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JADCA 事務局から会員企業・関連団体の皆様に JADCA NEWS を配信いたします。

1．2021年念頭にあたって

新年あけましておめでとうございます

  昨年は、新型コロナウイルス感染症により世界中が翻弄される一年

になりました。

日本では、クルーズ船ダイアモンドプリンセス号が、2020 年 1 月 20

日、横浜港を出発し、鹿児島、香港、ベトナム、台湾、および沖縄に立

ち寄り、2月 3 日に横浜港に寄港した。この渡航中の 1 月 25 日に香港

で下船した乗客が、1 月 23 日から咳をみとめ、1 月 30 日に発熱し、2

月 1 日に新型コロナウイルス陽性であることが確認された。そのため、

日本政府は 2 月 3 日横浜港に入船したクルーズ船に対し、その乗員乗

客の下船を許可しなかった。2 月 3 日からの二日間、全乗員乗客の健

康診断が検疫官により行われ、症状のある人、およびその濃厚接触者

から新型コロナウイルスの検査実施のために咽頭ぬぐい液が採取された。2 月 5 日に検査結果より

COVID-19 陽性者が確認されたことから、クルーズ船に対して同日午前 7時より 14日間の検疫が開始

された。この時点でクルーズ船には、乗客 2,666 人、乗員 1,045 人、合計 3,711 人が乗船しており、

クルーズ船では 712 人の感染者が確認された。2020年、日本国内では 14 万人以上の感染者が確認さ

れた。

タレントの志村けんさんを始め新型コロナウイルスに感染し亡くなられた方が、2000 人以上いら

っしゃりました。お亡くなりになられた方のご冥福をお祈り申し上げるとともに、ご遺族の方には心

よりお悔やみ申し上げます。

JADCA 昨年の活動として、協会設立以実施している「建築物環境衛生セミナー」は、新型コロナウイ

ルスの感染防止対策として有効とされている換気をテーマとして以下の内容で行いました。

タイトル：「コロナ対策換気セミナー」

   新型コロナウイルス感染拡大防止のための空調・換気設備メンテナンス

  講演内容

第一部 厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課 課長補佐 北村牧子氏

『商業施設などの管理権限者の皆様へ 換気の悪い密室空間を改善するための換気の方法』

第二部 東京理科大学 工学部建築科 教授 空気調和・衛生工学会副会長 倉渕隆氏

   『新型コロナウイルス感染対策としての空調設備を中心とした設備の運用について』

第三部 日本空調システムクリーニング協会（JADCA） 評価委員長 花木俊介

   『換気設備の粉塵汚染による換気能力低下を改善するための有効な維持管理』

後援 厚生労働省、（公社）日本空気清浄協会、（公財）日本建築衛生管理教育センター

   （公社）全国ビルメンテナンス協会

2020 年 12 月 23 日 13:00～17:00  会場受講（ホテルルポール麹町）またはオンライン受講

新年度は、以下の施策を中心に活動してまいる所存ですので、会員各位に倍旧のご協力、ご指導を

賜らんことをお願いして、新年の挨拶とさせていただきます。

○ ダクト清掃業全体の施工品質を担保する事を目的とし、空調用ダクト清掃技術評価制度、環

境経営システム認証制度、空調システム診断士制度、厨房排気設備診断士制度の普及を継続

的に行う。

〇 お客様より JADCA 会員であれば、安心して仕事を任さられる事を目的とした、安全で質の高

い JADCA 共通仕様書の作成を検討していく。

〇 昨年より、スタートした「ビジネスモデル委員会」を継続して行っていきます。

主なテーマは、抗菌剤の評価、設計事務所へのアプローチ、作業報告書等の統一、メ-カー・

メンテ企業へのアプローチ他

ＪＡＤＣＡ 会長 吉田正広



2. JADCA建築物環境衛生セミナーのご報告

会長吉田の新年の挨拶にございまし

たように、昨年 12 月 23日ホテルルポー

ル麹町に於いてJADCA建築物環境衛生セ

ミナーを開催致しました。

今年はコロナ感染対策での開催とな

りオンラインでの受講と会場受講のハ

イブリッド形式で行いました。

厚生労働省からご後援を頂き医薬・

生活衛生局 生活衛生課 課長補佐

北村牧子様に第一部にご登壇いただ

き、第二部では東京理科大学 工学部

建築科 教授 空気調和・衛生工学会

副会長 倉渕隆先生、第三部では JADCA

評価委員長 花木俊介講師講演されま

した。

会場受講ではコロナ禍の中ですが、

定員いっぱいのご来場を頂き、またオンラインでは YouTube での配信が 400 回以上の再生回数を記

録いたしました。

3. JADCA活動報告 10月～12月

日時 内容 会場

10 月 8 日（木）
ビル空気環境表彰制度

審査委員会
JADCA 事務局会議室

10 月 19 日（月）
ビジネスモデル委員会

ＺＯＯＭ開催
JADCA 事務局会議室

10 月 26～27 日(月火) 厨房排気設備診断士養成研修 浅草観光文化センター

11 月 9～10 日(月火) 空調システム診断士養成研修 浅草観光文化センター

11 月 18 日（水）
ビジネスモデル委員会

ＺＯＯＭ開催
JADCA 事務局会議室

11 月 25 日（水）
評価認定委員会

ＺＯＯＭ開催
JADCA 事務局会議室

12 月 7 日（月）
技術委員会

ＺＯＯＭ同時開催
JADCA 事務局会議室

12 月 8 日（火）
ダクト清掃作業従事者研修

会場・ＺＯＯＭ同時開催
JADCA 事務局会議室

12 月 17 日（木）
2020 年度臨時理事会

ＺＯＯＭ開催
JADCA 事務局会議室

12 月 23 日（水）

建築物環境衛生セミナー

コロナ対策換気セミナー

会場・YouTube 同時開催

ホテルルポール麹町



4. 活動予定  １月～３月

5. 研修・講習のご案内

作業従事者向け

ダクト清掃作業従事者研修

第 3 号事業登録要件の一つに「年一回以上全作業員が研修を受けること」は、社内研

修でもよいということになっておりますが、JADCA では、本研修を受けたものが社内

研修の講師となるべきとの観点から、JADCA 認定の技術評価制度において、本研修の

受講者が毎年いなければ減点対象としています。

技術評価取得企業、受審希望の会員企業はこの点もご留意下さい。

日 時 形 態

2021 年 1 月 15 日（金）

9:30～17:00
オンライン研修（ZOOM）のみ

    

    厨房排気ダクト清掃診断士更新研修

      厨房設備診断士には有効期限(資格取得後 6 年間)あり、期限を迎える診断士に対して厨房

排気設排気備診断士更新研修を行い、修了した者に対して診断士証を再交付する。

厨房排気設備診断士で、有効期限 1 年以内、もしくは期限到来後 1 年以内の者。また 2020

年度は新型コロナウイルス感染対策により研修が延期になったため特例が認められている。

日 時 形 態

1 月 20 日（水）

13:00～17:30
JADCA 事務局会議室

ＺＯＯＭ同時開催

◆2020年度臨時社員総会及びビル空気環境表彰・表彰式の変更のご連絡
    

2021 年 1 月 22 日(金) 14：00～浅草橋ヒューリックホール＆カンファレンスにお

いて開催しオンラインにて同時配信する予定でおりましたが、新型コロナウイルス感

染対策を考慮しオンライン(ZOOM)にて臨時社員総会を開催致します。第 2回ビル空気

環境表彰・表彰式については当日審査結果のみ報告し後日表彰の模様をまとめた映像

を協会のホームページ上にリンクさせて頂きます。

日時 内容 会場

1 月 15 日（金）
ダクト清掃作業従事者研修

ＺＯＯＭ同時開催
JADCA 事務局会議室

1 月 20 日（水）
厨房排気設備診断士更新研修

ＺＯＯＭ同時開催
JADCA 事務局会議室

1 月 22 日（金）

臨時社員総会

ビル空気環境表彰審査結果報告

ＺＯＯＭ開催

JADCA 事務局会議室

1 月 29 日（金）
ビジネスモデル委員会

ＺＯＯＭ開催
JADCA 事務局会議室



事務局 etcetera（エトセトラ）

2020 年は、新型コロナウイルスの感染の世界的な広

がりによって、普段とはまったく違う年になりまし

た。大変なこともたくさんありましたが、そんなこと

ばかり振り返っても暗くなるばかりなので、楽しかっ

たことを書いてみようと思います。

私の 2020 年に楽しかったことは、電動アシスト自転

車を購入したことです。以前使っていた自転車がかな

り古くなっていたのと、新型コロナウイルス対策特別

定額給付金、あの 10万円給付金が出たこともあって、

思い切って購入しました。

10 万円給付金を使って自転車を買うかどうかは別に

して、首都圏では、新型コロナウイルス流行後に自転

車通勤をする人が約 30％増えたそうです。混雑した公

共交通機関での通勤を避けるために、自転車通勤に切

り替えた人が多かったんですね。私の場合は、もとも

と自転車通勤だったのですが、以前乗っていた自転車

はアシスト無しの普通の自転車でした。

さて、そんなわけで電動アシスト自転車に乗り換え

たわけですが、やっぱり電気の力は素晴らしい！平地でもすいすい進んでくれるし、上り坂ではそ

の威力を発揮して、すいすいどころかグイグイ上ってくれます。値段はそれなりにしますけど、値

段だけの価値はありますね。

通勤に使うだけであれば、それほど楽しい話でもありませんが、電動アシスト自転車を買ってか

らは、出かけるときに自転車で行くことが増えました。私の住んでいる大田区には坂が多く、どこ

へ出かけるにしても 1 つか 2つは坂を上ることになるので、以前は自転車で出かけるのはおっくう

でした。でも、電動アシスト自転車であれば坂を上るのもへっちゃらどころか、むしろ坂道大歓

迎！というくらいの気持ちにもなります。

自転車で出かけるだけでも楽しいのですが、さらに楽しいポイントは、スマホのアプリを使って

走った道を記録できることです。Apple Watch のようなスマートウォッチでも同じようなことがで

きます。地図を見てもらうと分かりますが、真ん中でちょっと太くてカラフルになっている線が、

自転車で走った軌跡です。GPS の電波を受信して、走った道のりと時間、距離、速度なども記録し

てくれます。後でこの地図を見ながら、走った道を振り返るのも楽しいですね。

ということで、電動アシスト自転車の話を書きましたが、皆さんが 2020 年に楽しかったことは何

でしょうか？そ

して、2021年に

はどんな楽しい

ことが待ってい

るでしょうか？



編集後記

あけましておめでとうございます。

昨年同様、新型コロナウイルスの影響が今も継続して出ておりますが、未来を考えたときに悲観的に

なることは勿論得策ではないので、様々な変化を受け入れ、一歩ずつでも次に進んで行かなければと

考えております。

JADCA としても環境に合わせたスタイルとして昨年取り組んできた WEB 会議や WEB 講習、イン

ターネットを使った配信などを今後も進めていく事となりますが、アナログ的な要素もやはり必要

性はあると感じております。顔を合わせて話したり笑ったりする場面も状況に応じて作っていけた

らと考えております。

JADCA も時代と共に変化をしていきますが、根幹部分は継続し、今年も会員企業様のお力になれる

ようにしていきたいと思っております。

本年もよろしくお願い申し上げます。

                                            

JADCA 事務局
〒111-0042 東京都台東区寿一丁目 2 番 7 号

TEL：03-5828-6116  FAX：03-5246-7380
E-mail：info@jadca.jp  URL：http://www.jadca.jp/


