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vol. 61

構成要素別に品質評価法を掘り下げる
―連載は中断をはさみ足かけ６年、38回におよぶ―

平成へと年号が変わったこの時代、成熟期を迎えていたビルメンテナンス業は
変化の時期を迎えていた。某都銀の調査月報に「量的拡大の時代に終わりを告
げ、質的充実の時代へと変化してきている」と記載されたように、経営的な難
しさが立ち現れつつあった。健全な業界には、社会にその存在価値が認められ
るための思想が必要となる。われわれ品質の議論は思想そのものであった。
題字＝興膳慶三

私たちは品質評価の視点として、
「技術」
「管理（マネジメント）
」
「サー
ビス」に分解して中身を掘り下げて
いった。技術面は❶保全性と❷美観
性・衛生性（仕上がり度）
、管理面
は情緒的部分も含めた❸サービス管
理状況、サービス面は建物用途ごと
に求められる❹特殊的管理状況を評
価の柱に据えた。
連載は、第１〜４講のオリエン
テーションをセッションⅠとして、
Ⅵまでが評価法、Ⅶがチェックシー
ト、Ⅷが実践編（使い方）と続いた。

『月刊ビルメンテナンス』掲載誌
38回という長期連載を継続することができたのは、見えな
いところで多くの人にご支援をいただいたことが何よりも大
きいが、特に「月刊ビルメンテナンス」編集部のスタッフの
皆さんには言葉に尽くせないほどお世話になった。もう一
つ、チームのメンバーが途中、一人も欠けることなく、意味
のある刻を重ねることができたことは奇跡的かもしれない。

増田逸郎氏
写真に見るとおり、いつも笑顔
の人だった。毎回、最も遠い滋
賀県から上京し、本研究会をは
じめ日本環境管理学会など幅広
く活動していた。とにかく研究
熱心で、深く自分の眼で確かめ
るまで続ける姿勢は人並はずれ
ていた。本連載が完結したのは
1993年６月。その３年 後、41
歳という若さで 鬼籍に入られ
た。業界は大変な逸材を失った。

清掃の目的の一つは建築物の延命
を図ることであり、それを建材別に

結果、どれくらいきれいになったの

評価する方法を解説したのがセッ

か、
「目に見えない衛生性」の評価

ションⅡ（第５〜９講）である。床

は現在でも課題の一つといえる。

材から開始し、金属材、壁材・幅木・
ガラスについてまとめた。

に使用している資機材に着目し、そ

セ ッ シ ョ ン Ⅵ（ 第24〜26講 ） は
建物用途別品質評価法で、店舗（百
貨店）、病院、ホテルを代表例とし
て整理した。

セ ッ シ ョ ン Ⅲ（ 第10〜18講 ） は

の使用状況を評価することにした。

セッションⅦ（第27〜第32講）は、

美観性について、場所別に評価する

特別な測定器などを用いることな

「すぐに現場で使うことができるか」

方法を解説した。モデルとした事務

く、現場でも可能な新しい観点から

という要望に応えるための「チェッ

所ビルは馴染みが深く経験知も多い

の評価法を具体化した。

クシート」であり、「現場で実際に

こともあり、幅広い視点で論議を重

以上は現在でいうところの「作業

ねた。評価事項・ポイント、重みづ

品質」にあたる。ここからは現在の

け、視点、場所、部位、汚れ・時間
経過などで意見交換を尽くした。

「組織品質」となる。
セ ッ シ ョ ン Ⅴ（ 第22〜23講 ） は

使用できるか」ということを意識し、
そのための工夫に時間を費やした。
その後、前代未聞の長期間の連載
〈注〉

中断

もあったが、諦めないチー

サービス管理別品質評価法で、サー

ム力で、セッションⅧ（第33〜38講）

は、衛生性評価という新しい課題へ

ビス機能管理（業務計画、報告書、

の実践編（使い方）まで連載をつな

踏み出した。保全性と美観性はある

資機材倉庫の整理整頓など）とサー

いだ。

程度目で見て評価できるが、清掃の

ビス情緒管理（教育、身だしなみ、

セ ッ シ ョ ン Ⅳ（ 第19〜21講 ） で

24

結論として、私たちは毎日の作業

安全衛生など）に整理した。
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（文

古橋秀夫）

〈注〉中断に関しては、本シリーズVol.41「積算・見積りの標準化と展開」（『月刊ビルメン』2021年５月号）
に詳しく記述したので参照のこと。
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検 索 し て も 出 て こ な い

清掃業務 の 最 適 解

《前半》人手不足のお悩み解決！ 《後半》清掃作業のお悩み解決！

情

報過多と言われる時代──。検索すればすぐ
に答えがでる便利な世の中になった一方、業
務の最適解はそう簡単に出てきません。先輩や上司
から話を聞くことで解決することもありますが、さ
すがに「人手不足の解消方法」までは、すぐに答え
が出るものではありません。
昨年の11月26日～28日の３日間、東京ビッグサ
イトで開催された「ビルメンヒューマンフェア＆ク
リーンEXPO」では、特別企画と題し「ビルメンお
悩みスッキリ！横丁」が開催されました。
「トイレ
清掃」「障がい者雇用」「仕事の取り組みかた」
「求
人採用」「清掃ロボット導入」
「清掃用ケミカル」と
いった６つのテーマが設けられ、各ファシリテー
ターによる話題提供とその分野に精通したゲストス
ピーカーたちが、聴講者たちのお悩みを解決してい
きました。ゲストスピーカーたちによる話は、成
功体験のみならず、取り組まれた過程などがわか
り、現実味のある話ばかりでした。聴講者から多く
の「うん、うん」という頷く反応があり、業務上の
お悩みを解決するヒントが詰まった有意義な３日間
だったのではないでしょうか。
本誌では、この意見交換の場を、あの会場内だけ
でとどめておくのはもったいない！ と感じ、情報
をシェアしていきます。今回は、
「人手不足の解決
方法」という視点から、
「清掃ロボット導入」
「障が
い者雇用」「求人採用」の３テーマについてご紹介
いたします。

清掃ロボット導入のお悩みスッキリ！

26ページへ➡

障がい者雇用のお悩みスッキリ！

30ページへ➡

求人採用のお悩みスッキリ！

34ページへ➡

トイレ清掃のお悩みスッキリ！

２月号で掲載

仕事の取り組みかたのお悩みスッキリ！

「ビルメンお悩みスッキリ！横丁」とは？

般的なセミナーとは違い、事前に、聴講者たちか

一

らお悩みの吸い出しが行われいるため、一方通行

の話題提供で留まらないのが本横丁企画の特徴である。

２月号で掲載

清掃用ケミカルのお悩みスッキリ！

テーマごとに選ばれたファシリテーターによって、ゲス
トスピーカーの選定、会の進行が決まるため、お悩みの
解決方法は千差万別。とはいえ、どれも現場ニーズに応
えた活発な意見交換が交わされた。

２月号で掲載

検 索 し て も 出 て こ な い
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人手不足 の お悩み解決！
清掃業務 の 最 適 解 《前半》
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同業者同士で意見交換
費用対効果こそロボット化の道
清掃ロボットは高価で、扱いにくく、うまく運用できない。ネガティブなイメージが先行
するものの、実際にロボット導入、運用に取り組んだ３社から「費用対効果が見込める」
「品
質も安定する」という意見が。成功のヒントとはいかに！？
ファシリテーター＝㈱クリーンシステム科学研究所

比地岡貴世

ゲストスピーカー
㈱小田急ビルサービス
営業推進部

㈱ＪＲ西日本メンテック

髙橋 英治

技術企画部

㈱ビコー

溝邉 弘

取締役社長

瀧澤 秀和

ロボットのお悩み ❶｜なぜ、ロボット導入を検討するの？
比地岡 私が過去、取材してきたな

髙橋 私の場合は、トップダウン的

かで、
「ロボットｖｓ人」の構造があ

に社長の一言からですね。あとは、

ていると思いますが、人を募集して

りました。ＡＩやロボットに仕事を

東京ビルメンテナンス協会の建築物

も来ない。それで苦労していますの

奪われるかもしれない。だから、ロ

衛生管理委員会調査研究小委員会に

で、そうならないためにもデジタル

ボットの片棒を担ぐわけにはいかな

所属したこともあって、ロボット運

分野の施策を進めたいと考えていま

い！

というような風潮です。

用についての研究を始めたことも

す。

そもそも、なぜ清掃ロボット導入

大きな理由の一つです（次ページ右

を検討するのでしょうか。労働力不
足から？

オーナー・管理会社から

ＱＲ参照）。

みなさんも同じような経験をされ

瀧澤 私もみなさんと同じように、

人が集まらない。何とか採用できて

溝邊 私どものほうでは、今後、人

もすぐ辞めてしまう。ましてや、人

が足らなくなるという認識のもと、

によって作業のバラつきがある。こ

少ない人たちで仕事を受け続けられ

ういった問題がずっとあったわけ

るようにするにはどないしよ？ と

で、何とか機械化して労働力を担保

今回ゲストにお招きしたお三方

いうことで、ロボットがその解決策

していくことに加えて、品質を安定

（次ページ左ＱＲ参照）のロボット

の一つではなく、全体の一つとして

化させていかないといけないという

導入の背景をお聞かせください。

捉え、新規の部署を立ち上げました。

想いからロボットを検討しました。

の依頼があったから？
るから？

話題性にな

それとも、社長から言わ

れたから？

ロボットのお悩み ❷｜どこにロボットを導入したらいいの？

26

比地岡 実際に、ロボット導入を検

中」
「夜間」のどの時間帯が適して

例えば、あるフードコートで、天

討するなかで、「どこに導入すれば

いるのか。たくさんの悩みが出てき

ぷらを揚げる店舗がありました。そ

いいのか」という問題に当たると思

ます。みなさんはどのように取り組

の店舗の前だけ50m ほど油汚れが

います。例えば、
「共用部ｏｒ専用部」

んでいったのでしょうか？

ひどく、幸か不幸かその店舗の隣に

2

なのか。
「除塵タイプｏｒ洗浄タイプ」

髙橋 ロボット導入によって、
「コ

トイレとつながる動線があったんで

どちらのロボットがいいのか。
「施

ストカットできる」と思っていまし

す。フードコート全体の洗浄は朝１

設の規模」
はどれくらいがいいのか。

た。なので、費用がかかっていると

回だけでいいですのが、その部分だ

ロボットを動かすのは「早朝」
「日

ころを導入場所として考えました。

け、30分に１回とか、１人工かけ

2023.01

検 索 し て も 出 て こ な い

《前半》人手不足
人手不足 の お悩み解決！
清掃業務 の 最 適 解 《前半》
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取り組み事例から見えた
イキイキと働く職場づくりのぜひ
障がい者雇用にはわからないことが多い。法定雇用率に向き合った者、障がい者たちの夢
を実現した者、今後の人手不足を考えた者……。三者三様の取り組み背景から始まった障
がい者雇用。懸命に働く障がい者たちの姿が周囲を変えていく。
ファシリテーター＝（公社）東京ビルメンテナンス協会

北山克己

ゲストスピーカー
千代田装備㈱
取締役 総務部長

日本空港テクノ㈱

栗原 純

環境サービス部

興和不動産ファシリティーズ㈱

歌田 めぐみ

クリーン業務部長

浅井 洋一

障がい者雇用の事例 ❶｜千代田整備「現場からの『助かるよ』に救われた」
北山 東京ビルメンテナンス協会が

ることを決めました。

作成した動画に、
「障がい者スタッ

が上がり、なかなか障がい者スタッ

フの１日を追って」というものがあ

段階を重ねた指導方法

フのことを理解してもらえませんで

ります（次ページＱＲ参照）
。こちら

はじめは、モップの使いかた、掃

した。私は、
「いずれあなたたちの

の撮影にご協力いただいたのが、こ

除 機の扱いかたなどから指 導して

戦力になることは間違いないから」
と、現場を説得しました。

れからお話をいただく千代田装備で

いきました。彼女は、知的障害と少

す。栗原純さん、一つ目の話題提供

しの身体障害がある方でしたので、

をお願いします。

握 力が 少し弱かった。業 務 用のバ

ことで、障がい者のみなさんの仕事

キュームとかが使えなかったので、

に対する姿勢、一生懸命さ、継続す

心を持ち始めたのは、2013年になり

最初は、カーペットの汚れを取る「コ

る力があることを実感いただきまし

ます。きっかけは、障がい者の法定

ロコロ」で清掃をしてもらって、次

た。何年かすると、不平不満を言っ

雇用率の問題が浮き彫りになったか

はハンディーバキューム、家庭用の

ていた現場スタッフも「あのときは、

らです。当時、法定雇用率が２％引

掃除機、３年目には業務用の掃除機

きついことを言って申し訳なかった。

き上げられ、現在では2.3％となって

を扱えるまで成長しました。段階的

いまは、彼らがいて助かるよ」とい

おりますが、その法定雇用率を満た

に業務を行ってもらうことで、本人

う言葉をいただき、障がい者雇用を

せていませんでした。

のなかでも達成感がありましたし、

始めて良かったなと思いました。

栗原

弊 社が、障がい者 雇用に関

まず、世田谷区にある就労支援セ
ンターをお邪魔し、ビルクリーニン

働くうえでのモチベーションにもつ
ながったのだと思います。

とにかく一緒に仕事をしてもらう

北山 ありがとうございます。撮影

のときは、私も朝から立ち会わせて

グの訓練をしている方々、指導員の

障がい者 雇 用というのは、弊 社

いただきましたけども、彼らが働い

方々からお話を聞くことができまし

にとって財産にもつながることだと

ているありのままの姿が収録できた

た。実際に、２週間程度の職場体験

認識しておりましたので、慌てず、

のではないのかなと思っています。

を実施し、そのとき来ていただいた

ゆっくりと段階を重ねていき、現場

この映像をご覧いただくと、障がい

女性の方は、清掃未経験でしたが、

の１人工になれるよう指導を行って

者スタッフたちの活き活きとした姿

職場を明るくする雰囲気があるし、

きました。

と仕事に取り組み姿勢を感じられる

とにかくやる気がある方でした。今

30

めた当初、現場の一部から不平不満

と思います。千代田装備の適切な取

後、この業界の人手不足解消にもつ

現場からの不安が消えた懸命さ

り組みの姿勢があらわれていると思

ながるのではないかと思い、採用す

しかしながら、障がい者雇用を始

います。ありがとうございました。
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検 索 し て も 出 て こ な い

《前半》人手不足
人手不足 の お悩み解決！
清掃業務 の 最 適 解 《前半》

求

お

悩

人採用

の

みス

！

特集

ッ

キリ

清掃業でも人は集まる！
求人におけるＤＸとは何か！？
労働集約型産業において、人手の確保は必須。求人広告を活用した求職活動は常に行われ
ているものの、人が集まらない……。清掃業だから？ いやいや、それは求人広告の作り
かた、魅せかたに問題あり。これを機会に、求人を１から見直してみよう！
ファシリテーター＝㈱ビルポ

稲垣 太一

ゲストスピーカー
㈱ジーエスコンサルティング
代表取締役

河野 一平

求人のお悩み ❶｜他業種と比べて求人募集が不利だけど、どう解消するの？
稲垣 ビルポというWebメディア事

です。人を集めて、教育をして、そ

業を展開している稲垣太一と申しま

れから現場で作業してもらう。非常

す。当社では、ニュースサイトや

に大事なものです。

インスタグラム、TikToK、Twitter、
YouTubeなどを運用しています。ス
マートビルディングやＤＸ、ＳＤＧｓ
といった、何かと話題になるけど、
何から取り組んだらいいのかわから

ただ、３つの課題があります。
❶最低賃金の上昇
年間、３％ほど上昇しています。
❷2025年問題
後期高齢者、いわゆる団塊の世代

ました。
ここまでくると、思考が停止して
いる状態です。現場の人たちに「求
人どうなってますか」と言われたと
きに、「出しているんだけど、来な
いんだよね」という言い訳をするた
めに求人を出しているような、そん
な状態でした。

ない、そういった方たちに向けて、

が2025年には75歳の後期高齢者に

本当に、求人に向き合っているの

取り組み事例などをさまざまな方法

なります。ますます人材不足に拍車

か。本当に、人が来るための努力を

で発信していこうと思っています。

がかかります。

しているのか。そういったことを考

❸社会保険適用拡大

え、試行錯誤して、人が来るような

また、コンサルティング業とし

現場づくりをやってきました。

て、設計会社とともに、スマートビ

ビルメンの世界ではパートさんに

ルディングに関わる新しいソリュー

支えられています。そのパートタイ

皆さんのなかにも、清掃だから来

ション開発をしています。

マー、アルバイトの方の社会保険の

ない、ネット求人だと来ない、そう

今回、ビルメンテナンス会社に向

加入が義務化されます。2022年10

考えている人が、けっこういると思

け、「求人のＤＸ」をテーマに、求

月から段階的になりますが、中小企

います。

人募集についての課題解決をしてい

業も関わってきますので、経営にお

求職者というのは、求人広告を調

きたいと考えています。

いて苦労されることだと思います。

べる際に、まず「エリア」を見ます。
次に、「時間帯」を見ます。ここま

34

経営戦略に関わる人手不足問題

清掃だから人が来ないは幻想

では、その人の生活の一部に関わる

求める人と書いて、
「求人」です。

実は、私はもともとビルメンテナ

情報ですよね。もちろん、
「条件」
も見ます。

この求人活動というのは、ビルメン

ンス会社の業務部で求人を担当して

テナンス会社にとって、最も重要な

いました。明日の人がいない状況が

最後に何を見るかというと、「自

経営戦略の一つです。というのも、

本当に、何回もあったし、自分で現

分にできそうかな」というところで

人件費は全体の経費の８割〜９割を

場に入ったり、毎週、毎週、求人を

す。考えてほしいのが、皆さんが転

占めるのがビルメンテナンスの業態

かけても人がこない状態が続いてい

職先を探しているときに、ものすご
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