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1. 2021～2023年 新体制発足のお知らせ  

新会長小川明彦就任にあたりこの度新体制を発足致しました。 

弊協会、一般社団法人 日本空調システムクリーニング協会（JADCA）はあらゆる空調システ

ムの衛生的な保守、管理を中心に、清潔な空気環境の創造に取り組み会員企業の皆様とともに

業界の発展を目指す所存でございます。何卒よろしくお願い致します。 

 

ＪＡＤＣＡ新体制 

小川明彦（会長） 

部 門 部門長 小川明彦（会長） 

政 

策 

委 
員 

会 

職務 ・業の発展の対外的な働きかけ。 

・全国ビルメンテナンス協会及び関連団体、各省庁 

・診断士の国家資格化の推進 

担当理事 小川明彦（会長） 

副担当 高木篤 (副会長) 

委員 
山田幸司(副会長) 中嶋伸吾(副会長) 遠山隆 (常務理事)会長補佐 

吉田正広(前会長) 大廻和彦(顧問) 

 
 

総 

務 

部 

門 

部門長 清水晋 (専務理事)  

委員会 ビジネスモデル委員会 広報委員会 総務委員会 

職務 ・会員企業の利益に

なる新しいビジネ

スの模索。 

・協会の広報活動 

・新技術、新ビジネス、

新情報などを広く会

員に知らせ、共有す

る。  

・セミナー企画・開催 

・JADCANEWS 発行 

・諸行事の企画、実行。 

・海外交流 

・会員増強 

・青年部取りまとめ 

担当理事 高橋耕一 (理事) 清水晋 (専務理事) 中村一午 (理事) 

副担当 新谷康彦 高橋耕一 (理事) 山田晃也 



 

技 

術 

部 

門 

部門長 末光眞二 (専務理事)  

委員会 技術委員会 厨房委員会 清浄度委員会 

職務 ・技術的課題の解決、

新技術に関する調

査研究。 

・厨房排気ダクト清掃技

術に関する調査研究

を実施することで、市

場の拡大を図ると共

に、学識経験者との交

流を深める。 

・空気清浄に関する調

査研究を実施するこ

とで、市場の拡大を

図る共に、学識経験

者との交流を深め

る。 

担当理事 花木俊介 (理事)  末光眞二 (専務理事) 清水晋 (専務理事)  

副担当 土谷弘太朗 大庭孝仁 (理事)  

評 

価 

部 

門 

部門長 今井昭彦 (専務理事)  

委員会 評価認定委員会 環境経営委員会 

職務 ・技術評価の実行。 

・技術評価制度の改定更新。 

・ビル空気環境表彰 

・環境経営評価の実行。 

・環境経営システム制度の改定、 

更新。 

担当理事 佐々木良信 (理事) 今井昭彦 (専務理事)  

副担当 風間亮人 喜屋武大希 

 

 

2. 研修・講習のご案内 

集合研修については、新型コロナウイルス感染症対策のため今年度はオンライン研修とさ

せて頂きます。 

 

⑴空調システム診断士養成研修 

JADCA は、カビ、細菌等の微生物や新型コロナウイルス・インフルエンザの出現等室内空気

環境の衛生管理がますます重要となっていることを鑑み、空調システム全体の健康状態を判断す

る診断士を養成する。 

 https://www.jadca.jp/info/training/shikaku/shindanshi/index.html  

 

 

 

 

 

⑵厨房排気設備診断士養成研修 

最近、焼肉店を始め厨房ダクト火災が依然として頻発しているが、厨房排気ダクトの点検・

清掃管理が十分に実施されないことが火災延焼の要因であるケースが多いことを鑑み、厨房排

気設備の汚染診断並びにクリーニング及び清掃評価診断ができる専門的な知識と技術を兼ね備

えた診断士を養成する。 

https://www.jadca.jp/info/training/shikaku/chubou/index1.html  

日程 会場 

2021 年 10 月 12 日(火)～13 日(水) オンライン研修（ＺＯＯＭ）利用 

https://www.jadca.jp/info/training/shikaku/shindanshi/index.html
https://www.jadca.jp/info/training/shikaku/chubou/index1.html


 

 

 

 

 

⑶ダクト清掃作業監督者講習 

建築物衛生法において、建築物空気調和用ダクト清掃業の登録要件の一つになっている

ダクト清掃作業監督者資格のための講習です。 

この講習の主催は公益財団法人日本建築衛生管理教育センターです。 

詳細は、同センターにお問い合わせください。 

講習会ホームページ： http://jahmec.or.jp/koushu/dakuto.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 空調ダクト清掃作業従事者研修開催日程 

  

この研修会は、厚生労働大臣より研修実施団体として登録を受けた、一般社団法人 日本空調シ

ステムクリーニング協会が開催するものです。 

今年度からは、初めて従事者研修を受講される方のための「一年目コース」と 2 回目以降の方

を対象とした「2 年目以降コース」に分けて研修を行います。 

また今年度はオンライン研修（ＺＯＯＭ）のみといたします。 

受講料：10,285円(税込)  

対象者 日時 

「1 年目コース」 

始めて研修を受講する

方の研修 

2021 年 9 月 8 日（水） 9：00～17：00 (開催修了) 

2022 年 1 月 26 日（水） 9：00～17：00 

「2 年目コース」 

2 回目以降受講者対象

の研修 

2021 年 10 月 20 日（水）9：00～17：00  （募集中） 

2022 年 2 月 9 日（水） 9：00～17：00 

日程 会場 

2021 年 11 月 17 日(水)～18 日(木) オンライン研修（ＺＯＯＭ）利用 

地区 日程 会場 

(新規) 

関東 

 

開催日 

2021 年 11 月 29 日(月)～12 月 2 日(火) 

申込受付 

2021 年 10 月 7 日(木)～10 月 13 日(水) 

三田国際ビル 1階 

東京都港区三田 1－4－28 

地区 日程 会場 

(更新) 

関東 

 

開催日 

2021 年 11 月 1 日(月)～11 月 2 日(火) 

申込受付 

受付延長中 

 

三田国際ビル 1階 

東京都港区三田 1－4－28 

http://jahmec.or.jp/koushu/dakuto.html
https://jahmec.or.jp/about/access.html#map2
https://jahmec.or.jp/about/access.html#map2


4. 空調用ダクト清掃技術評価制度更新時期のお知らせ 

 

建設省の「建設技術評価制度」に代わる制度として、また会員企業全体の技術水準の底上げ・

標準化を期するべく 2012 年 3 月から、空調用ダクト清掃技術評価制度を開始しました。制度 8

年目を迎え、順次更新を済ませております。 

引き続き更新を行っていきますので対象となる会員企業の方は書類等を振り返って頂き、ご

準備の程よろしくお願い致します。下記は今年度対象企業です。 

＊詳しくは JADCAホームページをご確認下さい。 

更新書類提出期限 2021年 10月 21日 

http://www.jadca.jp/info/hyouka/index.html  

 

会員名 更新日 工 法 

(株)ジャパントーア 2021 年 10 月 1 日 DBC 工法 

 

 

5. 新会員紹介 

 

7月 1日入会 

正会員 

環境をサポートする株式会社きらめき 

総合ビル管理・警備業 

〒951-8528 新潟県新潟市中央区東堀前通 6番地 1061番 

ＴＥＬ：025-228-7586  ＦＡＸ：025-224-5034 

代表取締役 山田茂孝 担当者 佐藤道雄 

URL:https://kirameki.co.jp e-mail：michio-sato@kirameki.co.jp  

 

 

9 月 1 日入会 

正会員 

MK 設備設計株式会社 

総合設備・建築工事・総合ビルメンテナンス 

〒244-0805 

神奈川県横浜市戸塚区川上町 87-1 ウエルストン 1 ビル 6 階 

ＴＥＬ：045-392-6574  ＦＡＸ：045-392-6557 

代表取締役 小森秀也 担当者 高橋三正 

URL:http://mksetsubi.co.jp/index.html  e-mail：mtakahashi@mksetsubi.co.jp  

 



事務局 etcetera（エトセトラ） 

我が家に子猫が来て 4 年の月日を経てすっかり大き

くなりましたが、未だにまったく私に懐いてくれませ

ん・・・ 

4 年間笑顔を絶やさず与えて来たのにまったく懐い

てくれません。仕事が忙しく家にいる時間も少ないかも

しれませんが、少しは気を使って愛想をくれてもいいじ

ゃないかといつも思っております。 

少し寂しくけっこう切ないです・・・ 

猫には人間と同じように性格があることで知られて   

いますが、我が家の猫は気が弱く非常におとなしい性格

です。他人がくれば表には出て来ないのはもちろん、私

が帰って来ても隠れてしまう時もしばしばあります。 

私の存在を理解はしているので嫌ではないと思いますが、抱っこもさせてくれない、なかなか触

れる事もさせてくれない、私はいつも微妙な距離から眺めているばかりです。 

たまには玄関でお出迎えや寝ている布団に入ってきたりしても罰は当たらないと思うのですが、

未だに関係は変わらず懐いてくれません・・・ 

ソファーに爪研ぎされても部屋を汚されたりしても元気な証拠と感じ、触れようとして猫パン

チをくらったり爪で引っ掛けられたとしても愛情表現の裏返しとポジティブに考え、これから

も笑顔を与え続けて行けば、いつかきっと懐いてくれる日が来ると信じて過ごしていますが、他

の家族に懐いている姿を見ると羨ましく感じてしまいます。 

 しかし！私とはコミュニケーションは取れていませんが、我が家の猫はやはり可愛いい！！！ 

一つひとつの動作は愛おしく癒されてしまいます。この先ずっと懐いてくれないとしても我が

家の立派な家族です。 

皆様も同じように動物と一緒に生活をしている方も多いと思いますが、いいですよね！言葉

は喋れないかも知れませんが、意思疎通ができることは凄いことだと思いませんか。 

そんな我が家の猫は、今日も離れた所でゴロゴロしております。 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 
㈱アキュアリンク 高橋耕一 

 

 
 

子猫の時 

大人になり

ました 
触れると 

微妙・・・ 



 
                                            

編編集後記 
 

ワクチン接種が日本国内でも進んできましたが、以前と同じような様式で生活ができるよ

うになるのか、またはコロナと共生していかなくてはならないのか。 

随分と長い間、様々な制限の中で日常が変化し進んできましたが、その変化がいつのまに

か日常となり、便利になった事も不便な事も含めてこの先の未来がいい方向に変化していく

事を願うばかりです。 

JADCA も、会長 小川明彦新体制のもと、更にいい方向に変えるべき過程を進みながら

会員企業の皆様に明るい未来を発信していけたらと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 


