第１号議案

令和２年度

事業報告
自：令和２年６月 １日
至：令和３年５月 31 日

令和２年は、新型コロナウイルス感染症が全国に拡大し、予断を許さない状況が続い
たため、多くの人が集まって行う安全大会や社会奉仕活動、さらに創立５０周年記念式
典等の事業は中止とした。
研修会や講習会事業は、３密を避けるなど感染防止対策を講じた上で実施し、総会や
理事会、各委員会などの会議は、書面開催や Zoom 形式で行うなど、工夫を凝らして開催
した。
以下、令和２年度の事業について報告する。
【会議報告】
１ 定時総会
・日 時
・出席者
・議 案

令和２年７月２８日（火）（書面開催）
４０社（議決権行使書面４０社）（会員数５３社）
①２０１９年度事業報告について
②２０１９年度収支決算報告について

２

臨時総会
(1) 第１回臨時総会
・日 時 令和３年３月３日（水）（書面開催）
・出席者 ４２社（議決権行使書面４１社）（会員数５３社）
・議 案 ①令和２年度上半期における事業執行状況報告について
②令和２年度上半期における予算執行状況報告について
③公益社団法人全国ビルメンテナンス協会代議員の選出方法について
(2) 第２回臨時総会
・日 時 令和３年５月２６日（水）午後３時～
・場 所 静岡ビルメン会館
・出席者 ４９社（委任状２１社、議決権行使書面２８社）（会員数５３社）
・議 案 ①令和３年度事業計画について
②令和３年度収支予算について
③公益社団法人全国ビルメンテナンス協会次期代議員の信任について
④役員改選について
３ 理事会
(1) 第１回理事会
・日 時 令和２年６月１１日（木）午後 1 時３０分～
・場 所 ㈱サン 社長室
・出席者 理事１２名
・議 題 ①新規会員の承認について（㈱アクティオが賛助会員として入会）
(2) 第２回理事会
・日 時 令和２年７月１６日（木）午前１１時２０分～
・場 所 ㈱サン 社長室
・出席者 理事１３名、監事１名
・議 題 ①２０１９年度事業報告について
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②２０１９年度収支決算報告について
③創立５０周年記念式典開催費用の積立準備について
④定時総会の開催について
(3) 第３回理事会
・日 時 令和３年２月１７日（水）午後３時～
・場 所 各事務所（Zoom 会議）
・出席者 理事１２名、監事１名
・議 題 ①令和２年度上半期における事業及び収支決算の報告について
②令和２年度臨時総会の開催について
③全国ビルメンテナンス協会代議員の選出について
(4) 第４回理事会
・日 時 令和３年５月１１日（火）午後１時３０分～
・場 所 各事務所（Zoom 会議）
・出席者 理事１２名、監事１名
・議 題 ①令和３年度事業計画について
②令和３年度収支予算について
③公益社団法人全国ビルメンテナンス協会次期代議員の選出について
④役員の改選について
⑤令和２年度臨時総会について
⑥令和３年度定時総会の開催について
⑦事務局長の任免について
４ 委員会
（総務委員会）
(1) 第１回総務委員会
・日 時 令和２年６月２３日（火）（書面開催）
・議 題 ①２０１９年度事業実施状況について
②２０１９年度予算執行状況について
③創立５０周年記念式典開催費用の積立準備について
④定時総会の開催について
(2) 第２回総務委員会
・日 時 令和３年１月１９日（火）（書面開催）
・議 題 ①令和２年度上半期における事業及び収支決算の報告について
②令和２年度臨時総会の開催について
(3) 第３回総務委員会
・日 時 令和３年４月２３日（金）（書面開催）
・議 題 ①令和３年度 事業計画（案）について
②令和３年度 収支予算（案）について
③令和２年度臨時総会の開催について
④令和３年度定時総会の開催について
⑤全国協会の代議員の選任について
⑥任期満了に伴う役員改選について
⑦従業員表彰について
（業務運営委員会）
(1) 第１回業務運営委員会
・日 時 令和３年３月１０日（水）午後３時～
・場 所 静岡ビルメン会館
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・議

題

①第２０回静岡県ビルクリーニング技能競技会の役割
②競技仕様及び注意事項（新型コロナウイルス感染症対策）
③弾性床材の表面洗浄床維持剤塗布仕上げ作業の競技内容
（教育研修委員会）
(1) 第１回教育研修委員会
・日 時 令和２年７月１日（水）（書面開催）
・議 題 ①令和２年度研修講師について
（労働委員会）
(1) 第１回労働委員会
・日 時 令和２年９月２９日（火）午後３時～
・場 所 静岡ビルメン会館 ３階会議室
・議 題 ①「論文・標語・ポスター」の審査について
（広報厚生委員会）
(1) 第１回広報厚生委員会
・日 時 令和２年６月１６日（火）（書面開催）
・場 所 静岡ビルメン会館 ３階会議室
・議 題 ①「ＭＹ写真｣「おもしろ川柳」の審査について
５ 青年部会
（総会）
(1) 令和２年度通常総会
・日 時 令和２年６月（書面開催）
・議 題 ①令和元年度事業報告及び収支決算報告
②令和２年度事業及び収支予算(案)
６

地区本部会議・全国協会
(1) 中部北陸地区本部会議
①２０２０年度第１回地区本部会議(ZOOM 会議) 令和２年９月１５日（火）
②２０２０年度第２回地区本部会議(ZOOM 会議) 令和３年２月１６日（火）
(2) 全国協会定時総会
①２０２０年定時総会 令和２年７月２９日（水）（東京都）
（議決権行使書面、委任状、zoom ミーティングを併用）
(3) 全国協会定例理事会
①第 38 回定例理事会
令和２年６月１９日（金）（Zoom 会議）
②第 39 回定例理事会
令和３年１月２０日（水）（Zoom 会議）
③第 40 回定例理事会
令和３年４月２７日（火）（Zoom 会議）
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【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２年７月１４日（火）、２０１９年度事業、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案内を発送した。
(3) 協会加入者
正会員数 ：期首５３、期末５１（エイワサービス㈱、㈱ビスが５月末で退会）
賛助会員数：期首１６、期末１６
(4) パソコンの活用
協会ホームページに事業計画や事業報告、決算報告等の資料を公開し、また法改
正情報や会員名簿等を掲載するなど情報発信に努めた。また会議は新型コロナ対策
として Zoom 会議を活用した。
(5) 表彰に関する事業
令和３年５月２５日（火）、５年以上勤務し、優良と認められた 7 社、３６名の従
業員を会長表彰し、表彰状及び記念品を授与した。
(6) 会員名簿の発行
会員名簿をビルメン会報誌（令和２年９月発行）に掲載し、会員及び関係機関に
配布した。
(7) その他
令和３年２月２６日（金）、県庁において「静岡県」発注のビルメンテナンス入札
制度に関する要望事項について、当協会顧問の天野一県議及び中沢公彦県議と意見
交換した。
２

業務運営に関する事業(業務運営委員会)
(1) 静岡県障害者技能競技大会（アビリンピック）
令和２年７月４日（土）に開催予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から中止となったため、全国障害者技能競技大会への推薦選手の選考会
が行われた。
・日 時 令和２年７月１６日（木） ９時３０分～
・場 所 静岡職業能力開発促進センター（ポリテクセンター静岡）
・概 要 当協会から審査員（競技専門委員）として２名が出席し、撮影した競
技者のビデオを見て審査を行った。また競技用資材の貸与等全面的に
協力した。
(2) 第２０回静岡県ビルクリーニング技能競技会の開催
・日 時 令和３年４月２０日（火） ９時３０分～
・場 所 ツインメッセ静岡 北館３階 第３小展示場
・概 要 ５名の選手が出場。優勝、準優勝の上位２名が地区大会に出場した。
(3) ビルメンセミナー
例年、会員企業の営業に携わる役付き職員を対象に講演及び意見交換を行ってい
るが、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

教育研修に関する事業（教育研修委員会）
(1) 貯水槽清掃作業従事者研修の開催
・日 時 令和２年９月１７日（木） 午前９時３０分～
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・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 貯水槽清掃作業従事者６６名
・概 要 建築物衛生法に基づく研修登録機関として研修を実施した。
・講 師 協会４名、県水利用課
(2) 清掃作業従事者研修指導者講習会の開催
・日 時 令和２年１１月２６日（木） 午前９時３０分～
・場 所 静岡市産学交流センター「ペガサート」７階大会議室
・参加者 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４０名（新規１１名、再講習２９名）
・概 要 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、新規講
習及び再講習を同時開催した。
・講 師：協会４名、県水利用課
(3) 清掃作業従事者研修の開催
・日 時 令和３年２月１８日（木） 午前９時２０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 建築物衛生法に基づく建築物清掃業、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３９名
・概 要 建築物衛生法に基づく研修登録機関として研修を実施した。
・講 師 協会６名、㈱テラモト
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、全国協会作成の文書､チラシ等を会員に配布した。特に新型コロナ感
染防止に向けた職場の対応等について周知を図った。
(2) 安全大会の開催
労働、交通災害防止の意識の高揚を図るため毎年１０月に実施しているが、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２年９月２９日（火）に審査会を開催し、優秀作品（金賞、銀賞、銅賞、佳
作）の入賞者に表彰状及び賞金（副賞）を授与した。
・応募数 論 文
４社
９点
標 語 １０社 ８１点
ポスター ４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、その報告を取りまとめ、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、会員名簿等を掲載した
「しずおかビルメン会報」第６５号を９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２年６月１６日（火）に審査会を開催し、優秀作品（最優秀、佳作）の入賞
者に表彰状及び賞金（副賞）を授与した。
・テーマ及び応募数
「ＭＹ写真」
（自由テーマ） ４社 ７名 １２点
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「おもしろ川柳」 「健康」
４社 ２２名 ５０点
(3) 社会貢献活動の実施（小学校の出前教室)
児童に対し、清掃の重要性と清掃が良い環境衛生の基であることを啓発するため
に例年開催をしていたが、コロナ感染症の拡大を受け中止とした。
(4) 協会ホームページのリニューアル
令和２年８月４日、協会創立５０年を機に、協会ホームページをリニューアルし、
会員や関係者、関係機関への情報発信を充実させた。
６．青年部活動
(1) 研修会
・期 日 令和３年５月１９日（水）
・場 所 静岡県産業経済会館３階特別会議室
・参加者 ２１名
・概 要 経営戦略セミナー「ライバルは時代の流れ－時代を先読む力と組織運
営・企業づくり」
・講 師：藤田尚徳（㈱なすび専務取締役､フジタカ＆パートナーズ㈱代表取締役）
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