事務局通信・会員異動
● 創立50周年記念事業計画について

● 害虫相談所の設置を承認しました

当協会は昭和43年8月に設立された「東京都

平成30年1月29日開催の第1回理事会におい

害虫ねずみ駆除消毒事業協同組合」を母体と

て平成30年における害虫相談所として73所の

し、任意の団体、社団法人、公益社団法人と

設置を承認しました。

して成長を遂げ今年創立50周年となります。
その間、会員一同都民の衛生的かつ快適な生

因みに平成29年度に害虫相談所が受けた相
談件数は8,047件でした。

活環境の保持増進に努めてまいりました。
創立50周年記念事業の実施について計画を
進めていますが、現在までに決定したことは、

● 感染症予防衛生隊の登録承認について
平 成30年4月4日 開 催 の 第3回 理 事 会 に お い

東京都千代田区一ツ橋所在の「如水会館」を会

て、「感染症予防衛生隊の組織及び運営に関す

場とし平成30年11月22日（金）
の午後5時から記

る細則」に定める登録基準に合致する18衛生隊

念式典を挙行することです。

の登録を承認しました。承認期間は平成30年4

詳細につきましては決定次第お知らせしま
すが、皆様には記念式典にご参加いただける
ようにご配慮お願いします。

月1日から3年間です。
協会は、都、区市町村、東京消防庁等と協定
を締結し、衛生隊が要請により出動し感染症の
発生予防及びまん延防止のために殺虫殺菌消毒

●「第13回通常総会」を開催しました

薬の散布作業を行います。平成28年にデング熱

平成29年度事業報告の件及び収支決算承認

媒介蚊ヒトスジシマ蚊の駆除に出動以来大きな

の件並びに役員改選の件を議案とした通常総

感染症の発生もなく出動していませんが、都が

会を、平成30年2月23日（水）午後1時から千代

実施している感染症媒介蚊サーベイランス事業

田区所在のアルカディア市ヶ谷（私学会館）に

のうち、蚊の捕集等の業務を行っています。

おいて委任を含めて83人が出席して開催しま

承認された感染症衛生隊

した。事業報告及び収支決算報告の後に監査

アペックス産業㈱

報告があり、全会一致で承認されました。ま

イカリ消毒㈱新宿営業所

た役員改選の件については理事13人と監事1名

エーデル商事㈱

が全会一致で選任されました。なお、事業報

エコア㈱

告及び収支決算の内容、役員名については協

㈱奥田建物管理

会ホームページに掲載してあります。

㈱環境衛生サービスセンター
銀座化成産業㈱

● 新会長に清水一郎氏を選びました
総会終了後に新理事による理事会を開催し、

㈱三共消毒
三幸㈱

会長に清水一郎氏、副会長に泉敏夫氏及び元

シエル消毒㈱

木貢氏、専務理事に江畠裕徳氏、名誉会長に

㈱シー・アイ・シー衛生営業所

玉田昭男氏、顧問に三宅弘文氏及び緒方一喜

㈱シマダ

氏を選任しました。

ジェイ・ビー・シーサービス㈱
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事務局
㈱中央社

方々に委員を委嘱しました。
（敬称略）

東京企業㈱

石塚裕一
（㈱ヨシダ消毒）

㈱東京三洋

佐々木健
（アペックス産業㈱）

日本環境衛生㈱

下川正義
（㈱シー・アイ・シー）

㈱ヨシダ消毒

冨岡稔
（銀座化成産業㈱）
新沼順一
（エーデル商事㈱）

● 平成30年春の褒章について
平成30年4月29日、平成30年春の叙勲・褒章
受章者が公表されました。長年にわたる業務

松井尚好
（エコア㈱）
森義行
（㈱三共消毒）

（50音順）

（2）
害虫相談委員会

精励
（建築物防虫業）の功績により当協会の正

害虫相談所をはじめとして区市役所が開催

会員環境衛生薬品株式会社代表取締役社長の

する環境フエア等で都民から受ける害虫相談

黒田泰壽氏が黄綬褒章を受章されました。

件数は毎年増加しています。協会の害虫相談

心よりお祝い申し上げますとともに、ます

事業が都民からの要望・意見等に十分にこた

ますのご活躍、ご発展をお祈り申し上げます。

えられるように、また都民に活用していただ
ける方策等を検討するために委員会の充実を

●（公社）

日本ペストコントロール協会会長表
彰を受けました
平成30年5月31日に開催された第47回（公社）

図ることを目的として次の方々に委員を委嘱
しました。
（敬称略）
大山克幸
（㈱中央社）

日本ペストコントロール協会定時総会記念式

奥田眞司
（㈱奥田建物管理）

典において、ペストコントロール業の健全な

神谷智洋
（㈱三共リメイク）

発展に寄与したこと等により、協会から次の

篠正人
（創衛社）

お二人が表彰を受けました。

田中勇史
（テオリアハウス クリニック）

橘田武志氏
（㈱三共消毒）

松井尚好
（エコア㈱）

石塚裕一氏
（㈱ヨシダ消毒）

松永肇（㈱三共消毒）

●感
 染症委員会及び害虫相談委員会委員の委
嘱について
（1）感染症委員会
感染症の発生予防及びまん延防止のために
殺虫殺菌消毒薬の散布作業を行うことを目的
とする感染症予防衛生隊は、設置後10数年を

（50音順）

● 感染症予防衛生隊の研修を行いました
「感染症対策実施計画」に定める研修計画に
基づき感染症予防衛生隊の研修を5月28日
（月）
にアルカディア市ヶ谷で行ないました。
現衛生隊員18隊36名、来年度衛生隊希望3隊
6名、合計42名が参加しました。

経過し見直しが必要な事項があります。また

主な内容は、
（公社）日本食品衛生協会学術

デング熱に加えてチクングニア熱、マラリア

顧問野田衛先生による「ノロウイルスについ

等の感染症媒介蚊対策等も求められています。

て」、協会理事の谷川技術委員長による
「感染

感染症対策の一層の充実を図るために次の

症対策実施計画書」の説明、協会理事の渡邉感
◆◆◆
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事務局通信・会員異動
染症委員長による感染症予防衛生隊の活動実
績等についての講義がありました。
また、感染症予防衛生隊と協会、衛生隊同
士の情報伝達が円滑に行われ、依頼された消

第33回東大和市環境市民の集い
協力

6月3日
（日）

㈱三共消毒
エーデル商事㈱
三洋㈱

毒業務に安全にかつ早期に取り組むことがで
きるように、連絡体制の充実等について協議
しました。
（参照67頁～ 68頁）

● 感染症媒介蚊サーベイランス事業について
東京都では、感染症媒介蚊対策として重点
サーベイランス事業と広域サーベイランス事

●今
 年前半に行われた「環境フェア等」に参加
しました

業を実施しています。
平成30年においても協会の感染症予防衛生

区・市等が開催し多くの住民が来場して賑
わう環境フエア等に参加しました。
協会役員のほか多数の会員の協力を得て、

隊が、両サーベイランス事業のうちの蚊の捕
集装置の設置、回収及び捕集した蚊（検体）を
健康安全研究センターへ搬入する業務を受け

住民から害虫防除に関する相談を受けて適切

持っています。

な助言をしたほか、協会が作成したリーフレッ

1．重点サーベイランス事業
（実施期間4月16日～ 11月9日）

ト等の配布、子供を対象にした害虫クイズを
行うなど防除知識の普及を図りました。
（参照

イベント等で多くの人が訪れる都市型公園

57頁～ 62頁）

を重点監視地点として、蚊の発生状況とデン

あきる野環境フェスティバル2018 5月1日
（土）

グウイルス、チクングニアウイルス、ジカウ

協力

創衛社

イルスの有無を把握します。

三洋㈱

調査施設は代々木公園、日比谷公園、浜離

㈱ヨシダ消毒

宮恩賜庭園、戸山公園、上野恩賜公園、駒沢

西東京市環境フェスティバル
協力

㈱ヨシダ消毒
6月2日（土）

（実施期間6月11日～ 10月26日）
都内全域をカバーする16公園等に定点観測

深井消毒㈱
府中環境まつり2018

点を設け定期的に蚊を捕集し、蚊の種類と数
6月2日（土）
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及び感染症病原体（ウエストナイルウイルス、

エーデル商事㈱

マラリア原虫、デングウイルス、チクングニ

㈱三共消毒

アウイルス、ジカウイルス）の遺伝子の有無を

タケダ・サイエンス㈱

把握します。

第7回羽村市環境フェスティバル
協力

2．広域サーベイランス

カンキョー㈱
三洋㈱

協力

オリンピック公園、光が丘公園、猿江恩賜公園、
葛西臨海公園の9公園。

第46回調布市環境フエア
協力

5月27日（日）

6月3日（土）

調査施設は、大井ふ頭中央海浜公園、お台

㈱奥田建物管理

場海浜公園、青山霊園、谷中霊園、染井霊園、

㈱三共消毒

井の頭恩賜公園、石神井公園、舎人公園、砧

活動報告

事務局
公園、多摩動物公園、狭山公園、小山田緑地、
八王子霊園、薬用植物園、神代植物公園、都
立瑞穂農芸高等学校。

対するご支援ご協力に感謝します。
（平成30年1月31日）
㈱協伸
代表者

水木

譲二

●第
 38回建築物ねずみ等防除作業従事者研修
会の開催について

● 代表者変更
（敬称略）

平成30年度は、6月8日（金）にエッサム神田
ホールで開催しました。

（平成30年2月28日）
シエル商事㈱

受講者数

新代表者

協会員87名

非会員18名

行政25名

合計130名

岡部 美楠子

（平成30年4月1日）
㈱シマダ

この研修会は建築物ねずみ等防除作業従事
者研修機関として厚生労働大臣に登録した協
会が年1回開催しています。

新代表者

蒲田

春樹

（平成30年4月30日）
㈱大正クエスト

また、害虫相談所の相談員が受講を義務づ

新代表者

中島

豊喜

けられている研修の選択科目の1つに該当しま
● 事務所移転

す。
（参照78頁～ 79頁）

（30年6月1日）
● 入会（敬称略）

創研マネジメント㈱

次の方が入会しました。協会の発展にご支
援ご協力お願いします。

電話

㈱東京三井トータルサービス渋谷原宿営業所
三井

FAX 03‐6423‐1383
● 電話番号・FAX番号変更

渋谷区神宮前一丁目15番13号

2階

0120‐305‐662

㈱ヨシダ消毒南東京営業所
代表者

03‐6423‐1382

昌秀

〒150‐0001
電話

〒140‐0013

品川区南大井3‐19‐4テルジデントⅢ1階

（平成30年2月1日）
代表者

新住所

伊集院

武範

（平成30年5月15日）
住化エンバイロメンタルサイエンス㈱
新

電話

03‐3527‐2657

FAX 03‐3257‐2980

〒141‐0031
品川区西五反田六丁目7番5号
電話

03‐3490‐9781

● 平成30年7月1日現在会員数
正会員
賛助会員

116社
7社

● 退会（敬称略）
次の方が退会しました。これまでの協会に
◆◆◆

83

