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vol.63

題字＝興膳慶三

駐留軍の詳細なマニュアルに基づ
く業務経験をもつ田中定二氏の著書
『建物清掃の実際』（1971年）には「品
質管理」の記述は確認できない。以
後、ビルクリーニング技能検定の教
科書となった『ビルクリーニング科
教科書』（1983年）にも、品質管理
に関する記述はない。
筆者が確認する限りでは、教科書
と同年発行の『大阪協会20年誌』に、
ビルメン大学の将来構想として「品
質管理工学」なる記述が確認できる。
この年は、世界ビルサービス業者連
盟の第４回大会では、品質評価が
テーマとなった（vol.58参照）。
品質管理に関する研究を地道に
行っていた人もいた。本連載執筆者
の一人である岸正氏は、それ以前か
ら清掃管理のチェックリストを自作
して現場で運用していた。ライバル
会社の社員であった筆者も、その内
容を詳細に教えていただいた。
1987年に増田逸郎氏と初めて面談

したとき、「床面の汚染と美観」（リ
フレッシュの手法）という資料を示
し、清掃における「美観」について
説明されたのを記憶している。その
後も、「サービスの品質」「品質管理
基準」「品質管理に関する考え方」な
どの研究報告を受け取った。再度読
み返してみても、「美観を数値化して

管理する」という発想は斬新で、そ
の研究は評価される。
増田氏は時を経ずして全国協会の
品質管理研究グループに参加し、点
と点が線になり、品質管理の組織的
な研究が動いた。品質管理とサービ
ス業との関連性を解き明かし業の将
来像を目指した「環境プロデュース
論」を、全協の若手事務局員と共に
日本環境管理学会で発表するまでに
研究を深めた。
1988年、三浦英人氏（Ｍ＆Ｍ技術
研究所）は『月刊ビルメンテナンス』
で「ＱＣサークル活動の導入・推進
方法」を連載し、活動のイロハか
ら運営・評価までを網羅している。
1995年、「品質保証体制づくりへの

第一歩」と題して管理監督者対象の
品質評価法を研究し出版した。
一方、羽田空港を管理する日本空
港技術サービス（現・日本空港テク
ノ）の鈴木優氏は「クリーン・エア
ポート・マトリックス・システム」
を創案し、空港施設という特殊な建
物の品質管理の在り方を研究し、経
営品質の追求を訴え続けていた（本
誌2002年４月号「時流の窓」参照）。顧客
の期待や要望に応えるための品質向
上である。
この他にも、筆者が知り得ないだ
けで品質管理に腐心し研究を続け、
努力している人が必ず存在し、業界
のなかに根付いて、ゆるぎない系譜
となるであろう。� (文　古橋秀夫)

受け継がれるべき品質管理研究の系譜
―ビルメンテナンス業の未来は「品質管理」にあり―
日本のビルメンテナンス業は、戦後、米国統治のもと駐留軍に接収された施設
の清掃を起源とする。1952年（昭和27年）の平和条約発効後、アメリカ式の合
理的清掃管理を学んだ日本人たちが起業し、接収解除された施設の清掃業務を
次々受託していった。しかし、そこには品質管理の概念はなく、われわれの研
究グループが組織されるまで、ほとんど議論されてこなかった。

〈参考文献〉�松本卓三「20年後のタイムカプセルに書き残したいこと～増田逸郎氏～」（本誌2020年３月号～７月号）�
舟越俊一・木村光成「新清掃品質管理講座」第１章～第５章（本誌2008年２月号～５月号）

鈴木優氏
空港施設という特殊な環境に
おいて、清掃の美観性・衛生
性を追求されていた。海外の
展示会等に足を運び関連情報
を集めて現場で実践をした。
本誌でも、「時流の窓」を長年
にわたり担当した。

滋賀双葉ビル整備本社にて
当時の全国協会は事務局職員と専門委員とが一体となって業
界の課題解決に取り組む土壌が醸成されていた。同社の訪問
もその一環であり、熱意溢れる経営者の実像を体感するとと
もに、課題や問題を一緒に考え勉強する貴重な時間となっ
た。（左から、増田氏、筆者、興膳氏。1992年撮影）
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特　集

エコマーク
認定取得のすすめ
「清掃サービスVersion1.0」の解説

　清掃業に「環境ラベル」ができました。しかも、日本では唯一の
タイプⅠ※の環境ラベルとして知られる「エコマーク」（運営：公益
社団法人日本環境協会）が、「清掃サービスVersion1.0」として環境
ラベルを制定したのです。エコマークというと、商品そのものに制
定されているようなイメージがありますが、近年ではサービス業の
分野にも力を入れています。
　そもそも清掃業は、洗浄剤や保護剤といった化学物質の使用や、
その廃液の処理を行うなど、環境との関わりが大きい分野です。ま
た、環境配慮型の清掃用資機材の使用や省エネ、化学物質管理、適
正な廃棄物処理など、美観回復のみならず、配慮すべき点が多いの
も業界の特性ではないでしょうか。
　施設をきれいにする人たちが、実は地球環境に負荷がかかること
をしていたとしたら、本末転倒ですよね。自分たちがいましている
仕事が本当の意味で「クリーン」であることを証明するためにも、
エコマーク認定がその一つの指標になるのではないでしょうか？　
なぜなら、エコマークは「公正・公平」を特に重視しているからです。
　これを機会に、ビルメンテナンスの新たな付加価値となる「環境
配慮」を模索していきましょう！

エコマーク認定
「清掃サービスVersion1.0」
とは？
　公益財団法人日本環境協会

認定企業インタビュー
◦播磨環境管理センター

◦トーシンファシリティーズ

◦ビークルーエッセ

ビルクリーニンク業界向けに抜粋！　
エコマーク認定商品一覧
◦シーバイエス

◦テラモト

◦ミッケル化学

◦山崎産業

※第三者機関が認証したシンボルマークのこと

Contents

p22〜 p26〜 p40〜
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エコマーク認定取得のすすめ　「清掃サービスVersion1.0」の解説特集
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「清掃サービスVersion1.0」誕生！
●エコマークとは？
　「エコマーク」。馴染みのある言葉であるが、実際はど
んなものなのか。
　公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局による
と、【エコマークは、様々な商品（製品およびサービス）
の中で､「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全
体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと
認められた商品につけられる環境ラベルです。このマー
クにより、消費者のみなさんが環境を意識した商品選択
を行ったり、関係企業の環境改善努力を進めていくこと
により、持続可能な社会の形成をはかっていくことを目
的としています】と説明している。
　エコマーク認定商品というのは、〝モノ〟だけではな
く〝サービス〟における領域にも広がりつつある。小売
店舗、ホテル・旅館、商業施設、さらには2021年２月
には、エコマーク商品類型No.510として「清掃サービス
Version1.0」の認定基準が制定された。

●認定基準制定の目的
　なぜ、清掃にエコマークの認定基準が制定された
のか。『エコマーク商品類型No.510「清掃サービス 
Version1」認定基準書』より抜粋する。
　【建築物を長期に亘り良好な状態に保つためには、適
切なビルメンテナンス業務（清掃管理、設備管理、警備
業）を計画的に実施していくことが重要である。ビルメ
ンテナンス業務のうち、清掃管理業務は日常清掃と定期
清掃に分けられ、複数の事業者が関係する業務である。
そうしたなか清掃分野でも、環境に配慮された洗浄剤
や清掃用器具などの使用や、廃棄物の適正処理（法令順
守）を徹底するための業界ガイドラインの作成など、環
境面に対して様々な取り組みが始められている。昨今、

「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」をはじめとした、社会・
経済・環境面を考慮した持続可能な社会形成が重要とさ
れ、清掃管理業務においても、使用する資材の選択など
を通じた課題解決への貢献が求められている】
　環境配慮に関わる基準は、国内では、グリーン購入法
のなかに「清掃」が特定調達品目（役務）として挙げられ
ている。本誌でも2006年７月号「グリーン購
入法とこれからの清掃業務」（上ＱＲ参照）、
2018年４月号では「グリーン購入法　清掃関
連の変更点」（下ＱＲ参照）と題した特集を組
み、その動向を追いかけてきた。
　ちなみに、海外では、「ＥＵエコラベル」や

「ノルディックスワン（北欧５か国）」で清掃サービスの
基準が設定されている。
　今後の時代を見据えて、ビルメンテナンス事業者にお
ける環境に配慮した清掃業務の普及拡大、そして発注者
であるビル所有者への環境配慮型清掃業務の認知・利用
拡大を目的に、エコマーク認定基準の策定が行われた。

エコマーク認定の概要
●適用範囲
　基準書の適用範囲は、建築物衛生法に基づく「建築物
清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録事
業者が提供する特定建築物の清掃サービス（清掃管理業
務）で、認定は事業者ごととなる。他事業者に委託する
業務も含まれるが、事業形態が異なるハウスクリーニン
グは対象外。

●認定条件
　認定を受けるには、認定基準のすべてに適合している
ことが必要で、各基準に適合していることを証明する書
類を提出しなければならない。

「環境」と「品質」の側面から認定し
持続可能な社会を切り拓く！

協力＝公益財団法人日本環境協会　文＝編集部

エコマーク認定「清掃サービスVersion1.0」とは？
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●表示
　認定を受けた事業者は、認定されたサービスを紹介す
る媒体にロゴマーク（エコマーク）を表示することがで
きる（次ページ資料１〜２）。

●審査料等
　認定には審査料４万円（消費税別、初回審査時のみ）
とエコマーク使用料が必要。使用料は申請者のビルメン
テナンス業の年商に応じて設定されており、「１億円未
満」は３万円、「１億～10億円未満」は５万円、「10億～
20億円未満」は10万円、「20億～100億円未満」は20万円、

「100億～500億円未満」は50万円、「500億円以上」は100
万円（いずれも年額、消費税別）となっている。

●有効期間
　認定基準書の有効期間は2021年２月１日～2028年１

月31日。有効期限が延長された場合は、その期限まで
認定も延長される。

認定の基準と証明方法
●環境に関する基準
　認定基準には「環境」と「品質」に関する項目があり、
このうち環境については「清掃用機械器具等」「廃棄物な
どの処理」「清掃管理業務全般」に関する基準と証明方法
が定められている（次ページ表１参照）。
　廃棄物などの処理に関する基準は、清掃業務によって
収集した「ごみ」と、清掃作業で発生する「廃液」につい
て規定。ごみについては、分別・回収の実施や古紙リサ
イクルへの配慮、排出量が急増した場合などの施設管理
者との協力による改善案の提示などが求められる。廃液
については廃棄・処理マニュアルの作成と適正処理が要

――清掃サービスのエコマーク認定制度につ
いて、注目度はいかがでしょうか？
　全国ビルメンテナンス協会の尽力もあり、
オンラインセミナーや「ビルメンヒューマン
フェア＆クリーンEXPO」などで広報してい
ます。制定した2021年のときは、「エコマー
クって何？」という反応でしたが、昨年から
はビルメンテナンス会社から「この基準はど
うすればいいのか」「申請のために動いてい
る」といった前向きなお話をいただき、事務
局としても大変有難い限りです。
――事業者が申請をしていくなかで、課題に
なっていることはありますか？ 
　全清掃管理業務が認定の対象となりますの
で、現場数が多い事業者からすると、すべて
の作業方法の確認、整備に時間を要している
印象があります。ただ、支店、営業所といっ
た事業所単位で申請いただくことも可能なの
で、進めやすいところから整備するとスムー
ズにいくかもしれません。
――取得企業によっても苦労されたポイント
が違いました。廃液処理などは、オーナーと
の契約のなかで苦労されているようにも感じ
ます。
　廃液処理などは、業界のガイドライン（ＱＲ

参照）が存在する一方で、オー
ナー側が認識していないケース
もあると思います。当然、自治
体によって判断が異なりますので、まずはそ
の部分をきちんと確認し、ルール化して可視
化していくことが重要です。
　こうした体制づくりは、オーナー側からし
てもきちんとしている業者に出すことでリス
ク軽減となりますので、段階的な見直し、整
備が必要だと思います。
――エコマーク取得による優位性は？
　グリーン購入法では、地方公共団体の入札
などで環境に配慮した業務が求められます
が、エコマークを取得していればその証明に
もなります。また、施設利用者に対しても、
エコマークを表示した清掃を実施すること
で、環境への意識が芽生えてくることを期待
しています。
　また、大手デベロッパー、管理会社を中心
にＳＤＧｓやＥＳＧ投資といった動きもあると聞
きます。今後、環境に関する取り組みをして
いかないと淘汰されてくる分野だと思います
ので、環境配慮型の清掃サービスというのは
強みになると思います。

エコマーク事務局　基準・認証課に突撃インタビュー！

日本環境協会
エコマーク事務局
基準・認証課
川口徹也

エコマーク
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記入欄

Webカレッジビ
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ン
グ

＃ビルクリーニング　＃webカレッジ　＃専門講座

  お問い合わせ   クリーンシステム科学研究所　Web セミナー事業部　担当／矢島、小西　TEL：03-5811-5945

本誌連載中の「そこが知りたい！保護剤のサイエンス」床の保護剤編（全８講座）
のオンライン講習会を４月に４週連続で開催します。
床用ワックスはじめ、カーペット、フローリング、石材床などの維持管理に用いる
保護剤の機能やメカニズム、作業上の注意点などについて、掘り下げて解説します。
安心の１週間見逃し配信も実施しますので、ふるってご参加ください。

オンラインセミナー

動画で解説！「そこが知りたい！　保護剤のサイエンス」
床の保護剤編

４回連続４回連続
４４月月７７日日、、1414日日、、
2121日日、、2828日日
に開催に開催

講　師 栢森　聡（クリーンクリエイターズラボ®）

日　時

2023年４月毎週金曜日16：00～17：10
　❶ ４月７日（金）　〈第１・２講座〉
　❷ ４月14日（金）　〈第３・４講座〉
　❸ ４月21日（金）　〈第５・６講座〉
　❹ ４月28日（金）　〈第７・８講座〉
※各回30分×２講座。途中10分休憩あり
　各講座の最後に、質疑応答コーナーを設ける予定です

受講料
４回（８講座）合計

《本誌購読者》13,200円（税込）／《一般》19,800円（税込）
※1回あたり 読者3,300円／一般４,950円

形　式 Zoomを使ったオンラインセミナー
※１週間の間、何度でも視聴可能な見逃し配信付き

募集人数 100名

申込先

FAXまたはWEBからお申し込みください。
FAX：03-5811-5946

WEBからのお申し込みはこちらです➡

　「ビルクリーニングの５原則」の５番目に「保護膜を
施す」があります。
　このシリーズでは、樹脂ワックス・洗剤のメーカーで
長年開発に携わった講師が、使用場面ごとに用いられる
保護剤を例示しながら、図や写真や実験例を多く用いて、
わかりやすく、その作用機構をサイエンスの視点で解き
明かしていきます。
　ビルの清掃業務にどのように用いると効果的なのか、
また、失敗しない使い方を学びます。保護剤の基礎から
最新のトレンドまでを徹底解説する、他に類をみない講
座となっています。

▪カリキュラム▪
〈第１講座〉保護剤とは
〈第２講座〉清掃業務に使用される保護剤
〈第３講座〉弾性床の保護（その１：床材の種類と表面）
〈第４講座〉弾性床の保護（その２：樹脂ワックスの基礎）
〈第５講座〉弾性床の保護（その３：樹脂ワックスの機能）
〈第６講座〉弾性床の保護（その４：高耐久性の床維持剤）
〈第７講座〉カーペット・木床の保護
〈第８講座〉石床・コンクリートの保護

「そこが知りたい！保護剤のサイエンス」床の保護剤編　受講申込用紙� 申込日：令和　　年　　月　　日

受講者氏名
（複数名可）

会社名・部署名

住　所
（請求先）

〒
（　会社　・　自宅　）

電話番号 FAX番号

メールアドレス（必須）

確認事項 　月刊ビルクリーニングを年間購読（　している　・　していない　）

A無処理 B吹付のみ C吹付＋温風

❶合成樹脂（ポリマー） ❷ロウ状物質（PE）

❸アルカリ可溶性樹脂 樹脂ワックス（造膜）
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大学（カレッジ）ビル
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グ

＃対面式セミナー　＃講座案内　＃管理者育成コース

松本忠男の「人づくり」塾
（第１期）清掃現場の人づくり

講　師 松本　忠男（株式会社プラナ代表取締役）

日　時
〈第１講座〉４月21日（金）13:30～16:30
〈第２講座〉５月19日（金）13:30～16:30
〈第３講座〉６月23日（金）13:30～16:30

受講料
《本誌購読者》29,700円（税込）／《一般》39,600円（税込）
※３回分の料金で、一括請求とさせていただきます
※ 同じ会社であれば、講座別に違う方が受講されてもかまいません

会　場 ビルメンテナンス会館４Ｆ（東京都荒川区西日暮里5-12-5）
募集人数 30名

申込先

FAXまたはWEBからお申し込みください。
FAX：03-5811-5946

WEBからのお申し込みはこちらです➡

　ビルメンナンスサービスの要諦は「人」にあります。
ビルを利用する人たちが快適に過ごすには、血の通った
管理が欠かせません。ビルメンテンスに関わる「人」に
スポットをあて、どのように人材育成を進めていけばよ
いか、長年にわたり多くの清掃現場を指導してきた松本
忠男氏が伝授します。コロナ禍を経て清掃に対する期待
が高まるなかで、毎日業務を行う作業者が、仕事の価値
を感じ、サービスの質を高め、お客様に喜ばれるように
なるために、受講者との対話を通じて「人づくり」のノ
ウハウをお伝えします。
　第１期は、組織の理念を共有し、自主的に動くスタッ
フをどのように育て、お客様との関係を築き、清掃の価
値をどう伝えたらよいかについて考えます。

▪カリキュラム▪

〈第１講座〉理念づくり
人づくりにおいての最初のステップは「理念づくり」

です。ところが、理念づくりはお題目になりがち。大
切なことは「原点に帰る」ことです。清掃スタッフが
日頃感じている代表的な 50個のストレスを一つひと
つ紐解き、視点・視野・視座を動かしながら、皆で想
像力を働かせ、俯瞰する力を、遊び心を大切にしなが
ら養っていきます。

〈第２講座〉自主的に動く人の育て方
現場に行くと、教えよう、教えようとしている場面

に出くわします。自主的に動ける人を育てるにはコツ
があります。大切なことは、「教えるのではなく、教わ
る視点」です。いままで当たり前だと思っていた教え
方を深堀し、分解してみる。さらに、発展させ、自主
的に動ける人づくりのためのマニュアルづくりを体験
します。

〈第３講座〉お客様との関係構築
どうしたらお客様と良い関係性を保ち、もっと喜ん

でいただけるか。ポイントは「発信」ではなく「受け
取る力」を養うことです。ここが弱いと、素晴らしい
内容も伝わるどころか押しつけになりがちです。現場
の素晴らしさ、隠れた価値を例にしながら、受け止め力、
ブーメランのように循環させる方法を体感します。

※同じ会社であれば、講座別に違う方が受講されてもかまいません

松本忠男の「人づくり」塾（第１期）清掃現場の人づくり　受講申込用紙� 申込日：令和　　年　　月　　日

受講者氏名
（複数名可）

会社名・部署名

住　所
（請求先）

〒
（　会社　・　自宅　）

電話番号 FAX番号

メールアドレス（必須）

確認事項 　月刊ビルクリーニングを年間購読（　している　・　していない　）

対面による講座３回連続３回連続
４４月月2121日日
５５月月1919日日
６６月月2323日日
に開催に開催

  お問い合わせ   クリーンシステム科学研究所　Web セミナー事業部　担当／矢島、小西　TEL：03-5811-5945
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