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会長あいさつ
新年あけましておめでとうございます。
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2021年の始まりにあたり、謹んで新春の
お慶びを申し上げます。
また、旧年における一般社団法人

千葉県

ビルメンテナンス協会の運営に対し、会員な

CHIBA

らびに関係者各位の多くの方々よりご協力
いただきましたことを感謝申し上げます。

はばたき

さて、オリンピック・パラリンピック史上初めて大会が延期さ
れ、本年7月23日に開幕を迎えますが、千葉県には世界中から来日
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する選手、スタッフ、お客様をお迎えする日本の玄関口である成
田国際空港があり、フェンシングをはじめとする8競技（オリン
ピック・パラリンピック各４競技）
が千葉県で開催されます。
県内で開催される競技と共に、選手村ハウスキーピングを担う
ビルメン事業共同企業体の一員としてもオリンピック・パラリン
ピックが無事、
成功裏に終わることを願ってやみません。

また、全国協会においては、会員メリット追求の一環として、会員企業の経営者からその従業員に至るまで、一
人一人に合わせた情報をマイページ機能で提供するほか、講習会事業、各種試験においてE-ラーニングの提供を
行うなどITを通して環境を構築しているところです。
新型コロナウイルス感染症の終息を願いつつ、かならず平穏な日々が戻ることと信じ、会員各位のますますの
ご発展と皆様のご健康お幸せを心よりお祈りし、
新年のご挨拶とさせていただきます。
会長

㈱ソピュア

労働安全衛生標語表彰式
開 催日 令和２年12月17日
会

場 ビルメン会館３階

研修室

労働安全衛生標語優秀作品

事故防止

安心安全

㈱アクト・ツーワン

迷ったら

香取 峰登様

積み重ね

進むことより止まること

三栄メンテナンス㈱

小松 裕幸様

基本動作の積み重ね
ニュー船橋㈱

長澤 良春様

マスク・三密・手洗い・消毒

危機管理

僅かな違和感

ご安全に

仲間を守る

三栄メンテナンス㈱

東京ビル整美㈱

斉藤 一弘様

藤本 純士様

自分の行動見直して
㈱ハリマビステム

再点検で安全確保

大きな前兆

愛ことば

守ろう家族と

栗山 和行様

おめでとうございます
職場の健康

※応募総数２２８点の中から、
６点の優秀作品が選ばれました。

大竹 清治

第14回ビルメンテナンスこども絵画コンクール
（公社）全国ビルメンテナンス協会主催で未来のおそうじ 〜きれいにしよう、
私たちの環境を〜をテーマとした「第14回ビルメンテナンスこども絵画コンク
ール」が開催され、応募総数12,972点の中から大臣賞3名、金賞26名をはじめ
銀賞、銅賞、会員企業賞などが選出されました。
千葉県内の各学校からもたくさんの作品が出展され、国府台女子学院小学部
の松波

怜奈さんの「おそうじネズミが作る新惑星」が最上位である文部科学

大臣賞を受賞されました。
本当におめでとうございます。今後
この作品に込められたような世界が実
現するには日々の私たちの努力が欠か
せません。
なお、令和3年1月上旬に千葉日報に
おいても紹介されます。

お知らせ

令和3年1月28日に予定しておりました『令和3年新年賀詞交歓会』は中止することとなりました。
協会Ｅメールアドレス変更について

変更後

chiba@c-bma.or.jp

変更前のアドレスも現在使用可能ですが、令和3年4月1日以後使用できなくなります。

支 部 だ よ り
東葛支部
9月18日に幹事会を開催し、以下の項目が決定され9月24日に各支部会員会社に結果報告を行いました。
１ 例年秋に行っている社会奉仕活動は、新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑みて中止としました。
２ 上記と同じく秋に開催している親睦を兼ねてのボウリング大会も、3密を避けるため中止としました。
３ 支部新年賀詞交歓会においても、ソーシャルディスタンスを保つには出席者の約2倍の会場を借りる必要が
あり、経費負担の増加と感染予防を鑑みて中止としました。
東葛支部長

柏ビル管理㈱

原 隆志

南総支部
● 社会奉仕活動（木更津市

矢那川清掃）

（火）
開 催日 令和2年8月25日
参加者数 6社9名
内

容 まだまだ残暑が厳しい8月25日（火）9時より、6社9名の参加をいただき、

社会奉仕活動として矢那川付近のクリーン作業を実施いたしました。コロナ禍であり
ましたが、外作業でソーシャルディスタンスを保ちながら久々に南総支部の皆さんの
元気な顔ぶれを拝顔し、貴重な時間を過ごす
ことができました。作業は皆さんの協力で手
際良く進み、川周辺は綺麗になり予定どおり
に作業を完了することができました。
皆さんお疲れ様でした。ありがとうござい
ました。
南総支部

支部長

千葉ネスコ㈱ 中村 欽一

部 会 ・ 委 員 会 だ よ り
清掃技術委員会
● 清掃作業従事者研修指導者講習会
（火）
開 催日 令和2年9月30日

会

場

千葉市民会館 3階特別会議室2

参加者数 27社37名
内

容

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い
たしました。
千葉県健康福祉部衛生指導課 藤浪 裕士様と清掃技術委員5
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。
受講された方々が講習会で学んだことを参考に、今後、各社でより良い従事者研修が行われることを期待しており
ます。
清掃技術委員会

委員長

千葉建物管理㈱

石川 正廣

● 清掃作業従事者研修会
（金） 会
） 場
開 催日 令和2年10月23日

千葉市民会館 3階特別会議室2

参加者数 15社42名
内

容

令和2年清掃作業従事者研修会を千葉市民会館にて開催いたし

ました。
新型コロナウイルスの終息が見えない今、これまで以上に清掃作業の重
要性が高まっていると思います。
清掃作業は基礎が重要です。日々の作業の中でついつい慣れてしまうことで、清掃の仕上
がりや建物の美化が変わってしまいます。
清掃作業従事者研修会では、清掃作業の基礎的な研修を一日を通して講習させていただき
ました。
講習に参加してくださった皆さまは日々の清掃を再確認し、基本に忠実に作業を行い、現
場の品質向上に反映していただければ幸いです。
清掃技術委員会

委員 藤海ビルサービス㈱

萩野 裕樹

● ビルクリーニング技能検定受検準備講習会（1級、2級、3級）
（土）
（2級 2名）
・15日
（日）
（3級 5名）
・16日
（月）、
17日
（火）
（1級10名）
開 催日 令和2年11月14日
会

場 ビルメン会館

内

容

2階会議室、3階研修室

今年度よりビルクリーニング技能士（2級）の試験

が1級・3級と合わせて実施されることになりました。それに
伴い、ビルクリーニング技能検定受検準備講習会につきまし
ても11月に全等級の講習を開催させていただきました。新型
コロナウイルス感染拡大が懸念される中、去年よりも多くの
参加者に講習会を受講していただくことができました。
コロナ禍においてビルメンテナンス業の重要性に注目が集
まっている中、受講生の方々はビルクリーニング技能士の合
格を目指して、真剣に取り組んでおられました。

清掃技術委員会

委員 ㈱京葉ビルサービス 武田 正規

トピックス

コロナ後の世界を生きる！
成田国際空港では、2020年度上期(4月〜9月)におい
て、新型コロナウイルスによる旅客需要減少の影響を受
け、前年同期と比較し、国内・国際をあわせた航空旅客
数は94％減でした。
新型コロナウイルスの感染拡大で、世界の人々の移動
が抑制され、これまでに経験したことがないほどの異常
な事態を迎えているといえます。
成田国際空港では、出国のためのPCRセンターを開設
するなど、新型コロナウイルス感染拡大防止のための取
り組みを行っています。
我々ビルメンテナンス業は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のための環境衛生や防疫といった面で、様々な
お客様へ貢献ができる存在だと思います。
お客様と共にwithコロナの時代を乗り切る必要不可
欠な存在になれるよう、みんなで力を合わせて頑張りま
しょう！

企画広報部会 部会員
ＡＮＡスカイビルサービス㈱ 高橋 良之

編 集 後 記
日々の寒さが身に堪える冬将軍が訪れる厳しい季節となり
ました。
新型コロナウイルス感染拡大の中、
国の経済対策事業の
「GO TOトラベル」
「GO TOイート」
など、
また各自治体の
「プレ
ミアム商品券」
などの事業も施行されています。
一方では11月下旬から12月にかけてコロナ感染者の第３波
が到来しています。

実行することが、
とても大事なことだと思います。
当協会及び支部活動においても、
ほとんどの行事が中止と
なりました。
また、
毎年盛大に行われている千葉県ビルメンテナンス協
会、
千葉県ビルメンテナンス政治連盟、
千葉県ビルメンテナン
ス協同組合３団体共催の賀詞交歓会についても、
令和3年度
は中止が決まりとても残念であります。

全国及び東京都、
大阪府、
北海道などの大都市圏で新規感

1日も早くコロナワクチンが開発、
実用化となり、
令和3年度

染者の最多を連日更新した日もありました。
千葉県内において

中には干支にちなんでコロナ感染を
「牛耳る」
ことを願うばか

も各地で多数のクラスターが発生し、
新規感染者の最多を更

りです。

新しています。
例年流行するインフルエンザ予防も控えウィズ
コロナ＆インフルエンザ予防対策を、
一人一人が自覚をもって

企画広報部会長 竹島 儀明

