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1.臨時社員総会の開催のご報告 

2 月 4 日 14：00～臨時社員総会をオンライン(ZOOM)にて開催いたしました。当日の

模様をお知らせします。 

新会員を含め 87 社中オンライン出席 24 社委任状出席が 26 社合計 50 社によって総

会が開催されました。審議内容としては、第一号議案 2021 年度事業計画案並びに収支

予算案が異議なく承認されました。 

    次に、新規入会の会員企業の紹介がされ、昨年 8月に入会された、環境をサポートする

株式会社きらめき専務取締役佐藤様、2月に入会された有限会社街コーポレーション専務

取締役大鹿様、株式会社アスカサービス代表取締役村田様からそれぞれご挨拶を頂きま

した。 

次にビジネスモデル委員会の経過報告が高橋理事より報告されました。 

ビジネスモデル委員会は発足 2 年目迎え「会員企業に新しいビジネスモデルを構築しビ

ジネス向上を目指す」を目的に活動しております。 

根幹部分はぶれる事なく、今だからこそ必要なビジネス展開や会員企業の相互ビジネス

展開、JADCA の制度を活用したビジネス展開、会員企業の感じているもったいない部分

などをくみ取りビジネスにつなげていくなど様々なビジネスチャンスに繋げていける部

分を委員会で取り上げ進めております。 

会員企業の皆様にはアンケートのご協力を頂いておりますが、引き続きよろしくお願い

致します。 

   1 年間の成果を 6 月に開催される定時社員総会にて発表いたします。 

 ご期待ください。 

2．JADCA 2022年 1月～3 月 活動報告 

 

日時 内容 会場 

1月 26日（金） 
ダクト清掃作業従事者研修 

1年目研修 

JADCA事務局会議室 

オンライン開催 

1月 28日（金） ビジネスモデル委員会 
JADCA事務局会議室 

オンライン開催 

2月 4日（金） 臨時社員総会 
JADCA事務局会議室 

オンライン開催 

2月 9日（水） 
ダクト清掃作業従事者研修 

2年目以降研修 

JADCA事務局会議室 

オンライン開催 

2月 22日（火） ビジネスモデル委員会 
JADCA事務局会議室 

オンライン開催 

3月 24日（木） ビジネスモデル委員会 
JADCA事務局会議室 

オンライン開催 

 



3. 事務局からのご連絡 

⑴ JADCA 建築物環境衛生セミナー 

 

 

無料セミナーです。 

受講は、会場受講・WEB受講が選べます。 

皆様のお申込みお待ちしております。 

詳しくは協会ホームページをご確認ください。 

 

 

令和 4 年

4 18 （ 月）
13: 30 ～ 17: 00

浅草文化観光センター
東京都台東区雷門 2-18-9

無料

裏面が申込書です。一般社団法人日本空調システムクリーニング協会

会場受講
または

W EB受講

ご飯残しちゃ
SDGs って

いけないんだよ！
分かりにく い SDGs を分かりやすく する無料セミ ナー

日本空調システムクリーニング協会主催　 建築物環境衛生セミ ナー

会場

受講料

SDGs って、なんだか分かりにく いですよね？でも、う ちの子、

「 SDGs って、 ご飯残しちゃいけないんだよね！」 なんて言っ

てますよ。 子供も知ってる SDGs、 大人たちも この機会に、

皆で一緒に勉強しまし ょう 。 　 このセミ ナーでは、 SDGs に

ついてわかり やすく 説明した後、 ダクト 清掃の中小企業がど

う やって取り組もう と しているか、 実例を紹介します。

講
演
内
容

日本経営士会代表理事、 エコステージ協会理事　鈴木 和男　 氏

SDGs とは何か、 SDGs が求められる背景と歴史、
SDGs が企業経営に与えるインパクト

日本環境管理監査人協会理事長、 エコステージ協会全国理事長　小山 富士雄　 氏

建物、 設備、 室内環境と空調の視点から
室内空気環境のあるべき姿と SDGs

日本空調システムクリーニング協会　 専務理事　今井 昭彦
建物の水と空気を保守する中小企業の SDGs



⑵ 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。 

  講習期間 講習会場 受付 

新規 

講習 

2022 年 

7 月 19 日(火)～7 月 22 日(金) 

三田国際ビル 1 階 

東京都港区三田 1－4－28 

2022 年 

5月31日(火)～6月6日(月) 

再 

講習 

2022 年 

7 月 28 日(木)～7 月 29 日(金) 

三田国際ビル 1 階 

東京都港区三田 1－4－28 

2022 年 

6月8日(水)～6月14日(火) 

 

 

⑶ 発行：日本ビル新聞２０２２年度版ビルメンテナンスの積算＆見積 

こちらの特集に花木理事が寄稿いたしました。 

 

2022年度版では、「環境変化に対応するビ

ルメンテナンス」と題し、新たな事業領域

への挑戦を促す特別寄稿を掲載。また、新

型コロナウイルスの感染予防対策として

「換気」の重要性が再確認されたことを受

け、（一社）日本空調システムクリーニン

グ協会(JADCA)の協力を得て、ダクト清掃

の料金算出根拠を解説した。 

■体裁：Ａ４版 11章 約 200頁  

■価格：本体 16,940円（税・送料込み） 

 

★ご購入の希望がございましたら事

務局までご連絡下さい。 

15,000円(税込)にて購入可能です。 

 

特別寄稿 環境変化に対応するビルメンテナンス

～新たな事業領域への挑戦～ 
第6章   設備管理業務 

第１章 令和３年の社会 第7章   管洗浄 

第2章   賃金情報 第8章   ガラス清掃 

第3章   清掃管理業務 第9章   官公庁施設 

第4章   ダクト清掃 第10章   資材・機器類等の目安料金 

第5章   警備業務 第11章   関連団体 

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


4．新会員紹介 

2月 1日入会 正会員 

有限会社街コーポレーション 

〒130-0022 東京都墨田区江東橋 5-11-5 

TEL：03-5625-5791  FAX：03-5625-5792 

代表取締役  笠間 則雄 

担当者  春日 秀幸(取締役副社長) 

URL： http://www.machi-corp.co.jp  

 E-mail：kasuga@machi-corp.co.jp 

 

2月 1日入会 正会員 

株式会社アスカサービス 

〒536-0004 大阪府大阪市城東区今福西 2-11-8 

TEL：06-6180-2225 FAX：06-6180-2555 

代表取締役  村田 恒治 

担当者  村田 恒治（代表取締役） 

URL： http://www.shu-wa.jp   

E-mail：murata@askaservice.com 

 

 

2022年度 定時社員総会の予告 

定時社員総会は下記の通り計画はしておりますが、新型コロナウイルス感染予防

対策を考慮した上で開催したい所存でございます。 

正式な招集通知は後日小川会長から送らせて頂きます。 

 

 

 

  

日  時  2022 年 6 月 10 日（金） 

場  所  浅草文化観光センター 大会議室 

開始時間  14：00～受付 14：30～開始 
 

http://www.machi-corp.co.jp　
mailto:kasuga@machi-corp.co.jp
http://www.shu-wa.jp　/
mailto:murata@askaservice.com


事務局 etcetera（エトセトラ） 

 

ジーンズの歴史の中で、1890年に初めて『501』

のロットナンバーがデニムに振られたと言います。

リーバイ・ストラウスは「働いているうちにパンツ

が破れては困る」という労働者のために耐久性のあ

るパンツを製作しました。今でこそファッションと

して知名度の高いジーンズですが、現在のイメージ

を形作ったものは 1940年代～1967年頃まで生産さ

れた『501XX（ダブルエックス）』と言えるかもしれ

ません。履き込み、洗いを繰り返すと何とも言えな

い独特のインディゴの縦落ちが完成されます。これ

は当時の技術では染料であるインディゴが生地の

内部まで染まりきれず、履き込んで染料が薄くなる

につれ経糸と緯糸のムラが特有のコントラストを

生み出すためです。逆に現代のジーンズは、染料が

しっかり内部まで染まり生地も洗練された物であ

るためこのような色落ちは生まれません。しかし、

当時の生産者はこの色落ちを意図しておらず、時代

背景が生み出した、まさに「副産物」と言えます。 

 単なる消耗品と捉えればそれまでですが、コロナ禍で世の中誰もがマスクを着用して個性が

表現しにくい時代、その中で自分なりの味のある「副産物」を見つけてみませんか。そして他に

はない自分だけの勲章を刻み込んでほしいと思います。 

 

written 中村一午（所属会社：㈱クリーンシティ） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501XXのレプリカジーンズ 筆者私物 

左よりインディゴが濃い状態から段々と色落ちし

ていく過程がわかる。「実はホンモノは高額で手が

出せないため当時と同じ生法で作られ、再現され

たレプリカを愛用しています。ブランドによりま

すが見間違えるほどの完成度です。『汚れたら洗

う』をしっかり行えば長く履けます（筆者）」 



 

 

 

  

 

編集後記 

いよいよ 4 月 18 日(金)に JADCA 建築物環境衛生セミナーが開催されます。 

今回のテーマは「SDGs」となり、参加した皆様が取り組みをご理解できるような実例も交えてお

話しさせて頂く予定です。 

会場及び WEB でもセミナーに参加できるので是非ともご参加頂ければと思います。 

今後も、旬な話題から専門的な話まで会員企業の皆様に有益な情報をお届けできるように取り組み

を進めて参ります。 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

http://www.jadca.jp/

