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ビルクリーニング技能検定の画像判定の実証実験には、検定員は関わっているのでし

ょうか。 

現在は実証実験のスタート段階の中で実際に検定員の方に入っていただいて、検定員

の視点でどこにカメラを設置するべきか、等の検討を行っています。ある程度検定に必要な

情報が撮れる、という状態になった段階でより多くの方に関わっていただきご意見を頂き

ながら進めていこうと考えています。 

 

 

IT インフラ整備計画の中で、ソフト面の整備の話が中心でしたが、これを受ける会員

目線で考えたとき、特に地方がどうなっているのかの分析はいかがでしょうか。 

実際にすべての方にハードを持っているか、受講できる環境にあるかという問題は想

定しています。期待したいのは、所属企業の皆さんで勉強できる場の提供をしていただけな

いかということです。全協ではどこでも誰でも受けられる機会を提供しますので、その環境

を地区ごとにおつくり頂けないかと考えます。 

 

 

オンライン講習のアンケートでは“今後もオンライン講習を「希望する」と答えた方

が半数以上で次につながる回答を得た”ということですが、アンケートの件数の単位は？ど

この数字なのでしょうか。 

アンケート件数の件は 2020 年度の病院清掃講習の終了時に回答頂いたもので、実際

の受講者 2,936 名で、そのうち 2,886 名の回答です。 

 

 

各地区でハードの整備を行うことを前提条件に、支援を含めて検討いただくと助かりま

す。ハードは県単位や地域単位である程度まとめて受講できるようなシステムを作って、そ

IT インフラ整備について 
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のうえでのソフトの開発が必要ではないでしょうか。 

資料にあるアンケート結果は受講できる方が回答したアンケートだと思います。そもそ

もオンラインで受講できるかできないかの視点も持っていただきたいです。 

運用面を考えない開発になると実際に活用できないケースが考えられます。運用面を考

慮し、実際の運用に係る委員会とコンタクトを取って進めていただいて、さらに有効な IT

設計をまとめていただけると助かります。 

 

受講できる環境を持っているか否かの視点は確かに必要だと思います。しかしながら

ご理解いただきたいのは、IT インフラ整備 WG は仕組みづくりを担っています。これによ

ってすべてがうまくいくとは考えていません。今の e-ラーニングをどう運用面でカバーし

ているかという問題は、技術支援委員会や実際の運用周りを担当する委員会での役割とし

て検討が必要と考えます。 

今後、所管の委員会との意見交換が計画されていますのでその席でお互いの意見が交換で

きると思います。 
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6 月から受付開始ということですが、新規講習の時間数はどのような設定でしょうか。

現段階での受講料の目安は？ 

 法律の中で定められている時間に準拠して行って参りたいと思います。最終確定を

しているものは何もありませんが、目安として既存の講習より 5,000 円くらい安くなるの

ではという試算を内々でしております。全協の行う監督者講習としては全く新規のもので

す。どうしても既存の講習と比べられますが、そこは慎重に、話が独り歩きしないように進

めていきたいと思います。 

 

 

 年中オンライン申込み可能で、紙申請の場合は年 3 回とありますが、紙申請の場合

は、どこかに会場を設けて受講、ということになるのでしょうか。 

 紙での申請を頂いた場合でも、どこかで集合教育を行うということではなく、受講は

オンラインとなります。あくまで申請方法について、紙と WEB の 2 パターンがあるとご理

解ください。なお、紙の申請の場合も考査は CBT 試験となります。 

 

 

 CBT 試験の際の不正防止対策について教えてください。 

 各都道府県各会場に試験官が常駐しています。受付で本人確認として写真付き身分

証明書を提出していただきます。スマートホンやケータイ等は見たりすることができない

よう、試験官が見ています。業界以外の方の試験官の元で試験を受けていただきます。 

 

 要望として申し上げます。監督者講習について、体系的なカリキュラムとあります

が、まず総合管理業はかなりの件数あると思うのですが、その登録要件である空調給排水の

清掃作業監督者講習について 
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管理監督者講習、従事者研修が全国レベルで立ち上がっていません。法律で決められた講習

会でありながら空調給排水管理従事者研修がどこにもない状態です。九州は福岡・⾧崎・佐

賀と、県単位で自ら県庁と調整して実施しています。法定講習もきちんとした形で実施をお

願いしたいです。 

 

 8 号登録の講習会の実施について。体系的なカリキュラムを目指しているので、ご要

望として受け止め、しかるべき委員会で別途きちんと検討対応したいと思います。 
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今回 e-ラーニング化しましたが受講料はほとんど変わりませんでしたが、今後の予

定を教えてください。 

 講習会については、次年度以降もオンラインでやっていく場合、受講料についても検

討が必要だと思います。今年度の実証を踏まえたうえで次年度以降の受講料の設定を考え

ていきたいと思います。 

 

 

 終了考査についてお聞きします。CBT 試験で PC 操作が不慣れな方はハードルが高

いでしょうし、初めて受ける方は操作方法の説明がないままの試験となれば、戸惑いもあり

試験結果にも影響が出ると思います。CBT 考査会場の対応や環境を全協では把握している

のでしょうか。テストセンターに丸投げだったのかと疑問に思います。 

 今年は急遽の対応となり、考査会場の対応については全く未知の状況の中で、一から

情報収集をしながらでのスタートでした。アンケート結果がまとまってきているので課題

を把握しながら次年度に備えたいと思います。 

 

 

 当県では 6 名、紙による考査を行いましたが、今後も紙との併用を続けていくのでし

ょうか。 

 引き続き紙考査をやるかについては実施委員会の中で議題として挙げて対応を考え

ていきたいと思います。業界的には PC への対応が遅れている部分もあるかと思うので、紙

との併用も視野に検討したいと思います。 

 

 

 資料には“受講者に寄り添った事務局形態”とありますが、病院清掃は 4 年間更新です

ので、最低 4 年以上はペーパーを併用してもらわないと試験の公平性が損なわれます。更

新をあきらめる人が出てくると懸念します。何年間は紙での試験を続けます、と実施委員会

病院清掃受託責任者講習について 
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で決めてほしい。 

 紙との併用については、どのように審議されたかも含めて皆様にきちんとした形でお

伝えしたいと考えます。 

 

 

 オンライン講習については今後必要性が高まると思います。サービスマークを維持す

るには必ず必要なものですから、これまでは年に 1 回の開催でしたが、年に数回開催して

ほしいという声もかなりあると思います。 

講習会は業界内講師だけでなく、医師、看護師の方に登壇していただく関係もあり、

これまでは複数回開催が難しい状況でした。オンライン化により、その課題をクリアする方

法もあろうかと思います。担当委員会へ頂いたご要望をお伝えしたいと思います。 

 

 

 オンライン講習化することで、録画で撮った映像を 2 年も 3 年も古い内容で使いま

わしのようにされると退屈ですし、講習そのものや資格者の質の低下が懸念されます。刻々

と変わる状況でその点についてはどうお考えでしょうか。 

 動画を活用した教材にすることで、紙の印刷物よりも毎年毎年ブラッシュアップをで

きる可能性を、より持ってると思います。常に最新情報を追加しながら進められていく姿を

目指したいと思います。 

 

 

病院で掲示されているピクトグラムの指示通りに防護服をつけて清掃に入りますが、

他社さんから「われわれの場合なら立入禁止になる。看護士さん達が清掃も担当している」

と聞きました。清掃スタッフは出来ることなら清掃に入りたくないと言っています。病院側

と清掃スタッフの板挟みになることが多く悩んでいます。 

ピクトグラムで病院内に指示されていることが多いですが、感染性が高い病室など危

険な箇所についてはまず医療従事者が主体となって作業を行い、その後ある程度の安全 
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が確保された箇所について我々がフォローできるとことに入っていくケースが多いです。

基本的には病院側の指示によって、感染の影響を直に受ける形ではなく、医療従事者の方が

払拭した後に清掃に入るという基本的な考え方を持っていただければと思います。ただ、契

約内容によってはビルメンがやるケースもあります。したがって、契約内容にそのような病

室の清掃が含まれているのであれば業務責任者（医療機関）と綿密に打ち合わせをして指示

に従って業務にあたる必要があります。 

病院清掃受託責任者講習は、病院の先生方のご指導のもとに成り立っており、実際の実務

についても病院側の指示によって我々が動くことが現状の姿です。我々が病院側の指示に

よって動くということを基本的な考え方として持って頂きたいです。 

清掃スタッフの方が、感染性の高い病室の清掃に不安を持つのは当たり前だと思います。 

講習の中では、感染症における正しい知識を習得していただき、従事者の方が安心して業務

に従事できるようにも教えています。 
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この事業をやるにあたって、なにか資格が必要でしょうか？ 

現状ではなにか法に基づいた必要資格等はなく、知見をもって作業にあたることが出

来るのか、が重要であると思います。今後、事業者認定資格の整備なども必要になってくる

ことは考えられます。慎重に検討していきたいと思います。 

 

 

 見積もりのひな型など参考になるものはありますか。 

 防護服など必要資材、現場への行き帰りには公共の交通機関を使わない、などの条件

を想定し、全国協会で試算をしたことはあります。これが現実感があるかというと必ずしも

そうではないかもしれないが、実際に業務にあたられた事業者の見積もりを参考にしてい

ます。ご要望があればご提供することは可能かと思います。 

 

 

必要な資材、装備品について教えてください。 

使用する資機材等については、大きく分けて 2 種類あり、感染リスク別により異なり

ますが、発出した全国協会の発出したガイドラインに記載しているので参考にしていいた

だきたいと思います。薬剤については、厚生労働省が公表している下記のものを参考にして

ください。 

① アコール消毒液 ② 次亜塩素酸ナトリウム水溶液 ③ 次亜塩素酸水 

 

また、同省が参考として公表している NITE（独立行政法人製品評価技術基盤機構）が有

効性を評価した消毒薬についても参考としていただければと思います。使用目的に応じて、

薬剤の選択を行ってください。 

資器材類については、感染リスク別になると思いますが、リスク高い場所での作業では、

ガイドラインにもありますが、下記が考えられます。 

 

新型ウイルス感染防止防疫事業について 
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① 個人防護具（防護服、マスク (N95 相当)、シューカバー、手袋（アウター・インナ

ー）、ゴーグルなど ※可能な限り使い捨てが望ましい 

 ②テスター（洗浄度評価） 

 ③不織布、マイクロファイバークロスなど薬剤拭き、水拭きに使用 

 ④廃棄物収取用ポリ袋 

 ⑤作業用マット 

 ⑥作業サインスタンド、養生グッズ、ハンドスプレー、送風機、薬用石鹸等 

 

日常的に行う予防作業では、これからガイドラインへ反映していきますが、基本的には作

業者はマスク等の着用をして、高頻度接触部位（ドアノブ、手すり、ボタンなど）の消毒が

必要になってくると考えております。 

これらのことはガイドライン内に散らばっているので、第 2 版、3 版の際にはリスト化な

どして分かりやすくご提示したいと思います。（ ） 

 

新型コロナウイルスへの対応で、各地区の協会・協会員からの問い合わせについて、

全国協会で情報収集されたり、統計を集められているものについて情報公開いただき参考

としたいと思います。 

新型コロナウイルス対応について、全国協会からの情報提供ということで第 54 報ま

で発信させていただいております。48 号（7/20 付）を総括として発出していますのでご

紹介させていただきます。 

全国協会では業界として必要な支援等を国に求める要望活動を行ってきました。そのベ

ースは各都道府県協会や会員さんから直接いただいた声を基にしています。院内清掃従事

者への慰労金についても要望から実現したものです。まだ実現していないものについては、

引き続き要望活動を続けています。会員企業の声を第一に、今後もご意見ご要望あれば委員

会活動にも反映していきたいと思います。（ ） 
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3 級の特別支援学校の方の受検者数が増えているとありますが、この受検費用は生徒

さんが負担されるのでしょうか、学校が補助等を行っているのでしょうか。 

特別支援学校（１校）への確認を行ったところ、生徒の受検手数料は保護者が負担さ

れているそうです。なお、補足としまして、2 級・3 級受検者のうち、35 歳未満は実技試験

9,000 円を国が補助してくれます。学科試験 3,000 円、実技試験 15,000 円−9,000 円とな

り、受検者が支払う受検手数料は実質合計 9,000 円となります。 

 

 

 各地の検定員や指導をされている方々の培ってきたスキルが活かされなくなるとい

うのはもったいないと思います。試験の採点や人間の目で判断する人材の育成ことも業界

として必要ではないか。画像判定についても、ある程度現場で人の目が必要なのでは。 

3 級の受験者が増えているとありましたが、学校側のスケジュールや、付き添いが必要だと

かハードルがあるようです。その中でシステム導入が進むことについては期待したい。 

いただいたご意見は所管委員会の方へお伝えいたします。 

 

 

 今年、ビルクリーニング技能士３級の実務講習がなく、試験に挑むことになります。 

コロナのこともあって講習は開催されないのかもしれませんが、実技テストの一発受検は

酷のような気がします。技術レベルの統一性や試験のポイントを知るためにも、座学はオン

ラインでも、実技は講習会があったほうがいいのではないでしょうか。 

今年は特例措置なのかもしれませんが、今後の方針を教えてください。 

ご質問の内容は 3 級の受検準備講習の内容かと思います。（一財）建築物管理訓練セ

ンターの講習会についての内容になるかと思います。今年はコロナの影響もあり、人数が集

まらなかったことが実技講習が中止となった大きな原因だそうです。 

当協会としては 3 級の受検者数を増やしていきたいと考えております。訓練センターと

共にできるだけ実施できるよう進めていきたいと思います。なお、実技 DVD も販売してい

ビルクリーニング技能検定について 
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ますのでご活用ください。 

 

複数等級化後、1 級の学科問題が複雑化していますが、そこまで必要でしょうか。難

問奇問の類も多く、合格率が下がっています。設定の意図を知りたいです。 

複数等級化後、合格率については現在 40％程度となっております。全国のあらゆる

職種の検定の平均合格率と比較しても乖離はありません。検定としては学科試験の課題は、

ビルクリーニングのテキストをベースとした出題となっています。（※ビルクリーニング技

能検定についてのスライド資料参考） 

→（要望）学科問題の傾向が変わるときに前もって教えてほしかった。 

 

 

3 級の申し込みがなかなか増えません。3 級取得の必要性が感じられていないのでは

ないか。 

3 級は実務経験なく受検していただけるため、業界への入り口としての役割と認識し

ています。実際のデータをまとめた資料がありますが、20 代の受検者が半数以上で最も多

く、特に男性が 80％を占めています。また、特別支援学校の生徒さんにも多く受検頂いて

います。2016 年から毎年受験者は増加しています。 

2020年はコロナの影響も心配されましたが 1,000人ほどとなりました。全国的に見ると、

3 級受検者は増加傾向です。ただ、都市部と地方とで受検者数の差が出ている問題もありま

す。これについての検証も進めつつ、全国協会としても力を入れていきたいと思います。 

（※ビルクリーニング技能検定についてのスライド資料参考） 
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外国人材を採用するには超えないといけないハードルが多いです。会員企業へも分

かりやすいような説明が必要だと思います。全国協会としてはどのような支援をお考えで

しょうか。 

制度が複雑化しているので、ご指摘はその通りだと思います。制度を解説できる分か

りやすい資料が必要です。「ビルクリーニング外国人材受入支援センター」で様々な支援が

行われています。 

全国協会としては会員支援委員会の中で支援を検討します。技能実習制度でも、特定技能

でも、対象となる国によって中身が変わってきます。このあたりの部分の基本をご説明でき

る資料を準備していきたいと思います。WEB セミナー等を活用して今後も発信を強化して

いきたいと思います。 

 

 

よくある外国人採用におけるトラブルや対処方法について受け入れ企業の事例等を

教えていただきたい。 

「ビルクリーニング外国人材受入支援センター」で様々なセミナーを行っています。

連携機関と協力し、厚生労働省の中で検討会が行われています。そこでは、全国の事例を集

めていますので、そういった部分を活用いただけるかと思います。支援センターを発出元と

して、情報発信を行っていきたいと思います。 

 

 

ビルメン誌が本年より大幅に変わっています。専門業者に委託したと聞いています。

この趣旨は顧客も含めた販路拡大と、合理化と理解しています。実際の発行部数や発行経費

の削減はどのような状況でしょうか。 

3 年前の 2018 年よりリニューアルを行っております。その目的は、販路拡大や経費

削減ではなく機能（役割）の見直しです。具体的には、これまでの一方通行の情報提供から、

その他の質問 
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会員企業経営者への自助努力の啓発と、それに準ずる全国協会事業のプロモーションです。 

紙媒体の発行部数、経費はリニューアル前後で大幅な変更はございません。一方で電子ブッ

クの提供を開始しましたので、閲覧いただける機会は増えています。 

今後のデジタル化に係る検討を進めるにあたり、きちんと説明できる形で進めていきたい

と思います。 

 

 

現在の「月刊ビルメン」は、地方にとってそれ程有用ではないと感じています。実情

把握がなされているようには思えません。発行回数を毎月から隔月へ変更いただくなど検

討いただきたいです。 

全国協会の実態調査結果としては「全国協会事業で役立っているもの」として第３位

（46.2％）との回答を頂いています。また、「全国協会からの情報収集に役立っているもの」

としては第 1 位（83％）がビルメン誌と回答いただいている状況です。 

「地方にとって」「有用でない」のは具体的にどの部分が有用でない、またどのような情

報をご期待頂いているか、ぜひご意見をお寄せいただき、会員企業の皆様にお役立て頂ける

発信に活用させていただきたいと思います。 

なお、2021 年 9 月頃を目途に、媒体のデジタル化を計画し進めております。今後は個人

単位で、スマートホン等でいつでもどこでも情報を受け取れる状態を実現する計画です。会

員の皆様への情報提供を的確に、頻繁に、厚くしていきます。リリースの際はぜひマイペー

ジよりご活用下さい。 

→（要望）具体的な技術や製品、現場で使える技術についての発信をしていただきたい。 

 

 

毎年行われている実態調査がどのように役立てられているのか知りたい。 

全国協会としては 3 点考えております。①対外的な折衝に必要なデータ、客観的な数

字を把握するため。②会員企業さんが自らのポジションを業界の中で確認し他社の状況と

共にいまどういう位置にいるのか認識し経営や事業展開へ役立てていただくこと。③全国

協会がやっている事業がいいのか、悪いのか、会員企業へどう伝わっているのか、その把握

と事業への反映。この 3 点を目的として活用させていただいております。 
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新潟県協会では、全協と連携した広報事業を計画しております。コロナの時代、ビル

メンが公衆衛生の担い手であることを、全国で広報する意義は大きいと思います。そのため

の予算処置はいかがでしょうか。また全国協会は東京だけではなく、全国で自ら事業展開を

すべきだと思います。新潟県協会ではそのための協力体制を作りますので、全国協会でも積

極的な活動を期待します。 

会員支援委員会で「地区協会と連携した事業の推進」として、全国協会と方向性を同

じくする地区協会の活動（広報を含む）に助成措置を行っておりますので、ぜひご活用いた

だきたいと思います。 

事業内容によっては地区協会の競合となることも想定されますので、全国協会と地区協

会の役割を踏まえた施策をお互いに進めていくことが必要だと考えます。 

 

 

障がい者支援を 12 年間実施していますが、講師費用が大きいです。継続して全国協

会のボランティア支援をお願いすることはできますか。 

社会貢献事業の支援として、全国協会の事業との共同を行う活動への支援を行ってい

ます。昨年までは、障がい者支援の部分も含んでいましたが、現在の事業とその部分が当て

はまるのか、そこの整理をさせて頂きながら継続検討させていただければと思います。 

 

 

エコチューニングの事例と効果、関連する国や自治体の取り組みについて教えてい

ただきたいです。 

自治体の施設管理を発注する管財部門や施設管理部門にエコチューニングの活用に

ついて理解を得ることが成否を分ける課題となっています。自治体の取り組み等、ご参考頂

ける部分を資料にまとめましたので参考ください。さらに詳細についてお知りになりたい

ことやご相談などがございましたら担当までお気軽にご連絡ください。（ ） 
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協会として官公庁物件のインスペクションを受託していますが金額や仕様など今の

やり方でよいのか心配です。 

広島協会や九州の QEC（九州建築物環境センター）のほうで組織として受託されて

いる事例もあります。ご紹介させていただきますので具体的な内容のご相談もさせて頂け

ると思います。また、担当委員会のメンバーで代表して内容を拝見することもできます。実

績を踏んで頂きながら、またその実績を共有していただき、それを全国にも発信していけれ

ばと思います。 

 

 

技術者養成の研修センターを作ってほしい。 

会員企業の中には零細企業も多く、自社内での人材の教育が追い付かないというとこ

ろが背景にあるかと思います。会員支援事業の中で「初任者向けの教育動画」の公開の準備

を進めております。今後もコンテンツの提供も進めていきたい。ご提案として受け止めさせ

ていただいて所管部署の方へお伝えしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




