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環境ビジネス研究会会報 

2018年 8月号 

第104回定例会 2018年7月14日（土曜日）開催 

①事前防鼠について リフレッシュステージ 鈴⽊⽒（EBR会員） 

②PCO海外事情 鵬図商事（株） 岩本⽒ 

③ライトニン上野のマル秘裏技集 ライトニン消毒 上野⽒（EBR会員） 

④事務局より 
 

参考資料・《オフィスビル調査状況･抜粋 8月実施》・【○○○工場 * Sanple� 
当該物件とネズミ（他物件例）】・○○○ビル サーバ廻り防鼠対策工事（案） 

参加者配布済み 

・ライトニン上野のきっと役立つ、いやたぶん役立つ、ことによると全く役立た

ないかもしれない害虫防除裏ワザ集 

事前防⿏について リフレッシュステージ 鈴⽊⽒（EBR会員） 
 事前防⿏を、建築家の視点からお話をいただきました。参考資料【《オフィスビル調査状況･抜粋 8⽉実施》】 
天井で、ネズミの⾜⾳が聞こえる場合は、LGS（天井下地）を⾛っていることが原因ですが⼦ネズミ以外は基本的
にはLGSを⾛ることはあまりありません。調査では、写真のように各所にフンやラットサインが⾒つかりました。
他業者が、フンのある場所LGS上にトラップシートを設置していたり、意味なくトラップシートを設置しているこ
とが⾒受けられます。正しい設置をすることで、トラップシートは忌避材としての効果は⾼いですが、間違った
設置の仕⽅では意味がありません。また、こちらには超⾳波機器の設置がありましたが、ネズミには効果がなく
⼈間にとって不快な⾳がするだけです。※オーストラリア政府のHPには、超⾳波は効果がないと記載されていま
す。 
参考資料【○○○⼯場 * Sanple◆ 当該物件とネズミ（他物件例）-1】 
こちらの資料は、新築の⼯場の事前防⿏の説明をする資料になります。資料の⼯場では、⾷品⼯場ではないため
建物の中には餌になりやすいものはありませんが、⼯場周辺では林や森が多くドングリなどの餌を集め⼯場の中
で巣を作るケースがあります。※建物全体が巣になり、餌場は外になるという被害も多くありますまた、機械系
の⼯場であっても洗浄剤やオイルなど思いもよらないものが餌になる場合もありますので注意が必要です。 
参考資料【○○○⼯場 * Sanple◆ 当該物件とネズミ（他物件例）-2】 
たとえ、餌が少なくても夜になると静かになりネズミにとっては安全な場所のため巣になりやすいです。参考資
料では、壁や天井裏に巣を作っていた写真になります。またオフィスOAフロアの床下では上⼿く出れないネズミ
がLANケーブルを齧り破損している写真です。 
参考資料【○○○⼯場 * Sanple◆ 当該物件とネズミ（他物件例）-3】 
こうした⼯場で被害にあいやすい場所は、平⾯図の〇のついている部分の被害が多くあります。※【搬⼊⼝
シャッター部分】、【エキスパンションジョイント（Exp.j）※建物と建物を接合している部分】が侵⼊されやす
いです。 
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忌避剤については、成分・べたべた感（不快感）が重要になります。ユーカリの匂いと成分も忌避効果は⾼いで
すが、ネズミ、アリ、ゴキブリ、チャバネ、鳩に試したところべたべた感を加えることで忌避効果が⾼くなりま
す。※鳩にはユーカリだけでは効果がありませんが、べたべた感を加えることで効果があります。ホルムアルデ
ヒド、シックハウスなどの⼼配がなく、防⽔性、耐久性に優れているため5年以上は期待できます。ご興味のある
会員様は、リフレッシュステージ鈴⽊さんにか事務局にご連絡ください。 
参考資料【○○○⼯場 * Sanple◆ 当該物件とネズミ（他物件例）-3】 
実際の防⿏施⼯/仕掛（概要）では、動線になりやすい場所にトラップシートを設置し動線遮断します。事前防⿏
の場合では、まだネズミは住んではいません、そのため巣を作りにきたり飲⾷等は餌を取りに来ます。そのた
め、シートで動線を抑え近くに餌場があれば必ず⾷いつきます、餌場にもトラップシートを設置することで引き
下がります。忌避剤では、⽣材タイプ・蒸留濃縮還元タイプ・蒸留ジェル化タイプを使⽤することが多いかと思
いますが、動線部に設置をしても通り過ぎてしまいます、そのため、巣を作られやすい安全で、静かで、⽔場が
近い場所などに仕掛けることが有効です。 
参考資料【○○○⼯場 * Sanple◆ 当該物件とネズミ（他物件例）-4】 
ネズミに侵⼊された際には駆除が困難になるため、点検⼝の事前設置が重要になります。天井裏を点検すると断
熱材（グラスウール）に営巣化されていることも多いので点検⼝は重要です。※建築家の視点では、天井裏に断
熱材を使⽤してもほとんど効果はありません、屋根の真下に張り付ければ効果はあります。壁の中も営巣化して
いることを多く⾒受けられます。特に⽔場が近く広めの場所が被害を受けやすいのでそういった場所にも点検⼝
を作ることをお勧めします。※前回の定例会で紹介された、防⿏シーリング材が紹介されていましたが、油性
シーリングとユーカリエキスを混ぜることで作成が可能です。ただし、油性シーリングは硬化するため匂いの発
散は難しいのではと考えます。また、シーリングしたところをネズミが噛み切るということは考えられず、周り
のボードが齧られているのではと考えます。シーリングを噛み切るのではなく、シーリングがはがれた後にネズ
ミが外し噛み切られ侵⼊された様に⾒えるのではないかと考えます。そういった建材の特徴を踏まえて注意し使
⽤してください。 
参考資料【○○○ビル サーバ廻り防⿏対策⼯事（案）】 
参考資料では、オフィスビル内のサーバールームの防⿏施⼯になります。OAルームの場合、床下にケーブルなど
の配線が這わしてありますが、そこから⼊られないように施⼯。アングルで閉鎖し、コード貫通部を最低限にし
てそこに忌避剤（粘着シートでも可能）を置く。念のため、サーバー室内部のコードにステンレスネットを張
る。アルミでは噛み切られますがステンレスでは噛み切らることはありません。網で覆った中には、ジェル状の
忌避剤を設置。忌避剤は、ケースバイケースで使い分けて頂くことで⾮常に効果が出ます。こちらの賃料は⽉額
400万円とのこと、それだけ賃料を払える会社であれば、今回の施⼯費は80万円ですが契約は取れると思います。 
建築家の観点から様々な提案やアドバイスも可能です何かあればご相談ください。 
質疑応答 Q,殺⿏剤は事前防⿏でも使⽤するか？ 
A,施⼯する現場により変わります、基本的に事前防⿏ではネズミがまだ⼊っていない状態なので侵⼊するか可能性
が⾼いか⾼くないかで殺⿏剤の設置を決めています。先の例では⼯場など侵⼊の可能性がある現場では念のため
使⽤しますが、OAルームでは侵⼊の可能性が低いため使⽤しませんでした。 
PCO海外事情 鵬図商事（株） 岩本⽒ 
 ⽇本、海外のPCOに事情精通している岩本⽒に、昨年に続き興味深いお話をいただきました。 
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⽶国におけるPCOの求⼈情報からみる国内との違い 
 PCOに従事する⼈たちを、エクスタミネーター（皆殺し屋）と呼ばれていた時期もありますが、現在はテクニ
シャンと求⼈などには明記されています、⼀般にはテクニシャンやオペレーターと呼ばれているが、NPMA（全
⽶ペストマネージメント協会）では、ペストマネージメントプロフェッショナル（PMP）と社会的認知度を⾼め
るために、プロフェッショナルとつけ名称を認知してもらうため活動もしていますが、現状はまだPCOと呼んで
いるのが現状であります。しかし、⼀般的な名称として使われているPCOと⾔う⾔葉もそれほど浸透していない
のが現実です。 
⼤⼿PCO企業の求⼈では、テクニシャンと⾔う業種で捉えています。 
求⼈条件としては、・⾼卒可・PCO業務経験が2年以上・兵役の経験があること・70ポンド（約35㎏）持ち上げる
ことが可能・覚せい剤などを使⽤していない・PCOのライセンスを取得している、もしくは取得しようとしてい
る等が条件としてあります。 
ディズニーランド内で作業を⾏うウォルトディズニー社のPCO求⼈では、駆除業務だけに限らず関連する業務を
⾏うことが前提になりますが、・⼤卒・3年以上の経験・IPMの知識がある・フロリダの害⾍獣の知識がある・⼀
⽇週7⽇366⽇のシフトに耐えられること・ライセンスを持って要ることが条件となっております。2つの求⼈の内
容を⾒ても、⽶国と⽇本での業種の違いが垣間⾒れると思います。 
⽶国の若者は18歳で⾼校卒業後、2年間は兵役に費やすことが多く、その給料で⼤学に⾏く⽅も多くいます。兵役
の経験があることが条件とされる理由には、兵役中にマナーや⽣活⼒を覚えていくため条件の⼀つになっていま
す。このような条件でも⽇本とは⼤きく違いがあります。求職情報からわかることとして、厳しい仕事である
が、決して給料は安くはありません、ウォルトディズニー社では、時給25ドルになっています。 
PCOとして仕事をするためにはライセンスが必要になるのも⽇本との⼤きな違いです。 
⽶国でも社会的認知は⾼くありませんが、⽇本では国勢調査の業種に載っていないほど認知度が低い状況では、
ライセンスを国や州が与えているのでそういった意味では⽇本以上に社会的認知度は⾼いと思います。 
しかし、ライセンス制度を置いている⽶国であっても、求⼈サイトでは「汚れ仕事で⼝で⾔えない⾻の折れる仕
事」と表現されることもあります。しかし、それが本⾳だと感じるのは⽶国では、3D's【Dangerous・Dull・
Dirty】をPCOの仕事は⾏っていると⾔われているからでもあります。NPMA（全⽶ペストマネージメント協会）
では、その中で社会的評価を上げていこうと活動をしています。 
⽇本におけるPCOに⽬を向けると、PCOを取り巻く法律では、憲法13条と25条が⼤きく関わっています。13条で
は「⽣命・⾃由・幸福追求の権利」を⼈が国に要求できる権利であり、25条では「国は公衆衛⽣の向上増進に努
めなくてはならない」など決められています、それに伴い薬機法・感染症法・建築物衛⽣法などがPCOが関わっ
てくる法律もあります。薬機法の中に「⼈または動物の疾病診断治療に使⽤するものを医薬品とする」と置かれ
ているので、殺⾍剤は医薬品とされています。他にも感染症予防や、医療法、旅館業法を中⼼とした環境衛⽣6法
など法律が取り巻いています、とくに、【労働安全衛⽣法】はPCOの命に係わる法律になります、化学物質を
作ったり使⽤したりする⼈たちのためにある法律になりますので理解し重視しなければなりません。 
⽇本でのPCO産業についての問題点として、業界の実態が分かりにくく⼈材が集まりにくいのが現状がありあ
す。業界は⼈材を求めているが、PCO養成講座や⼤学などの課外講座などがないのも問題の⼀つと考えられま
す。また、国勢調査の仕事分類などにも無い等、社会的認知度が低いことも⼤きな問題になります。 
広域感染症の要請があった際に、現場で最前線で作業をするPCOがプレパンデミックワクチンの接種の対象外に
なっていることなども社会的認知度が低いことが原因の⼀端だと考えられます。 
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経営的な事では、免許制度でないため、価格競争になってしまう問題もあります。ねずみ・昆⾍等防除業には建
築物環境衛⽣管理技術者免状がPCOとして営業するのは必要がないと法律に記載されてもいます。※改訂された
厚⽣労働省のHPには、事業登録制度には受けていない業者であっても制限をかけることではないとまで明記され
ています。古いデータになりますがPCO協会の加⼊業者は、全体の22%（約900社）とされています。 
市場規模は、業界全体の市場規模が660億円とされている中で、⼤⼿5社で67%（440億円）を占めているのが現状
です。※医薬品市場は10兆円規模になりますが、殺⾍剤などの医薬品は14億円の規模しかありません、市場規模
も少ないことから、薬剤メーカーも積極的な開発ができないなど様々な問題も抱えています。⽶国のPCO市場の
概要はどうでしょうか？先にNPMAの歴史を説明すると、移⺠の中でも社会的に敬遠されていたドイツ系ユダヤ
⼈たちが1933年に50⼈でワシントンD.Cにて旗揚げしたことから始まります。設⽴当初から中央と繋がって⾏く
ことが、協会設⽴の⽬的である、社会的地位の向上と、⾼度な技術⽔準の維持普及の⽬的を達成できると考えて
いたのだと思います。敬遠されていたユダヤ系移⺠の集まりでもあり、地位向上はPCO業界を盛り⽴てるために
必要であり、そのためには資格の必要性を重視しライセンス制度を作り上げました。設⽴時は、全⽶防除業燻蒸
協会という組織でしたが、全⽶ペストコントロール協会（NPCA）となり、10年ほど前に全⽶ペストマネージメン
ト協会（NPMA）と⾔う組織になりました。NPCAの時は、従事者をペストコントロールオペレーターと呼んでい
ましたが、現在NPMAでは、仕事を表すための最⾼位としてペストコントロールプロフェッショナル（PMP）と
いう名称を定着させるため様々な活動しています。PCO市場規模は、業者数は約20,500社、年間売上⾼は約7,815
億、平均成⻑率が4.4%なので2020年には1兆円規模になると⾔われています。トップ100社の売り上げが、6,400
億で全市場の82%になります。トコジラミ駆除の市場規模が、573億円、ネズミ防除市場800億円、アリの駆除が
⼀番⼤きな市場となっています。⼤⼿数社は⼀般家庭や飲⾷店と売り上げが半々で⾏っていますが、中には飲⾷
店などの顧客に特化し⼀般家庭は⾏わない企業もあります。⽇本では⼀般家庭でPCOを頼まれる⽅は限られた⼈
だけに思われますが、⽶国では売り上げの半数は⼀般家庭になります。特に年収800万円ぐらいの中流家庭以上の
顧客が多く、⾬樋清掃、ゴキブリ、ネズミ、蜘蛛、芝⽣のダニ（マダニ）、シロアリ、蚊の駆除・防除が主な業
務になります。しかし、近年では、協会に加⼊して無い業者が、サービスメニューの拡⼤（壁⾯処理・プール清
掃・天井裏の清掃・⽔道修理など）、セールスと作業者が⼀緒に営業をかけるドアツードアセールスを実⾏など
を⾏い、建築件数の減少に合わせて、シロアリ業者の参⼊などや契約期間の減少などで、儲からなくなってし
まった事も背景にあり市場の取り合いになってしまっています。しかし、2001年のデータでは、⾃家保有者の
18％がPCOを利⽤していましたが、2015年には37％まで増えています。⼀般家庭の業界全体の売り上げの52％を
占めているのはこのような影響も関係し利⽤者が増えていると考えられます。また、協会もマスコミやニュース
などに積極的な活動をしていることも、⼀般家庭のPCO利⽤率の増加につながっていると考えられます。 
⼤⼿メーカなどでは吸収合併が盛んに⾏われています、様々な有名な薬品はすでにブランド化しているのでM&A
を⾏うことで開発費を無しにブランドを買えるというのが盛んに⾏われている要因だと考えられます。中には遺
伝⼦組み換えされた⼤⾖やトウモロコシなどの種の散布⽤農薬を押えることで13兆規模のメガ企業もあります。
また、中国系企業や外資系の企業もM&Aで参⼊していますが、合併企業によっては、種と薬剤を⼀企業が押さえ
て独占状態になってしまう事を懸念され、公正な取引ができなくなる可能性がありブランドを他企業に分散させ
るなどして承認許可を締結するなどの問題も浮き彫りになっています。NPMAの会員が5,500社内海外から1,500
社になり、組織率は20%前後になります。加⼊率は⽇本とさほど変わりません。規模等も違いますが、⼀番⼤き
く違うところは、1972年EPAに農薬や薬剤など⼀元管理を⾏うことによりPCOの安全性を⾼めています。 
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環境保護庁（EPA）はどのような殺⾍剤規制をしているか？広域感染症対策として、ニューヨークではウエスト
ナイル熱対策で即⽇、利⽤できる防疫薬・農薬を航空散布、また忌避剤をドラッグストアから買い占め市⺠へ無
料提供した事例があります、⽇本の地⽅⾃治ではこうした対応は現在では不可能です。⽶国と⽇本の違いは安全
性の⾼さだけでなく、⾮常時の対策でも⼤きく違いが感じられます。各省庁の枠を超えた横の連携も強く、知識
の普及や薬剤の開発など連携して⾏われ、抵抗性のついたゴキブリに対してシロアリ駆除剤の転⽤を認めるなど
連携による緩和などが出来ることも⼤きな違いです。そのように柔軟に対応が出来る⽶国ではありますが、EPA
による様々な規制があります、すべての殺⿏剤を⽤法規制防除剤（RUP）にしました。建築物から殺⿏剤のベイ
トステーションを100フィート以内に限定・鍵がかかること・動かせないことなど設置に条件があります。RUP散
布担当者の資格を厳格化されています。資格基準の厳格化・資格者/使⽤者の最低年齢の設定・資格更新期間を5
年間に設定・航空散布は別途要資格など様々ありますが、ライセンス保持者には、営業許可はもちろんですが資
格者の直接監督下であれば使⽤させることも許可されています、またPCOにはより厳しい認定基準が課せられる
ことになり社会的責任も求められるようになっています。このような規制に対応するため、NPMAは「PCOの教
育研修」・「資格制度の確⽴と維持」・「IPMの推進」・「企業育成と市場の拡⼤」・「薬剤等の各種規制対策
（EPA対策）」・「産官学の交流」産官学の共同の場作り、経営情報の交換なども⾏っていますが、ライセンス
更新のための著名な昆⾍学者などとのディスカッションなどで講義受講を⾏い技術⽔準を⾼めています。 
特に重要なのは、世界的に望まれている「社会的認知の向上」です、元になったのは【オーランドプロトコー
ル】になります、世界中のPCO・関連する学者・業界があつまり11項⽬を提案しました。特に「防疫剤や殺⾍技
術の研究開発援助」・「⾏政に害⾍管理業の専⾨性を反映」・「業務⽤薬剤登録の確保と再評価の対応」・「薬
剤登録の世界的な調和」・「PMPの社会的責任を全う」こうした約束事を参加国が調印したのが【オーランドプ
ロトコール】になります。しかし、現状では残念ながらまだまだ実現できないのが現状です。 
NPMAでは前政権では環境規制に厳しかったことも影響し、⼤統領選では共和党を各州のNPMAが応援。トラン
プ政権が誕⽣したことで、国会へ訪問し団体として意⾒を出すなど政治的な活動も⾏っています。このような活
動も⽇本と⽶国のPCO業界の違いと感じられます。こちらの活動に関しては東京都ペストコントロール協会の協
会誌に【PCOは実⼒が9割】と掲載がありますので、ご興味のある⽅はご覧になってみてください。 
求⼈・市場規模・顧客・⾏政の仕組み・活動内容など短い時間でありましたが、⼤きな違いがあることを興味深
くお話を頂くことができました。 
ライトニン上野のマル秘裏技集 ライトニン消毒 上野⽒ 
防⿏⼯事の裏技、掻き出し清掃の重要性など上野⽒のテクニックをお話いただきました。 
裏技０：ドライアイスを⽤いたドブネズミ駆除 参考資料４・５参照 
ねずみ駆除協議会研究会の池袋駅前の植え込みにおけるドブネズミの⼀⻫駆除について報告から、ドライアイス
を利⽤した駆除の話を聞き興味を持ち、試した報告と感想 
試験施⼯報告 場所：⾼⽥⾺場駅近くの雑居ビル外周 ⿏⽳数：１５。各⿏⽳に２キロのドライアイスを投⼊し
たが、2週間後に訪問したところ⿏⽳はすべて戻っていました。敗因の原因として考えられるのは、⿏⽳の規模に
対してドライアイスの量が少なかったと考えられます。また、⿏⽳の規模を推定することが困難なため、都市の
雑居ビル周囲では⿏⽳の規模が推定できない。道路下などにまたがる巨⼤地下帝国があったと推察される。 
ドライアイスはあきらめ、ベイトボックスを4つ周辺に置き、4号砕⽯を敷き詰め半年⾏ったが⿏⽳は復活し、ベ
イトボックスは全喫⾷されていました。毎⽉⼤量に殺⿏剤を設置しましたが個体数が多くきりがないため、最終
的には⼟壌にステンレスネットによる防⿏⼯事を⾏いました。※ステンレスネットによる防⿏⼯事は、雑居ビル
や植え込みなどには⾮常に効果があります。 
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施⼯⽅法としては、⽳を掘ってステンレスネットを埋め針⾦で結んで掘った⼟を戻す作業になります。 
今回の施⼯場所では、⼈が通らない場所のため、⼟は掘り返さずにステンレスネットを張り、継ぎ⽬にコ型⽌ピ
ンを打ち付けました。また、室外機の下はネットを張るのは困難なので、持ち上げてトタンを滑り込ませ周りを
ネットで継ぎ⽬を固定しました。今回は、ドライアイスでは失敗になりましたが、地下帝国が作られてない植え
込みなどでは有効なのでは思います。殺⿏剤を使わず効果がすぐに出て、地中で死ぬため死臭やハエの発⽣など
も⼼配のリスクは少ないと感じます。実験した結果、⿏⽳をいっぺんに4倍ほどの量のドライアイスを⼊れないと
いけなかったのでと感じています。 
裏技１ 内装下地材 ランナーとスタッドを使⽤した天井封鎖① 参考資料８参照 
地下飲⾷店シャフト部分。⾚い→の先が店舗の天井で、シャフトを物置きとして使⽤したために天井を作らない
とどうしようもない状況であった。 施⼯実例 ランナーとスタッドを合わせ、⾻組みを作り天井を作成し、ガ
ルバリウム鋼板を張り合わせなるべく隙間のできないようにしてコーキングをしました。施⼯時間は⼤きさ約4畳
半で5時間前後で完成。 
裏技１：内装下地材 ランナーとスタッドを使⽤した天井封鎖② 参考資料9参照 
地下の飲⾷店。真上にゴミ置き場があり、写真の分電盤エリアから頻繁に侵⼊していた。 
ランナーとスタッドで枠組みを作り、正⾯にガルバリウム鋼鈑、下部にパンチンメタルを打ちつけ全体を空間封
鎖した。 施⼯実例 本来であればお店の⽅が配電盤を隠している扉を閉めて帰れば問題はないのですが、閉め
忘れて帰ってしまうことがあり、開けて帰ってもいいように防⿏⼯事を⾏いました。下部分は、メンテナンスで
外しても⽐較的安全なパンチングメタルをビス⽌めしました。 
裏技１：内装下地材 ランナーとスタッドを使⽤した天井封鎖③ 参考資料10参照 
地下店舗。元々パチンコ屋だった店舗を居酒屋に改装。⽟を上下階に⾏き来させるための仕掛けと、シャフト部
分に梯⼦があり、⼈も⾏き来していたと推察された。当該箇所がメインの侵⼊⼝になっていたため、天井を設
置。施⼯実例 店舗の更⾐室になっていて、お店の⽅が閉めて帰ればよいのですが閉め忘れが多く防⿏⼯事を⾏
いました。こちらは、スペースが広く本来であれば天井からのボルトがないと下地材が安定しないが、スペース
真ん中に梯⼦が通ってしたためそれを利⽤して天井設置を⾏いました。しかし、後⽇クレームがあり。クレーム
内容は⼤きなダクトの上に煙感知器がついていました。⽕災報知機は、勝⼿に移動してしまうのは問題があるた
め、必ず天井設置を⾏うときは設置前に注意が必要になります。 
裏技２：キュービクルの防⿏① 参考資料11参照 
横浜のコーヒー店 2017.7.21深夜防⿏⼯事中に突然停電。街灯、近隣の店舗は点灯しているため、分電盤を
チェック。漏電遮断器は降りていなかった。関東電気保安協会に緊急出動を要請し、キュービクルをあけて貰っ
たところ、ドブネズミが感電死していた。侵⼊⼝は⽮印の箇所と特定。○印の部分は前の駆除業者がアルミ複合
板で下部30ｃｍを塞いでいたが、⾒事に破られていた。当該箇所には店舗の⽅が傘を⼤量に詰めていた。傘を除
去し、○と←の箇所に防⿏⼯事を⾏った。しかし、再度ネズミが感電死したとの連絡がありました。⾼電圧の電
流が流れているため、本来であれば内部からの防⿏⼯事は不可能ですが【マグネットユニットとコーキングエク
ステンダー】を使⽤することで施⼯が可能になりました。前回、外側からの処理をしっかりしたつもりでした
が、中から点検鏡で確認したところ外からは確認できない⾓度で⿏⽳がありました。最終的には、⿏⽳にネット
を詰めコーキング材を5，6本盛り付けるように使⽤し施⼯をしました。 
掻き出し清掃の重要性 参考資料14参照 
某⼤⼿清掃会社の講習会で講師をしたとき、⾃信をもって掻き出しを⾏っているかたはいますか？との質問に対
して60⼈中4⼈が（1社）挙⼿した結果でした。 
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※⾮常に少ない結果に対し、今回のEBR講習会ではすべての会員さんが⾃信をもって掻き出しを⾏っていると⾔
われました。【 害⾍防除の要諦は「⾷糧源を断つ」 ことと⾒つけたり！】ネズミ問題は、ごみ問題になりま
すので、⾷糧源へのアクセス防⽌することが重要になります。しかし、重要な清掃が⾏き届いていないのが現状
かと思います。ＩＰＭの落とし⽳（誰が清掃をするのか？）問題になるのは、【厨房の床は就業時間後に清掃
し、厨房機器の上部、下部や裏側に残菜を残さないように⽚付ける。床の⽔分も拭き取る。】、【排⽔溝やグリ
ストラップを清掃し、厨芥類などは処分する。】とありお店側の責務となっています。【害⾍獣防除の最⼤の武
器である「清掃」が顧客サイドにある。】掻き出し清掃の重要性はわかっているがやらない理由として、【掻き
出しは顧客責務でしょ！？・やらなくても殺⾍剤でなんとかなった。・とにかく⾯倒！！・社員が嫌がる・膝が
汚れるし・・・】中には、掻き出し清掃を強要すると社員が辞めるという事あるそうです。 
掻き出し清掃の諸問題②掻き出しは顧客責務でしょ！問題① 参考資料14参照 
参考資料を⾒ると、飲⾷店での問題点と、PCO側の問題点が⾮常にわかりやすく説明されています。 
厨房機器のゴミは、存在として誰が掃除するか宙に浮いてしまっています。宙に浮いてしまっているゴミを⽚付
けるのがプロの仕事ではないかと考えます。本来は顧客責任ではありますが、勤務時間やスタッフの責任感、⼈
件費の問題などを考えると不可に近く、それをPCOが⾏うことで維持管理がされ、害⾍が駆除され報酬を得るの
がプロの仕事です。 
掻き出し清掃の諸問題③掻き出しは顧客責務でしょ！問題② 参考資料15参照 
環境整備という害⾍獣防除において重要な仕事を顧客側に押し付けている。顧客サイドも社員・バイトの衛⽣意
識を⾼めなきゃならんと思っているので、ＰＣＯの提案をすんなり飲んでしまう。でも現場は掻き出し清掃をま
ずやらない。結果として、⾃分たちの衛⽣管理の不備よりＰＣＯがちゃんとやっていないという結論に達する。 
⼀⽅ＰＣＯの⽅も環境整備の不備をネズミ・ゴキブリが居なくならない恰好の⾔い訳にできる。掻き出し棒を飲
⾷店に売る（または配布する）会社ほど、掻き出し清掃に熱⼼ではない。双⽅の共依存関係が問題を解決から遠
ざけてしまっています。元環境美化協会の⼈たちは、寝っ転がって掻き出しを⼀⽣懸命⾏っていました、その時
「プロだね」と思わされました。アメリカでは腕のいいPCOはみな膝が汚れています。参考資料20参照のよう
に、様々な⼯夫をして掻き出しをすることをお勧めします。 
裏技３：ドブネズミ防除の裏ワザ ⾷糧源を断つ！！ 参考資料21参照  
横浜市内のコーヒー店では、掻き出しだけで⽌めた店舗になります。当初は捕獲予定でしたが、途中から衛⽣改
善による追い出しに切り変える。被害が収まったところで防⿏⼯事を⾏い作業は完了しました。 
裏技４：防ゴミ⼯事を始めよう！① 参考資料23-27参照 
防ゴミ対策の重要性 掻き出しをしても、防ゴミ対策も⾏うことをお勧めします。参照の写真を⾒ていただき、
配線、ドレンパイプなどを持ち上げておくことで、ビニールなどが引っ掛かり⽔が滞留することを防ぐことが可
能になります、⾷洗器の隙間をパンチングメタルなどで埋めることで洗浄物の落下を防ぐことも重要です。冷凍
ストッカーも落下しやすいため、開閉時のことを考え厚⼿のビニールを設置するなど⼯夫も必要です。6ドアの冷
蔵庫が2台で移動できる「PCOジャッキ」などを使⽤することで、⼤型の厨房機器を移動し掻き出しやベイト設置
が可能になります。また、ネオニコチノイド系薬剤中毒の解毒として、シロアリ駆除剤など使⽤した場合【グロ
ンサン】を2本ぐらい飲むことで解毒効果があります。⼀押しの殺⾍剤【業務⽤コバエジェット アース製薬】
IGRのメトプレン配合されています。今までは、メトプレン配合はアルトシッド10Fしかなくあまり使⽤していま
せんでした、アメリカではメトプレンを固めた徐放性剤があり半年ほど効果があるのもが販売されています、IGR
に今後期待していたので⽮先にサンプルで頂き、チョウバエの⼤量の幼⾍に使⽤したところ、エトフェンプロッ
クスとのダブル効果だとは思いますが3⽇後にはすっかり⽌まっていました。 
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その他、上野⽒が販売してる様々な道具をご紹介いただきました、参考資料28参照興味のある⽅は、上野⽒また
は事務局にご連絡ください。 
事務局より 研修旅⾏の件 11⽉11⽇から2泊3⽇で、松⼭になっております。前回、ご参加の会員様には宿の関
係で事前に出席の確認をさせて頂きました、⽋席会員様でご参加いただける⽅は、お⼿数ですが事務局まで早め
のご連絡をお願いいましたします。⽻⽥⇔松⼭の⾶⾏機代と宿泊費⽤として5万円前後を予定しています。多くの
会員様のご参加お待ちしていおります。 
⼭⼝会⻑より“領収書の知っておきたいこと“ ￥マークや、⽇付はもちろん必須ですが、（株）はあまりよろしく
ないので、株式会社など正確に明記してください。社名に誤字があるとこちらも認められない場合もありますの
でご注意ください。但し書きは、品代としても、認められないこともあります。収⼊印紙を貼らないといけない
領収書と貼らなくて良い領収書があります、税抜価格が5万円に満たない場合、収⼊印紙は必要ありませんが、そ
の場合は明確に【消費税￥００００−と記載】もしくは、【消費税抜き価格 ￥０００００−】と記⼊しないと
いけません。印紙が貼っていない場合の罰則で、故意では無い貼り忘れの場合は、収⼊印紙の3倍がかかってしま
います。ただし、故意に印紙を貼らないと認められた場合は、1年以下の懲役または、20万円以下の罰⾦になって
います。くれぐれも、もらうときも発⾏する場合も正確なものでお願いします。 
激甚災害へのEBRの取り組みについて 
 昨今の各地での災害被害に対し、EBRとしてまたPCO業界の社会的認知度の向上のため、出来ることをしてい
くことも必要なのではと考えます。本来であれば、専⾨業務を活かしたボランティアなどがよろしいのかとは思
いますが、簡単ではないのも現実かと思います。EBRでは、激甚災害指定された災害に対して、被災者へ寄付⾦
をお送りするのが現在出来る事かと考えます、当初は任意での募⾦を集めてとも考えましたが公平性に配慮し、
来年度より慶弔⾦を⼀律で集めさせて頂き、災害・会員様の冠婚葬祭などにも慶弔⾦としてお預かりしてはどう
かとご提案を頂きました。ご提案頂きました内容を事務局会として議論し会員の皆様に再度ご意⾒をお聞かせ頂
ければと思います。 

発⾏所 環境ビジネス研究会事務局  

〒162-0851 東京都新宿区弁天町３早稲田ＡＳＫビル 

TEL 03-3205-1871 FAX 03-3205-2080  

http://www.ebr-japan.info/ 

〜編集後記〜 
暑い⽇が続きますが、皆さん体調は崩されていないでしょうか？ 

地震、豪⾬と様々な災害など考えさせらることが多い上半期でした。 
会報が皆様に届くころには、お盆も明けていると思います。あと少ししたら、徐々に涼しくなっ

てくると思いますので、あとひと頑張り頑張っていきましょう。 

EBR会員様専⽤報告書 
EBR施⼯報告書ですが刷新いたしました。サンプルを添付資料につけております。報告書100枚全てが、複写印刷
が可能になっております。お客様により1枚から複数枚で複写の報告書がかけるので無駄にならず、100枚全てが

使⽤できます。１部１００ページ ５冊より注⽂が可能です  単価７６０円（税別・送料別）  
また、２００冊から社名⼊りオリジナル報告書も作成が可能です 単価 ７８０円（税別）送料込み 

ご注⽂は事務局までお申し込みください 


