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Company Introduction
［ 協 会 会 員 企 業 の ご 紹 介 ］

　転倒災害は、最も多い労働災害で、特に冬季に多く発生しています。職場での転倒の危険
をチェックし、職場内で危険を感じた場所の情報を収集し、皆さんで危険性を共有することが
大切です。
　危険場所にステッカーを掲示し、転倒の危険を見える化し、転倒災害を防止しましょう。
チェックシートや、ステッカーは厚生労働省ホームページよりダウンロードできます。
●https://anzeninfo.mhlw.go.jp/

　当社は昭和３８年に奥州市で創業し、今では廃棄物収集運搬
業務や設備工事、特殊工事など営業品目や営業エリアの拡大
を図りながら現在に至っております。  
　「人と地域社会の繁栄に貢献する」を企業理念に掲げ、地域
社会に必要とされる企業、そしてお客様や社員の繁栄に貢献
できる企業を目指し今後も日々精進して参ります。さて、今回
我社のホープとして紹介するのは石川将大くんです。
　石川将大くんは入社6年目の25歳ですが、すでに１男１女
のパパです。小さなころから野球に取り組み、リトルリーグ時
代にはあの大谷翔平選手と同じチームでプレイをしていたそう
です。今でも地元の野球チームに所属し休日には家族が見守
る中グラウンドで汗を流してします。 その影響で息子さんが家
の中で素振りをしてしまうそうです…
　今後は当社の中心的存在になれるよう、仕事も家庭もプラ
イベートも何事も精一杯頑張って下さい。期待しています！

株式会社 オイラー
昭和４９年２月設立
従業員数７２０名（令和元年１２月３１日現在）

■出身／奥州市水沢
■入社年月日／平成26年4月1日
■担当業務内容／床・ガラス清掃他（移動班）
■趣味／野球・旅行
■一言／何事も精一杯頑張ります。

株式会社 オイラー

　 石川　将大 さん
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快適な環境を目指して!
安心で快適な環境を創造する
岩手県ビルメンテナンス協会

いしかわ しょうた

転倒災害を防止しましょう !

盛岡市　高松の池
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◎会員企業・社員紹介【我社のHOPE】

　（一社）岩手県ビルメンテナンス協会主催の「令和
元年度労働安全衛生大会」が11月6日いわて県民情報
交流センター（アイーナ）で「安全はすべてに優先す
る」を命題に開催されました。今大会には27社102名
の方に参加いただきました。
　労働安全委員会菊池治夫委員長の開会宣言に続
き、開会にあたり鈴木邦彦会長から「本日の大会の
体験を参考に“ヒヤリハット”の事象を少なくして重
大事故防止と健康管理の一助にしていただきたい」
と挨拶がありました。
　第1部の講演は岩手労働局健康安全課の髙橋友行
課長から“ビルメンテナンス業界に多い転倒災害の
防止策”を中心に講演が行われました。転倒防止に
重要な5項目　①4S（整理・整頓・清掃・清潔）　②
転倒しにくい作業方法　③作業しやすい靴を選び定
期的に点検する　④職場の危険マップを作成し危険
情報を共有する　⑤ステッカー等による危険の見え
る化などの、説明が行われました。
　第2部の講演は、岩手県労働局　藤本佳能産業安
全専門官から、“安全帯（墜落防止用器具）規格改正
と落下防止対策等”また、安全管理面から見たビル
メンテナンス業務の問題点と改善策の提案がありま
した。問題点として　①作業実態の管理が不十分に
なりがちな事　②安全管理に関する教育が不十分な

　去る、10月23日（水）に盛岡商工会議所会館にて清
掃作業従事者研修指導者講習会を開催しました。
　この講習会は、各企業において社内研修を行う立
場である指導者の育成とスキルアップを目的として
おり、講習会終了後には認定証が発行されます。認
定期間は3年間となっていますが、今回は新規講習3
名、再講習22名の計25名の参加となりました。
　今回より、受講生の方々には、普段抱えている問
題点や疑問点等、事前アンケートを行い、それにつ
いての質疑応答を行いました。各社とも、人材の確
保、及び新人の教育・指導方法等が大きな課題となっ
ているようです。グループ討議においては受講生そ
れぞれの活発な意見が飛び交うなど非常に内容の濃
い講習会となりました。

事　③転倒災害が多く、労働者の不注意が原因とさ
れがちな事が上げられました。この問題点に対し、
①作業実態管理徹底（作業現場の事前確認を行い不
安全な場所の把握・労働者からの報告の活用など）
②行動による災害の防止（危険個所の洗い出し・表
示・見える化・靴・道具の点検など教育の実施など）
③必要に応じた依頼者への協力要請（用具、照明な
どの設備の改善など）の改善策が提示されました。
　講演後には、事故発生時の対応方法やコミュニ
ケーション・コンプライアンス等に関するDVDを
視聴し、飯田誠副委員長による大会宣言によって、
大会を閉会しました。
　　　　　労働安全委員会　　委員　目黒　賢治

　なお、今回の指導者講習会に限らず清掃作業従事
者研修も年2回開催されていますので、企業内のレ
ベルアップを図るためにも、是非、参加して頂けれ
ばと思います。
　　　　　　教育研修委員会　委員　佐々木　敦

令和元年度労働安全衛生大会開催

清掃作業従事者研修指導者講習会開催

講演される藤本産業安全専門官

事前アンケートに答える鈴木敏講師

受賞ご挨拶
　令和元年度、（公社）全国ビルメンテナンス協会より、（一社）岩手県ビルメンテナンス協会の副会
長山崎一郎氏が、全国協会功労者の部で役員表彰を受賞されました。山崎一郎氏は、表彰式におい
て、全受賞者を代表して謝辞を述べられました。表彰式には、全国協会名誉総裁への就任が予定さ
れている寛仁親王妃信子殿下のご臨席も賜りました。
　副会長山崎一郎氏のこれまでのご尽力に感謝申し上げ、今後の更なるご活躍を祈念致しますとと
もに、謝辞の内容を紹介させていただきます。

謝　辞
　本日は、このような栄誉ある賞を賜り誠にありがとうございます。
　受賞者を代表致しまして心より御礼を申し上げます。
　更には、寬仁親王妃信子殿下ご来臨の基、このような表彰式を挙行して頂き、身に余る光栄と存
じます。
　これも偏に、偉大なる先人の皆様や諸先輩方、そして、会員の皆様方の多大なるご支援ご指導の
賜物と深く感謝申し上げます。
　さて、この度受賞に係りますお話を頂きました折、自らを振り返り、改めて役員を拝命した時の
長さに気付かされました。私自身、特に意識することなく、協会からの要請に、ただただいつも通
り応えてきただけというのが率直な思いです。ただ、その一つひとつが地元の協会や全国協会の発
展の一助になっていたとすれば、とても光栄に思います。
　また、多くの方々が長い年月をかけて築き上げてきた当協会の歴史の中に、わずかばかりではご
ざいますが貢献という文字を刻むことができたのではないかと感慨深く感じております。
　しかしながら、昨今、日本社会そのものが大きく変わろうとしており、我々ビルメンテナンス業
界も大きな岐路に立たされております。本日の栄誉ある受賞を契機として、ビルメンテナンス業界

の更なる発展に寄与することをお誓い申し上げ、なお一層精
進して参る所存でございます。
　今後とも皆様方のご指導、ご鞭撻のほど心よりお願いを申
し上げ、甚だ簡単ではございますが謝辞とさせて頂きます。
　本日は誠にありがとうございました。

　　　　　　　　　　　令和元年7月26日
　　　　　　　　　　　　　　　受賞者代表　山崎　一郎

謝辞を述べる山崎氏　左は全協一戸会長

事業報告
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事業報告

　令和元年11月18日(月)、会員、賛助会員企業25社
35名の出席により全体会議を開催致しました。全体
会議は、外部講師による講演と、委員会所轄事業の
実施状況の報告による2部構成となります。
　今年の第1部は、盛岡市都市整備部公園みどり課、
計画係長佐藤博様を講師に迎え、「盛岡市における
パークPFI事業の方向性と現状について」と題して、
講演していただきました。
　平成29年に改正された都市公園法により、新たに
「公募設置管理制度（Park-PFI）」が創設されました。
この制度は、現在盛岡市では、木伏緑地、盛岡城跡
公園、中央公園の3公園で実施されており、それぞ
れの事業概要、課題、今後について具体的な取り組
み事例をご紹介いただきました。中央公園では、今
後、盛岡南地区で課題となっている待機児童解消を
図るため、保育施設の設置が計画されているそうで
す。まちづくり、賑わい創出に係るPFI事業は年々
増加傾向にあり、聴講された方々も地域の活性化に
繋がるのではないかと興味深く聞き入っておられま

■第24回ビルメンテナンス青年部全国大会in愛知　
2019/10/24～25
　令和初となる青年部全国大会が「新たな時代の開
拓者を目指して」をテーマに掲げ、北は北海道、南
は沖縄から集った25道府県総勢160名の熱気の中、
愛知県名古屋市で開催されました。愛知BM協会青
年部は平成27年に設立された新しい青年部ですが、
青年部会員約30名のおもてなし溢れる設営に、本大
会誘致にかける情熱と意気込みが感じられました。
式典では愛知県、名古屋市、全国ビルメンテナンス
協会一戸隆男会長、愛知協会加藤憲司会長からご挨
拶を頂き、特に一戸隆男会長からは「2020年東京オ
リンピックへの協力要請」も含めた青年部の活動に
対する大きな期待を込めた激励のご挨拶がありまし
た。式典後に行われた各地区青年部活動報告では、
16道府県から過去の活動や現在も継続的に取り組ん
でいる事業（自己啓発事業・清掃奉仕活動・視察など）
について発表がありました。各青年部に特徴があり、
私たち岩手県協会青年部の今後の活動のあり方に参
考となる活動報告でした。
　式典後の懇親会では全国大会で優秀な成績を収め
ている愛知工業大学名電高等学校吹奏楽部による素
晴らしい演奏を披露していただき会場を盛り上げて
いただきました。余興として登場したのが名古屋
発のアイドルグループ「お掃除ユニット名古屋クリ
アーズ」です。ビルメン業界に似つかわぬキラキラ
した衣装を身に纏った彼女たちは印象的でした。懇
親会の最後に2021年の開催地が愛媛県と発表があ
り、無事に翌年へバトンが繋がることとなりました。
　青年部の全国大会は今後のビルメン業界を担う多
くの会員が全国から集います。また近年はお祭り的
な全国大会ではなく、参加して意味のある全国大会
へと変化してきました。このような大会に参加す
ることで多くの刺激と学びを得ることが出来ます。
2020年の愛媛大会は今年以上の会員と共に参加でき
るように各会員企業にご協力をお願い申し上げ報告
にかえさせて頂きます。
■第1回ビルメンテナンス青年部東日本サミット　
2019/11/14
　ビルメンヒューマンフェア2019が東京ビックサイ
トで開催されている中、その中日となる11月14日に

　今年度も、令和元年11月21日（木）と11月26日（火）
に県庁総務部、教育委員会、医療局へ鈴木邦彦会長、
山崎一郎副会長、伊藤英明理事、須川敏昭政連会長
の４名に加え、顧問団として県議会議員の伊藤勢至
議員、千葉伝議員、軽石義則議員の３名にも同行し
て頂き入札制度の改善要望を行って参りました。
　要望内容と致しましては、「適正な予算の確保に
ついて」「最低制限価格制度の導入等について」「複数
年契約の拡大等について」「総合落札方式の導入につ
いて」「県出資団体に対する指導についての」の５項

した。
　第2部の会議では、鈴木会長による全国協会事業
報告に続き、各委員会委員長、青年部会長より所管
事業の実施状況の報告がありました。
　最後に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支
援機構岩手支部の高齢・障害者業務担当員北湯口由
加子様から、助成金についてのご説明をいただきま
した。閉会後も熱心に質問される方もおられ、有意
義な全体会議となりました。

東京ビックサイト内にもう一つ盛り上がりを見せる
会場がありました。その盛り上がりの正体とは「第
1回ビルメンテナンス青年部東日本サミット」。東
日本のビルメン若武者の有志達は、栃木・岩手BM
協会青年部が中心となり、群馬・神奈川BM協会青
年部の協力のもとサミット開催に漕ぎつけました。
「令和を切り開く」をテーマとし、東日本を中心に全
国11府県50名を超える参加者が集いました。東日本
サミットには全国ビルメンテナンス協会一戸隆男会
長、栃木県協会鈴木秀明会長も駆けつけられ、激励
のご挨拶を頂きました。
　さて、本サミットの核となる討論会では、参加者
が8つのテーブルに分かれ、①人手不足への対応…②
賃金上昇への対応…の2つのテーマについてグループ
ディスカッションを行い、発表する形で進められま
した。地域も会社も規模も違う参加者たちが自らの
経験から培われた知恵を出し合い、解決策を導き出
そうとする姿は胸が熱くなる思いでした。テーブル
リーダーを務めた新生ビル管理㈱の鈴木洋俊さんは
多岐に渡る意見を見事にまとめ、素晴らしい発表
をしていらっしゃいました。開会から閉会まで3時
間と非常に短い時間でしたが、参加者の熱が凝縮し
た濃密な時間であったことに間違いはありません。
2020年は岩手県BM協会青年部が主管し、第2回東
日本サミットをビルメンヒューマンフェア2日目に
東京で開催予定です。是非、ヒューマンフェアと一
緒に東日本サミットにも会員企業の若手社員の派遣
をお願いいたします。
　　　　　　　　　青年部　部会長　佐藤　淑憲

目を、引き続き要望して参りました。
　要望に対しては、今後とも最新の建築保全労務単
価に基づき法定福利費等も積算に反映させるよう引
き続き予算の確保に努めて参りたいとの回答を、各
部署より頂いております。
　当協会と致しましても、協会員の皆様をはじめ業
界の安定と発展に貢献できるよう県との意見交換や
要望を引き続き行って参ります。
　　　　　　　　　　　　副会長　　山崎　一郎

全体会議開催 青年部会活動報告

岩手県に対する入札制度改善要望のご報告

講演される佐藤講師

グループディスカッションの様子県庁総務部 教育委員会 医療局



土壌汚染調査・アスベスト調査・
シックハウス測定・騒音振動の測定

環境調査・測定のプロフェッショナル

株式会社 大東環境科学

大気・水質等測定分析・飲料水水質検査・
ダイオキシン類測定・作業環境測定・温泉成分分析

総合技術センター
〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢1-265
TEL019-698-2671  FAX019-697-1660

●本社／〒231‒0023 横浜市中区山下町22番地（山下町SSKビル）
　お客様ご相談窓口 TEL.045‒640‒2280 FAX.045‒640‒2216

　

　　　
●本　　　社／TEL.045‒277‒1934     FAX.045‒277‒1944
●仙台営業所／TEL.022‒218‒0085㈹  FAX.022‒218‒0108

	
	

	
	
	
	
	
盛岡市津志田南三丁目14番30号	
TEL：019-637-8511　FAX：019-637-1098	

清掃用品･環境機器総合卸商社	
	

快適な環境を提案する!! 

〒990-0885　山形県山形市嶋北2丁目4-18
TEL 023-681-6188  FAX 023-674-9155
東京支社
〒103-0027　東京都中央区日本橋1-2-10
　　　　　　　東洋ビル3階　332号室
TEL 03-6262-6180  FAX 03-6217-8589
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Company Introduction
［ 協 会 会 員 企 業 の ご 紹 介 ］

　転倒災害は、最も多い労働災害で、特に冬季に多く発生しています。職場での転倒の危険
をチェックし、職場内で危険を感じた場所の情報を収集し、皆さんで危険性を共有することが
大切です。
　危険場所にステッカーを掲示し、転倒の危険を見える化し、転倒災害を防止しましょう。
チェックシートや、ステッカーは厚生労働省ホームページよりダウンロードできます。
●https://anzeninfo.mhlw.go.jp/

　当社は昭和３８年に奥州市で創業し、今では廃棄物収集運搬
業務や設備工事、特殊工事など営業品目や営業エリアの拡大
を図りながら現在に至っております。  
　「人と地域社会の繁栄に貢献する」を企業理念に掲げ、地域
社会に必要とされる企業、そしてお客様や社員の繁栄に貢献
できる企業を目指し今後も日々精進して参ります。さて、今回
我社のホープとして紹介するのは石川将大くんです。
　石川将大くんは入社6年目の25歳ですが、すでに１男１女
のパパです。小さなころから野球に取り組み、リトルリーグ時
代にはあの大谷翔平選手と同じチームでプレイをしていたそう
です。今でも地元の野球チームに所属し休日には家族が見守
る中グラウンドで汗を流してします。 その影響で息子さんが家
の中で素振りをしてしまうそうです…
　今後は当社の中心的存在になれるよう、仕事も家庭もプラ
イベートも何事も精一杯頑張って下さい。期待しています！

株式会社 オイラー
昭和４９年２月設立
従業員数７２０名（令和元年１２月３１日現在）

■出身／奥州市水沢
■入社年月日／平成26年4月1日
■担当業務内容／床・ガラス清掃他（移動班）
■趣味／野球・旅行
■一言／何事も精一杯頑張ります。

株式会社 オイラー

　 石川　将大 さん
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快適な環境を目指して!
安心で快適な環境を創造する
岩手県ビルメンテナンス協会

いしかわ しょうた

転倒災害を防止しましょう !

盛岡市　高松の池


