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「京しごと技能検定」とは、府立特別支援学校全11校 

の高等部生徒が身に着けた技能と態度について日ご

ろの学習成果を発表し、検定を受ける取り組みのことです。

いただいた資料には「目的（1）日頃の職業教育等の学習成

果を発表するとともに客観的評価による認定を受けることを通

して、京都府立特別支援学校の高等部生徒の目標に向かっ

て挑戦する意欲を育み、就労等の自立と社会参加につなが

る技能や態度の向上を図る。（2）特別支援学校で学ぶ生徒

が日頃の学習で身につけた技能や態度について発表するこ

とで、府民や企業等への理解啓発や雇用促進を進める機会

とする。」と書いてあります。 

 

荒川 「京しごと技能検定」は、学習の成果を発揮できる場や、

学習を進めていく中で子供たちが目標になるものを作ろうと

いう想いから始まりました。1年に一度、府立の支援学校生徒

たちが一堂に会し、自分たちの磨いてきた技術を披露する

わけですが、それだけでなく、先輩を見て憧れたり目標を新

たにしたり、また企業の方に支援学校の生徒たちの取り組み

を直接見ていただくことで、実習の受け入れや就労に繋がる

ことも期待しています。 

 

南部 「京しごと技能検定」

は今年で5年目ですね？ 

 

荒川 はい。正式に「京し

ごと技能検定」という名称で

は 4回目となっていますが、

清掃分野に関しては、実は

平成28年に試行的に1回

行っているので5回目にな

るんです。記録を見てみると、第1回目の参加人数は66名。

それが昨年、4年目で178名となりました。 

 

森 すごいですね。4年で倍以上になりましたか！ 

 

竹本 清掃分野の検定に挑戦したいという生徒は年々増え

ています。今年も参加希望者が250名ほどになると聞いては

いたのですが、コロナの影響でちょっと抑えてもらっている

状態です。 

 

南部 「清掃」以外の分野は、他に何がありますか？ 

 

荒川 平成29年に

ホテルルビノ京都

堀川さんにご協力

いただいて 「接

客」、昨年からは医

療法人啓信会さん

にご協力いただい

て「介護」が増えま

した。 

 

南部 そんな中、仕事の技能習得ということで最初に「清掃」

を取り入れていただいたってことがなんだか嬉しいですね。 

 

竹本 そうですね、以前は、支援学校の実習科目といえば木

工や陶芸などのモノづくりが主流だったのですが、就職先に

サービス業というのが増えてきて。技能が必要なサービス業

という中でも清掃は身近なものですし、各学校でも最初に取

り組みやすいものだったと思います。 

 

森 清掃の技術の基本は、どんな職業に就いても活かすこ

とができますからね。 

 

南部 昨年の「京しごと技能検定」では、タオル・自在ほうき・

乾式モップを組み合わせた「複合」でかなりの技術力を発揮

した丹波支援学校の下内くんがアビリンピック京都大会に挑

戦、見事に金賞に輝きましたね！ 

 

森 今年の全国大会は来年行われるロシアでの世界大会出

場の選考会も兼ねていますから、これは本人にとっても、学

校にとっても、ものすごいチャンスですよね。 

 

今回は、当協会が後援している京都府教育委員会主催の「京しごと技能検定」に関する打ち合わせに同席させていた

だき、いろいろお話を伺ってみました。お話をしていただいたのは以下4名の方々です。 

京都府教育庁 指導部 特別支援教育課 総括指導主事 兼 係長 竹本明史 様 

京都府教育庁 指導部 特別支援教育課 指導主事 荒川喜博 様 

当協会 公益事業委員会 委員長 森 貞文 氏（㈲まこと美装 代表取締役） 

当協会 公益事業委員会 副委員長 山﨑哲也 氏（マイ・スター㈱ 清掃管理部 部長） 
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荒川 世界大会に出場できるなんてことになったら、一生の

思い出というか、その経験は一生の宝になるでしょうし、何か

困難なことがこの先の人生であったとしても、乗り越えていく

自信に繋がると思うんです。 

 

山﨑 アビリンピックでも京しごと技能検定でも、毎回見てい

てすごく感動するんですよ。練習してきたんやなー、っていう

子とか。ものすごく技術高い子いますもんね。ビルク検定受

けるための講習会に来てる大人でもあそこまで出来てないぞ

って思うことも多々ある。 

 

竹本 そう企業の方に言ってもらえると嬉しいですよ。 

 

森 ただ、協会内でもこういう事業に関わっている僕ら、公益

事業委員会のメンバーや講習会の講師、インストラクターな

んかはよく知ってるんですが、関わっていない人や会員企業

さんにはあまり知られておらず・・・協会がこのような取り組み

を京都府さんと連携してやってるってことは正直あまり浸透し

ていない気がします。関心を持っていただいているのはまだ

ごく一部の方だけのように思います。 

 

竹本 ええ！？そうなんですか？ 

 

南部 本当はもっと幅広くいろんな方や企業さんに観ていた

だいて、障害者雇用に繋げていけたらいいなって思ってい

るんですが、それはまだまだ私たちの発信力の至らないとこ

ろで・・・ 

 

竹本 一度観ていただければ、支援学校に通う生徒たちの

目標をもって取り組む姿勢、技術力、真面目さなんかがよくわ

かっていただけると思うんです。たぶんこんなに出来るの？

って驚かれると思うんですよ。 

 

荒川 ぜひ、たくさんの企業の代表者さんや人事や採用の

担当者さんに見に来ていただきたいです。今年は残念なが

らコロナの影響で、大々的にチラシや案内を出すってことが

できなくて・・・（注：今年は無観客での実施となります） 

 

森 でも、一時はもしかして今年の「京しごと技能検定」は中

止になるかもって心配していたのですが、よかったです、今

のところ開催するということで進んでいて。安心しました。 

 

山﨑 そのかわり、教職員の先生方対象に行われるはずの

講習会が、1回なくなりましたね。 

 

荒川 毎年、「京しごと技能検定」に向けて、子供たちを指導

していただく教職員の先生方にまずは清掃の基本を身につ

けていただくという実技講習が 1 日、そのあとにそれを評価

するポイントを学んでいただく評価講習が 1日。計 2日の予

定が、まとめて1日になりました。参加人数も減らして。 

 

山﨑 毎年参加される先生方の中には、結構スペシャリスト

みたいになってる方もいらっしゃいますよね。ただ、教職員

の方って、すぐ異動になりますよね？せっかく覚えてもらっ

ても 3年くらいで全然違

う学校で違う担当になっ

たりして、それが残念な

んですよね。 

 

荒川 そうですね。それ

はもう私たちではどうし

ようもないので、何とか毎年続けて、とにかく裾野を広げてい

く感じで。よろしくお願いします。 

 

森 実際に先生方が自分でやって覚えたことと、頭だけでわ

かって覚えたことでは、生徒さんたちに伝わるものが全然違

いますよね。 

 

竹本 だから、「京しごと技能検定」に参加する生徒さんたち

も、年々技術力アップしていると感じます。ますます色んな方

に観て、知っていただきたいですよね。 

 

山﨑 でも、それでどれだけの子がこの業界に入ってきてく

れる？（苦笑） 

 

森 アビリンピック京都大会でも、ビルクリーニング部門で優

秀な成績を残した子供たちが、『実は違う業界に就職するん

ですよ』って、よく聞きますもんね。 

 

山﨑 俺はもう何回がっかりさせられたことか。 

 

南部 協会としても、この業界をもっと売り込みたいです(笑)

昨年、何社かの会員企業さんが集まって、各ブースで自社の

仕事内容を説明したりアピールしたりする「お仕事説明会」と

いうのを試行的に行ったんです。ハローワークで顔も見えな

い状態で紙に書かれた条件だけで面接に行く、というのでは

なく、実際にその企業の社員さんから話を聞いてみると、何と

なく会社のカラーもわかるじゃないですか。それで、面接に

行きたかったら申し込めばいいし。例えばそれに支援学校

の生徒さんや親御さんたちに来てもらったり、逆に支援学校

のブースがあっても面白いかもしれませんよね。なんか、そ

んな風にしてうまくマッチングできたらいいですよね。 

 

荒川 そうですね。将来的にはそんなことも考えていけたら

いいですね。 

 

竹本 でもまずは「京しごと技能検定」のことをたくさんの方

に知っていただいて、来年はぜひ大勢の方に観に来ていた

だきたいですね！ 

                          竹本様、荒川様、 

ありがとうございま

した。当協会の公益事業

委員会ではビルクの講

習会だけでなく、こんな

活動もしています！森委

員長、山﨑副委員長、こ

れからも宜しくお願いし

ます！事務局 南部 翼 

山﨑副委員長、竹本氏、荒川氏、森委員長 

（京都府教職員清掃分野指導者講習会にて） 
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全国大会に挑みます！この様子は10月9日放送のＫＢＳ 

京都テレビの「newsフェイス」 

でも取り上げられました。見逃 

した方は下記QRコードLINE 

アカウントにて視聴できます。 

事務局 南部 翼 

アビリンピック全国大会に向け 
京都府代表選手の練習会 始まる！ 
令和２年10月６日（火） 京都協会 講習会場 

 
 

  

 

 

全国協会2020年役員表彰 
令和２年７月29日付け 

10月6日13：00より、当協 

会の講習会場にて11月に 

行われるアビリンピック全国 

大会の代表選手2名の合 

同練習会が行われました。 

今回の全国大会は、来年ロ 

シアで開催される世界大会 

の代表選考も兼ねていま

す。今年の 2 月に京都大会で優勝した下内寿也選手（府

立丹波支援学校）と、3 年前に全国優勝を果たした代田彗

選手（㈱クラウディア）が互いに切磋琢磨し、世界を目指し 

Qこれから挑戦して
みたいことは？ 

A○森農業 

○山富士登山、 

なるべく長く生きる！ 

Q好きな食べ物は？ 
A○森寿司、海鮮 

○山寿司、海鮮 
Q自分の性格を
一言でいうと？ 

A○森のんき ○山適当 

Q自分の前世は何 
だったと思う？ 

A○森ナマケモノ ○山漁師 

Qあなたの宝物は？ 
A○森人の縁 ○山こども 

山﨑副委員長 森委員長 

今回は公益事業委員会の森委員長と山﨑副委員長にお答えいただきました！ 

何度も同じポーズをとられながら答えてくださり、お二人の仲の良さがうかがえ

ました！お忙しい中ご協力ありがとうございました。 

  

 

 

Information（10月から 12月の予定） 会員の変更事項 

【公益事業委員会】 

■京都府教職員清掃分野指導者講習会 

10月2日 京都府立聾学校 

■ビルク1級 受検準備講習 

10月7、22、29日 

11月10、18、27日、12月8、15日 

■ビルク3級 受検準備講習 

10月28日、12月3日 

■防除作業従事者研修 

10月20日 京都協会 講習会場 

■貯水槽清掃作業従事者研修 

11月20日 京都パルスプラザ 

■京しごと技能検定 

11月25日 伏見港公園体育館 

■アビリンピック京都代表選手練習会 

10月6、21、27日、11月9日 

■アビリンピック全国大会 

11月13～15日 愛知県国際展示場 

 

【安全衛生委員会】 

■安全衛生大会（Web配信） 

 10月8日 撮影 京都協会講習会場 

 10月16日 Web配信 

【広報委員会】 

■ＫＢＭＡニュースVol.91（秋号） 

 10月 発行 

【総務厚生委員会】 

  ■チャリティーゴルフコンペ 

  11月5日 瑞穂ゴルフ倶楽部 

【青年部会】 

■部会            

 10月6日 、11月24日  

■梅小路キッズアートキャンパス!!2020 

 12月6日（Web配信） 

 

【代表者変更】 

■東宝ビル管理株式会社 

  京滋支社（正会員） 

 取締役支社長 片岡 伸行 

 2020年5月13日付 

■山崎産業株式会社（賛助会員） 

 所長 横井 逸志 

 2020年7月19日付 

■株式会社ビケンテクノ（正会員） 

 取締役執行役員 浦谷 惣吉 

 2020年8月20日付 

 

【新入会員】 

■株式会社O's Corporation（正会員） 

代表取締役 上田 修 

2020年8月1日付 

 

【退会】 

■株式会社ヤマネ（準会員） 

2020年9月30日付 

※予定は、急遽変更となる場合もございます。 

最新情報はホームページや、便利なLINEアカウン
トもご利用ください。 

LINEアカウントお友達登録お願いします☞ 

当協会の渡守 仁副会長が、公益社

法人全国ビルメンテナンス協会より、

ビルメンテナンス業界の指導に尽力し

業界の発展に貢献した役員として表

彰されました。渡守副会長、おめでとう

ございます！    事務局 南部 翼 

 

 

 


