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「おそうじ大好きロボット」 青木理成（3年生） 
（株式会社浄美社） 

「たのしくおそうじ」 高橋優亜（1年生） 

（株式会社中央保健工業社） 

「宇宙人を呼んで掃除をしてもらう」 板坂鼓馬（1年生） 

（近建ビル管理株式会社） 
「私の家政夫ロボットさん」 荘所希那（3年生） 

（双葉メンテナンス工業株式会社） 

第 14回 
こども絵画コンクール 

作品紹介 

▶ 病院清掃における新型コロナウイルス感染防止対策研修会 開催 

▶ 新コーナー 会員通信✉ 

▶ ホットコーヒーいかがですか？では、病院清掃コロナ対策研修会でお話してくださった 

                     髙橋氏（ホスピタル・メンテナンス株式会社）にお話を伺いました 

たくさんの応募を本当に   
ありがとう！ 

今年もみんなの作品を 
楽しみに待ってるよ！ 
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令和2年12月6日

（日）に「梅小路キッズ

アートキャンパス！！

2020」がオンラインで

開催され青年部会で参加

させていただきました。 

前年までは京都市下京区

内の小学校跡地を活用し

て対面にて企業や団体が

ワークショップなどを出

展し、次世代を担う子供たちに多様な「学び」を体験す

る機会を提供するイベントでした。 

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大により、今回

はオンラインでの開催となりました。我々の開催内容は

ピカタンにホウキやタオルの正しい使い方を教えるとい

うテーマで行いました。ピカタンがホウキやタオルを使

う姿をパソコンの画面越しに参加している子供たちに見

てもらい、正しい使い方か？間違った使い方か？をクイ

ズ形式で答えてもらいました。参加してくれた子供たち

はチャットを使って積極的にコメントをくれたりして楽

しそうに過ごしていました。今回のオンライン配信はス

タジオにて行われました。 

個人的な感想となり恐縮ですが、スタジオには想像以

上に本格的なセットが組まれており、ホウキお兄さん役

をさせていただきまし

たが非常に緊張いたし

ました。オンラインは

初めての試みというこ

ともあり不安がありま

したが、子供たちの楽

しそうな様子を見てい

ると不安も解消されま

した。何よりも子供た

ちが楽しそうで非常に

良かったです。 

青年部 植西 浩仁 

した。続いて「環境衛生の必 

要性と対策法」と題し、今後 

問題となる病原菌の説明や 

対策について講習が行われ 

午後からは、山﨑協会講師 

より「安全と衛生」について 

の講習がテキストに沿って 

行われました。その後、清掃 

作業従事者研修指導講習会

では初となる、「府立特別支援学校の取り組みについて」

の紹介が、京都府教育庁指導部特別支援教育課荒川様より

行われました。小休憩を挟み、植西協会講師より「清掃の

目的と従事者の心得」の講習が行われ、森協会講師による

「最新情報の提供」として、新型コロナウイルスの基礎知

識や感染経路、対策方法などを説明していただきました。

最後に「この講習会で学んだ内容は会社に持ち帰り、新人

や現場の研修に活用してください。」との挨拶があり、受

講生に修了証が渡されて、講習が終了しました。受講生、

講師のみなさん、長時間にわたる講習、お疲れさまでした。 

    広報委員会 日下部 侑希 

 

 

次回の当講習会は、２０２１年６月に実施予定です。２０１８年

（H30）６月に受講された方が対象です。修了証をご確認く

ださい。（申込開始は5月予定です）※申込開始の 

通知が来る、当協会LINEアカウント登録が便利です！ 

京都・梅小路みんなつながるプロジェクト 

「梅小路キッズアートキャンパス‼2020」オンライン開催 
2020年12月6日（日）10：00～17：00  

 

令和２年度 清掃作業従事者研修指導者講習会 開催 
2021年2月18日（木）9：30～18：00 京都テルサ 東館 中会議室 

全国ビルメンテナンス協会が清掃作業従事者研修の指

導者の育成を目的として開催する「清掃作業従事者研修

指導者講習会」が京都ビルメンテナンス協会により、京

都テルサ東館中会議室にて開催されました。この講習会

は、昨年の6月に開催予定されていたもので、コロナウ

イルス感染症拡大の影響により2度の延期を余儀なくさ

れ、三密を避けるため広い会場を確保し、やっとこの日

の開催となりました。 

開催に先立ち、藤井会長より挨拶があり「一日中座学

の講習会で長丁場となりますが、資格を継続するには必

ず必要な講習会ですので、受講者の皆さんは初心に戻っ

て、指導者という立場を意識して学んでいただきますよ

う、宜しくお願い致します」と述べられました。 

午前中は、京都府健康福祉部生活衛生課の手塚様より 

「建築物衛生法と知事登録について」の講習が行われま 
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 2月 2日（火）午後 2時 30分より、メルパルク

京都にて一般社団法人京都私立病院協会主催にて

第 1回病院清掃における新型コロナウイルス感染

防止対策研修会が行われました。この研修会は、

京都府内の新型コロナウイルスの陽性患者を受け

入れている病院で、現在医療従事者が行っている

コロナ病棟の清掃作業を業者委託しても安全に作

業ができるよう正しい知識を身につけるために行

われました。 

研修は 3部構成となっており、最初に『新型コ

ロナウイルス感染症の基礎知識と感染防止対策に

ついて』、最新の医療情報とデータを元に、新京都

南病院 清水院長よりお話がありました。感染症

の基礎知識としてウイルスと細菌の特徴について

両者の大きさの違いや、自ら増殖するのが細菌で

あり、ウイルスは自分で増殖できないなど、ウイ

ルス対策を行う上での基礎知識を学びました。 

次のテーマは、『手指衛生の方法及び個人防護具

の着脱方法について』ということで、京都桂病院 

感染管理認定看護師 谷口看護部長に実習形式で

レクチャーしていただき、参加者全員が防護具の

着脱の体験をしました。 

防護具を着た後は、

ウイルスに見立てた

蛍光塗料を塗り、脱

いだ後に蛍光塗料が

手や衣服についてい

ないかをチェックし

ました。また防護具

の一番汚れていると

ころや、手袋は穴が

開いていることを想定して防護具の有無に関係な

く手洗い、手指消毒を徹底することが感染拡大防

止につながると教えていただきました。改めて防

護具に安心するのではなく基本を徹底することの

大切さを学びました。  

最後は、当協会より公益事業委員会 森委員長

から『一般清掃と病院清掃の違い』についてお話

させていただきました。汚染区域であるレッドゾ

ーンの清掃を受託する場合、いつも使用している

ケミカルや清掃道具についても管理や仕様に様々

な工夫が必要になること、そして清掃作業従事者

についても特別の教育が必要であることを発信さ

れました。この研修会の様子は夕方のテレビニュ

ースでも取り上げられました。 

また、3月 9日（火）には同研修会の第 2回が開

催され、京都第二赤十字病院 感染管理認定看護師

の近藤 大志氏と、ホスピタル・メンテナンス株式

会社 代表取締役 髙橋 政則氏より、実際に病院と

清掃従事者がどのように協力し合い病院清掃やコ

ロナ病床清掃に取り組んできたのか、リアルな体

験談を話していただきました。病棟においては清

掃従事者が感じた問題点を病院とディスカッショ

ンできる環境作りが大切だと強く感じました。 

広報委員会 山下 耕平 

しまったのですが、それでも皆さん真剣な表情で取り組

まれていました。4名の講師の皆様、8名の選手の皆様、

関係者の皆様、 

お疲れ様でし 

た。来年は通 

常通りの大会 

が開催されま 

すように願っ 

ています！ 

 

事務局 南部 翼 

病院清掃における新型コロナウイルス感染防止対策研修会 開催 
 

第１回 2021年2月2日（火）14：30～17：30 メルパルク京都 
第２回 2021年3月9日（火）14：30～17：30 メルパルク京都 
 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で緊急事態宣言が

3月7日まで延長となった京都府下では、第18回アビリ

ンピック京都大会が延期となった後、大会自体は中止と

なり、各種目ごとに京都府代表を決めるための選考会を

行うということになりました。それに伴い、例年であれ

ば丸一日かけての練習会となるのですが、今回は、午前

の部と午後の部に分け三密を避けて実施されました。午

前の部は3名の選手、午後の部は5名の選手が参加しま

した。選考会は2日後に迫っているため、この日の課題

を持ち帰っても練習できるのはラスト1日だけという、

選手の皆さんにとっては気持ちばかり焦る日程になって 

アビリンピック京都大会 ビルクリーニング競技練習会 開催 
2021年3月16日（火）10：30～16：00 京都ビルメンテナンス協会 講習会場 
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昨年 4月に初めての

実習生をベトナムから

迎える予定だったので

すが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響によ

り海外からの入国が制

限され…約 9ヶ月遅れの今年 1月、やっと 8名の

実習生を迎えることができました。ハノイから関

西空港へは通常、直行便で 6～7時間ですが、今回

はイレギュラー続き。ホーチミン、シンガポール

を経由し 2日間かけて（宿泊なしで！）やっと日

本へ。そこから 14日間の隔離。隔離中も日本語学

校でのオンライン授業を受け、1ヶ月後の 2月 19

日、それぞれの企業に配属となりました！  

 【日本語はもちろん、交通ルー

ルや日常生活に必要な日本の常識を学びます！】 

この期間は寄宿舎付き『大阪みなみ日本語学校』

にお任せし、私たちは何度か ZOOMで交流。難し

い日本語はチャット機能を活用、何を食べました

か？何を勉強しましたか？など近況を話しまし

た。日本の歌やベトナムの歌を歌ったりも。 

【企業へ配属、実習始まり！】

「不安なことはある？」と聞くと「他の実習生た

ちはどうして

いますか？」

と。配属の日

は長い共同生

活を送ってき

た仲間と離れ

る日でもあり

ます。 

【協会が毎月、実習生に訪問指

導を行います！】初めての訪問指導の日。「どうし

てるかな？困っていないかな？」という、私たち

の心配は無用でした。企業の方々にとても良くし

ていただいているのが一目でわかりました。「○○

さん！おつかれさまです！」とたくさんの人の名

前を覚えて大きな声で挨拶していたり、実習担当

の方をお母さんのように慕って「ママ」と呼んで

いたり。様子を

見て嬉しくなり

ました。次の訪

問指導も今から

楽しみです。 

事務局 

臼井 裕美 

に行われ、京都代表を決める大会で一般の方も見学いた

だけるはずだったのですが緊急事態宣言により、種目ご

とに関係者だけで選考会を行うこととなりました。 

三密回避のため、選手が一堂に会することなく練習会同

様、午前の部3名、午後の部5名で入れ替わり、行われま

した。京都協会からは審査員として3名、補助スタッフと

して2名、参加いたしました。この日の結果は一旦大会主

催団体で持ち帰られ、後日、各種目ごとに代表決定の通知

が直接選手の皆さんに送られました。 

そして、ビルクリーニング種目の京都府代表は、中井一

貴 選手（京都府立丹波支援学校）に決定いたしました。

おめでとうございます！ 

来年は通常開催されることを祈念し、今後もアビリンピ

ック京都大会をビルクリーニングの種目をとおして技術

の向上と、業界の発展のため京都ビルメンテナンス協会と

して尽力して参りたいと思います。担当されました公益事

業委員会の皆様大変 

お疲れ様でした。引 

き続き全国大会に向 

けて指導、バックア 

ップをお願いいたし 

ます。 

広報委員会 山下耕平 

外国人技能実習の監理事業（入国～配属、訪問指導 編） 
2021年3月3日（水）、5日（金） 

3月18日（木） 

第41回全国障害者 

技能競技大会ビルク 

リーニング種目の出 

場を決める選考会が 

行われました。この 

選考会は、2021年 

12月に東京で行われ 

るアビリンピック全

国大会の京都府代表を決定することが目的です。 

アビリンピックは、障害のある方が職業能力を高め技

能労働者として自信と誇りをもって社会に参加できるよ

うに、またより多くの方に障害者の技能に対する理解と

認識を高めていただき、障害者の雇用促進と職業安定を

図ることを目的として行われています。 

アビリンピック全競技25種目ある中の「ビルクリーニ

ング」は、会場内に模擬オフィスを設け、ビルクリーニ

ングの基本動作を効率的な導線に添って行います。 

制限時間10分以内で、ほうきやモップなどの資機材を

適切に取り扱い、ゴミの取り残しや拭きムラのない仕上

がりを競うだけでなく、サービスを提供する者としての

マナーや作業効率、安全性なども評価のポイントとなり

ます。例年であれば、「アビリンピック京都大会」が盛大 

アビリンピック京都選考会にて京都府代表が決定！ 
2021年3月18日（木）10：30～16：00 京都ビルメンテナンス協会 講習会場 
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藤井選手 

の感想 

『食糧難でタマリュウ強奪』 

弊社は京都中央信用金庫のグループ会社で、金庫の清

掃業務、植木の剪定・除草、不動産の管理を主な業務として

おります。これは奈良支店での出来事です。 

当支店は、近鉄西大寺駅の近くの住宅街に位置してお

り、店の前の花壇にはタマリュウを植えました。コロナの影

響で奈良の町にも観光客が激減し、人通りが少ない毎日が

続いています。ある日のこと、日が落ちるとどこからともなく

数頭の鹿が奈良支店へやって来ては花壇を餌場のように

並んでタマリュウを食べ始めました。そして何もなかったか

のようにどこかへ消えていきます。花壇に根付きはじめたタ

マリュウはきれいに無くなり、周りには土が散乱しひどい状

態です。 

奈良の鹿は神様の使いといわれ天然記念物であるため、

駆除することができません。対策は、食べ散らかされないよ

うにするしかなく、花壇はタマリュウをやめて玉砂利にする

ことを検討中です。 

新型コロナの感染が広がり、緊急事態宣言が出されて不

要不急の外出自粛が日常化している中で、人間だけでなく

動物にまで影響が出てきているようです。早く終息して奈良

の町に観光客が戻り、鹿達には多くの鹿煎餅がふるまわれ

ることを期待しております。    中信興産㈱ 池内康之 

浄美社では、毎年、浄美社グループ全体会議『ネクス

トステージミーティング』を開催しています。1 部はワー

クショップ、2 部では食事をとりながら、社員間の交流を

図り、仕事では見ない人柄に触れることも大切にしてい

ます。会議の目指すところは、個人が自発的に進み続

ける人づくりです。 

『お客様の笑顔が見たい、社員自身も笑顔で活き活きと

働く職場でありたい』の実現に向けて、時代に合った工

夫を皆で考えています。今年は情勢を鑑みて、ZOOM

を利用した初のリモートで開催する予定です。 

また、昨年8月に 

は、このコロナ禍 

においても毎日 

現場を守ってくだ 

さる現場スタッフ 

の方々に、「体に 

良い、美味しいも

の」で「笑顔」になってもらえるよう、自然食品のギフトを

送り感謝を伝えました。    ㈱浄美社 日下部侑希 

山本清掃では「全てにおいて安全が優先する」のスローガンのもと、事故撲滅を目

指し、労働安全衛生委員会やドライバー安全運転講習を定期的に実施し、安全教育

活動に力を入れています。日常の業務中に起きた 

ヒヤリハットを共有し、工場内の危険個所等の改善、 

安全運転スキルの向上に努めています。これらの 

活動の成果として事故発生件数の減少だけでなく、 

燃費の向上や労働環境の改善にも繋がっています。 

 ㈱山本清掃 藤井正人 

 

 

協会関係者

の皆様、日頃

より協会運営

にご協力頂き 

ありがとうございます。 

 コロナの収束が見えな

い中、医療従事者のワク

チン接種が始まり、もう

すぐ高齢者の接種も始ま 

ります。 

 少し光が見えたかと思

いますがまだまだ気を緩 

めると感染拡大につなが

ります。 

 各企業様も感染対策は

十分行って頂いてると思

いますが、国や京都府の

ルールをしっかり守って

感染リスクを減らしまし 

ょう。 

 

〔2020年 12月～2021年 2月〕 

会員通信 
随時募集中！ 

事務局まで 
 

よろしくお願いします！ 

 

 

安全衛生委員会 

平井委員長 

※ 災害発生報告書の様式（ワード）が必要な方はお気軽に京都協会事務局までご連絡ください。 

TEL 075-606-1258   FAX 075-606-1259   Mail （kyoto-bma@helen.ocn.ne.jp）  
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     南部 研修後の参加者アンケートを見たのですが、 

すごい好評でした。特に、髙橋社長の病院での取り組

みの内容がとても参考になったと。 

 

森 この問題に関し

ては、我々清掃業に

携わる者がレッドゾ

ーン清掃の知識や

技術を習得すれば

解決、というわけで

はなくて、病院側とし

っかりコミュニケーシ

ョンをとって「協働」という形でやっていかないとダメだと思っ

ていて。それを見事に実践されているのが日本赤十字社京

都第二赤十字病院（以下、第二赤十字病院）と髙橋社長のホ

スピタル・メンテナンス（以下、ホスメン）だと思うんです。 

 

髙橋 よく「（コロナ病棟に入ること）怖くない？」と聞かれるん

だけど、僕自身は全然怖くなかった。5 年前に病院内で

MDRA（多剤耐性アシネトバクター）院内感染の問題が起こ

って、そこで僕らは徹底的に原因を追究して、改善策を協議

して、ありとあらゆることを変えてきた、その経験があるから。 

 

南部 協議というのはどういうメンバーで行うんですか？ 

 

髙橋 感染制御部のドクターや看護師、病院の総務課厚生係、

僕らホスメン、それに外部から環境衛生士。研修会で一緒に

講演させてもらった感染制御部の看護師 近藤さんともその

時から何でも話せる関係になりましたね。 

 

南部 それまではどんな関係だったんですか？ 

 

髙橋 普通に挨拶する程度(笑) 

 

南部 講演内容の資料を見せてもらったんですが、マニュア

ルもすごいですね。トイレ清掃もきっちり図解、写真付きで、

細かくて、私でもできそうです。もう絶対この通りにやる！っ

て感じなんですね。 

 

髙橋 そうそう。もうその通りにやってもらう。MDRA の問題

が起こって、そこで僕らは目に見えない菌やウイルスと戦っ

ているって意識した時に、見た目がきれいやから今日は拭か

なくていいわ～と、手を抜くようなことは、もう絶対にしたらあ

かんし、見逃したらあかんな、と。従業員さんには完全にマニ

ュアル通りにやってもらわないと。そして、僕らはそれをきっ

ちり、チェックすることも大事。環境衛生ラウンド（院内の清掃

チェック）は月に２回行うんだけど、感染制御部の看護師、病

院の総務課厚生係、ホスメンの僕、この 3者で必ず行う。 

 

南部 清掃のチェックだから髙橋社長だけでラウンドするの

かと思ってたら、違うんですね。 

 

髙橋 そこは病院側にもきっちり見てチェックしてもらう。そう

でないと何か問題が起こった時にお互い「見てない」「わから

ない」では済まないからね。MDRA の時に、本当に全てが

変わった。病院側も僕らも、手探り状態。とにかく何とかしなけ

ればならない、どうすれば終息させることができるのか、と。 

 

南部 今の新型コロナウイルスの状態のようですね。 

 

髙橋 そう。僕はホスメンとして病院清掃を受託している以上、

あの時NO という選択肢はなかった。レッドゾーンに入ること

をね。新たなマニュアルを作り、使用する道具を変え、管理

の方法も変え、清掃用洗浄消毒剤も中央で一括管理し、濃度

や品質を保った。誰が使っても、安全でしっかり消毒の効果

も出るように。これら全ては病院の協力がなかったら出来な

かったこと。あの研修会に参加していた同業の皆さんや病院

関係者の方に一番伝えたいことは、清掃のことは清掃業者だ

けで考えろ、じゃなくて、一緒に考えてください、マニュアル

ひとつにしても、その病院で、その現場で、しっかりコミュニ

ケーションとって、共に考え戦ってください。僕たちはこうして

病院清掃を見直しました。だから皆さんもそうしてください、

そういうことなんです。 

 

森 清掃業者に「やって

ね」だけでは絶対に上手

くいかないんですよね。

病院側との二人三脚で

作り上げていくもの。そ

の為に、いかに普段から

のコミュニケーションが

大切かってことですよ

今回は、２月と３月に開催された京都私立病院協会主催の『病院清掃における新型コロナウイルス感染防止対

策研修会』で『一般清掃と病院清掃の違い』をテーマに講演された森 貞文氏（京都ビルメンテナンス協会 理事、

㈲まこと美装 代表取締役）と、『日本赤十字社京都第二赤十字病院 ホスピタル・メンテナンス㈱との取り組み』と

題して講演されました髙橋政則氏（ホスピタル・メンテナンス㈱ 代表取締役）にお越しいただきました。 

5 
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ね。これが難しい。 

 

南部 髙橋社長のところ

はすごい信頼関係ができ

てますね。 

 

髙橋 今は本当にありが

たいことに。最初はやっ

ぱりいろいろありましたよ。

当時、改善策を講じてい

る中で、ウエスを使い回しせず一部屋ずつ交換するというこ

とで、急に洗濯物が増えた。それを干す場所を確保しないと、

と思い、総務課に屋上の一角を借りれないか聞いてみた。で

もその返事がなかなか来なかった。すると、その事を知った

感染制御部のドクターが総務課に怒鳴り込み、「これはホスメ

ンの為じゃない！！患者さんの為なんですよ！！」と。この人

すごいな、と感動した。その時の「患者さんの為」という言葉が、

完全に自分の意識の中に根付いて・・・僕らは単に清掃して

いるだけではない、患者さんの命を守ってるんや、と。 

 

森 業務として清掃をしているわけではなくて、その先に患

者さんや利用者さんの衛生と環境を守る、本来はそれが根底

にあるはずなんですよ。見失いがちなんですが。きれいに

する、つやを出すなんてことはおまけの話なんですよね。 

 

髙橋 オペ室のマニュアルを変えた時の話。先生に「オペ室

の床、つや、必要ですか？」と聞いて、仕様書の変更をした。

ワックスの回数を減らし、その代わりに表面洗浄の回数を増

やした。何が本当に必要なのか。現場それぞれで変わってく

る。見えないけれど、日常清掃では血液を拭きのばしている、

それを定期的にしっかり洗浄することの方が優先なのではな

いか。また、オペ室は特に触っていい機械、触れてはいけな

いコードなど、独特のルールがある。たまにしか入らない定

期清掃班にそれを指示するのではなく、普段から入っている

オペ室のスタッフに、定期清掃の技術を覚えてもらった。オ

ペ室に関しては分業ではなく、スペシャリストを育てることに

した。さらに、作業する細かい導線までマニュアル化した、徹

底的に。すると、拭きムラや拭き残しは劇的になくなった。 

 

南部 すごい改革ですね！ 

 

髙橋 でも最初から完璧に出来たわけではないよ。むしろ、

従業員の意識改革のほうが大変だった。病院清掃が他の商

業施設と違うのはただ掃除するだけじゃなく、間接的に人の

命をあずかっている、ということ。その意識がなければ絶対に

やっていけない。正直、「業者変えたら？」なんて悔しい言葉

を聞いた時もあった。MDRA の問題の時に僕らはこれだけ

悩んで四苦八苦してやってきた経緯があるから、コロナの問

題が起こった時、まだコロナがどういうウイルスかもわからな

い時でも、全然動じることはなかった。今までやってきたこと

をやれば、絶対に大丈夫だ、そういう自信があった。 

 

南部 なるほど。新型コロナは 2020年 1月に神奈川県内で

初の感染例が確認されたわけですが、第二赤十字病院では

いつから受け入れされたんですか？ 

 

髙橋 2020年4月上旬ですね。協議の上、病院側は重症患

者の日常清掃を担当、我々は退室時の清掃及び中等症の日

常清掃を担当、という風に２社でしっかり作業分担をしました。

で、最初の１ヶ月は僕が一人で担当しました。 

 

南部 え！社長自ら、一人でですか！？ 

 

髙橋 そりゃそうでしょう！従業員を、何かわからない危険に

さらすわけにはいかない。自らやってみて、こうやってきっち

りやれば安全なんや、って体張って証明しないと！ 

 

南部 すごいですね！流石ですね！ 

 

森 こんな風に、胸張ってビルメンテナンスの仕事やってま

すって言える人、自分の家族がビルメンテナンスの仕事して

ますって胸張って言える人がどれくらいいると思います？ほ

んと、頼もしいです！ 

 

南部 ほんと、頼もしい！ 

 

髙橋 そりゃ、キムタクと生

年月日一緒やからそれぐ

らい当然です！！ 

 

南部 そこ！？(笑) 

 

      髙橋社長、森理事、胸が熱くなるお話をありがとうご 

    ざいました！今後、このwithコロナの時代に協会が何

をすべきなのか、いろいろ考えさせられました。ほんとうにあ

りがとうございました。           事務局 南部 翼 

こちらが当時の感染制御部 部長の下間ドクターが感染対策の三本柱を描いたイラ

スト。そのひとつに「病院清掃・環境整備」と書かれてあり、京都第二赤十字病院に於い

て、ホスピタル・メンテナンス㈱の役割がいかに重要であり、またそのことをしっかりと認

識されているのかがわかります。素晴らしい関係性です！そして、きっちり守っていれば 

恐れることはない、ということです。 
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Information（4月から 6月の予定） 会員の変更事項 

【公益事業委員会】 

■委員会 

  4月13日 

■清掃作業従事者研修指導者講習会 

6月 開催予定 詳細未定 

 

 【安全衛生委員会】 

■安全と健康管理講習会 

   開催日未定 

 

 【広報委員会】 

■KBMAニュースVol.93(春号) 

4月 発行 

 

   【国際貢献委員会】 

  ■監理責任者訪問指導 

・4月14日,16日 

     5月、6月は未定 

   

 【総務厚生委員会】 

  ■令和3年度 通常総会 

     5月20日 京都テルサ 

  ■KBMAチャリティーゴルフ 

    開催日未定 

  

 

【新入会員】 

■株式会社ルフト（準会員） 2021年2月1日付 

代表取締役 寺田 真 氏 

〒601-8142京都市南区上鳥羽中河原7番地 

TEL:075-644-9416 FAX:075-644-9417 

【退会】 

■株式会社JR西日本福知山メンテック（正会員） 2021年3月31日付 

 

 【住所変更】 
■関西明装株式会社 京滋支社（正会員） 2021年2月1日変更 

  〒607-8085 京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1 

              大樹生命京都山科ビル9階 

    TEL:075-583-0911 FAX:075-583-0922 

 【代表者変更】 

■NISSHAビジネスサービス株式会社（正会員） 2021年1月1日付 

   代表取締役 西田 昌弘 氏 

 【事業所名変更】 
■近鉄ファシリティーズ株式会社 京都支店（正会員） 2021年4月1日付 

 （旧：近鉄ビルサービス株式会社 京都支店） 
  

LINEアカウント 

お友達登録 

お願いします！ 

コロナウィルス感染拡大の影響により、 

日程・会場等を変更する場合がございます。 

最新情報はホームページ、 

LINEアカウントにてお知らせいたします。 

この度、公益社団法人京都ビルメンテナンス協会
に入会させて頂きました、「株式会社ルフト」と申
します。 

弊社は害虫駆除をメインに、建物に対しての防鳥対策、害獣対策、賃貸 
マンションンに特化した防虫サービスを中心に事業を展開しております。 
殆どのメンバーが防除監督等資格を所持しており、経験 10年以上の知識・
経験豊富なメンバーがご対応させていただきます。 
現在コロナ禍で減額やスピードを求められる事が多々あるかと 
思われますが、弊社ではより良いサービスをより良い価格で 
スピード感を持って業務に当たらせていただきます。 
害虫駆除に特化した部分では御座いますが、私共の業務が協会に 
貢献出来ればと思っております。 
今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、どうぞ宜しくお願い致します。 

株式会社ルフト 

Q 今回の研修会で講師依頼

のお話が来た時はどう思

われましたか？ 

A 森さんが真剣な様子で

話を持ってこられたの

でこの話を受けようと

思いました。 

Q研修会後の反響が大きかっ

たですが、どんなお気持ち

ですか？ 

A役に立ててうれしかった 

Q お話の中で何を一番伝えたい！

と思われましたか？ 

A感染対策の三本柱 

1手指消毒  

2抗菌薬の適正使用 

3病院清掃環境整備 

Q 尊敬する人は誰ですか？ 

A（自分を育ててくれた）親や

おじさん。 

後は、土方歳三、山本五十六 

Q今後取り組んでみたいこと

はありますか？ 

A病院清掃の意識改革！ 

Q ご自分の前世は何だったと思い

ますか？ 

A将軍か 

全国旅する修行僧 

Q 宝物は？ 

A仲間！ 

Q無人島へ 1つ持って

いくとしたら何を

持っていく？ 

Aスコップ 

Q 座右の銘は？ 

A金儲けより、 

ひと（人）儲け！ 

Q 死ぬ前に食べたいものは？ 

Aメロン 

Q 一番落ち着く場所は？ 

A風呂 

Q 自分の性格を一言でいうと？ 

Aへんこ 

今回の春号では、3 月 9日に行われた 

「第 2回病院清掃における新型コロナウイルス感染防止対策研修会」で、 

お話してくださった髙橋政則様（ホスピタル・メンテナンス㈱）に、どうしても

お尋ねしたかった簡単な質問に答えて頂きました！ 


