
令和３年度 事業報告 

自：令和３年６月 １日 

至：令和４年５月 31日 

 

令和３年度は、前年度に続き、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、総会の書面

開催や安全大会等一部事業の中止等がありましたが、その他は関係各位のご協力のもと、

概ね計画どおり事業を実施することができました。 

また、各種規程の見直しを行い、協会長表彰として協会功労者表彰等の追加や委員会

規程に新たに防災特別委員会を設けるなど、協会の体制充実化を図りました。 

令和３年度に実施した主な事業の概要は、以下のとおりです。 

 

【会議報告】 

１ 定時総会 

・日 時 令和３年７月 27日（火）（書面開催） 

・場 所 静岡ビルメン会館 

・出席者 45社（うち委任状 22社、議決権行使書面 13社）（会員数 51社） 

・議 案 ①令和２年度事業報告について 

②令和２年度収支決算報告について 

③任期満了に伴う役員の改選について 

 

２ 臨時総会 

(1) 第１回臨時総会 

・日 時 令和４年２月８日（火）（書面開催） 

・場 所 ㈱サン事務所 

・出席者 40社（うち委任状 23人、議決権行使書面 15人）（会員数 51社） 

・議 案 ①令和３年度上半期における事業執行状況について 

②令和３年度上半期における収支予算の執行状況について 

(2) 第２回臨時総会 

・日 時 令和４年５月 31日（火）午後４時 40分～ 

・場 所 ホテルグランヒルズ静岡 

・出席者 47社（うち委任状 17社）（会員数 51社） 

・議 案 ①令和４年度事業計画について 

②令和４年度予算について 

 

３ 理事会 

(1) 第１回理事会 

・日 時 令和３年７月 12日（月）午後５時～ 

・場 所 静岡ビルメン会館 

・出席者 理事９名 

・議 題 ①令和２年度事業報告について 

②令和２年度収支決算報告について 

③任期満了に伴う役員改選について 

④令和３年度定時総会の開催について 

⑤創立 50周年記念費用の積立について 

⑥安全大会の開催について 



(2) 第２回理事会 

・日 時 令和３年７月 27日（火） 午後４時 42分～ 

・場 所 静岡ビルメン会館 

・出席者 理事 10名、監事１名 

・議 題 ①任期満了に伴う一般社団法人静岡県ビルメンテナンス協会の会長、

副会長の選任について 

②令和３年度・令和４年度の各委員会の編成について 

(3) 第３回理事会 

・日 時 令和３年９月 13日（月） 午後１時～ 

・場 所 各事務所（Zoom会議） 

・出席者 理事 10名、監事１名 

・議 題 ①安全大会の開催について 

②防災用倉庫の設置について 

(4) 第４回理事会 

・日 時 令和３年 12月７日（火） 午後５時 15分～ 

・場 所 静岡ビルメン会館 

・出席者 理事 10名、監事１名 

・議 題 ①令和３年度上半期における事業及び決算の報告について 

②令和３年度臨時総会の開催について 

③ビルメン会館駐車場への倉庫の設置について 

④委員会規程の改正について 

⑤協会会長表彰規程の改正について 

⑥災害時応援協定について 

⑦奉仕活動対象施設の検討について 

(5) 第５回理事会 

・日 時 令和４年１月 31日（月） 午後４時～ 

・場 所 各事務所（Zoom会議） 

・出席者 理事９名、監事１名 

・議 題 ①ビルメン会館駐車場への倉庫の設置について 

②（一社）静岡県ビルメンテナンス協会表彰規程の改正について 

③災害時支援協定について 

④臨時総会の開催について 

⑤５０周年記念事業について 

(6) 第６回理事会 

・日 時 令和４年５月 17日（火） 午後３時 15分～ 

・場 所 静岡ビルメン会館 

・出席者 理事 11名、監事１名 

・議 題 ①令和４年度事業計画（案）について 

②令和４年度予算（案）について 

③令和３年度臨時総会の開催について 

④令和４年度定時総会の開催について 

⑤協会表彰規程の運用及び被表彰者の選考について 

⑥防災特別委員会について 

 

 

 



４ 委員会の開催 

（総務委員会） 

(1) 第１回総務委員会 

・日 時 令和３年７月８日（木）午後４時～ 

・議 題 ①令和２年度事業報告（案）について 

②令和２年度収支決算報告（案）について 

③任期満了に伴う役員改選方法について 

④令和３年度定時総会の対応（案）について 

⑤創立 50周年記念費用の積立について 

(2) 第２回総務委員会 

・日 時 令和３年 12月７日（火）午後４時 30分～ 

・議 題 ①令和３年度上半期における事業及び決算の報告について 

②令和３年度臨時総会の開催について 

③ビルメン会館駐車場への倉庫の設置について 

④委員会規程の改正について 

⑤協会会長表彰規程の改正について 

⑥災害時支援協定について 

⑦奉仕活動対象施設の検討について 

(3) 第３回総務委員会 

・日 時 令和４年５月 10日（火）午後４時～ 

・議 題 ①令和４年度事業計画（案）について 

②令和４年度予算（案）について 

③令和３年度臨時総会の開催について 

④令和４年度定時総会の開催について 

⑤協会表彰規程の運用及び被表彰者の選考について 

⑥防災特別委員会について 

 

（業務運営委員会） 

(1) 第１回業務運営委員会 

・日 時 令和３年６月 24日（木） 午前 10時～ 

・場 所 静岡ビルメン会館 

・議 題 ①令和３年度静岡県障害者技能競技大会について 

 

（教育研修委員会） 

(1) 第１回教育研修委員会 

・日 時 令和３年７月１日（木）（書面開催） 

・議 題 ①貯水槽清掃作業従事者研修について 

②清掃作業従事者研修指導者講習会について 

③清掃作業従事者研修について 

(2) 第２回教育研修委員会 

・日 時 令和３年 12月７日（火）午後３時～ 

・場 所 静岡ビルメン会館 

・議 題 ①清掃作業従事者研修について 

②委員会の今後について 

 

 



（労働委員会） 

(1) 第１回労働委員会 

・日 時 令和３年６月８日（火）（書面開催） 

・議 題 ①労働安全に関する「論文・標語・ポスター」の募集について 

(2) 第２回労働委員会 

・日 時 令和３年８月 30日（月）午後３時 30分～ 

・議 題 ①労働安全に関する「論文・標語・ポスター」の審査について 

②安全大会について 

③労働災害報告について 

 

（広報厚生委員会） 

(1) 第１回広報厚生委員会 

・日 時 令和３年６月８日(火) 午前 10時～ 

・場 所 静岡ビルメン会館 

・議 題 ①「ＭＹ写真｣「おもしろ川柳」の審査について 

②｢しずおかビルメン会報｣の編集について 

 

５ 青年部会 

（総会） 

(1) 令和３年度通常総会 

・日 時 令和３年６月 23日（水） 午後５時～ 

・議 題 ①令和２年度事業報告及び収支決算報告 

②役員改選 

③令和３年度事業計画及び予算 

 

６ 地区本部会議・全国協会 

(1) 中部北陸地区本部会議 

①2021年度第１回地区本部会議(ZOOM会議) 令和３年６月 14日（月） 

②2021年度第２回地区本部会議(ZOOM会議) 令和３年 10月 28日（木） 

②2021年度第３回地区本部会議(ZOOM会議) 令和４年２月 14日（月） 

(2) 全国協会定時総会 

①2021年度定時総会 令和３年７月 30日（金）（東京都） 

（議決権行使書面、委任状、zoomミーティングを併用） 

 

 



【事業報告】 

１ 総務に関する事業（総務委員会） 

(1) 事業計画に基づく予算の適正執行、円滑な協会活動の推進 

令和３年６月 29 日（火）、令和２年度事業及び収支決算について、監事２名によ

る書類監査を実施し、適正と認められた。 

(2) 登録事業者への協力 

全ての登録事業者を対象に、従事者研修会、研修指導者講習会の開催案内を発出

し、研修会・講習会への受講参加を促した。 

(3) 協会への加入促進 

正会員数は 51社、賛助会員数は 16社で、新規加入、退会はなかった。 

(4) 協会ホームページによる情報の公開 

協会ホームページを活用し、各年度の事業計画や事業報告、決算報告等の資料や

会員名簿等を公開した。また、法改正など重要な通知等を掲載し会員への周知に努

めた。 

(5) 表彰に関する事業 

協会表彰規程を改正し、従来の優良従業員の他、協会事業に貢献した協会功労者

等を表彰対象に加えた。令和４年５月 31 日（火）、優良従業員９社 48 名と協会功労

者２社２名を会長表彰し、表彰状及び記念品を授与した。 

(6) その他 

委員会規程を改正し、新たに防災に関する事業を担当する「防災特別委員会」を

設置した。また、ビルメン会館の駐車場に倉庫を設置し、防災関係機材やビルクリ

ーニング技能競技用機材等が保管できるようにした。 

 

２ 経営管理及び業務の適正化に関する事業(業務運営委員会) 

(1) 令和３年度アビリンピック ビルクリーニング競技への協力 

・日 時 令和３年７月１０日（土） １０時～ 

・場 所 静岡市東部勤労者福祉センター 清水テルサ 

・概 要 静岡県及び（独）静岡県高齢・障害・求職者雇用支援機構が主催する

アビリンピックに協賛し、ビルクリーニン競技における審査員の派遣

や競技資機材の提供、会場の準備、競技の運営などに協力を行った。 

(2) ビルメンセミナー 

令和４年１月２６日（水）に開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染

症拡大の状況を踏まえ中止とした。 

 

３ 各種講習会、研修に関する事業（教育研修委員会） 

(1) 貯水槽清掃作業従事者研修の開催 

建築物衛生法に基づく研修登録機関として、貯水槽清掃作業従事者を対象に研

修を実施した。 

・日 時 令和３年９月 15日（水） 午前９時 30分～ 

・場 所 静岡県男女共同参画センター「あざれあ」２階大会議室 

・参加者 57名 

・講 師 協会３名（登録講師）、県水利用課職員１名 

(2) 清掃作業従事者研修指導者講習会の開催 

研修登録機関である（公社）全国ビルメンテナンス協会の下、建築物清掃業、

環境衛生一般管理業及び環境衛生総合管理業に係る従事者研修指導者を対象に新

規講習及び再講習を同時開催した。 



・日 時 令和３年 11月 30日（火） 午前９時３０分～ 

・場 所 静岡県男女共同参画センター「あざれあ」２階大会議室 

・参加者 47名（新規 12名、再講習 35名） 

・講 師：協会４名（協会講師）、県水利用課職員１名 

(3) 清掃作業従事者研修の開催 

建築物衛生法に基づく研修登録機関として、建築物清掃業、環境衛生一般管理業

及び環境衛生総合管理業に係る清掃作業従事者研修を対象に実施した。 

・日 時 令和４年４月 14日（木） 午前９時 20分～ 

（新型コロナの影響により当初予定の２月 22日を変更） 

・場 所 静岡県男女共同参画センター「あざれあ」２階大会議室 

・参加者 31名 

・講 師 協会６名（登録講師）、シーバイエス㈱２名 

 

４ 労働諸問題に関する事業(労働委員会) 

(1) 労働災害防止に係る周知 

静岡労働局、全国協会からの文書､リーフレット等を会員にメールで送付し、周知

した。 

(2) 安全大会の開催 

令和３年 10 月 26 日（火）に開催を計画していたが、新型コロナウイルス感染症

拡大防止の観点から中止とした。 

(3) 労働、交通安全に関する論文・標語・ポスターの募集 

令和３年８月 30 日（月）に審査会を開催し、優秀作品（金賞、銀賞、銅賞、佳作）

を選考し、入賞者には表彰状及び賞金（副賞）を授与した。 

・応募数 論 文  ５社 12点 

標 語  ９社 66点 

ポスター ３社 11点 

(4) 労災事故月次報告 

毎月、各会員企業から東・中・西部地区の安全推進対策責任者を経由して月次報

告書の提出があり、それを取りまとめて中部北陸地区本部に報告した。 

 

５ 広報厚生に関する事業(広報厚生委員会) 

(1) 会報の発行 

「ＭＹ写真・おもしろ川柳」の入賞作品や当協会の事業、会員企業の事業紹介、

会員名簿等を掲載した「しずおかビルメン会報」第 66 号を８月に発行し、会員及び

関係機関に配布した。 

(2) ＭＹ写真・おもしろ川柳の募集 

令和３年６月８日（火）に審査会を開催し、優秀作品（優秀、佳作）を選定した。 

入賞者には表彰状及び副賞を授与する。 

・テーマ及び応募数 「ＭＹ写真」   「健康」     ５社 22名 39点 

「おもしろ川柳」 「癒しのペット」 ５社 22名 43点 

(3) 協会ホームページを活用したＰＲ 

各種研修事業やビルクリーニング技能競技会、社会奉仕活動などの紹介や「ＭＹ

写真・おもしろ川柳」の優秀作品や「論文・標語・ポスター」の入賞作品を掲載す

るなど、様々な活動を紹介し、協会のＰＲに努めた。 

(4) ビルメンテナンスこども絵画コンクールの実施 

全国協会が主催するこども絵画コンクールを共催して実施し、金賞（テラモト賞）



の受賞者（小学校 1年生）の学校を訪問し、表彰を行った。 

(5) 各種調査に関する事業の実施 

全国協会が例年実施している「実態調査」に協力した。 

（回収率：静岡県 42.9％、全国平均 38.9％） 

６．青年部活動 

(1) ボランティア活動 

「久能山東照宮 清掃活動」 

・期 日 令和３年 11月 15日（月） 

・場 所 久能山東照宮 境内の「社殿」 

・参加者 39名 

(2) 研修会 

「ビジネスゴルフ マナー研修」 

・期 日 令和４年５月 20日（金） 

・場 所 愛鷹シックスハンドレッドクラブ 

・参加者 ８名 

・講 師：福田 尚也氏 

（(公社)日本プロゴルフ協会ティーチングプロＡ級 ＮＦゴルフクリニック代表） 

 


