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●支部情報
1．支部会員連絡会
2019 年 5 月 10 日（金）に岡山市の岡山コンベン
ションセンターにて 2019 年度 第 42 回支部会員
連絡会を開催致しました。当日はご来賓としまして
岡山県環境文化部環境管理課課長の白髪様、日本環
境測定分析協会の松村会長をお迎えしました。
議案事項は 5 題あり、すべてご承認頂きました。

村本支部長

〇2018 年度事業報告（概要）
支部主催の行事は、8 月 3 日に徳島県徳島市で新
任者教育講座を開催致しました。参加者は満員御礼
の 30 名でした。年が明けて 1 月 18 日に岡山県岡山
市で技術者基礎教育講座
（濃度）
を開催致しました。
金属分析をメインにした初めてのテーマでした。参
加者は 34 名でした。
支部共催の行事は、10 月 18 日に岡山県計量協会
様と環境計量講習会を、11 月 15 日に広島県環境計
量証明事業協会様と秋の講演会を、年が明けて 2 月

岡山県環境文化部環境管理課 白髪様

15 日に同じく広島県環境計量証明事業協会様と研
究発表並びに最新技術発表会を、2 月 22 日に山口県
環境計量証明事業協会様と研修会を開催致しました。
本部主催の環境測定分析士 3 級試験は 4 会場のデ
リバリー試験を含め 151 名が受験し、2 級試験は 3
名が受験しました。
〇2019 年度事業計画案
本年度の教育講座は年 3 回開催致します。8 月 2
日に岡山県岡山市にて新任者教育講座を、11 月 26
日に香川県高松市にて技術者基礎教育講座（濃度）

日環協 松村会長

を、年が明けて 1 月 17 日に山口県周南市で技術者
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また、2020 年 10 月 8 日、9 日に中国・四国支部

進協議会 代表理事の上東様より
「報告書の電子納品

主催で環境セミナー全国大会を広島市で開催致しま

に関する最新の動向」というテーマと、村本支部長

す。開催に向けて今年度から実行委員会を立ちあげ

より「平成 30 年度 環境計量証明事業者（事業所）

ました。

の実態調査報告書」というテーマでご講演頂きまし

〇支部役員改選

た。

今年度は 2 年に一度の役員改選の時期にあたり、

上東様の講演では、電子納品（EDD）の概要とグ

審議の結果、下表の方々が役員として選出されまし

ローバルな動向、今日本で起こっている状況と電子

た。

納品の有効性についてお話を頂きました。

支部長は 4 期 8 年務めて頂きました中外テクノス

村本支部長の講演では、5 年に一度調査する計量

(株)の村本氏からラボテック(株)の小林氏に代わり

証明事業者の実態調査結果について、事業者の登録

役員の顔ぶれも一新されました。改めて 8 年間協会

数などの概要から外部精度管理の参加状況、今後の

活動にご尽力頂きました村本氏の功績に感謝致しま

受注分野などのお話を頂きました。

す。
今年度より新 3 役となりますが、会員の皆様方に
とって意義ある支部活動となるよう尽力致しますの
で、よろしくお願い致します。支部へのご希望など
ございましたら、遠慮なく事務局へご連絡ください。

日本 EDD 認証推進協議会 上東氏
●本部情報
1．2019 年度通常社員総会
2019 年 5 月 21 日（火）に東京都江戸川区のタワ
ーホール船堀にて 2019 年度通常社員総会が開催さ
れました。概要は以下のとおりです。
１）2018 年度事業報告及び決算報告
2019 年 3 月 31 日時点での会員数は 668（正会員
は 468）です。
本協会の業務執行を決定する「理事会」と協会運
営全般及び各種委員会の最上位に位置する「企画・
運営委員会」は、ともに年４回開催されました。環
境測定分析士 1 級登録者の経験談掲載を始め、精度
管理の取り組みが評価されるよう要望活動も引き続

〇来賓祝辞
議案審議終了後、岡山県環境文化部環境管理課課

き行いました。その結果、環境省が発注する業務の

長の白髪様と日環協の松村会長よりご祝辞を賜りま

一部に環境測定分析士が競争参加資格要件として認

した。

められた事例がありました。その他各事業を円滑に
実施するため 24 の委員会が運用されました。

2．講演会報告
支部会員連絡会終了後、
（一社）日本 EDD 認証推

2）2019 年度事業計画案
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今年度も各種事業を円滑に実施していくため、企
画・運営委員会の他、全部で 22 の委員会で運用し

功労者の代表として、元副会長の村本氏よりご挨拶
を頂きました。

ていきます。
前年同様に環境省に対する要望活動を継続し、環
境測定分析士の評価向上に向け取り組みます。その
一環で、技能試験参加事業所を協会ホームページ上
で公表し、その取り組みを各団体に PR します。
WEB・広報委員会では、
「環境計量士国家試験問
題の正解と解説」e ラーニングサービスの PR 活動
やメール配信サービスによる迅速な情報提供を進め

日環協会長 松村氏

ます。また、賛助会員及び関係機関との合同研修会
として会員向け研修会を開催する予定です。
3）役員改選
2019 年度から 2020 年度の役員は、次の通り決定
致しました。
≪一般社団法人日本環境測定分析協会

新役員≫

日環協元副会長 村本氏
6）第 27 回日環協・環境セミナー全国大会 in くま
もと
2019 年 10 月 17 日（木）
・18 日（金）に熊本市の
ホテルメルパルク熊本にて環境セミナー全国大会
in くまもとが開催されます。テーマは～令和元年、
火の国から次世代へ～です。申込期限は 9 月 27 日
（金）となっていますので、皆様の多数の参加をお
待ち致しております。
7）第 22 回日環協・経営セミナー全国大会 in 東京
ベイエリア by 竹芝
2019 年 11 月 7 日（木）
・8 日（金）に東京都のア
ジュール竹芝にて経営セミナー全国大会が開催され
ます。テーマは～新たな環境ビジネスの創生を目指
して～です。経営に携わる多数の方に参加頂きたい
と思います。

4）2019 年度優良事業所表彰
2019 年度の優良事業所として(株)イズミテック、
内藤環境管理(株)の 2 社が表彰されました。
5）創立 45 周年協会功労者表彰
協会創立 45 周年を迎え、協会運営にご尽力いた
だいた 61 名の方が功労者として表彰されました。
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●支部企画
1．新任者教育講座
2019 年 8 月 2 日（金）に岡山県岡山市のピュア
リティーまきびにて新任者教育講座を開催致します。
今年度はインストラクターによる新任者向けの講
義に加え、グループワークを行います。インストラ

2．技術者基礎教育講座（濃度）
2019 年 11 月 26 日（火）に香川県高松市のサン
ポート高松にて技術者基礎教育講座（濃度）を開催
致します。

クターから各グループに講義内容に関して質問しま

今年度は、～有機物分析の最新情報（仮）～とい

す。その質問に対し、グループ内で意見を出し合い

うテーマで、固相抽出を用いた前処理の実際からガ

発表していただきます。普段はなかなか実現できな

スクロマトグラフの最新情報など、予定としてジー

い他事業所の方との協議を通じ、新たな思考や知識

エルサイエンス（株）様、
（株）島津製作所様より講

を身に着けることとともに親睦を深め、今後の相談

義して頂く計画です。また、質疑応答時間も設け、

仲間を見つけてみてはいかがでしょうか。

通常業務でお困りの点についてインストラクターを

申込期限は 7 月 24 日（水）となっていますので、
お早めにお申し込み頂きたいと思います。

含め討議致します。
詳細につきましては、後日会員の皆様にご案内さ

≪スケジュール≫

せて頂きます。

10:00～10:20 開会挨拶・オリエンテーション

3．技術者基礎教育講座（騒音・振動）
2020 年 1 月 17 日（金）に山口県周南市にて技術

10:20～11:40 ①環境計量の仕事とは
②労働安全衛生

者基礎教育講座（騒音・振動）を開催致します。
2 年に一度の講座となりますが、今回もメーカー

③サンプリングの基礎
11:40～12:30 昼食

様のご協力のもと実機を用いた実習方式の講座にし

12:30～13:50 ④分析化学（化学分析）

たいと考えています。

⑤分析技術（機器分析）

詳細につきましては、後日会員の皆様にご案内さ

13:50～14:00 休憩

せて頂きます。

14:00～16:20 グループワーク・質疑応答
16:20～16:40 修了書授与

編集後記
今年度より支部長、事務局を始め運営委員の役員改選がありました。4 期 8 年にわたり支部長を務めて頂
きました村本元支部長にお礼申し上げます。新役員となりましたが、引き続き会員皆さまのお役に立てる中
国・四国支部を目指します。来年 2020 年には、中国・四国支部主催で環境セミナー全国大会を広島市で開
催致します。早速その準備のため、実行委員会も立ちあげました。参加して良かったと思える全国大会にし
たいと思います。
当協会は、会員のご支援とご協力により

発行者

成り立っています。会員の皆様より、当支部
へのご要望やご提案がありましたら、遠慮な
くご連絡頂きますよう、よろしくお願い致し
ます。
（T・K）
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〒721-0957

広島県福山市箕島町南丘 399 番地 46
(株)日本総合科学内
TEL 084-981-0181

FAX 084-981-0171
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小林

琢也

事務局

岡本

崇

一般社団法人 日本環境測定分析協会 中国・四国支部

－4－

