
  July 2020 夏号 Vol.90 

4 

 

緑十字賞は、中央労働災害防止協会（厚生労働大臣 

より認可された公益法人）より、長年にわたり産業安全

又は労働衛生の推進向上に尽くし、その功績が認められる個

人及び職域グループ等に対して表彰されます。森田副会長

は、当協会に於いて1999年より安全衛生委員として、現在は

安全衛生委員会の担当副会長として活動いただいています。 

 

南部 昨年、京都協会より森田副会長を推薦しました。20 年

前からの安全衛生に関する活動記録をまとめた推薦理由書

を、全国ビルメンテナンス協会（以下、全協）に送り・・・全国か

ら集まった推薦者の中から全協が決定し、中央労働災害防止

協会に推薦する、という流れでした。 

 

山本 そうそう。安全衛生に関する活動を単に長く続けてい

るからといって選ばれるわけじゃないしね。受賞、素晴らしい。 

 

南部 この機会に改めて過去の記録をいろいろと見ていた

のですが、山本副会長も 2 年前まで安全衛生委員会の担当

副会長で、平成23年に緑十字賞を受賞されていますね！ 

 

山本 ちょうど僕がこの業

界に入った昭和63年頃は、

全協が当時の労働省から

『労災特別指定団体』に指

定されていてね。全協の肝

いりで、この京都協会でも、

「安全衛生講習会」や「労災

保険収支改善対策問題座

談会」っていうのを開催し

たりしてたよ。今でも労災の

収支率のデータを全協が送ってくれてるやろ？ 

 

南部 あ、はい。でも労災の収支率って？（無知でｽﾐﾏｾﾝ） 

 

山本 安全衛生大会の資料に使えるよう、送ってくれてるん

だけど、この労災保険の収支率をみると、労働災害の増減が

一目でわかる。収めた保険料 100％に対して、支払った保険

料が少なければ事故が少なかったんやな、ということ。逆に、

100％を超えてくると労働災害が多かったんやと想像できる。

本当は100％を切るのがいいんやけど、なかなか難しい。 

 

南部 なるほど。最

新の資料では京都

府の労災保険の収

支率、154.7％（平

成29年）となってま

す。これ、オーバー

してますよね・・・。

近畿地区で見てみ

る と 、大阪府は

88.2％ですが、和

歌山県と奈良県は

300％超えです！ 

 

山本 ただ単純に

横並びでその数字

を見るのではなく

て、その地域ごと

に、個別で数字の

推移を見て行かないとだめ。分母が小さいと、1 件の事故で

も数字が大きく変わってくる。大阪府は業者の数が多い。そ

れに比べて奈良県や和歌山県は少ない。 

 

森田 東京都も労災保険料の収支率はいつも良かったんじ

ゃないかな。京都府の数字の推移はどう？ 

 

南部 京都府は平成12年の187.2％が一番悪くて、平成20

年に 109.6％まで回復したのですが、その後はだいたい

140から160。一定数の労働災害は発生してるって事ですね。 

※資料は平成7年からのものです。 

６月。まだまだ京都でも各イベントの自粛や不要不急の外出は控えるようにと叫ばれる中、このコーナーの為に「お話を

聞きたいので珈琲飲みに来てください」とお声掛けは、さすがの私たちでも無理だなぁ・・・と思っていたところ、会長より「三

役会議を開催する」とのお言葉が。と、いうことは・・・こちらからわざわざこのためにお声掛けをせずとも来局いただける！

チャンス！と、いうわけで、昨年10月23日に『令和元年度緑十字賞』を受賞された、当協会の副会長、㈱コーエーピー

ビーエムの森田清孝専務取締役にお話をお伺いすることにしました。そもそも、「緑十字賞ってどんな賞？」という素朴な

疑問があったので、ここは無理を言って、藤井会長、山本副会長にも居残りをお願いしました。 
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令和元年度緑十字賞 授賞式の様子  

緑十字賞受賞 森田 清孝 副会長 

令和元年 10 月 23 日 
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森田 普段、安全に対して意識をしていても、やっぱり、ふ

っと抜けてしまう瞬間がある。この業界は年齢層も高いし、日

常清掃なんかだったら、現場で一人で作業ということも多い。

案外、危険な作業の方が事故は少ない。一番多いのは、慣

れた作業や単純な作業のとき。事故の半数近くが「転倒」。危

険じゃないって油断してる時が一番危ない。 

 

山本 そうそう。この業界が他の業界と違うのは、労働災害を

なくそうと思ったら、一人一人の意識がめちゃくちゃ重要って

こと。例えば、工場での安全について考えてみると、足元が

滑りやすいっていう危険な箇所があれば、それに対して物理

的な対策を取ることが出来る。スロープを付ける、手すりを付

けるなど。でも、この業界って、ほとんどの人が“お客さんの

職場へ行く”やん？働く場所が、自社じゃないことが多いから、

物理的な安全対策は無理なわけ。この業界での労災ゼロを

目指そうと思ったら、一人一人の意識に訴えかけるしかない。 

 

南部 なるほど！！ 

 

森田 安全衛生大会が各

都道府県協会で行われて

るやろ？それは皆に安全

を意識してもらうため。京

都協会も年に 1 回の開催

やけれども、これはすご

い重要な意味がある行事

やと思ってるよ。 

 

藤井 安全衛生大会って、協会の会員さんだけじゃなくて、

ビルメン業界に携わってる企業なら誰でも来てくださいって、

みんなに呼びかけるやろ？それはこの業界における公益社

団法人の協会としての大切な役割なんやで。 

南部 なるほど・・・そうだったんですね。入場無料でたくさ

ん人を呼ぶし、単純に、お金かかるなぁ、と思ってました・・・

（反省） 

 

森田 今年の安全衛生大会は、コロナの影響もあるし、どん

な風にするのか考えないと。たくさんの人は集まれないかも

しれないけれども、でも安全を意識してもらう機会を作る、啓

発活動をする、という協会の役割も忘れたらあかんと思うしね。 

 

藤井 こういう

時だからこそ、

協会がやらなあ

かんこともある。

状況をみて無理

はせず、でも、

役割は忘れたら

あかん。 

 

山本 今年の

安全衛生大会の

ことは、委員長である平井理事を中心に、また安全衛生委員

会で話し合ってもらいましょう。 

 

南部 そうですね！私も今回は安全衛生大会の役割や労災

保険料の収支率について学んだので、この気持ちのまま、

安全衛生大会の会場に飛び込みたい気分です！ 

藤井会長、山本副会長、森田副会長、貴重なお話、ありがとう

ございました！！ 

 

      この座談会の後、労災保険収支率の詳しい資料が 

見たくなり、軽い気持ちで全協に問い合わせてみ

たのですが、私があまりに無知だった為、「全国ビルメンテナ

ンス協会20年史」「30年史」「40年史」から、当時の労働省と

のやり取りや労働災害ゼロにむけての取り組みの歴史を抜

粋した資料まで送っていただくという事態にまで発展しました。

最初は「緑十字賞ってなに？」から入った私ですが、お陰様

で思っていたよりも深く「労働災害撲滅！」に向けての心意気

を学ぶことが出来ました。 

何度も根気よくやり取りをしてくださった松永様、また繋い

でくださった関内様、本当にありがとうございました。 

                         事務局 南部 翼 

 

我が家のご近所に住む、お年寄り夫婦。子供が小さい頃は、子育てを随分助けてもらいま 

した。買い物へ行く間の子守をしてもらったり、ケガした！熱出た！どうしたらいい？さらには、 

しょうゆがない、卵がない！まで、何かあるたびに駆け込んでいました。 

あれから20年、子供の入学、成人、旅立ちの度に、涙を流して喜び見送ってくれています。 

 

歳を重ねると涙もろくなるとはいいますが、先日はとうとう私が作ったお好み焼きを食べて「お 

いしいわぁ～」と泣き、子供のように腕で涙をぬぐっていました。いやいやいや、フツーの家庭 

のお好み焼きです。泣くほどじゃない、逆に恥ずかしい(笑) 翌日、私の大好きな高級食パンを買ってきてくれました。もちろん、

そんなつもりじゃなかったけれど、大好物は喜んでいただきます。 

まるで、わらしべ長者。どんなに返しても返しても、追いつかない恩返し。 

 

 
今日は 

恩返しのお話 
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 令和 2 年 7 月 4 日（土）、藤井会長より三役及び事務局に連絡

があり、急遽、熊本県南部豪雨における支援物資として備蓄用の

マスクを熊本県へ送る提案がありました。 

 6日（月）、理事役員への承認を済ませると同時に熊本県協会へ

連絡させていただきました。被害の大きな避難所へは、道路が寸

断されており、この時点では届けることが不可能であるということ

で、熊本県協会事務局で受け取っていただき、被災地自治体より

熊本県へマスクの支援要請があった時に熊本県協会から送って

いただくということになりました。 

 会員の皆様からお預かりしておりましたチャリティ金を活用させ

ていただき、この支援に繋がりましたことをご報告いたします。 

事務局 南部 翼  

  

 

 

Information（7月から 9月の予定） 会員の変更事項 

【公益事業委員会】 

■ﾋﾞﾙｸ講師・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ水準調整会 

8月28日予定 京都協会 講習会場 

■ビルク1級 受検準備講習 

9月9日予定 京都協会 講習会場 

■ビルク3級 受検準備講習 

9月17日予定 京都協会 講習会場 

■清掃作業従事者研修指導者講習会 
※6月予定としておりましたが、来年1月 
開催予定に変更しました。 
 

【安全衛生委員会】 

■委員会 

 7月14日 

【経営開発委員会】 

■委員会 

 7月20日 

 

 

【広報委員会】 

■ＫＢＭＡニュースVol.90（夏号） 

 7月 発行 

■委員会 

 開催日未定 

【総務厚生委員会】 

  ■委員会 

  7月10日 

【青年部会】 

■部会            

 開催日未定 

【理事・役員会】 

 7月30日 

 

【代表者変更】 

■近鉄ビルサービス株式会社 

京都支店 （正会員） 

 支店長 中野 伸二 

 2020年6月24日付 

■株式会社リンレイ 

大阪支店 （賛助会員） 

 支店長 青木 徹 

 2020年6月1日付 

 

【退会】 

■環協株式会社 （正会員） 

 （旧：日本環境サービス株式会社） 

2020年4月30日付 

緊急 熊本県南部豪雨における支援をしました 
令和２年７月６日（月） 

※上記予定は今後のコロナウイルス感染症の

発生状況により変更となる場合があります。 

 今回も、3名の方にお越し頂いた際に普段なかなかお聞きできないことをお尋ねしてみました！ 

 ○藤が藤井会長、○山が山本副会長、○森が森田副会長です。 
 

Q1 好きな色は何色ですか？  ○藤オレンジ ○山紺 ○森赤 

Q2 自分の前世は何だったと思いますか？  ○藤ルパン三世 ○山イルカ ○森サル 

Q3 もし有名人に会えるとしたら誰に会いたいですか？ ○藤上杉謙信 ○山織田信長 ○森渋野日向子 

Q4 自分にコレ足りないなぁと思うものは何ですか？○藤あと一言 ○山体重 ○森ボキャブラリー 

Q5 今一番欲しいものは？  ○藤車 ○山愛と平和 ○森 OBの出ないドライバー 

Q6 最近一番笑ったことは何？ ○藤常に笑ってる ○山ダイアンの漫才 ○森Q5の山本副会長の回答 

Q7 好きな食べ物は何ですか？  ○藤粉もん  ○山うな重（鰻にはうるさい）  ○森寿司 

Q8 幸せを感じる瞬間は？ ○藤 Familyみんなが揃ったとき ○山朝起きたとき ○森孫の笑顔を見るとき 

Q9 思いつく四字熟語もしくは座右の銘はありますか？ 

   ○藤 「為せば成る」 「継続は力なり」 ○山 「果報は寝て待て」 「棚から牡丹餅」 ○森 「一心不乱」 
Q10 これから挑戦してみたいことは何ですか？ 

○藤パイロット（1人で小型飛行機などを操縦して空を飛びたい） 
○山フルマラソン ○森シニアプロゴルファー 
 

快くご回答いただきありがとうございました。 

おだちゃんの 一問一答！ 


