
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻頭ご挨拶 

 

       フリーダイヤル 0120-64-7575 
                          

◆福知山本社  京都府福知山市篠尾新町 2-66     ◆丹後支店 京都府京丹後市大宮町河辺 3751-1  

       ＴＥＬ 0773-23-1800              ＴＥＬ 0772-64-5480 

◆舞鶴支店  京都府舞鶴市南田辺 72-4       ◆南但支店 兵庫県朝来市和田山町枚田 591－2  

       ＴＥＬ 0773-75-1800              ＴＥＬ 079-672-1800 

◆京都支店  京都府南丹市八木町八木野條 17-2   ◆広島支店 広島市安佐南区八木 6-5-9 

      ＴＥＬ 0771-43-1800              ＴＥＬ 082-830-2811 

◆エステック 兵庫県朝来市和田山町枚田 794-1 

 衛生検査所 ＴＥＬ 079-670-1700 

◆羽アリがやってきた！ 

寒い冬が過ぎ、多くの虫にとっては待ちわびた

春がやってきました。 

私達の会社では、４月下旬頃になると「シロア

リの羽アリが飛んでいるので何とかしてほしい」

という問合せが多くなります。 

羽アリは今いる巣を飛び出し、別の巣のオスと

メスで結婚して新しく巣を作ることが目的です。 

代表的なシロアリとしては、日本全体で一般的

に見られるヤマトシロアリ、次に神奈川県以西の

海岸線に沿った温暖な地域にイエシロアリが見ら

れます。 

 

 

 

 

 

 

ヤマトシロアリの羽アリ 

（出典：日本ペストコントロール協会） 

◆女王アリは単為生殖できるスーパーレディー！  

人間の世界だけでなく、シロアリの世界でも羽

アリとなってオスとメスが巡り合い、結婚して王

と女王になり子孫を繁栄していきます。では、オ

スと巡り合うことができなかったメスは？と聞か

れると、子孫を残すことなく死んでいくと答える

方がほとんどだと思います。 

 

驚くべきことに、身近にいるヤマトシロアリは、

メス（女王）だけで卵を産み子供を増やしていく単

為生殖（たんいせいしょく）という方法で子孫を残

すことができるスーパーレディーなのです。 

 実験結果によると、メス１頭だけでも繁殖はでき

るものの病気にかかりやすく、生存率は急激に下が

るそうですが、メス２頭がペアで巣を作ると、互い

の体をグルーミングすることで病気の感染を防ぎ、

生存率が高くなるそうです。 

◆シロアリの役割と被害 

シロアリは、木に含まれるセルロースを分解して

エネルギーを得る数少ない生物であるため、倒木な

どを食べて土に還してくれる森の分解者と言われ

ています。 

自然界ではシロアリがいなけ 

れば生態系が成り立たないほど 

重要な役割を担っていますが、 

人間の住む木造住宅にとっては、 

困った虫といえます。大切なマイホームが食べられ

るだけでなく、家の強度や耐久性の低下につながる

場合もあります。 

羽アリが飛び出す４～５月頃（イエシロアリは６

～７月頃）は、私達にとってもシロアリを発見出来

るチャンスの時期でもあります。家の周りに羽アリ

が飛んでいないか確認されることをおすすめしま

す。虫についてお困りごとがありましたら、お気軽

にご相談下さい。     ＜研究室・吉田貴史＞ 

 

 

            ＜研究室・木曽一彰＞ 

 

 

季節の虫便り 

 

 

 

 

 

 

 

 

「平成」最後の春となりました。このお便りが

皆さんのところで読まれる時には次の新しい年号

になっているかとお推察しております。皆様には

お変わりなくお過ごしの事とお慶び申し上げま

す。（この巻頭のご挨拶を執筆中は新元号の発表は

無さそうですので、発行年も平成としております

ことお許し願います。） 

さて、春は様々なものが移り変わる季節ですが、

学校では新入生や新学年、企業にとりましては人

事異動や新入社員を受け入れる時期です。とは言

うものの弊社では新卒採用を過去にほとんどやっ

たことが無く、社員の採用は退職者が出ると募集

をその都度行っているのが現状です。中途採用に

頼る理由としまして、「様々な企業で経験された実

績を活かし、即戦力を求めていること」、「社内的

に新卒社員の研修プログラムが確立していないこ

と」、「社内で育てていく土壌が少ないこと」が挙

げられます。 

以前は、募集をすれば何人かは応募がありまし

たが、近年は厳しい状態が続いています。弊社に

限らず他社も同じ状況だと思いますが、万が一業 

務に支障がでますと、お客様にご迷惑をお掛けする

こととなりますから、大変危惧しているところでご

ざいます。 

従来のやり方では応募が無いのが現状ですので、

テレビコマーシャルで見かけるような求人会社へ

依頼する方法も考えましたが、創業以来地域の方や

地元のお客様と共に歩んできたことを考えますと、

やはり地元の方に働いてもらいたい想いが強いの

で、これからも地道に募集活動を行ってまいりたい

と思います。 

また、若い世代の方に入社していただくために、

これからは新卒採用にもチャレンジしてまいりた

いと思います。新人教育は大変だという人もいます

が、社員を育てる土壌や社員育成が社内で出来るよ

うな体制にしなければ、会社としましても成長は出

来ないと思っています。会社や社員一人ひとりが成

長すれば、皆様に今まで以上の品質の良いサービス

をお届けすることも出来ると思います。また、継続

的に採用が可能となれば組織の活性化や次世代の

核となる人材の確保につながると考えています。 

引き続きサービス向上のため研鑽してまいりま

すのでご鞭撻賜れば幸甚に存じます。 

 

 

 

株式会社 昭和リーブス 

代表取締役 藤岡良彦 



  

となりますので、もし食中毒になってしまうと大

変なことになります。そこで考え出されたのが

HACCP による衛生管理です。 

◆HACCPによる衛生管理 

食品の製造、加工、調理等の過程で、発生する

危害（食中毒の原因となる微生物や異物など）を

分析し、その危害を抑え込む方法（加熱殺菌や異

物検出等）を決め、その方法が確実に実行されて

いるか継続的にチェックすることで、食品の安全

性を確保しようとするものです。 

アポロ計画をきっかけと 

して誕生した HACCP は、 

多くの国で取り入れられる 

ようになり、国際的に認め 

られた衛生管理手法へと 

成長しました。 

オリンピックでは世界各国から多くの人が日本

を訪れますが、安全な食事を楽しんでもらうため

には、HACCP の制度化がポイントとなるのです。 

＜ＨＡＣＣＰ推進課・高橋晃弘＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戴いて早速、ホルソー（丸い穴を開ける工具）

を使って開けてみると、いとも簡単。「写真左」 

肥料もたっぷり買った。加えて、接木苗を買うと

障害に強いとも教えてもらった。 

今年は何が何でも昨年の倍の 240 個が目標。写

真右は、昨年の 7 月 4日に初収穫のトマトです。 

＜安橋精作＞ 

◆ＨＡＣＣＰの制度化 

2020 年と言えば、東京オリンピックの開催がまず

思い浮かびますが、食品衛生関連では大きな変革を迎

えることとなります。それは、2018年 6 月 13日に

公布された改正食品衛生法で定められた「HACCP（ハ

サップ）に沿った衛生管理の制度化」です。この制度

化により、原則としてすべての食品事業者の皆様が

HACCPに沿った衛生管理に取り組むこととなります。 

法律の施行期日は 2 年以内となっていますので、オ

リンピックイヤーである 2020 年 6月 13 日までに施

行され、その施行日から 1 年が経過措置期間となりま

す。東京オリンピックに向け、競技会場の建設が急ピ

ッチで進められているように、HACCP の制度化に向

けての準備も待ったなしの状況となっております。 

◆HACCPとは？ 

HACCP とは、食品の安全性を確保するための衛生

管理手法ですが、元々はアメリカで 1961年から1972

年にかけて行われた、アポロ計画（月探査計画）に使

用する宇宙食のために生み出されたものでした。アポ

ロ計画では、打ち上げから帰還まで一週間程度の日程 

 

「どなたか教えてください」 

昨年、裏庭に種から育てたトマトの数をカウントし

た。多く植えた割には 120 個しか成らず残念さが付き

纏う。プランターを使い、ベランダ下（被いをしなく

ても良いので）に植えたものは、ピンポン玉ぐらいに

しかならずカウントをしなかった。（20 個ぐらいは成

ったかな？） リベンジの気持ちが増して、今年こそ

多くのトマトを育てるぞと意気込んでいる。 

偶然、営業先の蒟蒻屋さんのコンテナ箱が放置して

あり深さは 30ｃｍぐらい。これに水抜き穴を開けら

れればトマトが育つはず。（というのは園芸番組で土

の深さが 30ｃｍぐらいあったほうが良く育つと聞い

ていたから） 

エステック衛生検査所より 

◆コウモリについて 

今回は、最近よくご相談を受けるコウモリについ

てご紹介させて頂きたいと思います。 

さて、皆さんのご自宅やお仕事先でこのようなこ

とはないでしょうか？ 

 建物の壁や犬走りに黒いネズミの糞のようなも

のが落ちており、何度も掃除してみてもまた糞

が落ちている。 

 壁や天井裏、エアコン 

の中からカサカサと音 

がする。 

 部屋の給気口から嫌な臭いがする。 

 夜にツバメのように飛び回るものを見る。 

これらの現象は私が調査対応させていただいた

中では、アブラコウモリによるものが大半でした。 

調査段階では糞の形状も似ているネズミやカエ

ル、ヤモリの可能性も想定しますが、糞を押さえて

バラバラに崩れるようであればネズミの可能性は

無くなります。（ネズミは毛繕いすることから糞に

体毛が混ざるため、押さえつけてもバラバラになら

ないんです。） 

◆アブラコウモリの生態について 

アブラコウモリは「家コウモリ」とも呼ばれ、山

林などよりも住宅のある市街地を生息場所として

います。近年、「ヒートアイランド現象」などによ

り高い気温が保たれる市街地では餌となる昆虫も

多いため、いっそう住みやすくなっていると考えら

れています。 

コウモリといえば海外の吸血コウモリを連想さ 

れる方も多く、見た目もイメージもあまり良いも

のではないようですが、コウモリの名誉のために

言わせていただくと、ツバメのような益鳥と同様

に虫を食べ、生態系の中で活躍してくれます。 

活動期は 3 月中旬～11月下旬で、それ以降は

冬眠します。 

住処となる建物へは1.5㎝の隙間があれば簡単

に侵入し、瓦の下や軒先と壁の間、戸袋なども営

巣場所となります。 

被害については、糞や尿による家屋などへの汚

染とダニの発生などが挙げられます。また、日本

では直接原因となった報告は有りませんが、感染

症の疑いが持たれていますので注意が必要です。 

◆どうしたらいいの？ 

最良の方法は建物に侵入 

させないよう侵入口を塞ぐ 

ことです。 

コウモリは、鳥獣保護法 

により駆除や捕獲といったことが禁止されてい

ますので、弊社では生息しているものを追い出し

てから封鎖施工されることをお薦めしています。 

実際に私が携わった施工現場も多く、改めてお

困りの方が多いことに驚かされました。 

昨今、スマートフォンが普及しておりインター

ネット上の情報に惑わされやすいものですが、お

困りの際はまずお近くの専門業者か、弊社のエリ

ア担当者までお気軽に情報収集していただき、対

策のイメージを描かれることが良いのではない

でしょうか。    ＜福知山本社・能勢卓也＞ 

あらゆる要望にお応えするため、こんな業務もやっています！ 

◎シロアリ駆除、床下換気扇取り付け、調湿材（炭）敷設などの床下改善業務 

◎ペストコントロール業務（昆虫モニタリング調査、害虫害獣の駆除や防除） 

◎検便検査（ノロウイルス検査含む）、食品検査など幅広い微生物検査  

◎殺菌施工、殺菌剤等の販売 ◎異物同定検査  ◎貯水槽清掃サービス 

◎空気環境測定業務     ◎文化財の燻蒸業務 など 

 

耳より情報 


