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ケイズエーアイエム株式会社 求人資料-B 

≪10種類の職業経験からの転職・未経験から正社員≫ 

ビル設備のメンテナンススタッフ 
飲食業・店売業・物流業・娯楽、サービス業・教育、公務業・スポーツ、健康業・医療、介護業・建設、製造業・システム、事務業・農林水産業 

社会人未経験者 ・ アルバイト者 ・ 早期退職者 ・ 第二新卒 ・ 学業中退 ・ 求職中の皆様へ 

あなたの経験は必ず活きる。 
超ベテランのビル管理士から”本音の助言”・・・・!? 

下記の記事は、インタービューをありまままに文字お越しをしたため、表現が多少乱暴になっていますことをご容赦ください。 
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飲食業は食い物をあつかう仕事だろ。役に立たな
いことは絶対ないよ。だってオメー、俺たちが命がけで
守っている安全と衛生と同じじゃねーか。 
 
口に入れる物は食い物にしろ水や空気にしろ、赤ん
坊から年寄りまで命にかかわるんだよ。結局はそんな
シビヤなことはよー、所詮経験して苦労した人にしか
わからねーよ。 
 
例えば、厨房に油を排水に出さないグリストラップって
あるだろう!あれひとつ管理しようとしたら、新人時代に
３Ｋ業務をいやいややってきているんだよ。衛生や環
境保護等々には大切な仕事なんだよな。更に、トイ
レ清掃が最も苦労したと思うよ。匂いの元(尿石)を
絶たなきゃ臭いトイレを変えられないのさ。話すときりが
ない経験を飲食業の方々はしているからね。 
 
そんな経験をいやなほどしてきた飲食業だぜ。どんな
仕事をしてこようが、そこで過ごしたぜんぶが役に立つ
のは当たり前と思うがね。 
 
それを見ぬけねぇ上役なんか、ボンクラだよ 

技術者も職人気質ってものがハバをきかせて
いてね、寡黙だと言えば体裁はいいんだけれど、
ビル内でお客様やテナントさんなどに会っても挨
拶ができない人が多いんだよ。 
 
その点、販売業を経験した人は良いね。気軽
に"ありがとうございます"とか"いらっしゃいませ"と
かの挨拶が当たり前にいえるんだよね。リッパな
もんだと思うんだよね。それから金銭感覚がある
のもありがたいね。特に物を売ってた人は利益で
給与がもらえていることを知っているからね。 
 
こればっかりは、教えてできるんじゃないね。経験
だよ、場馴れだね。挨拶が無意識でできるなん
ぞ、立派な技能だね。今の時代は職人はいら
ないね、イキイキした技術者でないと会社は生
きてゆけないんだよね。 
 
それを見ぬけねぇ上役なんか、ボンクラだよ。 

俺も３回ぐらい引っ越ししたけど、あの仕事
は並み大抵の気持ちじゃムリだね。冷蔵庫な
んぞ一人で運んでいたよ。体力勝負の上に
１日３件もこなすんだぜ。俺たちも生意気に
"仕事は段取り８分"って言ってきたけど、運
送業界の方の段取りの良さはハンパナイね。
俺たちは絶対あれを学んだ方が良いね。 
 
それから、あのチームワークの良さと責任者の
指示の出し方なんぞ会社で講師に招きたい
ね。立派なもんだ。あの仕事を経験した人は
体力的に滅入って転職した人が多い聞くけ
ど、あの体験は財産だね。 
 
段取りは教えてできるもんじゃねーんだよ。真
似る先輩について見て覚えるもんなんだ。我
が社に欲しい逸材と思うんだよね。 
 
それを見ぬけねぇ上役なんか、ボンクラだよ。 

この間、孫を連れて千葉のとある遊園地!?へ
行ったときにびっくりしたね。女房と数十年前に
デートで豊島区の遊園地!?へ行った時のことを
思い出したね。清掃している人から満身の笑顔
で挨拶されたんだよね。家らビルメンテナンス業
界はいったいどうなっちまったんだかね。次代に遅
れに遅れちまったよ・・・・・。 
 
今の若い人はたいしたもんだ。まるで一流ホテル
か飛行機に乗っているくらいに良い気持ちにして
くれるんだよね。俺たちはやっぱり、あーいったサ
ービス業を経験した人たちを頭を下げても採用
しないとダメになっちまうかもしれないよ。 
 
若い人はすごいね。あんな難しい仕事を覚え
て、それも笑顔を与えながら手も足も心も別々
に完璧にこなすんだね。 
えらいもんだ、すごいもんだ。 
 
それを見ぬけねぇ上役なんか、ボンクラだよ。 
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俺なんぞ日本海側から１８歳で出てきてさぁ、夢

見て色々な人や仕事に出会ったけど、やっぱり学が無
いと遠廻りの人生だったね。でもさぁ!結局は人との出
会いで仕事と出会うんだよね。あのころはインターネッ
トもスマホもない時代だから情報貧乏人だったね。 
 
今の人はいいよね、こうやって好きなだけ自分でお腹
一杯に情報をもらえるんだからな。それにしても今時の
若いもんは優秀だよ、本当に。だけどさその知識を活
かすチャンスが少ないよね。世の中が成熟してきたせい
か、珍しい仕事が少なくなったね。 
 
でもさぁ!３０代の営業時代に本を読んだね、読めば
読むほど自分の足りないところが分かってきてさぁ。その
点今時の人は基本の社会常識や専門知識は全部
教えられているからね。特に人前で教えている人や、
公務員の人なんかの人は本当にすごいよね。 
 
でもさ、ちょっと皮肉になるかもしれないが、頭でっかち
でやることが遅いよね。やってみなけりゃわかんねえこと
を、アレコレ考えて結局他人に聞くんだよね。もったい
ないね。 
 
家の会社に来て見なよ。もらった知識がすぐ知恵に変
わるぜ。あんた方はすごいんだよ。本当にすごいんだ
よ。 
 
それを見ぬけねぇ上役なんか、ボンクラだよ。 

 
中学から野球に熱中したけど、高校に行ったら
がたいのでかさに圧倒されて東京五輪で脚光を
浴びた器械体操なんかやっちゃってさぁ。この歳
になっても倒立はおてのもんさね。 
若い時の運動は一生ものだね。この年まで怪
我こそ相当したけど病気をしない体はスポーツの
お蔭だね。感謝!カンシャ! 
 
この間耳にしたけど、スポーツで飯を喰おうしてい
た人が、わけあって就職しようとしてもスゲー大
変なんだってね。なんでだろうね???? 俺はビル
の管理で飯を喰っている割に根性論がニンジン
より大嫌いでね。所詮昔の職人がだんだん少な
くなって食えなくなったのは、やる気だとか見て憶
えろだとか訳分からないからだと思わねぇかえ。 
 
要は、教え方を知らなかったんだよね。それと職
人は人見知りだったんだよね。今はょー、教えら
れない技術はすたれて行くんだよね。聞いた話
だが超大手自動車会社が定年退職した技能
者を頭を下げて再就職に向えたっちゅうじゃねぇ
か。世の中変だよね、まったく。 
 
強靭な体力とやんなるほどの練習に耐えたパワ
ーは才能だよね、目的とした競技種目なんぞ人
生の一コマで目的じゃないよね。家の会社で活
かしてみなよ。家の社長はスポーツ大好きだぜ。
運動は心の修練だとさ。練習に明け暮れてスポ
ーツを続けられる人は心が強い人で人財なんだ
といつも言ってるょ。継続しなければ技術者にな
れないことは当たり前だからな。 
 
それを見ぬけねぇ上役なんか、ボンクラだよ。 

 
ビルメンにとって最も大切な業務は"清掃"

なんだよね。皆んなはたかが"お掃除か?"と思
っちゃいませんかってんだ。昭和３０年代高
度成長時代に思いもつかない病気で大変だ
ったんだ。その原因は"水"と"空気"からの感
染が原因で、昭和 45 年(1970)に建築物
衛生法とやらが決められたんだ。清掃といった
ってモップと掃除機しか知らない皆んなには分
からないと思うのだが・・・ 
 
偉そうに言うが、病院やクリーンルームや放射
線管理区域だって、専門のおじちゃんやおば
ちゃんそしてお兄ちゃんやお嬢さんが凄い経験
と資格をもって、毎日毎日朝 5 時台の始発
電車で現場まで行って仕事をしているんだよ
な。 
 
何も考えずに「綺麗だね・・・」なんて言われた
くないらしいよ。「気が付かないで、買い物やそ
の場所で過ごしていることでいいんだ」って言う
んじゃねぇか、泣かせてくれるじゃないか。掃除
のおばちゃんなんて軽々しく言うんじゃねぇぞ!! 
 
さて、ちょっと感情的になりすぎた。俺はここで
強く言いたいのは、一度でも医療・介護業界
でどんな業務であったかは関係なく、人の命と
向き合っている環境はそこらへんの仕事とは
深みが違うし、心構えが違うという事なんだ
よ。だってさ、一つの間違えで人が死ぬかもし
れないんだぜ。何が大事かといえば、何も考え
ずに毎日が暮らせる安全で安心な生活が一
番なんだよ。 
 
永年ビルメンテナンス(ビル管理)に携わってい
ると、ふと気が付かされるニュースがあるね。故
障事故・エレベーター事故・食中毒・熱中
症・子供老人の事故・・・・みんなが安心して
安全な生活を守るのが俺たちの仕事なんだと
ね。 

 
俺たちの設備管理は建設業と一心同体の

関係だね。新築の場合はゼネコンのような総合
建築会社がすべてのするから、よほどのことが無
い限りお呼びがかからないのです。ところが、廻り
を見渡すと 20 年も 30 年以上たったビルや建
物が無数にあるんだよね。これがやっかいなんだ
よね、 
 
どんなに優秀な機械でも 15年も動けば人間で
いえば平均寿命なんだ。ところがその間にはとん
でもないことが起きているんだよね。いちいち言え
ないがたとえば、給排水管なんぞ管の中が 10
センチが３～４センチにもカスがへばりついてい
るんだよね。 
 
こんな建物設備のことになると愚痴っぽくなるか
らやめます。 
製造業はモノづくりだよね。俺も若いとき１５年
ぐらい製造業にいたから大変さと楽しさが良くわ
かるんだけど、よっぽど自分の将来をしっかり持っ
ていないと心がふらついてくるんだよね。それは、
会社全体でチームとして仕事を分業して作って
いるからなんだよね。一人では製品でも部品で
もその一部を担当して、その工程のプロが繋い
でいくからすごい物が出来るんだよね。 
 
建築業を経験した方は、俺たちの親分の仕事
を経験してきたんだ。製造業はプロの集まったチ
ームで一つの目標を創り込むんだよね。ビルメン
テナンスには中々経験できないことなんだ。 
俺たちビルメンテナンスの仕事は"単純役務の
提供業務"と言われるのは、形が残らない仕事
なんだよね。エアコン(空気調和機)は何もしな
いでほっておけば、翌年に臭い・冷えない・温ま
らない・変音が出る・止まる・水漏れ等々苦情
の嵐になるんだよ。そこで年間通して、法定点
検・清掃・消耗部品交換・定期診断等をやっ
て何十年も維持してるんだ。 
 

↓裏面に続きます。 
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要は、医療・介護等の仕事を経験した方々
は、毎日この環境に接してきたという、物凄い
財産が心の底にあるという事なんだ。家の会
社で教育マニアルの手本にしたいんだよね。
頼むから家の会社であなたの経験を役立てて
よ。 
 
それを見ぬけねぇ上役なんか、ボンクラだよ。 

長くなったね。 
建設業や製造業をどんな仕事にしろ経験した
人は俺たちと親戚なんだ。兄弟なんだ。親子な
んだ。みんな繋がっているんだよな。だからこの仕
事はみんなにぜひ知ってもらいたいんだ。せっかく
経験した仕事を家の会社で総仕上げしてくれ
ないだろうか。 
 
それを見ぬけねぇ上役なんか、ボンクラだよ。 
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家の会社をちょっと自慢するからね。 
 
今から４年ほど前にとてつもない改革をしたんだよね。
その時を「第二創業期」としてイノベーション経営戦略
１０か年計画を立て、今年で３年半を向えたんだ。
詳しくはホームページの会社沿革に書いてあるけど、
毎年毎年すごく進化しながら三割成長を続けている
んだよね。 
 
その第三の柱が、IT の導入そして運用なんだ。俺な
んかシニア層だけど頭脳はヤング層になりそうだぜ。全
員に i-pad と i-phone を支給し、クラウドとやらで全
ての情報を見える化・共有化し標準化したんだよね。
もちろん働き方改革でこの春から勤怠管理もね。お
蔭さんでこの仕組みのまま ISO14001/9001 をコン
サルなしで自社認証しちまったのさね。なんちゅう会社
なのかね驚いちゃうよね。 
 
会社自慢はこのくらいにして、システム系や事務系の
皆さんが技術・技能系に転職するなんぞ、オチャノコサ
イサイなんだよね。なんでか～～。だってさ家の会社は
ね、""建築・製造業"でも書いたけど、この会社の業
態は役務の提供と言って、形が残らない仕事なんだよ
ね。みんなのノウハウが仕事なんだよ。後は１年から
３年の経験をすると全員が基本技術員になるんだ。
ほんとだぜ。でも教えるようになるには５年以上はほし
いけどね。 
 
事務系の方も聞いてほしいんだけど、俺の経験では、
ビルメンテナンスの本社マネジメント業務への転職が
最も多い職種は"総務系"だね。なんでだろうと考えた
んだけど、受注したビルが大きいと、最低清掃に１０
人・警備に 7 人・設備に６人・受付に５人、合計３
０人ぐらいにすぐなっちゃうんだよね。そうなると労務管
理が非常に大切なんだよね。そんな理由かもね。 
 
後、収支管理は最近大事な仕事なんだ、ビルオーナ
ーも最近はシビアでね。だから会計や経理を少しでも
かじった人はやはり先生だね。なんせ技術屋は考える
事には強いけど金銭感覚は鈍いんだよね。 
 
システム系や事務系が家の会社に向かないなんてあ
りえないんだ。今すぐにでも確かめてほしいもんだね。 
 
それを見ぬけねぇ上役なんか、ボンクラだよ。 

 
俺の兄貴(米作り農家)が以前こんな名言を言
ってくれたんだ。 
 
『お前らは毎日毎日同じような仕事だが、俺た
ち農家は同じ工程(作業)は年に一度しかでき
ないんだ、それに失敗すると一年の収入はゼロ
になるんだ』 
 
この言葉は重かったね。 
その前の年は低温被害やらで米騒動だったから
なおさら心に残ったんだよね。 
 
第一次産業は自然がすべて相手だから天候や
自然・動物や植物そして敵味方になる昆虫ま
でもを味方にするために、絶えず『相手に合わせ
て』を仕事や生活をすることが大事だとも言って
いたね。俺たち会社勤めには生涯理解できない
けど、東北大震災や異常気象の集中豪雨の
災害が起きるたびに、兄貴の言葉を思い起こす
ことにしているんだ。 
 
相手に合わせる人間力を経験した皆さんは、
既に家の会社の将来を担える逸材です。是非
ともわが社の門を叩いてくださいな。 
 
それを見ぬけねぇ上役なんか、ボンクラだよ。 

 

どんな人が向いている “ビル設備のメンテナンススタッフ” 

 

常々いまさら・・・と思いがちな方へ 

「脱!!いまさら感」から天職を見つけるヒント!! 
 

こんな記事を見つけました。・・・・・・・・天職の見つけ方 

『この事をやりとげたい』と思って動く。・・・目標突進型 

『目の前に与えられた事に生きがいを感じて』動く。・・・コツコツ前進型 

現状と目標までのギャップを把握し、そのギャップをどういう方法・手順で埋

めるかを考えれば良い。 

自分がどちらのタイプか見極めるには、自分の心が動く瞬間に着目するこ

と。 

 

自分の幼い頃から今までに楽しいと思ったこと。 

幼稚園→保育園→小学校→中学校 

→高等学校→大学・短大・専門学校等々 

期間別にドンドン思い出し書いてみる。 

そこには必ず共通することが出てくる。 

その共通したことに対して。 

自分がどんなときにワクワクするかをたくさん挙げたてみる。 

ワクワクが続いたときはどんな理由だったかを振り返ってみる。 

そうすれば自分の気持ちと行動が今日まで続いてきたかが分かってくる。 

結局又は結果として『得意なこと×好きなこと』になるはずです。 

このことを転職した何社かに・・・ 

このことをいくつかのアルバイト先に・・・ 

実現したいゴールを明らかにし、自分の個性や特徴を見極めた上で、どの

ように今の自分とゴールのギャップを埋めるかを考える。 

天職は特定の職種名が当てはまるとは限らない。 

 

「天職」を見つけるヒントは、きっと日常の中にあるはずです。 

自信とは、 
1円玉しか入らない貯金箱に毎日コツコツと 1円玉を入れるようなもの。 

突然増えたり減ったりしないが、必ず蓄えられる・・・こんなものではないでしょうか。 

●メンテナンス／保守・保全の仕事に興味がある人は、自分に向いている仕事かどうか、下記のチェック項目で確認してみましょう。 

☑実直な人 

平和で安全な状態を陰ながら守る仕事で、決して目立つものではありません。派手ではなくても、なくてはならない仕事であるということに誇りと責任を持ち、コツコツと実直に

努力できる人に向いている。 

☑機械が好きな人 

常に機械やシステムと向き合い、摩耗や劣化をいち早く見つけなくてはなりません。機械いじりが好きな人、もの作りが好きな人にはぴったりです。 

☑ものを大事にできる人 

メンテナンスは、ものを大事に長く使うためにあります。壊れたら新しいものを買えばいい、という考え方の人よりは、壊れないように大事に使う人や、壊れたら何とか直してまた使

うという人に向いています。 

☑スピーディに対応できる人 

ふだんから小まめに点検していても、予期せぬトラブルに見舞われ、機械に異常が発生したりシステムがフリーズしたりすぐことがあります。こうしたとき、メンテナンス／保守・メン

テナンス／保守・保全の仕事の中でも、特に点検は同じことを何度も繰り返して不備を見つけていく作業です。 

「ついこの間見たところだから」と手を抜いたりせず、毎回細部までチェックできる真面目さが重要です。 

お問合せ先 : ケイズエーアイエム株式会社 横浜市都筑区牛久保西 1-24-41 TEL 045-511-8105(代)FAX 045-511-8190 URL http://www.ksgr.co.jp/ 


