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一般社団法人日本環境測定分析協会（日環協）2019 年度通常社員総会が、2019 年 5 月 21 日（火）

にタワーホール船堀（東京都江戸川区船堀）で開催されました。

審議事項 2 件及び報告事項 6 件は下記の通りで、すべて承認されました。

第１号議案 2018 年度貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの付属明細書の件

第２号議案 任期満了に伴う理事及び監事選任の件

第１号報告 2018 年度事業報告の件

第２号報告 監事による監査報告の件

第３号報告 2019 年度事業計画の件

第４号報告 2019 年度収支予算の件

第５号報告 公益目的支出計画の実施完了の件

第６号報告 常勤役員の年間報酬額の件

日環協会長松村徹氏から挨拶があり、会長が議長となり、各種審議が行われました。

2019 年 3 月 31 日現在の会員数は、正会員 468（昨年比+1）、賛助会員・名誉会員 200（昨年比△

14）でした。会員への情報提供は、3 年前にリニューアルしたホームページやメルマガが大きな機

能を発揮し、環境セミナー及び経営者セミナーの参加申込みも本格的に WEB 活用システムに切り

替わり、5 年ぶりに実施された環境計量証明事業所の実態調査のアンケートも書面方式から WEB
方式に変更され、回収率も若干改善しました。

2018 年度は、支部運営、インストラクター資格認定、委員会運営等 12 の規程等の制定や改正を

行いました。また、e ラーニングを 2018 年 6 月から開始し、環境計量士試験に関する学習を対象に

しましたが、申込みが伸び悩み、e ラーニングの PR の改善を早急に実施するとのことでした。各委

員会や研究会は当初計画通りの活動を行いました。一方水質・土壌技術委員会は追加緊急セミナー

と題して 2019 年 2 月に環境省告示改正セミナー（土壌汚染対策法に関する）を開催し、多くの参

加者がありました。海外の分析事業所の日本進出の動きも活発化し、電子による計量証明書発行に

関する最新情報の発信や UILI（国際民間分析試験所連合）の国際会議（シンガポール）に日本代表

を派遣する等の新しい動きも活発化してきました。

理事及び監事は任期満了に伴う選任があり、以下に三役並びに中部支部に関係する主な役員人事

を紹介します。

2019.7
第 33号 

2019 年度 日環協通常社員総会の開催

実態調査報告書
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役職 氏名 所属 県 

会長   （留任） 松村 徹 いであ（株） 静岡県 

副会長  （留任） 河野 達郎 （一財）東海技術センター 愛知県 

副会長  （新任） 上東 浩 （株）島津テクノリサーチ 京都府 

副会長  （新任） 清水 重雄 （株）環境管理センター 東京都 

副会長  （退任） 関口 和弘 内藤環境管理（株） 埼玉県 

中部支部長（新任） 大野 哲 （株）イズミテック 愛知県 

理事   （留任） 齋藤 康 （株）サイエンス 静岡県 

理事   （新任） 北村 和宣 （一財）三重県環境保全事業団 三重県 

理事   （退任） 杉浦 智彦 （一財）岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜県 

顧問   （留任） 田中 正廣 （株）東海テクノ 三重県 

監事   （退任） 濱地 光男 （株）ユニケミー 愛知県 

杉浦智彦理事が任期満了により退任されました。山田理事の後任ということで 1 年間ではありま

したが大変お世話になりました。濱地光男監事も任期満了により退任されました。濱地光男氏は日

環協を 40 年近くにわたって中核として支えてこられました。本当にありがとうございました。そし

て、新たに中部支部長として大野哲氏、理事として北村和宣氏が選任されました。

最後に 2019 年度の優良事業所表彰があり、（株）イズミテック（愛知県）、（株）内藤環境管理（埼

玉県）の 2 社が表彰されました。

総会終了後、懇親会が開催され、盛況裡に終わりました。

松村会長挨拶                    優良事業所表彰（イズミテック） 

大野中部支部長     濱地前監事           懇親会               河野副会長
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2019 年度中部支部会員連絡会が 2019 年 4 月 19 日（金）に名古屋市のプリンセスガーデンホテル

で開催されました。 

審議事項 4件は下記の通りで、すべて承認されました。 

第１号議案  2018 年度事業報告及び収支決算について 

第２号議案  2019 年度事業計画及び収支予算について 

第３号議案  2019・2020 年度中部支部運営委員について 

第４号議案  中部支部長の選出について 

 本連絡会には、日環協より松村徹会長のご列席をいただきました。 

審議事項終了後、松村会長からは、「日環協を取り巻く最新動向について」と題した講演をいただ

き、その後、意見交換を行いました。 また、日環協の田中顧問からは、「電子による計量証明書の

運用の実際」と「e ラーニングの紹介」を紹介いただきました。電子による計量証明書はすでに 10

社近くの事業所が登録あるいは登録に向けた動きをしており、これからの事業所運営において無視

できない段階になっていること、コスト面の優位性等も紹介されました。 

2019・2020 年度中部支部運営委員は以下のように選任（退任含む）されました。 

役職 氏名 所属 県 日環協 

支部長   （新任） 大野 哲 （株）イズミテック 愛知県 理事 

運営委員  （留任） 林 昌史 （株）環境科学研究所 愛知県  

運営委員  （留任） 濱地 清市 （株）ユニケミー 愛知府  

運営委員  （留任） 杉浦 智彦 （一財）岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜県  

運営委員  （留任） 近松 修 （株）総合保健センター 岐阜県  

運営委員  （留任） 田中 正廣 （株）東海テクノ 三重県 顧問 

運営委員  （留任） 北村 和宣 （一財）三重県環境保全事業団 三重県 理事 

運営委員  （留任） 齋藤 康 （株）サイエンス 静岡県 理事 

運営委員  （留任） 竹井 晴彦 富士通クオリティ・ラボ・環境センター（株） 静岡県  

運営委員  （新任） 加藤 雅士 立華（株） 静岡県  

運営委員  （新任） 佐竹 宏介 ゼオンノース（株） 富山県  

運営委員  （留任） 中村 圭一 （株）大和環境分析センター 石川県  

監査役   （新任） 藤山 法士 （一社）愛知県薬剤師会 愛知県  

オブザーバー（新任） 河野 達郎 （一財）東海技術センター 愛知県 副会長 

事務局長  （新任） 飯沼 克己 （一社）日本環境測定分析協会中部支部 －  

運営委員  （退任） 目黒 輝久 立華（株） 静岡県  

運営委員  （退任） 西井 淳 アースコンサル(株)  富山県  

監査役   （退任） 西脇 光正 （一社）愛知県薬剤師会 愛知県  

オブザーバー（退任） 濱地 光男 （株）ユニケミー 愛知県  

2019 年度  中部支部会員連絡会の開催
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中部支部長として大野哲氏が新支部長に選任されました。大野新支部長は 2017 年度より運営委員

となり、今回支部長と同時に日環協理事にも就任しました。また、河野達郎前支部長は濱地光男元

支部長兼オブザーバーの退任に伴い、後任オブザーバーに就任しました。濱地氏は協会発足当時か

ら協会活動に尽力され、中部支部のオリジナリティー溢れる活動を先導していただきました。長い

間のご貢献に大変感謝いたします。運営委員の目黒輝久氏と西井淳氏が退任され、監査役の西脇光

正氏も退任されました。皆様には長く支部活動にご尽力いただき本当にありがとうございました。

新たな運営委員に加藤雅士氏と佐竹宏介氏が選任され、監査役には藤山法士氏が選任されました。

留任された運営委員の皆様も含めて、中部支部の運営をどうかよろしくお願いいたします。 

中部支部は 2018 年 11 月に金沢で日環協・経営者セミナーを主催し、138 名もの参加を頂き盛況

理に終えることができました。支部連絡会では、2020 年度の環境セミナーそして 2022 年度の経営

セミナーの開催候補地についても意見交換を行い、それぞれ 2 年前には実行委員会を立ち上げるこ

とが合意されました。 

会員連絡会終了後、懇親会が開催されました。懇親会では大野新支部長の就任挨拶があり、松村

日環協会長よりより乾杯の発声を頂きました。また、参加された賛助会員の（株）三協化学、（株）

テストー、（株）島津製作所の３社からもミニＰＲタイムがありました。最後に、濱地元支部長から

退任される役員を代表して挨拶を頂き、河野前支部長の中締めで懇親会は和やかに終了しました。 

会員連絡会会場         河野前支部長  松村日環協会長       田中日環協顧問 

       賛助会員３社  ミニＰＲタイム 

大野新支部長     西脇前監査役 

左から河野前支部長、目黒前運営委員、 濱地光男元支部長、濱地清市運営委員    飯沼事務局長  中村運営委員

齋藤運営委員 
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中部支部長退任のご挨拶 

一般財団法人東海技術センター 常務理事 河野 達郎 

私は４月１９日に開催されました（一社）日本環境測定分析協会中

部支部 2019 年度会員連絡会をもちまして、中部支部長を退任いたしま

した。６年間に亘りご支援を賜りました会員始め多くの関係機関の

皆々様には心からお礼申し上げます。 

濱地前支部長から 2013 年 4 月に支部長を引継ぎ、また同時に日環協理事も引き継ぎまし

た。日環協の理事を併任することで、本部の施策や活動状況を迅速に中部支部会員に伝え、

支部活動に活かすことに精力を注ぎました。また、2016 年度の日環協・環境セミナーを岐

阜で、2018 年度の日環協・経営者セミナーを金沢で主催し、いずれも大勢の参加を頂き、

盛況裡に終えることができました。開催に当たり、地元県単や会員事業所の皆様の多大な協

力をいただき、改めて感謝申し上げます。中部支部が主催する全国大会では、常に新しいチ

ャレンジ企画があり、岐阜大会では若手中堅実務者交流会を初めて開催しました。その後も

この企画は継続しており、若手中堅の参加者が確実に増えていることを嬉しく思っています。 

2019 年度からは、新しく大野支部長の下、新役員体制になり、私もさまざまな形でサポ

ートできればと思っております。皆様、本当にありがとうございました。 

中部支部長就任のご挨拶 

株式会社イズミテック 代表取締役社長 大野 哲 

５月に東京で開催されました２０１９年度日環協通常社員総会に

おきまして中部支部長を拝命いたしました愛知県の大野 哲（さとし）

でございます。この４月には飯沼克己氏が新たに中部支部事務局長に

就任され、今期の中部支部は、支部長、事務局長、共に新人となりま

した。前中部支部長の河野日環協副会長のご指導を仰ぎ、事務局共々頑張りたいと思います

のでどうぞよろしくお願い申し上げます。 

さて日環協では、環境計量士を目指す技術者向けに、「環境計量士国家試験問題の正解と

解説」をいつでもどこでも学べる WEB サービスとして e-ラーニングを開始しております。

日環協ホームページにて受け付けておりますので、先ずはデモ体験して頂き、是非ご利用頂

きたいと思います。環境測定分析士１級及び２級の資格試験の申し込みは、７月８日より募

集開始となっております。多数の申し込みをお待ちしております。 

また皆様ご承知のことと思いますが、日環協中部支部の事務局は、一般社団法人 愛知県

環境測定分析協会の事務局と兼任しております。日環協中部支部の教育研修などの各種事業

は、愛環協との共催や愛環協への委託による開催事業が多くございます。私事でございます

が、今期愛環協の会長も拝命いたしましたので、中部支部の運営委員、監査委員の皆様と連

携し、中部支部の事業としても推進して参りたいと思います。皆様のご指導、ご鞭撻を賜り

ますよう重ねてお願い申し上げます。 

中部支部役員 退任・新任のご挨拶
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退任のご挨拶（中部支部役員・運営委員） 

立華株式会社 目黒 輝久 

中部支部運営委員に静岡県単から推挙され､微力ながらお手伝い

をさせていただきました｡中部支部で開催された環境セミナー全国

大会の実行委員は愛知県名古屋市と岐阜県岐阜市の２回｡経営者セ

ミナーの実行委員は三重県四日市市と昨年の石川県金沢市の２回務

めさせていただき､今となっては楽しい思い出になっています。また

平成25年から30年の６回にわたり中部支部ニュース１月号に､｢ご存知ですか？労働安全衛

生編｣と題して環境測定分析に携わる労働安全衛生コンサルタントの視点から豆コラムを提

供いたしました｡第 1回の｢ヘルメットにも使用期限がある｣から､｢保護メガネを使おう｣｢化

学防護手袋の選び方｣など一般論ではなく分析作業者の視点ならではの記述ができるのを楽

しみました。中部支部のますますの発展と各位のご活躍を祈念して退任の挨拶といたします。 

退任のご挨拶（中部支部役員・監査役） 

一般社団法人愛知県薬剤師会 西脇 光正 

濱地光男元支部長からのお誘いを受け、監査委員を務めておりまし

たが、この春を以って退任をいたしました。在任中は皆様方のご協力

の下、大過なくその任を果たすことができました。取り分け、歴代の

事務局長様には何かとお世話をおかけしたことが思い出されます。監

査委員は退任しましたが、人生を退任した訳ではありません。また何

処かでお会いする機会もあるでしょう。それが帰宅時間帯であれば一

献でも、、、お声掛けをいただければ幸いです。多くの方からこの業界

の厳しい現状をお聞きしますが、会員皆様にはご健勝でご活躍をいただき、中部支部会員機

関の益々の発展をご祈念申し上げます。長きに亘り大変お世話になり、誠に有り難うござい

ました。 

就任のご挨拶（中部支部役員・運営委員） 

立華株式会社 加藤 雅士 

このたび日環協中部支部の運営委員に就任しました加藤です。はな

はだ微力ではありますが、今後、運営委員として中部支部の発展、ひ

いては日環協の発展に貢献できるよう精一杯取り組んで参ります。何

とぞ、前任者同様皆様のご指導、ご鞭縫の程、よろしくお願いいたし

ます。 
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就任のご挨拶（中部支部役員・運営委員） 

ゼオンノース株式会社 佐竹 宏介 

この度、中部支部の運営委員という大役を仰せつかりました富山県の

ゼオンノースの佐竹と申します。これまで支部の活動には講習会を数回

聴講させて頂いた程度で、さらに運営委員会には今年度初参加と分から

ないことだらけです。しかも、いざ委員会に出席させて頂くと、これま

で聞いたことのあるような会社の役員の方々ばかりでかなり恐縮して

おります。 

運営委員の中では恐らく最も若く、最も現場に近い立場にいると思いますので、このよう

な目線を生かした運営委員としての活動ができるように、皆様のご指導、ご協力を頂きなが

ら頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

就任のご挨拶（中部支部役員・監査役） 

一般社団法人愛知県薬剤師会 藤山 法士 

さて 去る平成31年 4月 19日開催の2019年度日環協中部支部会員

連絡にてご推挙いただき、監査委員を引き受けさせていただくことと

なりました。 

日頃から、環境測定の発展にご尽力いただいている日環協の一員と

して監査委員を務めさせていただくことは、光栄なことではあります

が、経理の業務経験も少なく大変不慣れなため、みなさまにご迷惑を

お掛けすることもあるかと思います。なにとぞご高承のうえ、より一

層のご指導ご支援を賜りますようお願い申しあげます。 

就任のご挨拶（中部支部事務局長） 

一般社団法人日本環境測定分析協会 中部支部 飯沼 克己 

４月に中部支部事務局長に就任しました飯沼克己です。私は、愛

知県庁で３６年間環境行政に携わりましたが、分析の実務経験はな

く、こんな私でも皆様のお役に立てるのか、少々不安に思っており

ます。就任当初は中部支部の他に愛環協の行事も立て込み、訳のわからないままに突っ走っ

てきましたが、これまでの研修会等を通じて、中部支部の皆様が人材の育成に大変熱心に取

り組まれていることがわかりました。引き続きこうした取組等を盛り立てられるよう、微力

ではありますが、最善を尽くしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

事務局より 

アースコンサル株式会社 西井淳様は、中部支部役員・運営委員を退任されました。 

大変お世話になりました。御礼申し上げます。 
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株式会社ユニケミー会長 

元中部支部長、（一社）愛知県環境測定分析協会名誉顧問 

 濱地 光男 

昭和 47 年（1972 年）計量法の改正により、法律に定められた対

象物質の環境測定分析を業とする者の登録制度が開始された。そ

のことを受けて翌年の昭和 48 年（1973 年）11 月に日本環境測定

分析協会が設立され翌年 3 月には社団法人となった。当時の通商

産業省（現在の経済産業省）の全国区割りに基づいて 7 支部が設

けられ、昭和 49 年（1974 年）には北海道、関東、関西支部が設立、

それに続き全国で次々と支部が設立され、中部支部（愛知、三重、

岐阜、静岡、富山、石川）は昭和 50 年（1975 年）に設立された。 

 当時の事務局は東海技術センターの愛環協事務局内に設置されていた。私の中部支部への

かかわりは支部設立当初からではない。愛環協の事務局が独立し以前の事務局があった生活

用品センタービル（名古屋市中区）に移転した昭和 59 年（1984 年）からである。当初は運

営委員の立場ではなく愛環協が中部支部の事務局を受けていたこともあり事務局担当理事

として運営委員会に同席することになってからである。よって支部設立から 9年間の詳細に

ついては不明であり、現在設立当時の状況を知る人はいない。 

 しかしながら当時各県において県単主導の動きが活発で、支部の主体的な動きはほとんど

なかったと記憶している。支部設立当時から日環協加入会員数の多い愛環協で事務局並びに

支部長を引き受けている。 

 支部事業のほとんどは現在と同様、愛環協が開催する行事に相乗りする形で行われ、東海

技術センターが顧客に年 1～2 回提供するセンター情報冊子の表題を日環協中部支部ニュー

ス（はっきりした表題の名称は記憶にない）として設立から数年間提供された記憶がある。

その後に愛知、三重、岐阜、静岡の四県で東海四県環境計量協議会が設立された。この協議

会は互いに越県する料金問題を解決したいことから情報交換と親睦を図ることが目的であ

った。隣県同士で互いの共通した悩みを出し合うことで当時は活発な活動がなされ、隔年で

技術発表会なども開催された。このようなことで中部支部の存在が少々薄れてしまったこと

もあった。この協議会の総会では毎回、日環協本部へ事業活動等についての質問議題が審議

され、毎回 3～4 題の質問書を提出、支部連絡会（現在の支部総会）の折に本部会長がその

質問に回答いただくなどのことも行っていた。このことにおいては何を質問されるか中部支

部連絡会に出席される本部の方は気が重かったと後に聞かされた。この行動は本部活動へ一

定の効果をもたらしたことは事実である。 

 当初支部活動費は県単との連携費用として支給はされたが僅かなもので、独立で事業など

を行うには程遠いものであった。その後何回かに渡り見直しされ近年では事務費の一部を賄

える程度は支給されるようにはなったが十分ではない。 

 日環協事業で唯一支部が主体となるのは支部持ち回りで開催される環境セミナー、経営者

セミナー（令和元年からは経営セミナー）の２事業である。これらのセミナーも年追うごと

に派手になりつつあり、一度見直し本質を失わないようにしていく必要もあろう。また、中

部支部では私が支部長になってから、近県情報も含め、日環協の情報誌などでは補えない部

分を冊子「中部支部ニュース」で年２回発行するなどをしてきた。 

 この様に中部支部の活動は愛環協の事業に依存せざるを得ないところがある。愛環協の事

業活動は全国の県単の中で最も優れており、注目をされていることも事実である。現状にお

いて支部活動は極限られた枠の中での活動しかできないが今後とも６県の結束をもって事

業に当たればより優れた支部活動も可能となるであろう。 

日環協中部支部活動を振り返って
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日環協・環境セミナー全国大会 in くまもと～ 令和元年、火の国から次世代へ～が、九州支部主催

により開催されます。 

１．開催期日 

令和元年１０月１７日（木）、１８日（金） 

２．会 場 

ホテルメルパルク熊本（熊本駅から車で約 10 分、熊本空港 

からリムジンバスで約 40 分） 

〒860-0844 熊本県熊本市中央区水道町 14-1 

３．日 程（時間は予定） 

１日目 １０月１７ 日 （木） 

１３：００～ 開会セレモニー、カタログ・分析機器展示 

１３：３０～ 特別講演 ３題 

           懇親会、 中堅・若手交流会 

２日目 １０ 月１８ 日 （金） 

９：００～ 技術発表会、カタログ・分析機器展示、ランチョンセミナー 

日環協・経営セミナー全国大会 in竹芝 by 東京ベイエリアが、関東

支部の主催により開催されます。 

１． 開催期日 

令和元年１１月７日（木）、８日（金） 

２． 会場 

アジュール竹芝（JR 山手線・京浜東北線「浜松町駅」北口より

徒歩 7分。モノレール「浜松町駅」より徒歩 7分） 

〒105-0022 東京都港区海岸 1-11-2 

３． 日程（時間は未定） 

 １日目 １１月７日（木） 

     講演 4題 

 ２日目 １１月８日（金） 

     専門講演 3題 

★中部支部よりお願い 

環境セミナーでは、全国大会 in 岐阜でスタートした中堅・若手交流会も継続して実施されます。

経営層・管理職のみならず、中堅・若手の実務者の方々には、最新設備機器の情報や新鮮な技術発

表に触れる有意義な大会でもあり、是非多くの皆様が全国大会にご参加されますようお願い申し上

げます。経営セミナーも含めて、詳細情報は日環協ホームページをご確認ください。

第 27 回 日環協・環境セミナー全国大会 in くまもと 開催のご案内

第 22 回 日環協・経営セミナーin 竹芝 by 東京ベイエリア 開催のご案内 
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１．中堅実務者研修会

日 時  令和元年９月１９日（木）・２０日（金）（予定）

場 所  日本特殊陶業市民会館

２．環境測定分析士 2 級筆記試験

日 時  令和元年１０月２０日（日）（予定）

場 所  日本特殊陶業市民会館

３．環境騒音・振動測定士上級筆記試験

日 時  令和元年１０月２０日（日）（予定）

場 所  日本特殊陶業市民会館

４．環境計量士等研修会

日 時  令和元年１１月１５日（金）（予定）

場 所  日本特殊陶業市民会館

５．第二回支部運営委員会

日 時  令和元年１２月（予定）

場 所  未定

６．ＳＯＰ（標準作業手順書）研修会

日 時  令和２年１月２４日（金）（予定）

  場 所  日本特殊陶業市民会館

（各種研修会などの詳細につきましては、事務局にお尋ねください。）
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