

会 場 千葉市民会館　3階特別会議室2

● 清掃作業従事者研修会

今回は、13社27名にて、従事者研修会を行いました。1日かけての座学に、耳を傾け真剣に学んでいる様
子がうかがえました。今回学んだ事を現場で生かし、新しい知識を習得し、個人のスキルアップにつながる事に
なったと思います。
　皆様のより一層の活躍を期待致します。

開催日
13社27名参加者数

令和元年10月16日（水）

内 容

会 場 千葉市文化センター　9階会議室5

清掃技術委員会

評価実習

山本麻弓氏



編 集 後 記

企画広報部会　部会員　（株）協栄　藍　雅哉

　残暑が続く9月初旬、観測史上最大の瞬間風速を千葉市
などで記録した台風15号が千葉県内各地で市民の生活を
襲いました。特に深刻だったのがライフラインへの影響で
す。停電、断水、災害情報を集めるためのスマートフォンの充
電にも苦慮する様子が連日報道されていました。
　その被害は大きく当初の予定よりライフラインの復旧に
は多くの時間と人手が必要となり、他県からの災害復興車
両等もたくさん見かけられ、多くの方々のご支援をいただき

ました事に千葉県民として感謝申し上げます。今もなお不
自由な生活を強いられている方々も多く、元の生活に戻る
為には多くの時間が必要とは思いますが、被災地域の一日
も早い復興を心からお祈り申し上げます。
　最後に「New翔」が皆様方のお役に立てるようなご意見・
ご要望が御座いましたら是非お寄せ下さいます様、お願い
申し上げます。

トピックストピックス

企画広報部会　部会員
㈱アクト・ツーワン　下山良樹

台風15号被災現場を訪ねて
～普段から災害に対する備えを！～

　9月9日に千葉県を直撃した台風15号ですが、自分の車に飲料用水、
生活用水、ティッシュペーパー等の日用品、冷却シート、乾電池、パン、
タオルなどの物資を積み込み、4日後の9月13日に木更津、5日後の9月
14日に富津市金谷・竹岡、安房郡鋸南町安田に行ってきました。
　木更津では、知り合いの家・店舗を訪ねましたが、屋根の一部破損や
穴が空いている所にブルーシートがかけられており、また停電で冷蔵
庫や洗濯機が使えず、携帯電話の充電も出来なかったので使う頻度を
下げたり、テレビも使えないので情報が入りにくかったとの話を聞き
ました。
　また富津市金谷・竹岡、安房郡鋸南町安田は、東京湾フェリーの案内
看板が剥がれていたり、屋根や建物の損壊、大きな樹木が根元から倒れ
ていたりとかなりの被害が見受けられました。持参した物資は、金谷で
有志の方が受け入れをしていたので、そちらにお渡ししました。
　その後も台風19号や雨などで、なかなか復旧が進まないと聞いてお
ります。一日も早く元の生活に戻れる様心よりお祈り申し上げます。

　今回の台風が来る直前にスーパーやコンビニから食料やカセットコ
ンロ、電池などがあっという間に売り切れていました。災害に対する備
えを普段から準備しておく必要があると改めて感じました。首相官邸
のホームページに「災害に対するご家庭での備え～これだけは準備し
ておこう！～」というものがアップされているので、参考にするのも良
いかもしれません。

首相官邸ホームページ
「災害に対するご家庭での備え
～これだけは準備しておこう！～」


