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日本大学教職員組合有志-同代表者

前略

貴社はいろいろなルートから入手した本学の醜聞を毎日のように寄稿し､不

正を暴く原動力となって戴いており深く感謝申し上げる次第であります｡

我々も愈々我慢できなくなり､不正を知っていて其の値にすることに組合員

として､教職員として許し難く腹立たしく､現段階までに知り得ている情報を

ご提供する次第です｡

草々

1 ､文理学部清掃業者警備業者の突然の契約破棄

(井ノロ部長関連の業者への入れ替え)
一般的には清掃業社や警備業社などの解約には6か月前～3か月前までの間に

双方が協議の上､折り合いがつかぬ場合は継続しない旨､文書を以て通知する

こと｡となっているが､有ろうことか日大事業部井ノロ部長が内田局長と突然

加藤文理学部長と森局長に次年度よりこの業者を使うよう理事長の許可を貰っ

ているので､至急面談するよう要請した｡僅か一月前である｡

(日本大学文理学部の契約違反が成立するはずである)

昨年の平成25年3月シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社を次年度

より清掃警備業者として採用するよう強引にねじ込んできた｡

(三島校舎も強引にシダックスを連れて反対する事務長を島流しにしている｡)

文理学部や他学部でも永年好評だったこの業者を呼びつけ､次年度より他業

者へ変更する｡この一言だけで御終いです｡

ご存知のように文理学部は永らく　T元局長､元常務理事が平和に纏めていた

学部であり､その本丸に突然手を突っ込んだものだから無礼千万である｡

いくら随意契約と言っても1億数千万円の契約金をいきなり2千万円高い業

者に変更するという事があって良いはずがなく､私学助成金を貰う立場の本学

が大きな過ちと分かっていて止められぬこの不始末に喝! l

シダックス大新東ヒューマンサービスが2千万円を貰って良いように操られて

います｡

学費を工面している親御様に申し訳が立たない｡

契約形態は

契約主体会社　大新東ヒューマンサービス株式会社

(契約業務のみで2千万円ぼろ儲け)
一次下請け株式会社ドゥサービス

(伝票のみでぼろ儲け井ノロ部長にリベート)

二次下請けエスtシー･ビルサービス株式会社､本部でも近年契約変更した業

者であり､実質的な清掃業者である｡

株式会社ドゥサービスは､井ノロ部長の懇意にしている大阪の会社である｡



このようにいくつもの会社を絡ませ､委託料を吊り上げてでも他社へ変更さ

せリベートを吸いまくるやり口には何れ当局からお沙汰があることは明白です｡

この告発は国税庁にも通報しました｡

2､国税庁関連

現在国税庁が調査着手しているようですが､財務部に対し､ 3学部を選んで調

査対象にするか指示ください｡

と言ったら､経済学部､歯学部､薬学部の3学部を財務で指名したようですが､

全く問題の無い学部です｡ (現在までは)

調査対象を本部の全部署.文理学部.理工学部(加藤局長)医学部(不正の温

床)にして欲しい｡

追伸:医学部への調査着手確認しました｡

3､人事案件

7月中旬の人事関連の入職試験の結果､社会人採用枠を使って以前から問題と

なっていたAVホモ男優の井上奨君がとうとう我々､学校法人日本大学の教職員

と同じ釜の飯を食うことになってしまった｡プライドがズタズタです0

日本大学事業部では何れ解体･解雇される運命なのか?事業部の悪行を全て

知っている井上君を採用することで守りに入ったようである｡

アメリカンフットボール部現役時代ホモAVに出演し､内田監督の顔に泥を塗

った人間をどの感性を持ってしたら難関の職員採用試験を突破させることがで

きるのか?やはり何でもアリの人事部長の為せる技なのか?

おまけに理事長の後輩の森君も採用入職が決まった｡

裏口入職がまかり通っている現状を我々教職員組合として断固反対し､試験

結果の内容を調査するよう文科省に通報します｡



履歴事項全部証明宙

東京都中央区晴海一丁日8番8号
エス･シー･ビルサービス株式会社

会社法人等番号　0100-01-012077

商号 剴結档激Cビ株式会社 

エス一シ-.ビルサービス株式会社 兌ﾙ�ﾃ��D緝ﾈ��?ｩ¥�����X�Rﾒﾘ��耳耳爾粐粨耳耳蒔R鶻���ﾘ�ﾂ�

本店 儉;肺代田区神田襲土代町3剛2 兌ﾙ�ﾃ�)D紿ﾈ�#I?ｨ昆5ﾒ�ﾗ鉅耳爾粨耳爾鶻ﾈ��ﾘ����磁������ﾂ��

平成12年4月24日登記 

東京都中央区晴海-丁目8番8号 兌ﾙ�ﾃ�9D紿ﾈ纖?ｨ昆)2�

▼,I--■-.Ill-I---.-..-■●■.I.■l■- 平成13年4月9日受託 

公告をする方法 刳ｯ掛こ掲載してする 

会社成立の年月日 剌ｺ和62年4月1日 � 

目的 僮.建集物､工作物等の布生的環境の維持管理業務 

2.建築物の電乳空洞研僻等各種機械設備並びに話施殻の保全､運転､修 理､改良等の管理兼務 

3.連帯-式工事､屯気工事､管工事､塗装工串､内衷仕上工事､建具I事 及び消防殻倫工事等の設計施工.監理及び請負 

4.建築物及び施設の保安､育伸管理業務 

5.清掃に関する世材∴消耗品及び衣料品､化粧品､食現品及び酒耕､其 の他清涼飲料水､日用経済の販売乗移 

6.給食業務 

7.不動産の売買､宜貸借の仲介業務 

8.損専保険代理業､自動車損育陪依保障法に基づ<保険代理菜､並びに坐 

命保険の夢集に関する業務 

9.労働者洞近業務 

lO.前各号に付帯する一切の業務 

平成12年2月24日変更平成12年3月9日登記 

発行可能株式総数 ��4000株 � 

発行済株式の総数 ��発行済株式の総数 � 

並びに穂析及び数 ��lOOO株 

株券を発行する旨 ��当会社の株式については､株券を発行する � 

の定め ��平成l7年法辞弄87号第1 

36魚の規定により平成18 

年5月1日登記 

盤理番号 *　下線のあるものは錬渦事項であることを示す｡　　　　1/A



東京都中央区晴海一丁目8番8号
エス･シ-･ビルサービス株式会社

会社法人等番号　0100-01-012077

資本金の額 株式の親政制- 仞�S���iﾈ冷�

取に 関する競定 役則こ関する事項 �9h檍��,ﾈｩH�/�淤&h.�,�,ﾚI$兀ﾈｾ�,ﾉ$�/��8*�,�*�.ｨ,�,�.x,�*"��r���

取締役舟浄新一 兌ﾙ�ﾃ#�D緝ﾈ�#)?ｩzyD2� 

一一一一一.■一一.,I--●--..▼__■.. 平成21年6月26日登記 

平成23年6月27日退任 --~一一-lh.･..一一■一･一■-_■ー 平成23年6月28日登記 

取締役中山幸治 取締役谷川犀吾 取締役谷川庶尊 兌ﾙ�ﾃ#�D緝ﾈ�#)?ｨ�D2�

平成21年6月26日登記 

平成22年4月1日辞任 ■~一..▼一一一･･一一■一■-_.__ 

▼'-----■l■■ 平成22年4月6日登記 

平成21年6月22日頚庄 一.■.■･.･..◆一･.一一■一一･..●▼..■■■一一■_●___ 

平成21年6月26日登記 

平成23年6月27日重任 

平成23年6月28日登記 平成21年6月22日重任 -~一一.一一一一--.→-.I一■l__ 

取締役石原隆 

平成21年6月26日登記 

平成23年6月27日退任 一一■-■一一一■..､■→一一.一一.-_一■ー_ 

平成23年6月28日登記 

取締役柳治司 取緬役柳浩司 兌ﾙ�ﾃ#)D紿ﾈ��?ｨ��D2��ｳBﾒﾘ��ﾘ�ﾈ蒔X耳爾ﾒ粢��｢褪��

平成22年4月6日登記 

成23年6月27日重任 -■一一▼■一一■■■一一一 

成23年6月28日登記 

整理番号 *　下促のあるものは抹捕書中であることを示す.　　　　つ/^



東浜都中央区晴海-丁目8番8号
エス･シー･ビルサービス株式会社

会社法人等'Ti号　0100-01-0】2077

取締役藤井輝和. 兌ﾙ�ﾃ#)D紿ﾈ��?ｨ��D2�

平成22年4月6日登記 

平成23年6月27日退任 

平成23年6月28日登記 

取締役今尾知義 兌ﾙ�ﾃ#9D緝ﾈ�#y?ｨ��D2�

平成23年6月28日登記 

取締役森知彦 兌ﾙ�ﾃ#9D緝ﾈ�#y?ｨ��D2�

`-I-'■.■■-I一.■■▼.I----- 平成23年6月28日登記 

平成25年4月1日辞任. 

平成25年4月3日登記 

取締役岡本-光 兌ﾙ�ﾃ#YD紿ﾈ��?ｨ��D2�

平成25年4月3日登記 

東京都秤馬区石神井台四丁目1番ト401号 兌ﾙ�ﾃ#�D緝ﾈ�#)?ｨ�9D2�

代表坂締役中山辛抱 兌ﾙ�ﾃ#�D緝ﾈ�#i?ｩ6�ﾂ�

平成22年4月1日辞任 

平成22年4月6日登記 

横浜市都筑区南山田二丁目24番6-320号 兌ﾙ�ﾃ#)D紿ﾈ��?ｨ��D2�

代襲取締役柳浩司 横浜市都筑区南山田二丁目24番6-320号 兌ﾙ�ﾃ#)D紿ﾈ緤?ｩ6�ﾂ�

平成23年6月27日食任 

代表取締役柳港司 兌ﾙ�ﾃ#9D緝ﾈ�#�?ｩ6�ﾂ�

監査役舌東尚 兌ﾙ�ﾃ#�D緝ﾈ�#)?ｨ��D2�

平成21年6月26日登記 

平成25年4月1日辞任 

平成25年4月3日登記 

監査役河合良治 兌ﾙ�ﾃ#YD紿ﾈ��?ｨ��D2�

平成25年4月3日畳育己■ 

生理番号　　　　　　　　　　書　下枠のあるものは抹消事項であることを示す.　　　　.3/4



東京都中央区晴海一丁目8番8号
エス.シー･ビルサービス株式会社

会社汝人等番号　010O-0卜012077

取締役会設定会社 に的する事項 監査役設置会社に 関する事項 登記記軌こ関する 事項 偃i/yo�檠�ﾙ'X檍���

平成17年法律第87号第1 

36免の規定により平成18 

年5月1日登記 監査役改暦会社 

平成17年法律第87号第1 

36条の規定により平成18 

年5月1日登記 平成元年法務省令凱5号附則第3項の規定により 

平成11年5月20日移記 

これは登記称に記蝶されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明

した書面である｡

(東京法務局管輔)

平成25年　6月13日

東京法務舟.-

登記官

コ｣他紙川川∝Rj

砧は此川ピ備仙凹{㈲
昌巾｡叫討仙

整理番号 Jr　下線のあるものは抹消書中であることを示す.
^　/^



清掃ゼルメンテナンスの株式会社ドゥサービスの会社案内

削蒋　ヒルメノ丁ナンス0ノ株式xr､21き　りり　ヒフJ)jIゝ2I義持j　-　いこ

CLEAR OUT WORKS■

DO SERVICE
株式会社ドゥtl-ビス

1/3ページ

お魚鞄にお闘い食わせください｡

ト7R-ムヘ戻る　㌧06-665ト9357

ドゥサービスとは　　　　　　払たちが目指すもの　　　　　　兼哉内等　　　　　　噂大業捕　　　　　　捉同情報　　　　　　会社案内

工92　>　貧相案内

ごあいさつ

会社概要

お客様に満足のいく清掃サービスを提供します｡

バブル崩壊後､長期不況の中で最も変貌したものは､施設利用者のニースであるといえます｡

二-スの変貌と共に施設を運営する側は､合理的運営方法､八-ドの整備だけでなく､ソフト

的な力を身につけることが急務になっています｡

施設を裏から支える業界としてビルメンテナンス業界がありますが､労働集約型であるがゆ

え､機械化やオ-トメ-シヨン化が行いにくく､また旧態依然とした体質がいまだに残ってい

るため､多様化した施設オーナーの二-ズに対する応えは出しにくいのが実態ですDそのビル

メンテナンス企業がオーナ-二-スに応えるために選んだ会社が私たちドゥサービスです｡

私たちは､ビルメンテナンス企業の『現場でのメンテナンス業務を実働する会社』として発足

いたしました｡私たちはこれまでのメンテナンス作業でコストにかかわる問題､品質にかか】つ

る問題を解決してまいりましたが､今もなお､本当にオーナー様のニーズに応えることは何

か､施設本来の力を発揮させることは何かを探求し続けています｡

21世紀を迎え､これまでのビルメンテナンス企業を影で支える立場から1歩踏み出し､ビルメ

ンテナンスサービスに付加価値を加え､更なるニーズにお応えしてまいります｡

株式会社　ドゥサービス

DO SERV王CE coリItd.

昭和61年4月

〒 557-0063

大阪府大阪市西成区南津守7丁目13-36

TEL 06-6651-9357　FAX 06-6653-6360

■大阪支店

千 557-0063

大阪府大阪市西成区

南津守7丁目13-36

TEL 06-6651-9357

FAX 06-6653-6360

塑北海道事業所

〒060-0012

北海道札幌市中央区

北12条西23丁目2番5号

SDC北1 2条ヒル3降雪

http ://www.doservice.co.jp/company/

I名古屋支店

〒454-0825

愛知県名古屋市中川区

好本町2-49-1

TEL 052-351-0770

FAX 052-351-0750

虚東都事業所

〒601-8332

京都府京都市両区

吉祥院高畑町49番地4

TEL 075-694-1230

FAX 075-694-1231

■東京支店

〒101-0054

東京都千代田区

神田錦町2-5-13

TEL 03-5217-2220

FAX 03-5217-2208

盟奈良事業所

〒639-0242

奈良県香芝市

北今市4-2031

TEL 0745-79-7189

FAX 0745-76-8269

■西日本支店

〒812-0023

福岡県福岡市

博多区奈良屋町2番1号

TEL 092-283-3335

FAX 092-283-3325

■神戸事業所

〒654-0028

兵庫県神戸市須磨区

常盤町1-1115豊ピルlF

TEL 078-739-6656

FAX 078-739-6657
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