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2015年の年頭にあたって

                                         会長  吉田 正広

新年あけましておめでとうございます。

創立25周年記念祝賀会の当日2013年12月3日に会長に就任しまして早いもので一年を迎えまし

た。

日本経済は二年目を迎えたアベノミクス効果による株高、円安という大企業にとっての明るいニ

ュースの中、中小企業を中心とした当ダクト清掃業においてはまだまだ景気回復の実感はありませ

ん。

東京を中心に大都市では、官公庁の大規模な空調改修工事が行われるようになってきて「ダクト

清掃」の発注も来るようになってきましたが、人夫が集まらず、受注できないもどかしさも見られ

ます。

さらに、長期的に見れば、新築ビルにおいては、省エネから個別空調方式がとられ、我々の収益

源の柱である中央方式の換気システムが次第に廃れていく構想的な問題もあります。

厳しい環境変化に対して、よりニーズの高い、個別空調や厨房排気設備分野への開拓や、スポッ

ト清掃から定期清掃への軸足のシフトなど転換を図っていかねばなりません。

そのためには、米国故ケネディー大統領の有名な就任演説ではありませんが、JADCA の会員が協

会に何を望むかではなく、業界・協会のために会員に何ができるのかと年頭にあたり会員に呼びか

けしたいと思います。

私が最初に協会に関わった20年ほど前には、大廻前会長と私ぐらいしか若い人が居りませんでし

た。大手企業のベテラン社員による献身的かつ真摯な取り組みにより、入江建久先生や故吉澤晋先

生をはじめ多くの先生方や友好団体の理解と協力が得られ、今日を迎えることが出来ました。

現在では、大手社員はほとんどいなくなりましたが、逆に、自らの仕事に誇りを持ち業界の将来

を真剣に考える30才台や40前半の多くの若い人に協会に関わってもらっています。

難局を克服するためには、草創期の成功体験の延長戦上の発想ではなく、新しいものの見方、考

え方が出来る若い力に期待したいと思います。

新年度は、30周年に向けての３ケ年計画のスタートの年となりますが、積極的に若い人を登用し、

下記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指導を賜らんことをお願い

しまして、新年の挨拶とさせていただきます。

〇ＪＡＤＣＡスタンダードの改正

ニーズの変化に対応して、空調用ダクト清掃のバイブルとも言うべき JADCA スタンダードを改正

し、個別空調メンテナンスも取り入れた空調版 JADCA スタンダードと、厨房用ダクトの汚染基準、

清掃効果基準等を盛り込んだ厨房版JADCAスタンダードとを発刊していく。

〇環境経営委員会(仮称)の創設

大学教授を委員長に招聘し標記委員会を創設する。品質管理を主眼とした既存の技術評価制度に

加えて今般環境マネジメントシステムを主体とした環境経営システム評価制度(仮称)を新設し、会

員に室内環境質向上のプロとして企業の社会的責任と景況に左右されない強靭な経営体質構築を求

めていく。
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１.新年の会長挨拶



空調システム診断士には有効期限(資格取得後 6 年間)があり、第 1 回の空調システム診断士養

成研修を受講した34 名の第 1 期生が資格の有効期限を迎えます。

そこで、本年より、エンドを迎える診断士に対して空調システム診断士更新研修を行い、修了

した者に対して診断士証カードを再交付することになりました。

なお、仕事との兼ね合いもあり、資格期限の前後 2 年間で 3～4 回は更新研修を受講できるよ

う配慮されています。

更新研修の概要は下記の通り(更新研修の日程は次の章に記載)です。

更新研修の概要

Ⅰ.受講資格

  ①空調システム診断士で、②有効期限1年以内、もしくは期限到来後1年以内の者。

Ⅱ.研修内容

  ・概要 1日集合研修

  ・会場 JADCA雪谷本部 会議室

  ・受講料 25千円(税込)

  ・カリキュラム

日時 項目 講師（候補） 時間

10:00

11:30

空調設備汚染の実例

・空気環境汚染の実例

・調査測定の歴史

JADCA 学 術 顧 問

(JACA会長)

山﨑 省二

90

12:30

14:00

空調設備の汚染とそれに関する最新情報

・空調設備汚染の実例

・6年間の状況の変化に対応するための

最新情報

JADCA理事

清水 晋

90

14:10

16:10

診断実習（測定＋提案実習）

・測定部分は、基本的には初回講習と同じ

・測定結果に対してコメントを付ける

JADCA理事

清水 晋

120

16:20

17:20

修了テスト 60

                            

Ⅲ. 更新期間中の取り扱い

エンドユーザー等に向けて協会 H.P に診断士一覧を掲載しているが、更新中の取り扱いは次のとお

りとする。

・資格有効期限到来の前に更新研修を修了した場合は、修了後ただちに当初の資格期限

に6年を足した資格期限を掲載する。

・資格有効期限を過ぎても更新研修をまだ修了していない場合は、期限欄に更新中と記

  載する。

   ・資格有効期限から1年経過しても更新研修を修了していない場合は失効したものとし、

資格一覧から除外する。

新年前半に開講する研修・セミナーのうち、日程が決まっているものをご案内いたします。

JADCA スタンダード研修～JADCA認定診断士養成研修の受講資格

東京会場  4 月 2 日(木)～3 日(金) 於 JADCA 雪谷本部

3. 新春の研修・セミナー

2．空調システム診断士更新研修の開始



①基礎コース           4/2
②総合コース           4/2～3
③総合コース 2日目のみ 4/3 ※

         ※基礎コース修了者のみ

空調システム診断士養成研修

東京会場 4 月 16日(木)～17日(金) 於 JADCA雪谷本部

空調システム診断士更新研修 ～空調システム診断士(A-0001～0034)対象

募集中

http://www.jadca.jp/info/training/shikaku/shindanshi_updt/201501training.html

東京会場 1 月 20日(火) 於 JADCA 雪谷本部

    名古屋会場 4 月 8 日(水) 於 JADCA北陸・東海支部

ダクト清掃作業従事者研修

26年度従事者研修計画
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プラザ

平成 26 年度建築物環境衛生セミナー

本年度テーマ：室内空気環境をめぐるリスク管理を考える

名古屋会場    2 月 9 日（月）    於 JADCA北陸・東海支部

福岡会場       2 月 27日（金）   於 アクロス福岡

□厨房排気設備汚染状況調査の実施

最近飲食チェーン店からの厨房排気設備の清掃基準・周期に関する問い合わせが増えています。

                   

店の総務担当者としては上に防火対策としての清掃を上

申する際に外部の客観的な基準があればと思っています。

それは、点検・診断する厨房排気設備診断士としても同じ

思いであり、そうした客観的な基準を JADCA で確立する

ことが焦眉の急となります。

そこで、厨房委員会で、標記汚染状況調査を行うことに

しました。会員に対する協力要請は E-mail に添付しまし

た。ご協力を頂ける会員で左写真の簡易油じん測定ケージ

をお持ちでなければ、事務局にご連絡ください。1 個無償

提供いたします。ご協力の程よろしくお願いいたします。

4. 厨房委員会からのお知らせ



■厨房排気設備診断士養成研修の受講資格の改訂

  無煙ロースターの普及が一巡した昨今、下引き排気ダクトの火災が増加しています。厨房排

気ダクトを点検・診断する厨房排気設備診断士の輩出を急ぐ必要があります。JADCAの会員

のみでは限界もあり、今般厨房委員会で検討の上、下記のアンダーラインの資格を追加しまし

た。現在 80数名の厨房排気設備診断士を早く三桁に乗るとともに全都道府県に網羅できるよ

うにしていきたいと思います。

改訂後受講資格一覧(平成27年度厨房排気設備診断士養成研修より適用)

    1. 空調システム診断士

      2. JADCAスタンダード(基礎コース)又は同(総合コース)の修了者

      3. ダクト清掃作業監督者

4. 防火対象物点検資格者

5. 消防設備点検資格者

6. 建築物環境衛生管理技術者

7. 建築設備診断技術者（ビルディングドクター）

8. 建築設備検査資格者

○ 1／15(木)

平成 26年度ダクト清掃従事者研修(新潟会場) (於 新潟テルサ)

○ 1／20(火)

空調システム診断士更新研修(東京会場)     (於 JADCA 雪谷本部)
○ 1／21(水)

平成 26年度臨時社員総会            (於 ルポール麹町)

○ 1／22(木)～23（金）

第 42 回建築物環境衛生管理全国大会     (於 一ツ橋ホール)

○ 2／9(月)

平成 26年度建築物環境衛生セミナー(名古屋会場)(於JADCA北陸・東海支部)

○ 2／11(水)～14(土)

     シンガポールダクト市場視察ミッション      (於 シンガポール)
○ 2／25(水)

平成 26年度ダクト清掃従事者研修(札幌会場) (於 北海道ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ会館)

○ 2／27(金)

平成 26年度建築物環境衛生セミナー(福岡会場) (於 アクロス福岡)

○ 3／3(火)

平成 26年度ダクト清掃従事者研修(仙台会場) (於 仙台市シルバーセンター)

○ 3／4(水)

      平成 26年度第 4 回厨房委員会           (於 JADCA浅草事務局)
○ 3／18(水)

平成 26年度第 3 回空調システム清浄度評価委員会 (於 JADCA 雪谷本部)
○ 4／2(木)～3(金)

平成 27年度JADCAスタンダード研修(東京会場) (於 JADCA浅草事務局)
○ 4／8(水)

空調システム診断士更新研修(名古屋会場) (於 JADCA北陸・東海支部)

○ 4／16(木)～17(金)

平成27年度空調システム診断士養成研修(東京会場) (於 JADCA 雪谷本部)

JADCA NEWS編集事務局  

  TEL:03-5754-3201 FAX:03-5246-7380    e-mail:info@jadca.jp

５．新年 1 月～4 月の予定(友好他団体の行事も含む)


