
  

令 和 ３ 年 度 事 業 計 画 書 

 

自 令和３年４月 １ 日 

至 令和４年３月３１日 

 

1. 基本方針 

人の生活様式を大きく変えさせた新型コロナウイルスの流行は、ビルメンテナンス業界やビルオ

ーナーにとっても、大きな変化をもたらしました。 

 

コロナ禍にあった昨年のビル管理市場は、市場規模が拡大していた一昨年（令和元年）から一転

して、宿泊や商業施設関連などで客数が減少したことが影響し、市場規模の縮小は避けられないも

のとなりました。 

その一方で、業界の課題であった人手不足は、他産業における解雇や雇い止めによる人材の流出

によって、一時的に解消されました。また、ロボットの活用など、人の手によらないビル管理業務

の手法も徐々に取り入れられるようになりました。 

清掃従事者や警備員は、医療従事者などとともに、コロナ禍でも仕事を止めることができない、

社会を支えるために働いている人たちを指す「エッセンシャルワーカー」と呼ばれ、その重要性が

再認識されるようになり、従事者の労働安全等、労務管理を強化が図られました。 

オフィスビルは、テレワークやリモートワークの浸透によりオフィス市場の動向に懸念が高まり

ました。また、広く社会に環境衛生に対する概念が行き渡ったことで、これまでの安心安全、環境、

省エネなど様々なテナントニーズへの対応に加えて、消毒・除菌を含めた感染症対策に対応したビ

ル管理が求められるようになりました。 

 

全国協会が実施したコロナ禍緊急調査では、コロナ禍における最大の問題・課題は、「仕事の受発注

（仕事の減少・消失）」が最多となりました。その他に多い回答には「仕事の物資確保（マスク、消毒液

等の確保）」、「労務管理（従業員の離職、シフト管理）」が挙げられました。 

コロナ禍における消毒・防疫業務の実施状況については、「従来は行っていなかったが、業務として開

始した」が最多となり、顧客や社会の需要に柔軟に対応していることがうかがえます。 

 

未だ、新型コロナウイルスの収束が見出せず、不安定な中で新年度を迎えるあたり、当協会はビ

ル管理市場や社会の変化に柔軟に対応していくことを念頭に置き、事業を推進することとします。 

具体的には、コロナ禍以降、業績見通しの悪化や契約改定率の下落が鮮明となっています。また、

人手不足の解消傾向は外部の環境変化や一時的なものであることが推測されるため、引き続き、関

係自治体に対して各種陳情・要望活動や広くチラシによる啓発を進めます。 

環境衛生思想の普及啓発及び業界の認知度向上のため、関係団体と連携して「ビルメン祭り・ビ

ルクリーニング技能競技中国大会」を開催し、広く一般に理解を深めるイベントを行うこととしま



  

す。 

教育・研修では、コロナ関連として防疫に関する研修、最新の清掃技法、技術を習得する研修会

等、社会のニーズに沿った研修を企画します。 

高齢者、障がい者の雇用受入れ・就労支援を促進するため、引き続き、各種セミナーや特別支援

学校等の指導者の技術支援に取り組んで参ります。 

労働安全衛生では、コロナに関連した調査を実施し実態を把握するとともに、リーフレットの作

成、配布を通じて災害防止対策に取り組むこととします。 

これら事業の実施にあたっては、感染防止対策の徹底を図り、参加者及び関係者の健康に留意し

た運営とします。 

また、デジタル化への対応として、リモート会議の開催、Web 講習の一部実施、ホームぺージで

の情報配信等を進めていきます。 

引き続き、安定的な協会運営を目指し、新規会員の加入促進に努め、公益事業と会員サポートを

推進して参ります。 

 

 

2. 重点事業・重要課題への対応 

【運営改善】 

(1) デジタル運営の推進 

【制度改善】 

(1) 第三者評価機関による点検・評価の定着・拡大 

(2) 受託契約単価として国土交通省「建築保全労務単価」の保障 

(3) 技術革新、法令の改正に応じた契約・仕様環境の整備 

【個別事業】 

(1)「ビルメン祭り・ビルクリーニング技能競技大会」の開催等を通じた広報・啓発活動の推進 

(2) インスペクションの定着・拡大 

(3) 防疫及び清掃に係る最新技術・技法の習得支援 

(4) 業務省力化(機械化)、外国人技能実習制度の活用など新たな課題への対応支援 

(5) 障がい者清掃技能検定に係る特別支援学校教員の技術支援 

(6) 高齢・求職者への情報提供 

(7) 労働法令の遵守支援など、安全な環境づくり 

(8) 建築物の環境衛生関係団体との連携、ビルオーナー団体との協議、調整 

(9) 事務事業の適切な管理と財務体質の健全化 

(10) 会員サービスの充実、会員加入の促進 



  

3. 公益目的事業計画の概要 

3.1 啓発普及事業 

ビルメンテナンスに関する知識の向上と普及・啓発を通じて、建築物における衛生的で健康か

つ、快適なる生活環境条件の保持発展を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

(1) ビルメンこども絵画コンクール 

小学生・幼児を対象に、「未来のおそうじ」をテーマに絵画コンクールを実施し、環境美化・

公衆衛生意識の啓発普及を図る。入選作品はホームページ上に公開するとともに、表彰式会

場のロビーに展示するなど広く社会一般に公表する。 

目標募集数：５００作品 

募集：令和３年６月～９月上旬 

発表：令和３年１０月 

(2) インスペクション事業 

作業品質の確保に大きな役割が期待される「検査員(インスペクター)による品質評価活

動」を社会に発信し、その定着・拡大を促進するとともに、ビル所有者等からの依頼に基づ

き、検査員を派遣し、作業内容の点検・評価、改善提案などを行う。 

特に、民間建築物において、業務の自主点検、第三者の点検・評価などの措置が取られる

よう民間ビルオーナーの理解促進に取り組む。 

目標件数：１０件 

期間：年間を通じて 

(3) ビルメンテナンス業登録制度の普及活動 

ビルメンテナンス業者の資質の向上を図ることを目的とした「ビルメンテナンス業登録制

度」への登録を推進するため、業登録の要件などのホームページ掲載やチラシを作成し、制

度の周知に努める。 

また、登録の人的要件となっている「清掃作業指導者」「貯水槽清掃作業従事者」等を育

成するために、当協会が実施する研修への受講を、会員外を含めて広く呼びかけるとともに、

研修会場において、相談指導を行う。 

ア) 清掃作業従事者研修証明事業   広島会場（２日間）、福山会場（１日間） 

イ) 保健所との協議・調整、「清掃作業指導者研修」などでの相談指導など 

(関連事業) 

当面の業界の課題である「契約環境の改善」をめざし、請負者である会員企業の取組

みを支援するための基礎データの整備・提供、中国ビルディング協会、官公庁との協議・

調整などを推進する。 

(4) 啓発・独自イベントの開催 

広く一般に、協会・協会活動に対する理解を深められるよう、「環境の日」に関連して、

協会独自の啓発イベント「ひろしまビルメン祭り」を開催し、清掃用機器・機材の展示や研

修等の協会活動の紹介などを通して、新技術・知識などの普及・定着を図り、もって，ビル



  

メン業者の資質の向上とサービス改善に資するとともに、一般向けに、ビルメンこども絵画

コンクール入選作品の展示、お掃除教室やこどもクリーンコンテストを開催するなどして、

環境美化・公衆衛生意識の啓発・普及を図る。 

開催日：令和３年６月１９日（土） 

場 所：マリーナホップ内マリホホール（広島市西区観音新町） 

 

3.2 教育研修事業 

ビルメンテナンスに関する知識・技術の進歩向上に関する事業を行うとともに、ビルメンテナ

ンス業の健全な育成に関する事業を行い、もって建築物における衛生的で安全な環境条件の保持

発展を図り、広く市民生活の向上と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

(1) 各種研修・講習事業 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（以下「建築物衛生法」という。）に

定める特定建築物の維持管理に関する各種の研修会を開催し、ビルメンテナンス業に携わる

者の専門的知識・技術の向上を支援する。 

また、「人手不足」等に伴う諸課題への適切な対応を図るため、「清掃用 AIロボットの

活用」、「ビルオーナーとの連携セミナー」などの講演会等を開催する。 

ア) 指定団体としての事業 

研 修 名 開催日 開催場所 定員等 

清掃作業従事者研修指導者講習会(新規・再) 6/30 広島国際会議場 100名 

清掃作業従事者研修証明 ６ ／ 2 1～ 2 5 

 

・ 

 

18 

 

広島市内・福山市内 110社 

イ) 登録団体としての事業 

研 修 名 開催日 開催場所 定員数 

貯水槽清掃作業従事者研修会(再) 7／20 広島国際会議場 100名 

〃          (新規・再) 9／13  広島国際会議場 100名 

〃          (新規・再) 10月 福山市生涯学習プラザ 70名 

〃          (新規・再) 11／22 広島国際会議場 100名 

防除作業従事者研修会(新規・再) 11／29 広島国際会議場 70名 

ウ) 協会自主研修 

研 修 名 開催日 開催場所 定員数 

ビルクリーニング技能士受検実技研修(１級)  1月 広島ビルメン会館 10名 

病 院 清 掃 関 連 研 修 (コ ロ ナ 対 策 研 修 ) 未定 広島市内 30名 

インスペクター研修(実践研修) 未定 広島市内 30名 

第1～4回最新技術セミナー(AIロ ボ ッ ト 活 用 等) 未定 広島市内・Web 各30名 

ビルメン業界のDX導入セミナー 未定 広島市内・Web 30名 

ビルオーナーとの連携セミナー 未定 広島市内 70名 

 



  

(2) ビルクリーニング技能競技大会 

ビルクリーニング技能、ビルの環境衛生の向上などを促進するため、技能競技中国大会を

主管協会として開催する。 

同大会へ出場する広島県代表選手への支援を行う。 

(中国大会) 開催日：令和３年６月１９日 

場 所：マリーナホップ内マーメードスペース（広島市西区観音新町） 

(全国大会) 開催日：令和３年１１月２４日～２６日 

場 所：東京ビックサイト(東京都江東区) 

※「ビルメンヒューマンフェア＆クリーン EXPO2021」のイベントとして 

 

3.3 就労支援事業 

労働集約型産業として安定的な雇用受入れを促進するため、建築物に係る教育・研修機能を生

かし、障害者・高齢者などの就労弱者の就労を支援し、誰もが豊かに暮らせる地域社会づくりに

貢献する。 

(1) 知的障害者等の就労支援 

知的障害者の職業自立訓練に取り組んでいる社会福祉法人広島市手をつなぐ育成会の指

導員の清掃技術の指導を随時行うとともに、訓練修了後には会員企業の（訓練現場の）現地

見学会を実施し、訓練修了生の会員企業への就職受入れを支援する。 

また、自立訓練修了生の受入企業への雇用助成金の交付、アビリンピックの運営支援、高

齢者の高齢促進を図るための情報提供などを行う。 

（アビリンピック全国大会）開催日時：令和３年１２月１７日～２０日 

開催場所：東京ビックサイト（東京都江東区） 

（アビリンピック広島大会）開催日時：令和４年１月 

開催場所：広島障害者職業能力開発校 

(2) 障害者雇用支援セミナー（障害者就労支援スタッフ養成研修） 

障害者の円滑な雇用を進めるため、障害者の生活相談、雇用管理などの業務を担う中核人

材の養成を図る。 

ビルメンテナンス企業への障害者の雇用受入れを促進するため、経営者、採用担当者、教

育担当者を対象に、就労支援体制、技術指導のポイントなどを内容とする研修会を開催する。 

(3) 特別支援学校の清掃業務指導者養成、障がい者清掃技能検定などの実施 

指導カリキュラムに清掃業務を位置づけている特別支援学校の教員を対象に技術指導等

を行い、特別支援学校生徒の就労拡大を支援する。 

ア）特別支援学校への講師派遣 

派遣研修：令和３年６月～令和４年２月 

イ）障害者清掃技能検定（広島県教育委員会実施）の技術指導、運営支援などを行う。 

ウ）広島県教育委員会進路指導員への助言 



  

(4) 職業訓練等受託運営 

下表のとおり高齢者、若年者の職業訓練を受託運営する。 

 

訓 練 科 目 等 訓 練 日 人 員 

シルバー連合会「オフィスクリーニング講習」（事業休止） 未定 － 

県立広島商業高等学校「インターンシップ」 8月  4名 

三原市立久井中学校（清掃体験学習） 7月 30名 

 

3.4 安全な環境づくり 

事故のない安全・安心な事業所づくりを通じて、ビルメンテナンス事業者の事故防止に関する

適切な育成を図ることをもって、建築物を取り巻く社会生活の向上に寄与する。 

(1) 労働安全衛生大会の開催 

安全衛生などに関する講演会や「安全に関する標語・論文」の入選者の表彰式などを実施

し、安全衛生意識の向上とともに、安全・安心の環境づくりへの取組みを促進する。 

開催日：令和３年１１月 

場 所：広島市内 

(2) 安全に関する標語・論文等の募集、選考、表彰 

安全意識の高揚と安全活動への日常的な取組みを促進するため、安全に関する標語・論文

を募集し、入選作品について労働安全衛生大会で表彰する。 

募集期間：令和３年７月～８月 

表  彰：令和３年１１月 

(3) 「年末労災ゼロ運動」の実施 

ア）日めくり等の作成、配布 

ビルメンテナンス企業に対し、入選標語を記載した日めくり、安全に関するチラシ・

ポスター及びチェックシートを配布し、事業場の労働災害発生状況の点検と改善への取

組みなどを推進する。 

イ）安全パトロール 

事業所数社を訪問し、安全チェックシートをもとに労災事故の発生状況、安全管理体

制等を聞き取り、必要に応じ「改善策」を協議・検討する。 

(4) 調査・研究 

ア）労働災害発生調査の実施 

定期に労働災害発生調査を実施し、労災事例を共有するとともに、従事者用の労働災

害実例集を作成し、参考に供する。 

イ）研究 

労働安全衛生全般を対象にして、テーマを取り上げ、行政提言するなど調査・研究事

業を実施する。 



  

 

4. その他の事業（相互扶助等事業）計画の概要 

4.1 関係団体の運営管理業務の受託事業 

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会中国地区本部など関係団体の適切な運営管理を支援

する。 

 

4.2 会館の貸出、会員互助事業 

会館（研修施設）の利用空き時間に、研修、実技訓練の場として、貸出・活用を図り、全国ビ

ルメンテナンス協会などの関係団体の事務所を賃貸する。 

また、会員向けの研修会、スポーツ・レクリエーションなどの会員互助事業を実施する。 

寄付など関係団体への協力活動を実施する。 

(1) 清掃奉仕活動、環境学習活動等の実施 

ビルのある地域の環境を良好に保ち、もって住みよい街づくりに寄与していくことを目的

として、清掃奉仕活動、環境学習活動等を実施する。 

ア) 森林カルチャー 

「下刈りなど山の手入れ」、「記念植樹」、「工芸作品づくり」など親子の体験環境学習 

開催：令和３年１０月 

イ) 清掃奉仕・環境美化活動 

・ゴミゼロ クリーン・ウォーク 

開催：令和３年６月 

・クリーン太田川 

開催：令和３年７月 

・平和公園清掃 

開催：令和３年８月７日 

(2) 関係団体への協力活動 

次の関係団体の役員等の推薦、派遣 及び 事務局職員の兼務などを行う。 

(1) 公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 

(2) 一般財団法人 建築物管理訓練センター 

(3) 広島県ビルメンテナンス協同組合 

 (4) 広島県貯水槽管理協会 

 (5) 広島ビルメンテナンス政治連盟 

 (6) 公益社団法人 広島ビルメンテナンス協会 青年部会 

 (7) 日本環境管理学会中国支部 

(8) 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター 

(9) 一般社団法人 広島県警備業協会 

(10) 一般財団法人 広島県消防設備協会 



  

(11) 広島商工会議所 

(12) きれいなひろしま・まちづくり市民会議 

(13) 広島県教育委員会 

 

5. 法人運営等に係る事業計画の概要 

5.1 総会、理事会等 

ア) 定時総会 

開催日：令和３年５月２４日 

イ) 理事会 

開催日：原則、毎月第２木曜日 

ウ) 全体会議 

開催日：令和４年１月 

エ) 選挙管理委員会等 

開催日：令和３年４月 

 

5.2 入札・契約環境等の改善について 

(1) 行政機関への働きかけ 

公共建築物の適切な維持・保全が図られるよう、引き続き、広島県・広島市に対し、価格

だけでなく、業務品質に配慮した入札制度の改善を働きかける。 

① 総合評価競争入札の拡充 

② 業務の履行確認と第三者による点検・評価 

また、現行の指定管理者の応募、評価手法等の課題を研究し、より良い制度の改善を働き

かける。 

(2) 民間ビルオーナーへの働きかけ 

コロナ禍における消毒作業や最低賃金の改定に伴う費用の上昇が契約改定に反映される

よう働きかける。 

また、相手側の営業自粛に伴い業務量が減少することに対して、契約額を一定額、保証す

る契約制度を研究し、働きかける。 

引き続き、清掃業務の「履行確認」「自主点検・評価」について、民間建築物においても

同様の措置が講じられるよう民間ビルオーナーの理解促進に努める。 

そのほか、労働人口が減少するなかで、生産性向上に向けた清掃等ロボットの導入や人手

不足対策としての特定技能外国人労働者の採用等、作業、労働環境の変化への理解促進に努

める。 



  

6. 行事予定（令和３年度） 

月 日 事  業  名 対象者・参加予定

者数 

主催・所轄 

4 26 特定技能評価１号試験 外国人受験者 全国協会(地区本部) 

5 

24 

 

令和３年度 定時総会 正会員・賛助会員 協会（理事会） 

25 2020年度臨時総会 各県協会代議員 全国協会 

26 令和３年度 通常総会 組合員 組合（理事会） 

6 

 ゴミゼロクリーンウォーク   

19 第16回ビルクリーリング技能競技中国大会 登録事業者 協会（教育訓練） 

19 第3回 ひろしまビルメン祭り 一般 協会 

21～25 清掃作業従事者研修研修証明 会員ほか 協会（教育訓練） 

30 清掃作業従事者研修指導者講習会（新規・再） 登録事業所内指

導者 

協会（教育訓練） 

7 

 クリーン太田川 会員ほか 国土交通省 

 2021年度定時総会 各県協会代議員 全国協会 

20 第1回貯水槽清掃作業従事者研修会（広島） 登録事業従事者 協会（教育訓練） 

8 7 平和公園清掃奉仕 会員ほか 協会（総務） 

9 
13 

 

第2回貯水槽清掃作業従事者研修会（広島） 登録事業従事者 協会（教育訓練） 

28・29 

 

建築物清掃管理評価資格者講習 清掃作業監督者

等 

全国協会 

10 

 第3回貯水槽清掃作業従事者研修会（福山） 登録事業従事者 協会（教育訓練） 

 中国地区全体協議会 会員ほか 全国協会(地区本部) 

  ビルクリーニング技能検定受検準備講習 技能検定受験者 訓練センター 

11 

22 第4回貯水槽清掃作業従事者研修会（広島） 登録事業従事者 協会（教育訓練） 

24～26 ビルメンヒューマンフェア＆ EXPO2021 一般 全国協会 

28 ビ ル ク リ ー ニ ン グ 技 能 検 定 試 験 (学 科) 受検者 全国協会 

29 防除作業従事者研修会 登録事業従事者 協会（教育訓練） 

 第47回労働安全衛生大会 

 

会員ほか 

 

協会（労務管理） 

1 

 全体協議会 及び 新年互礼会 会員・賛助会員 協会（理事会） 

 通常総会 会員 政治連盟 

 アビリンピック広島 療育手帳保持者

等 

協会（雇用開発） 

 ビルクリーニング技能士受検実技研修 技能検定受験者 協会（教育訓練） 

 ビルクリーニング技能検定試験1・2・3級（実技） 技能検定受験者 全国協会(地区本部) 

 

 


