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Ⅰ．会議開催概要 

１．日時と会場 

2020年 7 月 29日（水）14:00～16:10 ビルメンテナンス会館 4階会議室 

 

２．出席代議員 

会場で出席       1名（議長） 

インターネットで出席 22名 

書面による議決権行使 51名（全員執行部提案の議案に賛成） 

書面による委任状提出 20名（全員議長へ委任。議長は執行部提案に賛成） 

以上、計 94名出席／96名中 

 

３．議長選出 

定刻に至り、杉山事務局長が開会を宣言するとともに、代議員の過半数が

出席していることによって総会が有効に成立した旨を告げた。 

また、議長選出について、杉山事務局長が小出 修一 代議員（東京）を

議長として推薦し、承認された。 

 

４．議事録署名人選出 

小出議長から推薦があり、議長を含む次の 3 名の代議員を指名した。 

   小出 修一、小畑 宏介、西澤 敏彦 

 

５．当日の出席理事名簿（40名中 12名出席） 

①会場にて出席 

一戸 隆男（会長／代表理事）、佐々木 浩二（副会長／業務執行理事）、 

原田 長治（業務執行理事）、堀口 弘（常務理事／業務執行理事）、 

大竹 清治（総務委員長） 

 ②インターネットで出席 

中野 信博（副会長／業務執行理事）、村田 茂行（同）、佐々木 洋信（同）、 

伊藤 英明（経営・政策委員長）、金子 誠（広報委員長）、 

人見 嘉伸（技術支援委員長）、山田 春雄（会員支援委員長） 

 

６．当日の出席監事（4名中 1名出席） 

①会場にて出席 

 なし 

②インターネットで出席 

 木村 健司 

 

７．審議事項 

第 1号議案  2019年度事業報告承認の件 

第 2号議案  2019年度決算承認の件 

（2019年度事業並びに決算の監事報告について） 
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８．審議状況及び議決結果等 

第 1号議案 2019年度事業報告承認 

第 2号議案 2019年度決算承認 

（2019年度事業並びに決算の監事報告について） 

議長の求めに応じ、堀口常務理事が 2019年度事業報告の提案説明をした。 

さらに、補足として大竹総務委員長から ITインフラ整備の進捗と成果に

関する説明と、業界要望事項と達成状況に関する伊藤経営・政策委員長の

説明が添えられた。 

続いて、2019年度決算については、大竹総務委員長が提案説明をした。 

これを受けて木村監事が、事業報告、財務諸表及びその附属明細書並びに

財産目録、ビルクリーニング技能検定正味財産増減計算書とビル設備管理

技能検定正味財産増減計算書の監査結果について、前年度の状況が適正に

示されているものと認める旨の説明をした。 

審議の結果、議長は第 1号、第 2号議案の承認をそれぞれ求めたところ、

出席代議員の議決権の過半数の賛成を得て原案どおり承認された。 

以上により、2020年定時総会の議案の審議はすべて終了した。 

 

９．報告事項 

議長の求めに応じ、堀口常務理事より 2020年度事業計画の説明があった。 

さらに、補足として中野副会長から清掃作業監督者講習の実施に関する

説明と、新型ウイルス感染防止防疫業務については堀口常務理事から説明

が添えられた。 

また、大竹総務委員長より 2020年度予算の説明があった。 

なお、その他に一般財団法人 建築物管理訓練センター興膳常務理事から

業務報告と、厚生労働省年金局からの短時間労働者に対する被用者保険の

適用拡大に関する説明会が実施された。 
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Ⅱ．審議内容（概要） 

第 1 号議案  2019 年度事業報告承認の件（概要） 

 

全国協会は平成 28年度より、経営理念「人と社会を元気にする仕組みをつくる｣、 

中期ビジョン「協会員であることをデファクトスタンダードに」を定め、これを実現 

するための 3つの戦略として、①ビルメンテナンスの未来（方向性）を示す、望ましい

在り方を再定義する、②ユーザーに直接働きかけることで協会の市場への影響力を強化

する、③会員の（非会員に対する）差別化を最も分かりやすいかたちで推進する、を 

策定しました。 

2019年度においても経営理念・ビジョンの実現を目指し、戦略に基づいて事業を 

展開して参りました。以下、2019年度の主な事業成果についてご報告します。 

 

2．建築物衛生法関連事業 

2-2．環境衛生管理技術者及び監督者講習の支援 

会員の監督者講習の受講機会の拡大・充実を実現するため、全国協会が登録機関と 

なり 2021年 4月より清掃作業監督者講習を提供することととし、準備を開始した。 

 

3．普及啓発事業 

3-1．エコチューニングの推進 

全国 860自治体に対して調査を実施。 

175自治体が本制度に関心を持ち、164自治体が情報提供を希望していることを把握。

見込み客としてパイプを獲得し、導入支援を開始した。東京都千代田区と東京都多摩市

でエコチューニング導入が決定し、次年度予算化された。 

民間においても啓発活動や事業者紹介を行った結果、都内私立大学で契約締結、また

都内大型複合施設でエコチューニングの導入が決定した。 

なお、年度末現在の認定事業者は 119事業者、第一種技術者は 501名、第二種技術者

は 810名となった。 

 

3-2．発注者相談窓口の企画設計・開発準備 

発注者からの信頼獲得を目的として「ビル運営管理相談窓口」を 7 月 1 日に開設し

た。これまでに「全国 180施設の清掃の外注相談」「遠隔地の事業者紹介」「清掃品質の

不満足改善のアドバイス」「新庁舎の管理委託方法」など多くの相談が寄せられ、対応

を行った。相談者とのパイプを複数獲得するとともに、発注者より一定の信頼を獲得で

きたことを確認した。 

 

3-3．適正な発注事務の普及 

「保全業務マネジメントセミナー」を全国 4 会場で開催し、計 397 名の参加を得た。

アンケートにより「セミナーが参考になった」との回答が 83.5％（昨年 83.3％）とな

り、一定の評価が得られていることを確認した。 

2020 年度セミナーは厚生労働省との共催とし、官公庁発注者がより参加しやすいセ

ミナーとして継続開催することとした。 
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4．キャンペーン事業 

4-1．ビルメンヒューマンフェアの実施 

11 月 13 日〜15 日の 3 日間、東京ビッグサイトで「ビルメンヒューマンフェア&クリ

ーン EXPO2019」を開催し、3 日間で 12,672 名の参加を得た。資機材展示会は 156 社・

団体／307ブースの規模となった。 

フェアを「全国協会事業のプロモーションの場」と位置付け、エコチューニング、イ

ンスペクター、外国人材活用、実態調査（人材不足とデータ活用）などをテーマとした

講演企画を実施。各企画で概ね 80〜260名の参加者を得た。 

また、来場者参加型の投票企画を実施し、「会員支援事業への投票」（1,001 票）と、

「絵画コンクールへの投票」（1,999票）を得た。 

 

4-2．ビルメンテナンスこども絵画コンクールの実施 

ビルメンテナンス業および協会の認知向上、イメージアップを目的として、第 13 回

ビルメンこども絵画コンクールを実施した。 

全国から 7,553点の作品応募を得て、文部科学大臣賞、厚生労働大臣賞、環境大臣賞

をはじめ 669点の入賞作品と、学校賞 30校を選定した。 

初の試みとして「会員経由での応募作品のみを対象に、インターネット投票で入選作

を決定する」会員企業賞を新設した。233点の絵画応募と 372票の投票を得て、入賞作

品を決定した。 

 

5．教育・資格事業 

5-1．ビルクリーニング技能検定の実施 

1 級は 1,936 名の受検申請があり 738 名が合格、2 級は 643 名の受検申請があり 311

名が合格、3級は 1,044名の受検申請があり 665名が合格した。 

技能実習生向けの随時 3 級は 288 名、基礎級は 1,681 名の新規受検申請があり、各地

区本部にて検定を行った。コロナ禍の影響により、技能実習修了までに受検することが

できなかった場合の特例措置を周知するとともに、受検資格の改定を行った。 

さらに顧客・社会ニーズ視点で現行制度の問題点を把握し、見直しに着手した。次年

度に結論を出し、2〜3年後に新試験への移行を想定して準備を開始した。 

 

5-2．ビル設備管理技能検定の実施 

1級は 36名の受検申請があり 22名が合格、2級は 52名の受検申請があり 18名が 

合格した。昨今の設備機器の進歩や顧客ニーズの変化により、本資格が果たしてきた 

役割・存在意義が薄れていると考えられることから、改廃を含めた今後のあり方に 

ついて 2〜3年後に結論を出すこととして検討を開始した。 

 

5-3．ビルクリーニング分野特定技能 1号評価試験の実施 

国内試験は第 1 回（11 月〜12 月）を全国 6 会場で実施、295 名の受験に対し合格者

は 204名（合格率 69.2％）であった。また第 2回（4月〜5月）はコロナ禍の影響に 

より延期された。国外試験はベトナムで実施予定であったが、二国間協定の遅れなど見

通しが立たなくなったため、ミャンマー及びフィリピンでの実施とした。 
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ミャンマー試験（12 月）はヤンゴン市で実施、177 名の受験に対し合格者は 113 名

（合格率 63.8％）であった。フィリピン試験（2月）はケソン市で実施し、237名の受

験に対し合格者は 178名（合格率 75.1％）であった。 

国内外試験の合格者のうち、合格証明書の発行件数は 184件であった。 

 

5-4．建築物清掃管理評価資格者の認定講習の実施 

資格講習会を 8地区で 14開催し、415名が合格（申請 464名）した。  

また、フォローアップ講習（再講習）を 11月に 8地区で 13開催し、971名が修了 

（申請 994名）した。4月のフォローアップ講習はコロナ禍の影響により中止した。 

2020 年度資格講習会はコロナ禍の影響により、開催時期を延期（2020 年 8〜10 月→

2021年 2〜3月）することとした。 

さらに、受講者の負担軽減、受講機会拡大のため e ラーニング化を進めることとし、

コンテンツを作成した。 

 

5-5．病院清掃受託責任者講習の実施 

病院清掃受託責任者講習を 8 地区で 11 開催し、新規修了者 1,140 名、再講習修了者

1,925名の計 3,0250名の受託責任者を輩出した。 

また、受講者の負担軽減、受講機会拡大のため e ラーニング化を進めることとし、

2021年度の実装を予定していたが、コロナ禍の影響により 2020年度に前倒しで実施す

ることとした。 

 

6．伝達媒体運営事業 

6-1．月刊「ビルメン」の定期発行 

「会員の経営・営業に資する情報提供機能」「全国協会事業のプロモーション機能」

として、月刊「ビルメン」を月 1回（年 12回）継続発行した。 

また、「全国協会の保有媒体（デジタル、アナログ、コミュニケーション媒体）全体

の最適化と戦略的運用」の検討を開始した。 

第一弾として 2020 年 6 月より全国協会ウェブサイト「マイページ」内に、本誌電子

版の提供準備を完了させた。 

 

7．人材育成事業 

7-1．大規模イベント指導者向け講習事業 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から「東京オリンピ

ック・パラリンピック競技大会清掃委託事業者向け研修」を受託し、テキストの作成に

着手したが、コロナ禍の影響で同大会が延期されたことに伴い、研修も延期された。 

 

8．会員支援事業 

8-3．会員メリットの開発・提供 

会員限定で提供するサービスとして、「ビジネス＆ヒューマンスキル通信研修」「出退

勤管理クラウドサービス」「給与前払いサービス」「日雇い労働者マッチングサービス」

ほか、複数サービスの提供を開始した。 
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全国協会ウェブサイト「マイページ」内に、定期的に助成金・補助金の情報を提供す

るコンテンツの準備を完了した。 

また、コロナ禍に使える補助金・助成金を詳しく解説する WEBセミナーを開催し、272

名の申込み（172名参加）を得た。 

 

8-4．営業支援サービスの開発 

会員の受注機会の拡大を目的として、会員専用の営業フィールドとなるウェブサイト

の開発を計画し、次年度の公開準備を進めた。 

会員企業情報をデータベース化し、「発注者がニーズに応じて会員を検索できる」も

のとして開発した。 

なお、「発注者」はビルオーナーだけでなく、業界内での利用（会員＋会員のマッチ

ング）も想定し、幅広く活用してもらえるものとした。 

 

8-7．外国人の技能実習制度及び特定技能制度の活用促進 

ビルクリーニング外国人技能実習支援センターの業務範囲を拡大し、「ビルクリーニ

ング外国人材受入支援センター」に名称を改変。 

支援センターの登録数は 153社（5月末現在）となった。 

センターの主な活動としては次の通り。 

①「外国人材受入を基礎から学ぶ講習会」開催（8月、102名参加） 

②「特定技能制度説明会」開催（10月、116名参加） 

③「特定技能 1号評価試験訓練用動画」発行（11月） 

④「外国人雇用の企業戦略」開催（11月、178名参加）など。 

 

8-9．会員経営、協会運営等に資する情報の提供 

1）第 50回実態調査の実施 

調査票改訂など工夫を行った上で、第50回実態調査を9月〜10月にかけて実施した。 

回収率は前回を上回る 39.6%となった。 

報告書は「ビルメンテナンス情報年鑑 2020」として 2月に発行した。 

本調査で得た会員実態は、会員へのコロナ対策支援（陳情等を含む）や、会員サービ

ス開発の根拠として活用した。 

 

8-10．ITインフラ整備の実施 

1）全国協会サイトリニューアル 

7月に全国協会サイトのリニューアルを行った。閲覧者のカテゴリを意識したコンテ

ンツ提供ができるように改修し、大幅にデザインを変更した。 

 

2）「マイページ」機能の実装 

個人向けサービスを提供する「マイページ」機能を 2020 年 6 月から運用開始できる

よう、準備を完了させた。 
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3）eラーニングシステムの実装 

2020年度より、各講習を eラーニングで提供するための基盤を完成させた。 

また、全国協会が実施する資格講習管理を行う「受講管理システム」開発に着手した。 

 

8-11．東京オリンピック・パラリンピックへの協力 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会の「選手村ハウスキーピング業務」を、

ビルメン事業共同企業体が受託した。会員 79社と業務実施体制を構築した。 

しかし、コロナ禍の影響により大会が延期されたことに伴い、ハウスキーピング業務

も延期となった。事業共同企業体の活動も一時休止となったが、再開に向けたて万全の

体制を維持していくこととした。 

 

【計画外事業】 

計画外 1． 

ビルメンテナンス業における新型コロナウイルス感染拡大予防のガイドラインの策定 

業界をあげて感染拡大予防を徹底するため、政府方針に基づき「ビルメンテナンス業

における新型コロナウイルス感染拡大予防のガイドライン」を策定した。 

 

計画外 2． 

軽症者等の宿泊施設等清掃等マニュアルの策定 

新型コロナウイルス感染症軽症患者等が宿泊する宿泊施設等の清掃について、感染症

対策として清掃・消毒に関する基本事項や留意点を盛込んだ清掃等マニュアルを策定。 

 

計画外 3． 

新型コロナウイルス感染症の拡大に係る要望活動 

コロナ禍の業界への影響に鑑み、厚生労働大臣、ビルメンテナンス議員連盟などに要

望書を複数回にわたり提出した。主な内容は、次の通り 

①事業者に対する営業補償 

②衛生用品の優先的な供給 

③感染リスクが高い施設における事業者に対する特別補償の実現 

④外国人技能実習生の研修機会の拡大、雇用維持支援 

⑤業務仕様に変更が生じた際の仕様書変更、など。 

仕様書変更については、厚生労働省、総務省から通知を発出するとの回答を得た。 

また、国の「医療従事者慰労金交付事業」について、委託事業者の従事者も対象とす

るよう要望することとして準備を進めた。 

 

※2019年度事業報告書はウェブサイト（https://www.j-bma.or.jp）で公開しています。 
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第 2 号議案  2019 年度決算承認の件（概要） 
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【グラフ１】会員数の推移                     (単位：社) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在も続くコロナ禍の影響を考慮した予測推移となっています。 

増加傾向を作り出すよう公益目的事業・会員支援事業を積極的に推進して参ります。 

 

【グラフ２】経常収益の構成比の推移            (金額単位：百万円) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015～2016年度の事業収益には環境省委託事業収入が含まれています。 

（2015年度／14,230万円、2016年度／14,840万円） 

2017 年度より本来の事業規模となり推移してきましたが、今後さらなる事業拡大を

図る努力をして参ります。 

 

 

 

 

73

9 

7

77 

7

77 

7

77 

2019年度決算概要資料グラフ(下条).xlsx


- 15 - 

 

【グラフ 3】経常費用の構成比の推移            (金額単位：百万円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前グラフに示す収益構成と同様、環境省委託事業の影響を差引いて見なくてはならず、

おおよそ事業費が運営経費と管理費の合計額を若干下回る傾向で推移しています。 

さらなる事業拡大を図るため、事業費の割合を増やして参ります。 

 

【グラフ 4・5】事業別費用投入割合 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会員と直接的結びつきを持つ普及啓発事業、教育・資格事業、伝達媒体事業で 7割を

超える事業費が使われています。 

 普及啓発事業には「エコチューニング」「医療関連サービスマーク」、教育・資格事業

には「ビルクリーニング技能検定」「ビル設備管理技能検定」「ビルクリーニング分野特

定技能 1号評価試験」「病院清掃受託責任者講習」「建築物清掃管理評価資格者（インス

ペクター）講習」、伝達媒体事業には「ビルメン誌」やホームページ事業があります。 
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【グラフ 6】公益目的事業比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 安定して公益目的事業費率は推移していますが、共益事業である会員支援事業をさら

に拡大し、提供できるよう推進して参ります。 

 

【グラフ 7】本部と地区本部の経費の推移          (金額単位：百万円) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 業務管理費用である事業運営経費と管理費の合計額、いわば事業を運用していくため

の組織運営管理費は、おおよそ本部 8割・地区本部 2割の割合で推移しています。 

 今後も業務を見直し、各地区の活性化を図るとともに生産性を高める努力を続けます。 
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Ⅲ．議事内容（全文収録） 
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Ⅳ．議事内容（全文収録） 

1．オリエンテーション 

2．開会 

 

○杉山事務局長 

これより、全国ビルメンテナンス協会 2020 年定時総会を開催いたします。 

現在、東京のビルメンテナンス会館で出席されている代議員は 1名です。 

インターネットによるご出席の代議員数は 22名おります。 

これに加え、既に書面で議決権を行使されている代議員が 51 名ございます。 

議長への委任状提出が 20名です。 

合計いたしまして 94 名の出席を得ており、代議員総数 96 名でございますの

で、定款第 20条に則り本総会が成立しておりますことを、まずご報告申し上げ

ます。 

また、インターネット会議実施に伴い、残念ながら本日は関係省庁のご来賓の

ご臨席をご遠慮いただいております。皆様からのご祝辞はお手元にお配りして

おりますので、申し添えます。 

 

3．議長選出 

 

○杉山事務局長 

 それでは、次第に従いまして議長を選出いたしたいと思います。誠に恐れ入り

ますが、事務局よりご推薦申し上げたいと存じます。 

東京地区東京協会選出、小出修一代議員をご推薦申し上げたいと思いますが、

いかがでしょうか。ご異議のある方はお申し出ください。 

 

＜異議がないことを確認＞ 

 

ありがとうございます。ご異議がございませんでしたので、ここからは議長に

進行をお願い申し上げます。 

それでは、小出議長、よろしくお願い申し上げます。 

 

○小出議長 

 私、議長をさせていただくことになりました小出修一と申します。 

このたびの 2020年定時総会は、新型コロナウイルスの感染が続いている状況

から、3密を避けるなどの感染防止対策を講じて開催することとなり、インター

ネットを通して参加される代議員の方もいらっしゃいます。 

そういった方々へも十分に配慮し、また、事務局の皆様方にお手伝いをいただ

きながら円滑な議事の進行に努めてまいりますので、ご協力をよろしくお願い

申し上げます。 
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4．議事録署名人選出 

 

○小出議長 

 次第に従いまして、まず議事録署名人を選出いたします。 

議長より推薦いたしたいと存じます。東北地区秋田県選出 小畑 宏介代議員、

続いて九州地区大分県選出 西澤 敏彦代議員、以上 2 名に議長の私を加えて、

3名を推薦いたします。ご異議のある方はお申し出ください。 

事務局、確認してください。 

＜異議がないことを確認＞ 

○小出議長 

 はい、ありがとうございます。それでは、よろしくお願いいたします。 

 

5．会長挨拶 

 

○小出議長 

 それでは、審議事項に先立ち、主催者からのご挨拶です。 

会長挨拶、一戸隆男会長、お願いします。 

○一戸会長 

 代議員の皆様方、こんにちは、会長の一戸でございます。 

協会史上初のインターネットによる定時総会でございます。 

事務局よりご案内しておりますが、いろいろとご不便をおかけして申し訳ご

ざいません。ご承知のとおり、当初の予定では、本年の総会は四国徳島での開催

でございました。 

しかしながら、この新型コロナウイルスによる全世界的な感染症リスクの中、

皆様の健康を第一に考え、中止を決定した次第でございます。補足しますと、徳

島での開催は 2 年後に延期ということもあわせて決定しております。少し先の

話になりますが、また皆様とお会いできる日を楽しみにしております。 

さて、早いもので 7月も終わりに近づいておりますが、本来であれば、まさに

今このとき、東京オリンピックの感動を日本全国で共有していたと思うと、国民

の一人として残念な思いでいっぱいです。 

また、現在進行形で増え続ける感染者は全世界で 1,600 万人を超え、死者は

65 万人、日本国内においても実に 1,000 人近くの貴い命が犠牲になっており、

さらに、この事態に追い打ちをかけるように、今月初旬からの大雨によって多く

の国民が犠牲になりました。言葉では表せない、まさに痛恨の極みでございます。 

この場を借りて哀悼の意を表するとともに、ご遺族、被災者の皆様に心よりお

見舞いを申し上げます。 

このような事態において、一人の人間としての無力さを感じる昨今でござい

ますが、下を向いているわけにはまいりません。 

今、この時代に生きる全ての人々がそれぞれの立場でみずからの役割を全う

し、新たな価値を創造する、それが明るい未来を築き、我々の次の世代へと引き

継いでいく唯一の道だと考えております。 
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全国協会は、この 1 年間、後ほどの審議に際し子細説明があるかと存じます

が、様々な事業に取り組んでまいりました。もちろん、これらの中には、この数

か月行ってきたコロナウイルス関連に対応する事業も含まれます。 

一例を挙げれば、先般、政府の感染症対応の慰労金交付について、院内清掃等

の委託業従事者も含まれることになったことをお知らせいたしました。 

まだまだ業界に対する理解が不十分であることを感じましたが、会員の声を、

協会を通じて届けることにより政府や社会を動かせるのだという、大きな手応

えを得ることができました。 

また、近年、業界にとって最大の課題となっていた人材不足に対応する施策の

一環として、ビルクリーニング分野の特定技能評価試験を国内及び国外におい

て、ついにスタートをさせました。昨年度はミャンマー、そしてフィリピンで試

験を行い、今度はインドネシア、カンボジアでも実施を計画しております。 

残念ながらこのような事態で計画どおりにいかない部分もございますが、ぜ

ひ実現をさせてまいりたいと存じます。 

もちろん、人材不足という課題そのものも、この急激な社会の変化に応じて、

従来型の考え方が通じないことも承知しております。これにつきましても、社会

を注視し、業界の実態をよく把握しながら、引き続き対応してまいります。 

さらに、同じく、後ほどのご報告で本年度継続を披露させていただきますが、

新型ウイルスに対応するための感染防止、防疫業務なども含めて、今後も新しい

事業にトライしてまいります。特に協会事業の根幹をなす各種講習、試験事業に

ついて、会員目線、受講者、事業者の立場で、よりメリットを感じられるよう、

改革を図ってまいります。既にご案内のとおり、今年の病院清掃受託責任者講習

ではビデオ講習を開始いたします。 

インスペクター講習においては、いわゆる e ラーニング教材を活用し、いつ

でも、どこでも、何度でも、学習することが可能となりました。コロナ禍におけ

る緊急対応が後押しした面もございますが、今後も ITインフラ整備につきまし

ては積極的に推進してまいります。 

また、いよいよ始まります全国協会主催の清掃作業監督者講習についても、本

年末 12月までの申請と、来年度からの実施に向けて、既に本格的な検討と準備

を開始いたしております。 

本日の総会をもって、今期の任期 2年、折り返し地点を迎えました。 

本年度、全国協会としましては、苦しい経営を強いられている会員企業の皆様

の声を十二分に受け止め、会員支援委員会を中心に具体的な支援事業を展開し

てまいります。会員の皆様の便益に資するものであれば、まさに聖域なき改革を

目指してまいる所存でございますので、引き続きのご指導とご支援を何とぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

最後に、画面越しで大変恐縮ですが、代議員の皆様に改めて慎重審議をお願い

申し上げまして、2020年定時総会開会のご挨拶とさせていただきます。 

本日はどうぞよろしくお願いします。 

○小出議長 

 一戸会長、ありがとうございました。 
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6．審議事項 

  第 1 号議案 2019 年度事業報告承認の件 

 

○今井議長 

 それでは、早速、審議事項に入らせていただきます。 

 第 1号議案につきまして、上程趣旨説明をお願いします。 

 2019年度事業報告承認の件、堀口常務理事よりお願いいたします。 

 

○堀口常務理事 

 お手元の資料、9ページからご説明をさせていただきたいと存じます。 

21ページにわたる事業報告です。ご一読いただいているということを前提に、

2019 年度コロナ感染症の予期せぬ影響を受けた事業、それから、会長のご挨拶

にもありましたように、IT 化に関連する事業、なおかつ計画どおりにいかなか

った事業、及び計画外に起こった事業、その 3 点のポイントに絞り込み説明を

させていただくことをお許しいただきたいと存じます。 

それぞれ、公益事業に沿ってご説明を申し上げます。 

本来ですと、業務執行理事がそれぞれの事業を担当しておりますので、代表し

てお話しを申し上げさせていただきます。  

調査研究事業でございます。契約方式に関する研究事業に関しましては、当面

は研究を見合わせ、結果として成果が上がることはございませんでした。 

2. 建築物衛生法関連事業です。 

2-1、従事者研修の実施でございますが、新型コロナウイルス感染症対策とし

て、企業講師研修は、認定期限の延長証明を行う対応をさせていただきました。 

従事者研修につきましては、厚生労働省生活衛生課の事務連絡に従って、集合

教育を行うことができない場合には、自宅学習が実施可能であることを周知さ

せていただきました。 

講師の育成につきましては、協会講師・登録講師講習会の初の試みである、電

子媒体(eラーニング)を活用した方式で実施させていただきました。 

2-2、環境衛生管理技術者及び監督者講習の支援、従来から公益財団法人 日本

建築衛生管理教育センターとの間で地区事務局等の設置をいたしまして、事務

委託を受けておりましたが、2020年 3月、2019年度末をもって契約を終了いた

しまして、事務委託業務は受託しないということになりました。 

引き続き、各地区での開催、講習会の実施に対しては同センターと連携しなが

ら、講習情報を提供していくということにいたしております。  

また、指定団体、業界団体としての責務の完遂、実践的な講習・教育内容の提

供、会員企業の受講機会の拡大を実現するため、2020 年度内、清掃作業監督者

の登録申請を行う準備を始めました。 

3. 普及啓発事業。3-1、エコチューニングの推進でございますが、この 1年間

かけて、各種の試みを行ってまいりました。 

エコチューニング技術者スキルアップ研修、第 7 回エコチューニング経営塾

につきましては、残念ながら、2020 年 5 月末に開催を予定しておりましたが、
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新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、年度内の開催を中止。追い風が吹

いていた中で、誠に残念でございました。 

制度の普及・啓発ということで、4) 法的位置づけの強化、昨年の成果といた

しましては、環境配慮契約法、建築物維持管理に係るエコチューニング業務は、

発注仕様書を開発、作成いたしまして完成しております。 

3-3、適正な発注事務の普及。保全業務マネジメントセミナーを開催して、説

明をしております。 

3) 公共工事の品質確保の促進に関する法律の改正に対応、「事業計画外」と書

かれております。事業計画の中にはございませんでしたが、昨年の 6 月 14日付

で、皆さんご存じの公共工事の品確法の一部改正が行われました。 

これについては、月刊「ビルメン」等でもその周知を図ったところでございま

すが、その後、今年の 1月、国土交通省発出の発注関係事務の運用に関する指針

が改正されました。 

これにひもづいて、厚生労働省から「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事

務の運用に関するガイドライン」が出ておりますが、国交省の指針に記載された

ということは、非常に大きなエポックであったと思っております。 

3-4、医療関連サービスマーク制度への協力でございます。 

これにつきましては、サービスマークの実地調査を行っておりますが、コロナ

の影響で、10 月に行われました実地調査につきまして、調査員が直接病院を訪

問する現地調査は行わずに、事業所のみの実施調査を行うということの対応を

させていただきました。 

それから、日本環境感染症学会が主催します学術集会が今年の 2月 14日に行

われましたが、病院清掃受託責任者講習会の講師も関わっておりますので、サー

ビスマークの話題を周知したところです。 

3-7、ビルメンテナンス業における新型コロナウイルス感染拡大予防のガイド

ラインの策定。これも事業計画外です。つい直近、発出したところでございます。 

3-8、軽症者等の宿泊施設等清掃等マニュアルの策定。これも事業計画外でご

ざいます。新型コロナウイルス感染症の軽症患者等が宿泊する宿泊施設の清掃

につきまして、感染症対策としての基本的な留意点を盛り込んだ清掃等マニュ

アルを策定しております。 

キャンペーン事業につきましては、ビルメンヒューマンフェアを昨年 11月 13

日から 15 日に東京ビッグサイトで開催いたしました。1 万人を超える登録者を

得まして、3日間で 12の講習会、なおかつ第 16回全国ビルクリーニング技能競

技会を実施いたしまして、資機材展示会が156社、307小間が出展いたしました。 

また、ビルメンテナンスのこども絵画コンクールですが、7,553点の作品が寄

せられました。昨年の試みとして、会員企業賞を新設させていただいております。 

教育・資格事業。 

ビルクリーニング技能検定の実施でございます。1級、2級、3級とも、3年間

の数字を見ても非常に人数が多くなってきております。3 月から 5 月にかけて、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、検定試験を自主的に延期いたしま

した。その影響が大きかったと思います。厚生労働省が策定したガイドラインに
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基づいて、感染拡大防止策を施した検定試験に向けての準備を行い、本年 6 月

から再開で実施しております。 

また、試験が延期になることによって、外国人技能実習生が試験を受けられな

いといったことが起こりました。これに関しましては、特定活動 4 か月という

特例措置をもって対応を図らせていただきました。 

5-3、ビルクリーニング分野特定技能 1号評価試験の実施でございます。外国

でも日本国内でも行いました。その結果、多くの方が合格していただきましたが、

残念ながら、国内試験の合格者はほぼ企業にお入りになりましたけれども、海外

の方はいまだに国内に入ってこれないという現状が続いております。 

5-4、建築物清掃管理評価資格者の認定講習です。多くの方が合格し、フォロ

ーアップ講習にも多くの方が参加いただきましたが、2020年度の資格講習会は、

募集を行ったところでございますが、開催時期をずらす対応をいたしました。 

5-5、病院清掃受託責任者講習の実施。3,065名の方が修了しております。 

ただし、3,250名ということで、従来よりも 400名減少した結果、次年度の予

算に大きな影響を与えております。ただ、2次募集を行い、従来の集合教育から、

急遽ビデオを使った講習に切り替える計画が新しいですが、多くの方が参加し

ていただける状況になっております。 

伝達媒体運営事業。月刊「ビルメン」の定期発行については、電子版の案内が

出ております。スマホで登録していただければ全ページが読めるという形にな

っております。 

人材育成事業です。大規模イベントの指導者向け講習事業、オリンピックでご

ざいます。結局、次年度に延期ということになりました。 

8、会員支援事業でございます。 

地方自治体入札制度の運用改善の一環で、短時間労働者に対する社会保険料 

(厚生年金) の適用拡大。事業計画外です。いろんな周知をしていくというとこ

ろでございます。 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う対応について。事業計画外です。多く

の要望を出して対応いただきました。 

8-3、会員メリットの開発・提供でございます。会員のみがメリットを享受で

きるような新規サービスを充実させるということで、外部の各種事業者と業務

提携いたしまして、いろんなサービスを発信しております。 

8-4、営業支援サービスの開発です。「会員企業検索サイト登録開始案内」が入

っております。 

8-6、人材不足に対する情報の提供。これも同じような対応をしてまいります。 

8-7、外国人の技能実習制度及び特定技能制度の活用促進ということで、一般

財団法人 建築物管理訓練センターと連携いたしまして、昨年、ビルクリーニン

グ外国人材受入センターの業務範囲を拡大に対して協力をしてまいりました。 

現状、支援センターに登録している会員数は 153社でございます。 

8-8、各都道府県協会と連携した事業の促進ということで、3点ございます。 

非会員へのプロモーションの実施、協会間ネットワークの強化ということで、

対応を図りましたが、感染症の影響を受けて、今年度実施は見合わせております。 
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社会貢献活動を含む地区協会の事業を支援するための助成金制度は、例年ど

おり実施させていただきました。  

8-9、会員経営、協会運営等に資する情報の提供でございます。 

第 50回実態調査、労働災害防止の指導・支援、労働災害発生報告システムの

運用、その他近畿地区本部での独自事業が記載されております。 

会員事業説明会でございますが、これもコロナの影響を受けて、3地区で 134

名の方に 2 月からスタートできましたが、その後中止となりました。結果につ

きましては、月刊「ビルメン」7月号に掲載をさせていただいております。 

8-10、IT インフラ整備の実施につきましては、詳細を後ほど担当委員長から

ご説明をさせていただきます。 

8-11、東京オリンピック・パラリンピックは、残念ながら延期となりました。 

今年度は、来年実施を前提に、そのまま継続してまいりたいと思います。 

以上、雑駁でございますが、全体の説明を終えさせていただきます。 

 

○今井議長 

 ありがとうございました。 

 

  補足説明① IT インフラ整備の進捗と成果 

 

○今井議長 

 第 1号議案に関連して、補足説明を執行部からお願いします。 

まずは、総務委員長、大竹理事よりお願いします。 

 

○大竹理事（総務委員長） 

 それでは、補足説明、IT インフラ整備の進捗状況ということでご報告をさせ

ていただきます。 

ITインフラ整備の進捗につきましては、2019 年度は 3,430万円の投資を行っ

ているところでございます。 

その内訳として、まず会員管理をする上で、基本情報の開発、既存のシステム

に沿って改修、そして企業の充実を図るということで 300万円。 

次に、各種講習会における受付から請求事務まで、必要な機能を整備し、受講

管理システムの要件定義、そして設計図書の作成などで 530 万円ほど。この要

件定義に基づき、システム開発で 2,000万円かかる。 

続いて、eラーニングシステムの実証実験として 300万円ほど。これは既存シ

ステムを実験的に導入している状況ですので、今後、使い勝手、あるいは必要な

機能等洗い出しをして、2020 年度に開発を行い、会員管理、受講管理の連携を

図るという予定でございます。 

それと、個人のウェブサイト「マイページ」の構築等で 300万円ほどの投資を

行っているというところでございます。 

この件に関しては、詳細の説明を事務局からしたいと思いますが、議長、恐れ

入りますが、事務局の発言をいただいてよろしいでしょうか。 
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○今井議長 

 はい。許可します。 

 

○大竹理事（総務委員長） 

  ありがとうございます。それでは、事務局から詳細説明をお願いします。 

 

○久保主任（総務部総務課 IT推進室） 

事務局久保でございます。 

  まずは、ITインフラ整備の進捗についてご報告をさせていただきます。 

  2020年 6 月 1日にマイページ機能を公開させていただいております。 

このマイページというのは、今後開発される各システムのプラットフォーム

となる予定でございます。また、いろいろな経営者、マネジャー、従事者などの

個人単位で登録ができる機能もつくって公開いたしております。 

  今後個人ごとにカスタマイズされたお知らせ、また、現在、月刊「ビルメン」

の電子版、こちらも PC、スマホから見れるような形で提供しております。 

また、動画コンテンツ、eラーニング、資格管理、会員支援サービス、発注者

相談窓口等、ターゲットに沿った情報が提供できるようなプラットフォーム、ポ

ータルサイトとして構築をする予定でございます。 

その最初のきっかけとしまして、6月 1日から実装されております。 

  マイページのログインにつきましては、全国協会のホームページの右上にボ

タンがございます。こちらを押して新規登録をお願いいたします。この際にメー

ルアドレスが必要になります。 

  現在閲覧可能なコンテンツとしては、月刊「ビルメン」電子版 2020年度 1月

から 7月号まで、会員個人の登録で全ページが見られるようになっております。 

会員向け無料セミナーとしては、人材活用の件で 4 つのコンテンツが現在上

がっております。 

今後は、eラーニングの活用、試験の申込等も今年度に実装される予定でござ

います。ログインしたセグメントによって使えるサービスが切り替り、日々進化

してまいりますので、ご活用のほどお願いします。 

  大竹委員長、以上でございます。 

 

〇大竹総務委員長 

ありがとうございました。 

ぜひ会員の皆様、従業員で登録をしていただいて、個人規模で最新の情報が動

くということになりますので、多くのご登録をお願いしたいと思います。 

以上です。 

 

〇小出議長 

  大竹理事、ありがとうございました。 
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 補足説明② 業界要望事項と達成状況 

 

○小出議長 

 次に、経営・政策委員長、伊藤理事よりお願いします。 

 

○伊藤経営・政策委員長 

  経営・政策委員会の伊藤でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  私からは、新型コロナウイルス感染の発生に伴ったビルメンテナンス業界が

置かれた状況、これを改善するための要望を行った状況、そしてその結果を報告

させていただきたいと思います。 

まず、「新型コロナウイルスの関連要望の経過報告」という資料では、「慰労金

と退職金、清掃従事者も含まれる」と記載をされております。 

その後の状況として、清掃従事者のみならず、一定の役割を担った設備維持管

理業務に従事している方々、あるいは警備業務に従事している方も含まれる可

能性があることが判明をいたしました。 

一方、国、地方自治体などが主に管理している施設につきまして、感染拡大防

止のための仕様変更などを行った場合に、適切に委託金額に反映するようにと

の通知が発出されておりますので、あわせてご確認をいただきたいと思います。 

さて、現時点状況になりますが、大きく 9項目を要望しておりました。 

それぞれの要望内容ごとに実現状況を明記しております。 

実現した内容といたしましては、医療施設、介護施設、さらには障害者福祉施

設などに従事している方々を対象とした慰労金でございます。 

この件は、要望を提出していた当初より助成制度として訴えておりましたが、

今回の第 2次補正予算で実現することができました。 

経緯といたしまして、5月末に医療従事者に対する慰労金制度を国が策定した

際には、外部委託業者に対して慰労金の対象にはならないとの見解が示されて

おりました。そこから要望して実現したものでございます。 

ビルメンテナンス議員連盟に要望書を提出したのが 6 月 5 日で、第 2 次補正

予算が成立したのが 6月 12日という非常にタイトな時間帯の中で、何とか医療

施設、介護施設、障害者施設などについても認められたということでございます。 

この慰労金制度を各会員にお知らせしておりますが、簡単にポイントを説明

させていただきます。 

まず、この慰労金の対象になる方は、6月 30 日までに 10日間以上勤務してい

る方となります。 

次に、対象者の定義は、患者との接触を伴い、かつ、継続して提供が必要な業

務であるということになりまして、介護施設、障害者福祉施設のそれぞれにおい

ても、用語の違いはございますが、考え方は同じでございます。 

そして、慰労金の対象に業務が該当するかどうかの判断は施設側が行い、最終

的に都道府県の判断となります。 

さらに、申請期間、支給開始時期などは都道府県によって異なりますが、最終

は、令和 2 年度(2020 年度)の事業でございますので、来年の 3 月まで有効だと
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いうことになります。ただし、申請期間は来年の 3月までとなります。 

対象となる方は、6月 30日までに 10日間以上勤務しているということが肝要

でございますので、ご注意をいただきたいと思います。 

以上のような概要説明の通知をお送りしておりますのと同時に、各都道府県

協会を対象に説明会をリモート会議で行っております。 

いずれにいたしましても、全国の医療施設は約 18万、介護施設は 1万 3,000、

障害者福祉施設は 6,000 と、我々は分析をしております。そこで我々が業務を

請け負っているということはかなりの確率で多いと思いますので、ぜひそのこ

とを会員に周知していただければと存じます。 

要望が実現し、活用していただきたいと思いますので、何か不明な点、あるい

は確認を要する点があれば、全国協会事務局の担当職員までご連絡をいただけ

ればと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

以上で私からの説明を終わらせていただきます。 

 

〇小出議長 

伊藤理事、ありがとうございました。 

以上、執行部から第 1号議案に関する説明がございました。 

 

第 2 号議案 2019 年度決算承認の件 

 

〇小出議長 

関連した議案となりますので、引き続き、第 2号議案 2019年度決算承認の件、

上程趣旨説明につきまして、総務委員長、大竹理事よりお願いします。 

 

〇大竹総務委員長 

それでは、決算の説明をさせていただきます。 

まず、2019年度の正味財産増減計算書に基づく説明をさせていただきます。 

全体といたしましては、コロナの影響を大変大きく受けた結果となっており

まして、経常収益計 7億 7,696万円。当初予算に対して 5,955万円のマイナス。 

経常費用計 7億 2,649万円。予算対比 1億 3,300万円マイナスになっており、

結果として、当期経常増減額が、当初の予算額に対しましてマイナス 329 万円

の計画だったところ、プラス 5,047万円となっております。 

正味財産期末残高は昨年より 4,994万円ほど増加し、7億 1,413万円になって

おります。 

ただし、2020年度は 3,970万円の赤字予算。さらに、IT投資、あるいは防疫

業務等の新規事業費、資機材等の購入等で 4,050 万円ほど設備投資が計画され

ておりますので、8,000 万円ほどのキャッシュアップを想定した 2020 年度予算

になるということをあわせてご理解をいただきたいと思います。 

詳細として正味財産増減計算書内訳表がございます。 

受取会費は当初予算 3 億 3,642 万円ですが、コロナの影響で対前年 2,814 万

5,000円マイナス、3億 827万 5,000円となっております。 
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そして、普及啓発事業収益について予算よりもプラスになっており、中でもエ

コチューニング技術者の講習、認定事業者数の増加に伴い、予算より 561 万円

のプラス。事業収益では 5,439万円になっている反面、事業費におきましては、

コロナウイルスの影響で、310万円ほど削減されている状況です。 

続いて、教育・資格事業です。 

事業収益が、ビルクリーニング技能検定 1 級から 3 級、基礎級の受検者数の

増加によりまして、予算よりも 1,885 万円のプラスになっていましたが、事業

費におきましては、これもコロナの影響で基礎級、随時級の返金を踏まえまして、

予算に対しまして 525万円のマイナスであります。 

次に、ビルクリーニング特定技能評価試験における受検料は 1 万 5,000 円か

ら 2,000円へ変更いたしまして、1万 3,000円を採用企業側にご負担いただくた

めに、収益が予算よりも 2,590万円マイナスであり、事業費は、コロナにより、

4、5月の延期に伴いまして、予算比 1,267万円のマイナスになっております。 

次に講習事業です。 

インスペクターの認定講習に、事業収益がコロナの影響で受検者数の減少に、

予算比、1,042万円のマイナスとなっております。 

続きまして、会員支援事業です。 

業の価値改革のための会員との共同研究開発事業の計画がございましたが、

こちらを再検討し、プロセスごと変更したために未執行となっております。 

予算対比、収益はマイナス 500 万円。事業費 1,952 万円が未執行という結果

になっています。 

次に管理費については、一定の比率で事業費として割り振られておりますが、

コロナの関係で、4月、5月における全体の会議費、旅費交通費、諸謝金などが、

予算対比で 2,168万円削減したという状況でございます。 

この状況を受け、貸借対照表で、流動資産の現預金が前年度対比 6,749万円の

プラス、特定資産の IT等技術インフラ整備準備資金積立資産ですが、2019年度

の現預金で IT投資をしていることから、当年度は 0となっております。 

続いて流動負債ですが、これは前受金です。先ほど説明したように、ビルクの

基礎級、随時級が 3 月下旬から 5 月末までの実施に延期になったということ、、

インスペター講習の受検料も秋口に実施になっていますから、3,159 万円の増。 

したがいまして、正味財産合計が 7億 1,413 万 2,520円となっております。 

これらをもとに公益法人の財務 3 基準を確認して、まず 1 つの基準、公益目

的事業の収入が支出を上回らないというルールで、各事業は収支相償を満たし

ているものの、第 2段階におきましては、第 1 段階での経常収益プラス会費 50％

の繰り入れ 1 億 5,421 万 300 円、会員支援事業から得られました 2,599 万円か

らの一定の割合で引いた額が 50％の繰り入れとなりますと、5 億 8,265 万円の

収入に対して 5 億 6,945 万円の支出ということになりまして、収支相償の基準

を満たしていないということになるわけです。 

ただし、2020 年度予算では、経常収支 3,970 万円、公益目的事業 8,165 万円

マイナスとなっており、前年度満たさなかった額は 2020年度の公益目的事業の

進み具合で消化予定、年度を越えた収支相償で問題ないことが確定しました。 
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2つ目の基準で、公益目的事業費率は、78.4％ということでクリアしています。 

3つ目の遊休財産保有制限が 5 億 6,900万円のところ、5億 900万円でクリア

になっています。 

以上、決算の説明、ご確認をいただきご審議のほどお願いしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

（2019 年度事業並びに決算の監事報告について） 

 

〇小出議長 

大竹理事、ありがとうございました。 

以上、執行部から第 2号議案に関する説明がございました。 

同じく議案に関連しますので、2019年度事業並びに決算の監事報告について、

木村監事よりお願いいたします。。 

 

〇木村監事 

  監事の木村でございます。よろしくお願いいたします。 

  では、早速、監事報告をさせていただきます。 

  私たち監事は、2017 年度より監事監査規程に基づき監査計画を作成し、監査

を実施しており、2019 年度は、半期及び決算の監査、中国地区本部の監査、技

能検定の監査を実施いたしました。 

また、各監査実施後には監査所見を提出し、総括として 6月 18日に監事監査

報告会を実施しております。 

監査の方法及びその内容については、報告書の通りでございますので、結果に

ついてご報告いたします。 

  (1) 事業報告等の監査結果ですが、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく

示しているものと認めます。理事の職務の執行に関する不正の行為、または法令、

もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。 

  (2) 財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果ですが、法人の

財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示していると認めます。 

  (3) ビルクリーニング技能検定及びビル設備技能検定正味財産増減計算書の

監査結果につきましても、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点におい

て適正に示しているものと認めます。 

なお、監事は 4 名で構成されておりますが、寺本監事は新型コロナウイルス

感染症の影響を鑑み監査を欠席させていただきましたので、報告書は 3 名にて

署名し、提出しておりますことを申し添えさせていただきます。 

  以上、報告でございます。 

 

〇小出議長 

木村監事、ありがとうございました。 

これをもちまして、第 1号、第 2号議案がそれぞれ上程され、監事の報告が付

与されました。 
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〇小出議長 

ただいまより、第 1号議案、第 2号議案に対するご質問をお受けいたします。 

あらかじめ頂いた質問はございません。質問はございませんでしょうか。 

＜質問がないことを確認＞ 

〇小出議長 

ご質問がなければ、第 1号議案、第 2号議案について、それぞれ採決します。 

  定款第 22条第 1項に基づきご承認いただくためには、出席代議員の議決権の

過半数の決議が必要です。 

それでは、まず、第 1号議案 2019年度事業報告承認の件について、画面上で

投票をしてください。 

＜投票＞ 

〇小出議長 

  投票を締め切ります。事務局は確認と集計をしてください。 

＜集計＞ 

〇小出議長 

それでは、ただいまの集計結果を発表いたします。 

  インターネット投票、賛成 21名、反対 0、保留 0でございます。 

  事前提出の賛成票が 51名ございます。 

また、議長への委任状を 20名より受理をしており、私は賛成です。 

したがって、合計で 93名の賛成となります。 

以上で、出席代議員の議決権の過半数の賛成を得たと認めます。 

第 1号議案、2019年度事業報告承認の件につきましては可決されました。 

 

〇小出議長 

次に、第 2号議案 2019年度決算承認の件、画面上で投票してください。 

＜投票＞ 

〇小出議長 

  投票を締め切ります。事務局は確認と集計をしてください。 

＜集計＞ 

〇小出議長 

集計の結果を発表いたします。 

インターネットによります投票。賛成 22名、反対 0、保留 0でございます。 

事前提出の賛成票は 51名でございます。 

また、議長への委任状を 20名より受理しておりまして、私は賛成です。 

したがって、合計で 94名の賛成となります。 

以上で出席代議員の議決権の過半数の賛成を得たと認めます。 

第 2号議案 2019年度決算報告承認の件は可決されました。 

これで本日の審議事項は全て終了となります。ありがとうございました。 

ここで 10分間の休憩に入ります。 

 

＜休憩＞ 
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 7．報告事項 

  2020 年度事業計画について 

 

〇小出議長 

それでは再開します。 

これより報告事項と一般質問に移らせていただきます。 

まずは、2020年度事業計画について、堀口常務理事より説明をお願いします。 

 

〇堀口常務理事 

  それでは、ご説明させていただきます。 

まず調査研究事業です。1-1社会福祉施設における環境衛生調査をスタートさ

せていただきます。新しい事業でございます。 

2. 建築物衛生法関連事業、2-1として、昨年に引き続き従事者研修の実施、

講師の育成、地区協会の開催支援を行います。時代、ニーズに合ったテキストに

するため一斉点検し、整理いたします。 

2-2、新規事業として監督者講習実施を目指します。清掃作業監督者講習登録

機関の申請登録を行い、2021年度からの実施をさせていただきます。 

普及啓発事業です。3-1、エコチューニングの推進につきましては、第二種の

資格者のオンライン講習の案内が入っています。引き続き、技術者資格認定及び

事業者認定を実施しながら、エコチューニングの役割をもう一度見直し、個人事

業者、従事者の技術力、マネジメント力を強化して、業務を提供できる体制の構

築を進めてまいります。 

3-2、前年に引き続き、ビル運営管理相談窓口を運営させていただきます。 

継続的に発注者の相談ニーズを満たすことで、発注者から全国協会と会員へ

の信用と存在感の獲得を目指します。 

また、相談窓口に蓄積された発注者ニーズにつきましては、全国協会事業に活

用するとともに、会員に還元するため「8-5営業支援サービスの開発・運営」に

活用させていただきます。 

3-3官公庁発注者の適正な発注事務の普及のため、新たに厚生労働省と共催と

いうブラッシュアップした形態をとりながら、保全業務マネジメントセミナー

を開催いたします。実施に当たりましては、コロナの感染症も配慮いたしまして

進めてまいりたいと考えております。改訂された「ビルメンテナンス業務に係る

発注関係事務の運用ガイドライン」の解説等を加えてまいりたいと存じます。 

3-4 医療関連サービスマーク制度への協力、一般財団法人 医療関連サービス

振興会と連携を強化して、本制度未採用の医療施設に対して認定事業者を採用

するメリットを啓発する動画、リーフレット等の発信に向けて協議を開始して、

普及に努めてまいりたいと存じます。 

キャンペーン事業ですが、4-1ビルメンヒューマンフェア、4-2ビルメンテナ

ンスこども絵画コンクールの実施に向けて準備を進めてまいりたいと思います。 

5. 教育・資格事業。5-1ビルクリーニング技能検定の実施ですが、従来 2級

の時期がずれてましたが、1 級 2 級 3 級を後期 9 月募集 3 月発表で実施します。 
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また、外国人技能実習生を対象とした基礎級、随時 3 級の受検者増に対応す

るため、受検地の拡大、会場の増設、実技試験の画像判定の検証等の検討を行い、

事務効率化を目的として、iPad端末を活用した判定の準備も行ってまいります。 

5-3ビルクリーニング分野特定技能 1号評価試験の実施でございます。昨年に

引き続き、厚生労働省の補助金を得て試験を実施してまいります。ミャンマー、

フィリピンの開催を改めて実施するとともに、新たにインドネシア、カンボジア

でも実施してまいりたいと存じます。国内試験は、各地区本部で開催するほか、

受検者の希望人数によって都道府県単位での開催も準備してまいります。 

5-4インスペクター資格者の認定講習、5-5病院清掃受託責任者講習の実施に

ついては、いずれもコロナの影響を考慮して集合講習を避けた IT化を、今年度

から実施いたします。受講者基礎データ、受講への障害を分析して、ビデオ講習

及び eラーニング化を進めてまいります。 

5-7新型ウイルス感染防止防疫業務ですが、新規事業でございます。環境感染

に関する業務の確立を目指していきたいと存じております。 

6の伝達媒体運営事業です。月刊「ビルメン」の電子版編集にさらに努めてま

いりますとともに、6-2情報伝達媒体の強化ということで、全国協会が保有する

各媒体、例えば雑誌等のアナログ媒体、メールマガジン等デジタル媒体、フェア、

協会事業訪問説明会等のコミュニティ媒体、これらを活用しながら、それぞれの

特性に応じて、会員の皆様に適切な情報が適切なタイミングで届き、反応が獲得

でき、その機能を改善できる仕組みを作り上げてまいります。 

7. 人材育成事業です。大規模イベントの指導者向け講習事業です。 

7-2九州地区本部の清掃業務従事者特別講習を実施してまいります。 

8. 会員支援事業です。8-1業の価値改革のための会員との共同研究開発で、

現状では、全国協会の事業、組織のあり方を明確にして、これに基づく改革を

2021年度の実現を目指して推進してまいります。 

8-2 地方自治体の入札制度の運用改善です。「地方自治体における入札制度運

用改善事業入札運用改善マニュアル」を提供して、会員及び都道府県協会のため

の相談窓口を開設してまいります。 

8-3会員メリットの開発・提供です。革新的に進めてまいりますが、入会動機、

退会抑制動機の強化を目的に、会員でなければ得ることのできない事業を提供

してまいります。 

8-4が新規事業でございます。就職氷河期世代の雇用支援ということで、35歳

から 45歳前後の世代に対し、ビルメンテナンス業への就労動機を創出する機会

を提供いたします。本事業は、厚生労働省の生活衛生関係営業対策事業として、

補助金を活用して実施させていただきます。 

8-7外国人材の活用促進です。引き続きビルクリーニング外国人材受入支援セ

ンターと連携して、相談受付、指導方法等、会員がよりメリットを享受できるよ

うなサービスを提供してまいります。 

8-8 都道府県協会と連携した事業の促進を引き続き推進させていただきます。 

8-9 会員経営、協会運営等に資する情報の提供で、従来からの事業について、

積極的な展開を進めてまいります。 
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8-10IT インフラ整備の実施については、ウェブサイトの充実、研修、試験、

資格管理、eラーニングの開発等を含め、積極的に整備、展開をしてまいります。 

8-11 東京オリンピック・パラリンピックへの協力で、万全な体制を整えて、

対応してまいります。 

以上、2020年度事業計画の説明、報告をさせていただきました。 

ありがとうございました。 

 

〇小出議長 

堀口常務理事、ありがとうございました。 

 

 

補足説明① 清掃作業監督者講習の実施について 

 

〇小出議長 

本件について、執行部より補足の説明がございます。 

中野副会長、お願いします。 

 

〇中野副会長 

清掃作業監督者講習の実施につきまして、補足説明をさせていただきます。 

全国協会が登録機関として実施します清掃作業監督者講習は、従来の集合教

育中心の運営ではなく、自宅や会社での受講を可能とし、地域の公平性、受講す

るための附帯費用、例えば旅費宿泊費等、それに要する時間など、受講者の負担

をできるだけ軽減し、ITを活用した講習を提供したいと思っております。 

具体的には、eラーニング、ビデオなどを活用した講習の実施によって、いつ

でもどこでも何度でも受講することが可能となります。このことは既に厚生労

働省生活衛生課より了承をいただいております。 

また、都道府県知事登録のためだけの人的要件ではなくて、監督者に本来求め

られておりますマネジメント能力の向上を図り、実務に真に生かせる監督者の

養成を目指したいと考えます。 

受講者の負担軽減を図りつつ、監督者の資質向上を目指す講習会の実現に努

力をしてまいりたいと考えます。 

並行して、受講者の本人確認のやり方、都道府県それぞれの CBT 試験を活用

した修了試験、テキストの新規作成など課題も多く、一つ一つ解決をしながら、

進めてまいります。 

今後とも会員の皆様のご理解、ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。 

ありがとうございます。 

 

〇小出議長 

中野副会長、ありがとうございました。 
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補足説明② 新型ウイルス感染防止防疫業務について 

 

〇小出議長 

同じく、事業計画について執行部より補足の説明がございます。 

堀口常務理事、お願いします。 

 

〇堀口常務理事 

現状、会員からのアンケート結果を拝見いたしますと、日々、実際の現場から、

感染対応に、ビルオーナーから求められている話をお聞きしております。 

それに対して全国協会として検討を進めさせていただいております。 

具体的対応の前に、全体の事業に対する考え方をお示しさせていただきます。 

長期、中期ビジョンとご説明申し上げますと、今「新しい生活様式」というの

がコロナの影響のもとに、予期しない中で一方的に、我々の周りに起きている。 

そういった中で、ビルメンテナンス協会は、従来から多くの衛生的な環境を確

保して提供するといったところを基盤としてきております。 

大事な清掃管理業務をベースにもう少し一歩進めた形で、「環境感染制御」と

いう言葉も議論を重ねていかなければいけませんが、従来の清掃業務と違って

非常に危険性を持ったところに社員が入りながら一つの日程の業務を確立する、

そういった位置づけの業務として確立したいと思っております。 

その価値、どういったものを提供できるか、会員が現実的に事業をできる、教

育を受け、トレーニングを受けた方が、会社の方針として積極的に展開できるも

のを目指していきたいと思っております。そういった形が受けられる世の中に

なること、提供できることがビルメンテナンス事業者の一つの使命として社会

的にも位置づけられる形を考えております。 

具体的に申し上げますと、どういう手順で仕事を進めたらいいのか、消毒薬を

どこにしたら、防護服をどう着脱したらいいか、従来あった清掃業務の標準仕様、

作業書をつくり上げることは難しくはないですが、ウイルスを媒介させたとき

に、どういった危険性をはらんでいるか、科学的知見のある業務スタンダード化

を図っています。 

一説を挙げますと、厚生労働省なり東京都から、患者が収容されている施設に

対する防疫事業を協会として受けてもらえないかという話が届いております。 

そういった事案を参考に、実際のフィールドの中で得た知見をベースにして

組み立ててまいります。 

例えばグリーンゾーン、レッドゾーンという区分ができない現場があります。

そういったところでのマスクであるとか、防護服の着脱をどうすべきか、清掃の

作業時にウイルスが入っています、粒子が浮遊しております、作業がどう影響を

受けているかの検証も始めようとしております。 

また、消毒液はどの場面で何をどのように使えばいいか、お示ししていきたい。 

ただし、既に知見がございますので、十分に参考にさせていただいて、企業と

協会が推薦申し上げる具体的エビデンスを示していきたい。 

このキーワード「仕事の見える化と数値化」をベースにして進めてまいります。 
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2 番目が、資格者の育成です。技術者の講習事業も同時に検討しております。 

ただし、単に講習を受けて済むというものではありませんので、環境整備も含

めた検討を進めてまいります。 

3番目は地域社会へ根づく制度化、実際の仕事を受けたときに補償の問題です。 

多角的に検討を進め、コロナだけではなくて、感染症の問題は、例えば風水害が

あったときの収容施設でも起こります。 

これに対する地元の会員の事業のために考えてまいります。 

検討の結果につきましては随時発表してまいります。 

以上、説明させていただきました。 

ありがとうございました。 

 

〇小出議長 

堀口常務理事、ありがとうございました。 

 

 

 

2020 年度予算 

 

○小出議長 

次の報告事項として、2020 年度予算について、総務委員長大竹理事より説明

をお願いします。 

 

〇大竹総務委員長 

それでは、2020年度の予算の説明をさせていただきます。 

全体としては、コロナにおける影響を加味いたしまして、収入の減を想定して

作成しております。 

2020 年度の経常収益計は前年に比べマイナス 5,685 万円、7 億 7,966 万円と

なっております。 

経常費用計が前年比マイナス 2,044万円、8 億 1,936万円。 

当期経常増減額は前年比 3,641 万円、赤字が増え、マイナスの 3,970 万円と

なっております。 

正味財産期末残高は前年比 732 万円増で、6 億 4,467 万円となっております。 

収支予算書はまず受取会費は前年度予算より 2,017万円減となっております。 

これはコロナ感染症の影響拡大のために実施した会費減免で、1,375 万円減。 

会員数の減少も懸念されますので、7月末 2,798社でしたが、2,750社で試算

しています。 

調査研究事業です。社会福祉施設におけるス管理状況把握という新規事業と

して、検討を行う研究事業費に 125万円の計上をさせていただきました。 

建築物衛生法の関連事業ですが、新規事業として 2021年度から監督者講習の

登録機関になるという計画により、収益が一定以上、構築費用を 967 万円と増

加をさせていただきます。 
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普及啓発事業です。 

エコチューニング推進において、コロナの影響を加味して、事業収益は前年比

323万円の減少といたしました。費用は前年比 71万円の減少としています。 

医療関連サービスマーク制度への協力においては、更新時期の書類審査件数

に伴う収益 627万円の増、費用は効率化を図り前年比 227万円の減少とします。 

キャンペーン事業です。ヒューマンフェアはビルクリーニング技能競技会の

開催しない年ですので、協賛金収入の減少、収益が 440万円の減少。準備に伴う

費用も前年比 760万円の減少です。 

教育・資格事業です。 

まず検定事業ですが、これもコロナの関係でビルクリーニング技能検定 1 級

から 3級、基礎級、随時級の延期開催も加味しますと、収益が前年より 3,657万

円の増加。連動して、費用は 2,707万円の増加とさせていただきました。 

経常費用のビルクリーニング分野の特定技能評価試験実施において、通常の

技能検定の受検手数料は 1 万 5,000 円で設定しておりましたが、外国人からす

ると非常に負担が大きいことから、2,000円落とし、採用企業に 1万 3,000円の

合格証明書手数料を負担してもらうことで、収益は前年比 765万円の減少です。 

清掃管理評価資格者講習について、eラーニングを活用して受講料値下げ、コ

ロナの影響で受講者の減少で、収益が前年比 2,681 万円減少、費用も減少で前

年比 764万円とさせていただきました。 

病院清掃受託責任者講習もコロナの関係で受講者が減少し、収益は前年比 624

万円の減少、ビデオ講習により費用が 1,526 万円の減少としました。 

新型ウイルス感染防止防疫業務です。技術的教育の費用として 1,053 万円を

計上しました。事業の進展を踏まえ、設備投資が必要となりますので、本予算と

は別に 1,050万円の投資計画になっております。 

伝達媒体運営事業です。媒体評価ということで、月刊「ビルメン」、ホームペ

ージ、協会発出情報の仕組みを作る費用を 631万円増とさせていただきました。 

会員支援事業です。 

会員メリットの開発ということで、経営に資する情報提供を行うために 219万

円の経費、就職氷河期世代の後方支援で、ビルメンテナンス業の雇用強化を図る

ため、厚生労働省の「生活衛生関係営業対策費」を活用した収益は助成金の 300

万円、費用は 610万円の計上となります。 

営業支援サービスの提供で、サイト構築費用 173 万円を計上と、各都道府県

と連携した全国協会事業の促進費用は 582万円減少といたします。 

IT インフラ整備についてですが、設備投資以外に、コンテンツの構築費用を

加味して、費用は前年比 433万円の増加。設備投資分としては、システム開発費

3,000万投資という計画でございます。 

管理費は、徳島総会の中止、オンライン会議の促進、その他経費削減額策を全

科目に講じ、IT インフラ整備の進行に伴う減価償却費の増加を見込み、全体で

前年比を 2,044万円と計上させていただきます。 

全体として、総収入が 7億 7,966万円、総費用が 8億 1,936万円。 

増減がマイナスの 3,977万円の赤字でした。 
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さらに、IT 投資、資材等の購入等で、今年度は 4,050 万円の設備投資が計画

されており、約 8,000万円キャッシュアップを想定した予算となっております。 

以上、正味財産期末残高は、前年比プラス約 732万で、6億 4,467万円という

計画であるということで、ご報告をさせていただきます。 

 

〇小出議長 

大竹理事、ありがとうございました 

 

一般財団法人 建築物管理訓練センター業務概況報告 

 

〇小出議長 

引き続き一般財団法人 建築物管理訓練センター 興膳常務理事お願いします。 

 

〇興膳常務理事(一般財団法人 建築物管理訓練センター) 

それでは、ご報告させていただきます。 

2020 年度事業は例年どおり、ビルクリーニング及びビル設備管理の認定職業

訓練、ハウスクリーニングを含めた受検準備講習を実施していくとともに、ビル

クリーニング外国人材受入支援センターの事業を、全国協会と連携しながら推

進してまいります。 

ビルクリーニング 1 級から 3 級受検準備講習は、8 月 1 日から 30 日まで受付

します。9月から 11月頃まで 7地区と本部で開催する予定でございます。 

外国人材受入支援センター関連の事業として、1つは、これまで eラーニング

でやってまいりました指導者講習会、オフライン講習会を 9月 17日に予定して

おります。東京です。 

2つ目は、外国人材受入ジョブフェアというタイトルでご案内を申し上げてお

りますが、監理団体、送り出し機関、特定技能登録支援機関、受入れに関連して、

人材を斡旋するサポート会社に出展をしていただいて、ビルメンテナンス企業

に見学に行ってもらい、情報を仕入れ、受入れをスムーズにやっていただく展示、

総合説明会を 10月 22、23日に計画いたしております。 

当然のことながら、この時期に開催できるかどうかは、現状では非常に不安な

状態にあります。 

したがって、8月中に様子を見ながら最終的な決断をして、ネットで配信でき

るような工夫もしていきたいと検討中でございます。 

また、そうなればホームページなどでお知らせしてまいりますので、よろしく、

ご期待のほどお願いします。 

以上です。 

 

〇小出議長 

興膳常務理事、ありがとうございました。 
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８．一般質疑 

 

〇小出議長 

あらかじめ頂いた質問はございませんが、ほかに質問のある方いらっしゃい

ますでしょうか。確認をお願いします。 

 

＜質問がないことを確認＞ 

 

〇小出議長 

ないようですので、これにて一般質疑を終了いたします。 

 

 

９．その他 

年金適用範囲拡大説明会 

   

〇小出議長 

ここで厚生労働省からのご案内がございます。 

 

〇厚生労働省年金局年金課 古川 弘剛 企画官 

  皆様こんにちは。本日は貴重なお時間を頂きましてありがとうございます。 

よろしくお願いいたします。 

  令和 2年の改正年金法の内容につきましてご説明させていただきます。 

特に皆様の関心事項であります被用者保険適用拡大につきまして、ご説明を

させていただきます。 

基本コンセプトは、より多くの人がより長く、多様な形で働く社会へと変化す

る中で、長期化する高齢期の経済基盤を充実するためという目的にのっとって、

短時間労働者に対する被用者保険適用拡大を中心として、在職中の年金受給の

あり方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金、いわゆる私的年

金の加入可能要件等の見直しを行った改正でございます。 

被用者保険の適用拡大は、3つの基本的な哲学にのっとって進めています。 

  1つ目が、いわゆる被用者にふさわしい保障の実現で、被用者でありながら国

民年金、国民健康保険になっていらっしゃる方に対して、被用者における相互の

支え合いの仕組みである厚生年金による保障、健康保険による保障を確保する

ことが重要という話であります。 

  2つ目、働き方や雇用の選択をゆがめない制度の構築として、例えば企業規模

要件で、現在、パートの適用が異なっているわけですが、適用されたいから大き

な企業、適用されたくないから小さい企業という働き方の選択を、ゆがめない制

度にしていくことが年金制度改革において求められているという話です。 

3つ目は、1つ目と一部重複もありますが、適用拡大することによって、被用

者における支え合いの仕組みのメンバーをふやしていくことにより、お互いを

支え合う強固なものにしていくことを念頭に適用拡大を進めるという状況です。 
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  今回の制度改正ですが、もともと 2016 年 10 月、企業規模要件を付した上で

短時間労働者、申し上げると週の労働時間が 20 時間から 30 時間の方を被用者

保険、つまり厚生年金の適用の対象にしていこうという改革を行っているとこ

ろでございます。 

現状は、501 人以上の企業でありますと、労働時間 20～30 時間の短時間労働

者の方が適用対象となっている。 

逆に 500 人以下の企業規模であれば、労働時間 20 時間から 30 時間の短時間

労働者は厚生年金の適用対象ではない状況になっている。 

 現行制度で 500 人以下の企業でも労働者と被用者の間で合意があれば、個別

の企業単位で短時間労働者の方を厚生年金にする仕組みを導入したのが 2017年

4月でございます。 

今回の制度改正では、現行 501 人以上となっている企業規模要件を段階的に

引き下げていく見直しです。2022 年 10 月に「101 人以上」に、2024 年の 10 月

に「51 人以上」といった見直しでございます。51 人以上と設定した場合には、

新たに適用対象となる短時間労働者が大体 65 万人という程度になっています。 

実際には、企業規模要件自体を撤廃した場合には 125 万人程度ということに

なってございますので、今回導入する 51人という水準自体は、短時間労働者の

半分程度ということになるわけであります。 

企業規模要件の従業員という数は、もともとの適用拡大以前の通常の被用者、

被保険者の人数を指しますので、週労働 30時間以上の方の数を足して、従業員

の数が何人いるかを計算いただいて、どこに該当するのかを判断いただく上で、

例えば 60人という場合であれば、その企業は労働時間が 20時間から 30時間の

方も被用者保険の適用対象になります一方で、週労働 30 時間以上の方が 50 人

に満たない、トータルの従業員 100、200人いたとしても、週労働 30時間以上が

50人に満たない場合であれば、その企業は今回の適用対象にならないわけです。 

  ひとえに従業員数も、いわゆるフルタイム、プラス週 30時間以上の労働者を

カウントいただくことにご留意いただければと思っております。 

厚生年金の適用対象とします短時間労働者は、様々な要件があります。 

企業規模は 1 つの要件ですが、その他 4 つの要件が課されて、労働時間とし

て週 20時間以上と要件が課されている。賃金要件としては、月額 8.8万円以上。 

さらに、勤務期間要件が 1年以上で、学生除外要件。学生であれば対象にはな

らない現状の仕組みになってございます。 

今回、労働時間要件、賃金要件、学生除外要件は、見直しを行わない現状維持

にさせていただいています。 

見直しをするのは 1 点、企業規模要件に加えて、勤務期間要件の 1 年以上と

なっています。実態としては、反復継続雇用される方は、基本的に 2か月以上の

雇用が継続される場合はこれまでも適用対象になっていたということで、この

勤務期間要件が形骸化されていて、実態を踏まえて、フルタイムの被用者と同様

2か月以上という要件に見直すということでございます。 

適用拡大が行われると個人の受益と負担はどう変化するか、年金制度では 3つ

に分類してございます。 
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1 つが、国民年金第 1 号被保険者で、単身、パート、自営業の方が加入して、

第 2号が被用者保険の適用対象、被扶養者が第 3号となってございます。 

この 3つの区分ごとにそれぞれメリット、デメリットがあるのか、1号が 2号

になったり、3号が 2号になったりというのが適用拡大の意味ですので、第 1号

は、今まで支払っていた保険料本人負担のみだったが、労使折半になりますので、

一部減る方が多い形になります。 

一方、年金の受取額という観点で、厚生年金であれば 2階建てがつきますし、

医療保険であれば傷病手当金を受給できるようになる 1号被保険者にとっては、

負担が減って給付が増えるという構造になります。 

2つ目が、サラリーマンでも被扶養者、もともと被扶養者は、保険料の負担を

していただいていません。 

保険料負担はございませんので、単純に 2 号被保険者保険適用になりますと

負担は増えます。 

一方で、1号被保険者と同様に、給付、厚生年金、いわゆる 2階建ての部分で、

医療保険の傷病手当金が上乗せされ、第 3 号被保険者被扶養者は、保険料負担

も増えるけれども給付、受取額も増える構造になっているわけであります。 

適用拡大の労働者への影響について、前回、2016年 10月に企業規模要件 501

を導入したときに、実際に労働者はどういう行動をとったかを事象分析し、1号

被保険者は、負担が減って給付が増えますので、基本的にはハッピーになるので

保険加入する人が多い予想どおりですが、一方で、第 3号被保険者、被扶養者の

方は、給付も増え負担も増えることで、当初の予想としては、保険加入される方

と、労働時間を短くして保険加入を回避される方が大体半分ぐらいと考えてい

たけれども、実際ふたを開けてみると、保険加入された方が多かった。54.4 と

36.9で、半分以上は保険加入を選んでいただいた。 

これは適用対象 501 人以上の従業員規模の企業に対してヒアリング、アンケ

ート調査等を行ったところ、社会保険加入メリットや働き方の変化について、従

業員に対し企業は上手に丁寧に説明した効果があって、就業調整の回避に有効

であったということが分かったということになってございます。 

こうしたことを踏まえ、この適用拡大を進めるに当たっては様々な支援策を

用意している状況をご紹介しました。詳細はいろいろな場をお借りして、個別に

ご説明させていただきたいですが、大きく 2つの支援策を用意してございます。 

1つは、経済産業省と一緒に中小企業の生産性を高めるための支援策です。 

適用拡大の対象になる 2022年 10月、2024 年 10月までに、負担に堪えられる

経営体質にしていただく支援が経済産業省の関連施策になっています。 

一方、プラスアルファで厚生労働省の関連施策もございまして、昨今の働き方

改革に関連する支援策をご紹介させていただいきますが、働き方改革、従業員の

雇用のあり方、処遇のあり方を見直す際に、あわせて適用拡大も一緒にご検討い

ただければ、セットで使えるという話でございます。 

それに加えて、501人以上の企業規模で、従業員に対して説明を上手にやると

就業調整は大きく起こらない効果があることから、被用者保険適用拡大の周知、

専門家活用支援事業を今回新たに創設しようと思っています。 
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その心ですが、501人以上であれば、で社労士、税理士、社会保険労務関係の

専門家を雇っている企業が多いので、自前で従業員向けのセミナー等を開いて

説明するという機会を設けることができたので、特に支援策を用意していなか

ったのですが、規模が 100 人 50人と小さくなって、専門家をお雇いできない企

業が多いと思います。そういった支援をしていきたいということで、各都道府県

の年金事務所に対して社会保険労務士等をチームで配置、セミナーを開催して、

事業主に集まっていただく機会を通じて、社労士と事業主の間で個別の相談を

やっていただく支援策を現在検討中でございますので、詳細が決まり次第、また

ご案内したいと思っています。 

適用拡大の関係以外に、令和 2年の改定法をご紹介させていただきます。 

1 つ目が在職定時改定の導入、65 歳以上になって年金を受給いただきながら

働いていらっしゃる方は、基本的に退職時に、保険料分の年金額が上乗せされる

というのがこれまでの仕組みですが、年金を受給しながら働く方々も、給料から

一部分保険料を支払っていただいていますので、その部分は毎年増える形、階段

の部分が純粋に今回の在職定時改定導入によって増えることになります。 

特に、ビルメンテナンス協会の会員の中で、65 歳以上で働いていらっしゃる

方も結構いらっしゃるとお伺いしておりますので、少しいい影響があるのでは

ないかというご紹介でございます。 

2つ目が在職老齢年金制度ですが、60歳から 64歳までと、65歳以上で若干違

っていますが、今回見直すのは 60 歳から 64 歳の制度でございまして、「賃金+

年金」が一定水準を超えると年金額が目減りしていくという水準が 28万円だっ

たところを 47万円まで引き上げます。 

最後でございますが、受給開始時期の選択肢の拡大で、現在、支給開始年齢が

65歳で統一されています。65歳を、本人の意向に応じて、60まで引き上げても、

70歳まで引き下げてもいい仕掛けです。 

繰り上げた場合、早めた場合には少し年金額は目減りして、後にずらした場合、

繰り下げた場合には年金額は増える、こういう仕掛けになっています。 

この仕掛けを、75歳に引き上げようと思っていますので、65歳でもらいたい

方は、これまでどおり受給を開始して、まだ少し長く働きたいという方が、65歳

ではなくて、働く期間に応じて年金受給を一旦停止して繰り下げ、実際就業活動

を終了したタイミングで年金を受給いただくと年金額自体が増額させる仕組み

を考えている。その対象選択肢の範囲の拡大を今回やらせていただいたという

ことでございます。 

私からのご説明は以上です。どうもありがとうございました。 

 

〇小出議長 

ご説明ありがとうございました。 

本件につきまして質問を承ります。ご質問はありますでしょうか。 

 

＜質問がないことを確認＞ 
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〇小出議長 

ないようですので、これにて説明会を終了いたします。 

ありがとうございました。 

 

〇厚生労働省 

どうもありがとうございました。 

 

〇小出議長 

これにて全ての予定が終了いたしました 

 

９．閉会挨拶 

 

〇小出議長 

最後に閉会の挨拶を中野副会長お願いいたします。 

 

〇中野副会長 

長時間にわたりご審議をいただきまして誠にありがとうございました。 

今後もコロナ感染症との共存を強いられる不自由な生活、あるいは経済活動

が続くわけでありますが、どうか会員の皆様におかれましては、十分ご注意をい

ただきながら事業活動に当たられますようお願い申し上げます。 

会員企業それぞれのご発展と皆様のご健康を祈念しつつ、2020 年定時総会の

閉会とさせていただきます。 

本日は大変お疲れさまでございました。ありがとうございました。 

 

〇小出議長 

中野副会長、ありがとうございました。 

本日は、皆様のご協力により本総会の議長職を滞りなく終えることができま

した。誠にありがとうございました。 

長い梅雨が明け、これから猛暑の季節を迎えます。 

熱中症や感染症など従業員対策に気を使う毎日ですが、元気に乗り切りたい

と思います。皆さんもどうかご自愛くださいませ。 

ただいまをもちまして 2020年定時総会終結を宣言します。 

それでは、事務局、ご案内をよろしくお願いします。 

 

〇杉山事務局長 

小出議長、代議員の皆様、ありがとうございました。 

では、2020年定時総会を終了します。お疲れさまでした。 

 

（16時 10分閉会） 

 

以 上 
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厚生労働省 医薬・生活衛生局 

生活衛生課長 藤田 一郎 様 

 

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 2020 年定時総会の開催に当たり、一言 

御祝いを申し上げます。 

一戸（いちのへ）会長を始め、会員の皆様方におかれましては、日頃から建築物衛生 

行政の推進に御理解と御協力をいただき、感謝申し上げます。建築物衛生法は本年で 

施行 50 年を迎えますが、この間の日本の建築物衛生水準の向上は貴協会のご尽力の 

賜物と、心より敬意を表する次第です。 

ビルメンテナンス業は新型コロナウイルス感染症緊急事態措置の期間中においても、

社会の安定の維持の観点から事業継続が要請されるなど、必要不可欠な業種に位置づけ

られています。皆様の活動は、公共施設や交通機関等の不特定多数の方が利用する施設

だけでなく、医療機関や軽症者の受入れ施設といった、感染リスクの高い場所にも及び、

いずれの現場においても、高いレベルの衛生的な環境の確保を図っていただいている 

ところです。また、感染症対策を踏まえた清掃等マニュアルを策定いただき、軽症者受

け入れ施設等において活用されていると承知しております。 

貴協会におかれましては、このように率先して新型コロナウイルス感染症の対策に 

取り組んでいただいているところであり、厚く御礼申し上げます。 

厚生労働省といたしましても、新型コロナウイルス感染症対策に全力を挙げて取り 

組んでまいりますので、引き続き御協力いただきますようお願いいたします。 

昨年度、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（品確法）が改正され、発注者の

責務として「公共工事の目的物の適切な維持管理」（ビルメンテナンス）が明確に品確

法に規定されました。 

厚生労働省では、公共建築物におけるビルメンテナンス業務に関し、適切な発注が行

われ、その業務品質が適切に確保されるよう、平成 27 年 6 月に「ビルメンテナンス業

務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」を策定し、発注者や業界の皆様方

など関係者に対する周知徹底を図っているところです。 

今回の品確法の改正により、今後さらに本ガイドラインの趣旨等を公共工事発注者に

深く理解いただけるよう貴協会と連携し、一層の周知徹底に努めたいと考えております。 

特定技能制度については、昨年度は国内試験だけでなく、ミャンマー及びフィリピン

において国外試験を実施していただき、約 500 名の方が合格されました。 

残念ながら新型コロナウイルス感染症の影響により、特定技能外国人の入国が進まな

い状況が続いておりますが、引き続き、本制度につきましても、貴協会と連携を密にし、 

適切な運用に努めたいと考えています。 

最後になりますが、貴協会の益々の御発展、並びにお集まりの皆様方の御健勝、 

御活躍を祈念いたしまして、私の御祝いの言葉といたします。 
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厚生労働省人材開発統括官付 

参事官 釜石 英雄 様 

 

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会の定時総会が開催されますことに対し、 

心からお祝い申し上げます。 

また、新型コロナウイルス感染拡大防止の取組につきまして、御理解、御協力いただ

いておりますことに厚く御礼申し上げます。 

貴協会の皆様及び会員の皆様方には、日頃より職業能力開発行政の運営に対して、 

多大な御理解と御協力をいただいていることに、この場をお借りして、心より感謝申し

上げます。 

また、技能検定ビルクリーニング職種及びビル設備管理職種の技能検定の指定試験機

関として、公正な試験運営に尽力いただいていることに対して、敬意を表するものです。 

ビルクリーニング職種及びビル設備管理職種は、これまで累計約 6 万 4,000 人以上

の方が技能検定に合格され、技能士として大いに活躍されています。これも、ひとえに

皆様方の御協力の賜物であり、感謝申し上げます。現在、新型コロナウイルス感染症の

拡大に伴い、人と人との物理的接触を減らす新しい生活様式とテレワーク等の新たな働

き方の導入が進んでおりますが、これらはロボット・ＩｏＴ・デジタル化などの急速な

進歩と、産業構造の変化をもたらす可能性があります。日本がこれらの課題に的確に対

応し、将来にわたって日本の産業が持続的な発展を遂げていくためには、その基盤とな

る優れた技能が、次世代へ円滑に継承されるとともに、社会全体でこれを尊重する機運

を醸成することが重要です。 

厚生労働省におきましては、平成二十九年度後半から、将来の担い手である若者の確

保・育成を進めるため、若者が技能検定の二級、三級を受検する場合、実技試験の受検

料を大幅に減額する措置を実施しております。また、引き続き、職業能力評価制度の充

実や技能競技大会の実施を通して技能者の地位向上に取り組んでまいりますので、今後

とも更なる御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

さて、若者が進んで技能者を目指そうとする環境を整える一環として、2023 年技能

五輪国際大会の愛知への招致に取り組んできたところですが、昨年 8 月にロシア・ 

カザンで開催されたワールドスキルズインターナショナルの総会での投票でフランス

に敗れ、招致はかなわなかったところです。 

現在は、次の機会に向けて関係各方面とも意見交換をしているところですが、まずは

国際大会での成績向上に向けた選手強化や全国大会の活性化に取り組みつつ気運醸成

に取り組んでいるところです。厚生労働省では今後とも、技能者の地位の向上と若者が

進んで技能者を目指そうとする環境整備に取り組んで参りますので、引き続き御理解と

御支援を賜りますようお願い申し上げます。 

最後になりましたが、貴協会の益々の御発展と、会員の皆様方の御繁栄、さらには本

日御出席の皆様方の御健勝を祈念申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。 
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国土交通省大臣官房官庁営繕部 

保全指導室長 伊藤 誠恭 様 

 

本日は、2020 年定時総会の開催、おめでとうございます。 

全国ビルメンテナンス協会様におかれましては、50 年を超える長きにわたり、ビル

メンテナンスに関する技術の向上、知識の普及等に取り組まれ、建築物の快適な環境の

確保に貢献されてきたことについて、心より敬意を表します。 

併せて、新型コロナウイルスと共生せざるを得ない状況下において、感染拡大の予防

と社会経済活動の両立にご尽力されていることについて感謝と敬意を表します。 

さて、私ども官庁営繕部では、霞が関の合同庁舎をはじめ、各省庁が維持管理する、

いわゆる官庁施設について保全の適正化を図るため、様々な取り組みを行っております。 

その代表的な取り組みの一つとして、建築保全業務共通仕様書、建築保全業務積算 

基準と言った基準類の整備が挙げられます。 

貴協会の今年度の事業計画において、これら基準類の周知・広報を位置づけていただ

いているところ、当方といたしましても、より良いもの・使いやすいものとなるよう、

次期改定に向けて引き続き情報収集を行って参りたいと考えております。 

また、保全業務費の積算の際に必要となる建築保全業務労務単価については、貴協会

にもご協力いただきながら、毎年度実施している労務費調査を基に参考単価を作成して

いるところ、今年度も例年同様ご協力いただきたいと考えております。 

つきましては、この場をお借りし、日頃のご協力に感謝申し上げるとともに、コロナ

禍の厳しい折ではありますが、引き続きのご理解・ご協力について、改めて、お願い申

し上げる次第です。 

結びに、全国ビルメンテナンス協会様の益々のご発展と、会員の皆様のご健勝・ご活

躍を祈念いたしまして、簡単ではございますが、私の挨拶とさせて頂きます。 
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環境省地球環境局 

脱炭素社会移行推進室長 坂口 芳輝 様 

 

謹啓、大暑の候 平素は環境行政に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

このたびは、全国ビルメンテナンス協会 2020 年定時総会が開催されますことに 

心から御祝いを申し上げます。 

会員の皆様におかれましては、日頃より気候変動対策に御理解、御協力を賜り、誠に

ありがとうございます。 

環境省では平成 26 年度から 28 年度まで 3 年間「エコチューニングビジネスモデル

確立事業」を貴協会に御協力いただきながら進め、資格者及び事業者の認定制度を整備

して参りました。 

その後、貴協会内に設置いただいたエコチューニング推進センターを事務局として 

資格者・事業者の認定制度が開始され、現在、エコチューニング推進センターの自立的

な運営を行っていただいているところです。エコチューニングの実績につきまして、 

昨年度は 71 棟の建物においてエコチューニングを実施し、変動要因のあった建物を 

除く 56 棟において、二酸化炭素排出量を一年で約 1 万 4,000 トン削減することができ

たと伺っております。 

引き続き、エコチューニングやその普及活動を着実に実施していただくことで、 

エコチューニングの推進が温室効果ガス削減に寄与していくものと存じます。 

ここで、地球温暖化対策に関しまして、2 点御報告させていただきます。 

今年 3 月パリ協定における国が決定する貢献でございます「日本の NDC」を更新し、

国連へ提出致しました。現在の中期目標であります 2030 年度の 2013 年度比温室効果

ガス排出量 26％削減を確実に達成するとともに、その水準にとどまることなく中長期

の両面で更なる削減努力を追求してまいります。 

一方、長期目標に関しては、昨年 6 月に決定いたしました「パリ協定に基づく成長戦

略としての長期戦略」に基づきまして、2050 年にできるだけ近い時期に脱炭素社会を

実現できるよう努力して参ります。 

もう一点は、我が国の温室効果ガスの排出状況でございます。2018 年度の排出量は 

12 億 4,000 万トンで、前年度比 3.9％減、基準年である 2013 年度比 12.0％減となり、

2014 年度以降五年連続で減少という結果でした。 

このうち、「業務その他部門」では前年度比 6.6％減、2013 年度比 17.6％減でした。 

この結果から、各種対策の効果が一定程度現れつつあると存じますが、我が国の中期

目標、また、その先の脱炭素社会の実現に向けては、更なる対策や取組の拡がりが必要

でございます。 

貴協会におかれましても、エコチューニングの更なる普及により、引き続き、地球 

温暖化対策に貢献していただけますと幸甚でございます。 

貴協会の更なる御発展と会員各位のますますの御健勝を祈念いたします。 
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経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 

省エネルギー課長 江澤 正名 様 

 

この度、公益社団法人全国メンテナンス協会の 2020 年定時総会を迎えられましたこ

とを心よりお慶び申し上げます。 

貴協会におかれましては、永きにわたり、ビルメンテナンスに関する技術の向上及び

知識の普及を図り、国民に安全かつ衛生的で快適な執務・居住環境を提供することに多

大な貢献をしてこられました。 

また、民生部門における省エネルギーの促進についても、快適な執務・居住環境との

両立を図りながら、並々ならぬご尽力をしてこられ、厚く御礼を申し上げるとともに、

貴協会のたゆまぬ努力に対し、深く敬意を表する次第です。 

政府では、2015 年 7 月に決定された「長期エネルギー需給見通し」に基づき、徹底

的な省エネルギー対策により 2030 年度に向けて 35％という大幅なエネルギー効率の

改善を実現し、実質的なエネルギー消費量を 5,030 万 kl 削減することを目標としてお

ります。 

また、「2030 年のエネルギーミックスの確実な実現にむけた取組の更なる強化」とと

もに、「2050 年を見据えたパリ協定への対応のため、エネルギー転換と脱炭素化への挑

戦」を掲げ、第 5 次エネルギー基本計画を 2018 年 7 月に策定しました。 

さらに、2019 年 6 月には、パリ協定で掲げられている努力目標の実現に貢献するた

め、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」が政府により閣議決定されたとこ

ろです。 

エネルギー消費量の現況に着目しますと、業務部門（いわゆるビル部門）のエネルギ

ー消費量の伸びは、他の部門と比較して大きい状況となっており、この部門の省エネル

ギー対策が一層重要となってきております。 

このような中、2017 年 4 月から建築物省エネ法により、2000 ㎡以上の新築ビルで

省エネ基準適合が義務化され、2021 年 4 月には、義務化の対象が 300 ㎡以上に拡大さ

れる予定です。 

さらに、エネルギー消費量において多くの割合を占める、既存ビルの省エネに対して

は、エネルギーの総合管理による診断・指導を通じて効果的な普及啓蒙を行うことが重

要と認識しております。 

他方、現下のコロナウイルスの感染により、人々のライフスタイルは大きく変化しつ

つあり、職住のあり方やそれぞれのエネルギー消費量の削減に係る考え方も、従来のも

のから変化しつつあります。 

こうした新たな課題も踏まえつつ、経済産業省としましては、ビルのエネルギー管理

に関して、多大な知見を有する貴協会のご支援を頂きながら、既存ビルの省エネルギー

対策を推進してまいりたいと考えております。 

最後になりましたが、貴協会の更なる御発展と御活躍、皆さまの安全を祈念いたしま

して、定時総会開催のお祝いの言葉とさせていただきます。 
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警察庁生活安全局 

犯罪抑止対策室長 野村 朋美 様 

 

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会の 2020 年定時総会の開催にあたり、御挨拶

申し上げます。 

はじめに、今も新型コロナウイルス感染症の脅威の中、ビルメンテナンス業務を継続

して提供している会員の皆様並びに従業員の皆様のご尽力に深く御礼申し上げます。 

また、皆様には、平素より警察行政各般にわたり、格別の御理解と御協力を頂いて 

おりますとともに、警備業に係る業務の適正化にも御尽力頂いておりますことに対し、

改めて御礼申し上げます。 

さて、現下の治安情勢について申し上げますと、令和元年中の刑法犯認知件数は 

約 74万 8千件と、ピークであった平成 14年の約 285万件から 17年連続して減少し、

戦後最少を更新するなど、官民一体となった対策の推進により、治安は大きく改善して

きたところであります。 

一方で、ストーカー事案、ＤＶ事案等の認知件数が高水準で推移しているほか、女性・

子供が被害者となる痛ましい事件や高齢者を狙った特殊詐欺が後を絶たないなど、国民

に不安を与える事件の発生は続いており、予断を許さない状況にあります。 

警察といたしましては、今後とも、地域住民、関係機関・団体の方々との連携を一層

強化しつつ、国民が安全安心を実感できるように各種取り組みを実施していく所存であ

りますので、皆様の引き続いての御支援、御協力をお願い申し上げる次第でございます。 

また、ビル空間における安全対策の重要性は、年々高まっており、建築物環境衛生や

保全並びに安全を遂行し、これら従事者の資質や技能・知識の向上等、業界の資質向上

に努めておられる貴協会の果たす役割は、一層重要なものとなっております。 

皆様には、今後とも、社会の変化に的確に対応し、会員の方々への教育及び研修等の

充実に一層の御尽力を頂くとともに、警備業を含め国民が求めるサービスを適正かつ確

実に行うといった業界の使命と役割を着実に果たされていくことを期待しております。 

結びに、全国ビルメンテナンス協会の一層の御発展と会員の皆様の御健勝、御多幸を

祈念申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。 
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消防庁 

予防課長 白石 暢彦 

 

公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会の 2020 年定時総会にあたり、一言ご挨拶

申し上げます。 

平素より、会員への防火・防災業務に関する知識の啓発等を通じて、我が国の火災予

防行政にご支援とご協力を賜り、この場をお借りしまして厚くお礼申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、2020 東京オリンピック・パラリンピック

競技大会が来年に延期となりましたが、このような国際的なイベントでは、多数の外国

人来訪者や障害者等の様々な方が建築物を利用することが想定されることから、消防庁

では、「外国人来訪者や障害者等が利用する施設における災害情報の伝達および避難 

誘導に関するガイドライン」を策定しております。 

また、超大規模化、超複雑化が著しい建築物において、初期消火や避難誘導に係る 

自衛消防組織の活動を有効に機能させるため、「大規模地震等に対応した消防計画作成

ガイドライン」を改訂し、訓練における課題解決のため、シナリオ非提示型図上訓練の

実施を推奨しております。このような取組みを通じて、建築物の防火・防災管理体制の

向上を進めているところです。 

昨今の様々な社会情勢の変化の中、建築物の防火・防災管理等安心安全に関するニー

ズや関心は一層高まるものと考えられます。 

皆様におかれましては、我が国の消防のさらなる発展と、安全な地域づくりのため、

より一層の御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

終わりに、新型コロナウイルスによる災禍が一刻も早く収束するとともに、貴協会の

今後益々の御発展と、会員の皆様方の御活躍、御健勝を祈念しまして、挨拶と致します。 
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