


昨年５月、協会として初めての環境報告書を作成しました。
時間的制約もあり、理想には程遠い出来栄えでしたが、出来上
った冊子を手にして、次号は、もっと頑張ろうと決意したこと
を思い起こします。
あれから１年、第２号の協会環境報告書づくりにトップとし
て次のことをお願いしました。①昨年度の環境報告書と全くス
タイルの異なる冊子とする。②わかりやすく、見やすく、美し
くを重視する。③現時点に足がかりがあれば未来志向も可、と
いう方向で協会の課長クラスをリーダーに組織をあげての委員
会を設置し、作成に当たりました。
委員会は、ルーチン業務をこなしながら期待に応えてくれま
した。昨年11月に協会は中期経営計画を策定したことをはじめ、
より熾烈化している環境市場の動向などをふまえ、昨年とは異
なる新しいタイプの環境報告書が出来上がったと思います。
昨年度との内容面における相違点を列挙しますと、概ね次の
とおりとなります。

①一年間を通した環境活動の履歴（協会環境活動カレンダー）
②第三者による客観的評価
③協会環境活動33年の沿革

最後に環境報告書づくりは、環境問題の重要性の高まりをふ
まえ、民間企業から環境配慮促進法による特定行政法人への義
務づけなど裾野の広がりと、内容面での多彩さと特色及び差別
化がより強められることになることが予測されます。
協会は、来年度の環境報告書づくりの方向として、初年度、

本年度に引き続き新しいかたちを模索していき、３年間の成果
を総括して、協会スタイルを確立したいと考えます。

2006年版環境報告書の
発刊に際して

社団法人埼玉県環境検査研究協会
会長　石原　猛男
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ISO14001環境マネジメントシステムは、事業活動における温室効果ガスや廃棄物の低減など

の環境対策と経営効率の向上を目指し、負荷低減の重要なツールです。

「環境経営」を推進する協会は、役職員全員参加による環境保全活動を推進するとともに、基

本指針に基づき各部署が実行計画を定め、四半期報告や内部監査によって各部署の環境行動計画

の達成状況を把握しています。さらに、これらの情報をマネジメントレビューに反映して、組織が環境

保全活動を継続的に改善していくために、PDCA（Plan－Do－Check－Action）サイクルを回しています。

協会の環境方針は品質マネジメントシステム（ISO9001）と統合して「基本指針」を定めてい

ます。

協会は環境関連法規遵守はもとより自主排水基準を設定し環境管理に取り組んでいます。

ISO14001のシステムを有効活用し定期的なチェックを実施し、環境関連法規遵守状況を確認

しています。

平成17年度は環境関連法規に対する違反事項はありませんでしたが、ジクロロメタンの自主排

水基準を超過する事例が１件、別館建設時雨水管の誤接続が１件確認され、どちらも早急に対処

しました。また、外部からの苦情件数は０件でした。

1 環境マネジメントシステム
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〔基本理念〕
社団法人埼玉県環境検査研究協会（以下、「協会」という｡）は、「科学

的な検査及び研究のもとに、人の健康を保護し､快適な生活環境の保全を
図る｡」という設立の目的を踏まえて、精度と品質保証の観点から、より
高い技術力の確保とサービスの向上を協会運営の基本的精神と心得て、優
れた品質を創出し、顧客のニーズと期待に応えます。
また、協会は、かけがえのない地球、かけがえのない自然を守ることが、
人類共通の最も重要な課題の一つであるとの認識に立って、環境への負荷
の少ない循環型社会の構築を目指し、協会一丸となって、積極的に環境の
保全と改善活動に取り組み、もって堅実で安定した運営を図る。

〔事業推進方針〕
協会は、事業を推進するにあたり、基本理念を踏まえ、以下の品質及び
環境の保全に関する行動指針に基づき、マネジメントシステムを構築し、
推進し、かつ、その維持向上に努める。
１　協会は、すべての事業活動において、品質及び環境へ及ぼす影響を的
確に把握し、マネジメントシステムを実行するとともに、その有効性
を評価して、定期的な見直しと継続的な改善を図る。

２　協会は、関連する法規（法令、条例、規則及び協会が同意する協定）
を遵守する。

３　協会は、マネジメントシステムの運用を確実にするために、組織上の
責任と権限及びこれらの相互関係を明確に定める。

４　協会は、社会的責任を自覚し、試験検査機関として公正かつ適正な業
務を推進する。

５　協会は、自主的な環境保全の取り組みを進め、汚染の予防に努める。
６　協会は、特に以下のとおり、積極的な環境保全活動に取り組む。
１）事業に伴う廃棄物の発生の抑制に努め、リサイクルの向上を図る。
２）電気及び自動車燃料の使用の効率化を図る。
３）有害化学物質の管理の徹底を図る。
４）事業所内外の美化活動に努める。
７　協会は、この方針を全職員に周知するとともに、一般に公開する。

推進体制図
基 本 指 針
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協会環境活動カレンダー２

日　付� 活　動　内　容�

環境ニュースNo.95号発行�
彩の国ロードサポート活動（西部支所）�
協会美化活動（本部・西部支所）�
�

１日
25日

日　付� 活　動　内　容�

おおとね大学講師派遣「植物のはなし」�
彩の国ロードサポート活動（西部支所）�
協会美化活動（本部・西部支所）�
ISO9001内部監査の実施�
2005年環境報告書発行�
�

26日
27日
30日

日　付� 活　動　内　容�

クールビズ開始�
春日部市「環境の日」参加�
第５回蓮田市環境フェア参加�
ISO9001定期審査�
彩の国ロードサポート活動（西部支所）�
協会美化活動（本部・西部支所）�
ホタル鑑賞会参加（東松山市）�
�

１日
５日
６日

15,16日
27日

30日

日　付� 活　動　内　容�

環境ニュースNo.96号発行�
戸田市へ水槽の寄贈�
おおとね大学講師派遣「悪臭のはなし」�
彩の国ロードサポート活動（西部支所）�
協会美化活動（本部・西部支所）�
ISO14001内部監査の実施�
�
�

１日
６日
21日
25日

日　付� 活　動　内　容�

埼玉県環境関係法規集（平成17年版）発売�
ISO14001-2004年版改定セミナー開催�
彩の国ロードサポート活動（西部支所）�
協会美化活動（本部・西部支所）�
�

８日
19日
29日

日　付� 活　動　内　容�

学校と民間との協働プラン開発事業�
環境学習「吉川市立栄小学校」開始�
彩の国ロードサポート活動（西部支所）�
協会美化活動（本部・西部支所）�
吉川市立栄小学校環境学習の実施�
ISO14001内部監査養成研修会開催�

６日�

26日�

27日�
29,30日�

� � � � � １�２�

３�４�５�６�７�８�９�

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

１�２�３�４�５�６�７�

８�９� 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

� � � １�２�３�４�

５�６�７�８�９� 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

� � � � � １�２�

３�４�５�６�７�８�９�

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

� １�２�３�４�５�６�

７�８�９� 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

� � � � １�２�３�

４�５�６�７�８�９� 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

４月�

５月�

６月�

７月�

８月�

９月�

日�月�火�水�木�金�土�

4 月�

日�月�火�水�木�金�土�

5 月�

日�月�火�水�木�金�土�

6 月�

日�月�火�水�木�金�土�

7 月�

日�月�火�水�木�金�土�

8 月�

日�月�火�水�木�金�土�

9 月�
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協会では平成17年４月から平成18年３月までの１年間に様々な環境に関する活動を行いました。
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２ 協会環境活動カレンダー

日�月�火�水�木�金�土�

� � � � � � １�

２�３�４�５�６�７�８�

９� 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

10 月�

日�月�火�水�木�金�土�

� � １�２�３�４�５�

６�７�８�９� 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

11 月�

日�月�火�水�木�金�土�

� � � � １�２�３�

４�５�６�７�８�９� 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

12 月�

日�月�火�水�木�金�土�

１�２�３�４�５�６�７�

８�９� 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 月�

日�月�火�水�木�金�土�

� � � １�２�３�４�

５�６�７�８�９� 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

2 月�

日�月�火�水�木�金�土�

� � � １�２�３�４�

５�６�７�８�９� 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

3 月�

日　付� 活　動　内　容�

環境ニュースNo.97号発行�
赤い羽根共同募金寄附�
第６回東松山環境フェア参加�
吉川市立栄小学校環境学習の実施�
ISO14001-2004年版改定セミナー開催�
平成17年度環境セミナー開催�
　テーマ「脱温暖化社会の構築に向けて」�
とだ環境フェア2005参加�
彩の国ロードサポート活動（西部支所）�
協会美化活動（本部・西部支所）�
吉川市立栄小学校環境学習の実施�
ISO9001内部監査養成研修会開催�
第５回さいたま市環境フォーラム参加�
埼玉県水環境課　川とふれあい術（志木市）�
�

１日�
５日�
８日�
11日�
14日�
18日�
�

22日�
24日�
�

25日�
27,28日�
28,29日�

29日�

日　付� 活　動　内　容�

彩の国いきいきフェスティバル参加�
第２回さかど産業まつり出店�
2006年版環境手帳発売�
吉川市立栄小学校環境学習の実施�
吉川市立栄小学校環境学習の実施�
おおとね大学講師派遣「水道のはなし」�
栗橋町やさしさ・ときめき祭参加�
春日部市「環境フェア」参加�
彩の国ロードサポート活動（西部支所）�
協会美化活動（本部・西部支所）�
ISO14001内部監査養成研修会開催�
吉川市立栄小学校環境学習の実施�
�
�

２日�
５,６日�
７日�
８日�
15日�
17日�
20日�
23日�
28日�
�

28,29日�
29日�

日　付� 活　動　内　容�

ウォーム・ビズ開始�
CNG（天然ガス）車導入�
吉川市立栄小学校環境学習の実施�
ISO定期審査（9001、14001）�
彩の国ロードサポート活動（西部支所）�
吉川市環境フェスティバル参加�
�

１日�
２日�
６日�

13～16日�
19日�
28日�

日　付� 活　動　内　容�

環境ニュースNo.98号発行�
おおとね大学講師派遣�
  「循環型社会の形成に向けて」�
第24回鷲宮町コミュニティー祭り�
彩の国ロードサポート活動（西部支所）�
協会美化活動（本部・西部支所）�
浄化槽法定検査向上計画策定�
�

１日�
17日�
�

25日�
30日�

活　動　内　容�日　付�

戸田市環境報告書「とだにオアシスを」�
　企画・編集し発行�
吉川市立栄小学校環境学習の実施�
彩の国ロードサポート活動（西部支所）�
�

３日�
�

９日�
27日�

日　付� 活　動　内　容�

環境ニュースNo.99号発行�
LPG（液化石油ガス）車導入�
マネジメントレビュー実施�

１日�
17日�
30日�

10月�

11月�

12月�

１月�

２月�

３月�
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環境配慮への具体的取り組み活動に関して３

「地球温暖化」この問題解決のため世界が協力して作った京都議

定書。世界に約束した日本の目標は、温室効果ガス排出量６％の削

減。これを実現するための国民的プロジェクト、それが『チーム・

マイナス６％』です。具体的な施策は と 。

協会も、このチーム・マイナス６％に賛同し、夏季には冷房時の

オフィスの室温を28℃に設定しノーネクタイ・ノー上着で過ごしま

した。冬季には暖房時のオフィスの室温を20℃に設定し、上着やイ

ンナーを一枚多く着込み、冷暖房機に極力頼らない活動に取り組み

ました。

自動車燃料使用量の効率化�
�

事業所内外の美化活動�
�

自動車の排気ガスの�
抑制のために低排出ガス車両を�

導入する�
�
�

廃棄物（紙など）の発生の抑制�
（グリーン購入の推進）�

�

電気の使用の効率化�
�

５％の削減　【前年比１％の削減】�

５％の削減　【前年比１％の削減】�

年間９回実施

80％の導入
【50％以上の導入】

購入物品の90％を�
グリーン購入とする

【60％】

具体的な取り組み� 平成19年度までの達成目標�
【Ｈ17年度の目標】�

�

� 地球温暖化防止に向けて

エコオフィス計画の重点取り組み内容

�エコオフィス
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３ 環境配慮への具体的取り組み活動に関して

協会では、「やさしい・安全・安心ドライブ」を提唱し、環境にやさしい「エコ・ドライブ」

を推進しています。自動車を運転する一人ひとりがアイドリングストップを励行し、環境にやさ

しい「エコ・ドライブ」を実践しています。

なお、協会が保有する自動車61台（全車ＡＴ車）の燃料１�当たりの走行距離は平均で10.48�

でした。

エコライフＤＡＹとは、年に１日、地域ごとに実施日を定めて、

参加者が地球温暖化防止と環境のことを考えた生活をし、その成果

によって削減できた二酸化炭素の量をまとめ、発表する取り組みで

す。

協会は第２期冬のエコライフＤＡＹ in 埼玉（２月）に129名が参

加しました。削減できた二酸化炭素の量は、今までの暮らしでは

91.7�だったものが、エコライフＤＡＹには110.8�と更に19.1�多

く削減できました。

杉の木に換算すると１本あたり１年で平均してCO2約14�を吸収

することから、エコライフＤＡＹ１日の取り組みで削減できた二酸

化炭素の量は杉の木１本分に相当します。

出典：環境省／林野庁　地球温暖化防止のための緑の吸収源対策より

�低排出ガス自動車

協会では、低排出ガス自動車の導入を積極的に取り入れ

ています。西部支所にCNG（天然ガス）自動車を、本部に

はLPG（液化石油ガス）自動車を導入し、以前からあるハ

イブリッドカーと併せて協会を代表する低排出ガス自動車

は３台となりました。CNG自動車は圧縮した天然ガスを

燃料とし、またLPG車は液化石油ガス（LPガス）を燃料と

するエンジンを搭載した自動車です。黒煙が全く排出され

ず、PM（粒子状物質）も測定限界以下、低NOXであること

が最大の特徴です。ハイブリッドカーは、ガソリンエンジンとモーターを両方搭載した自動車で

す。必要に応じてモーターで充電しながら走行できるため、従来車のガソリン車と比較して燃費

が大幅に向上しています。どの車も通常のガソリン・軽油使用車両

と比較しても遜色ない走行と乗り心地です。

さらに、協会には所有する40台の車両（軽自動車を含まない）の

うち、25台が国土交通省による低排出ガス車認定制度の認定を受け

た車両となっています。導入率は62.5％に達しました。これからも

車両更新時には低排出ガス自動車を積極的に取り入れていきます。

�エコライフＤＡＹ

�エコ・ドライブ
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�ＣＯ２削減

協会では役職員一人ひとりがパソコン機器類の電源オフや省エネ設定、冷暖房の適切な温度設

定を行うなど、地球温暖化の原因である二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量削減に向けて電

力削減に努めています。

基準年度に対する温室効果ガス排出量はこれまで順調に削減していますが、平成15年度以降微

増傾向が続いています。

平成17年度を前年比で見ると、電気、都市ガスのオフィス部門、ガソリン、軽油、自動車走行

の車両部門ともに増加しています。今後も温室効果ガス削減のための取り組みを強化し、平成19

年度の最終目標年度には目標値である567,305�-CO2を目指します。

温室効果ガスの排出量の推移は次のとおりです。

�

ガソリン�

灯油�

軽油�

液化石油ガス（ＬＰＧ）�

都市ガス�

電気�

自動車走行�

合計�

201,294

4,316

32,388

90

33,653

314,107

11,943

597,791

178,823

4,647

32,657

53

20,756

291,890

11,974

540,800

190,622

4,235

38,322

13

24,199

291,363

8,988

557,742

192,720

3,828

40,558

0

26,731

308,572

9,091

581,500

H14年度（基準年度）�

�

H15年度 H16年度 H17年度

単位：�-CO2

年度�項目�

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000
（kg-CO2）�

H14
（基準年度）�

H15 H16 H17 H18 H19 （年度）�

自動車走行�

電気�

都市ガス�

液化石油ガス�
（LPG ）�

軽油�

灯油�

ガソリン�

目標5%削減（H14年度比）�
567,305kg-CO2

温室効果ガス排出量



協会の事業である環境測定の分析方法は公定法に基づいています。公定法の変更がない限り廃

棄物の減量は難しい状況です。しかし、廃プラスチックなどは生分解性の容器に変更するなどに

より減量が図れると考えられ、製品の情報収集に努め、排気物の抑制に取り組んでいきます。

9

３ 環境配慮への具体的取り組み活動に関して

協会各館にごみ置き場を整備し、分

類ごとの回収ボックスの設置や「ごみ

の分別区分一覧表」の掲示をすること

で、分別廃棄の徹底を行っています。

リサイクルや廃棄物削減を推し進める

ためには職員一人ひとりの意識が大切

です。

ごみの分別

片面だけ印刷されたコピー用紙の紙はその裏面も

利用し、裏紙として再利用（リユース）しています。

再利用（リユース）できる紙には「再生利用可能裏

紙箱」等で識別して裏紙のリユースを実施していま

す。

裏紙のリユース

廃棄物の抑制

事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりま

せん。その処理を処理業者に委託する場合でも、廃棄物が適正に最終処分（埋立処分、再生など）

されるまでの最終的な責任を負わなくてはなりません。協会は、環境測定などの事業に伴い発生

する廃油・廃アルカリ・廃酸・汚泥・廃プラスチック・金属・ガラス・陶磁器屑などの産業廃棄

物を、処理業者に委託して適正に処理しています。

0

10

20

30

40

50
（t）�

廃　油�

3.0 2.5 0.08 0.12 0.11 0.20

21.3
24.5

廃プラスチック�廃アルカリ� 廃　酸�

H16年度�

H17年度�

� 環境リサイクル活動

産業廃棄物排出量
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循環型社会の形成のため供給面と需要面からの取り組みが重要です。必要性を十分に考えた購

入を心掛け、環境への負荷ができるだけ少ない商品を購入する、いわゆる「グリーン購入」を推

進しています。また、ISO14001における環境目標に「廃棄物（紙など）の発生の抑制」を掲げ、

リサイクル用紙の利用促進に取り組んでいます。

グリーン購入� 目標値� リサイクル用紙利用� 目標値�

0

20

40

60

80

100

（％）�

H14 H15 H16 H17（年度）�

32.2

91.8 93.6

30

90
92

94
98

37
40

60

50.0

96.9
96.8

38.7

58.3

0

20

40

60

80

100

（％）�

H14 H15 H16 H17（年度）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

（購入数）

H16 H17 （年度）

エコ商品
標準品

2,903

（58.3％）

2,080
5,357

（50.0％）

5,353

協会の事業である報告書作成などでは、顧客のニーズによりグリーン購入法の対象外品目の

使用もあることから、これらの商品の使用が増加すると適合品購入率が減少します。

グリーン購入法適合品目の市場拡大を望むとともに、環境負荷を考慮してグリーン購入に努

めていきます。

� グリーン購入

グリーン購入の推移 リサイクル用紙利用の推移

グリーン購入法適合品購入率



昨年に引き続き、第２号「Environmental Rreport」を拝見いたしました。

社団法人という公益的な立場で、環境への取り組み、特に社会貢献活

動を継続的に実施されていることが伝わり、評価できると思います。ま

た外部との環境パートナーシップの充実により、地域との連携が強化さ

れ、地域社会からの信頼を得られていることがわかります。

事業での取り組みから読み取れる情報としては

１．省エネルギー、省資源への配慮　２．廃棄物の削減とリサイクル

３．グリーン購入の促進　４．社会貢献事業　など

あげられますが、貴社の事業の性格から、今後法律に該当する化学物質

の管理や排出状況を報告されることを望みます。

レポートからは、ISO14001の取得により、環境への取り組みが継続

的に実施されていること、またコンプライアンスにも触れられており、

環境管理のシステムが機能していることが伺えます。今後もＰＤＣＡサ

イクルをより一層充実させることにより、環境への取り組みを進めて下

さい。

さらに社内の環境活動推進体制をよりシステム化することにより、環

境管理の向上、ひいてはリスク管理にもつながるような体制づくりを強

化して下さい。

貴社の公益的な立場から環境への取り組みを積極的に情報発信される

ことにより、他企業の環境活動への動機づけとなるようイニシアチブを

発揮されることを望みます。そして取り組みを継続的に発信されること

により、環境保全活動がより推進され持続可能な地域社会の構築への貢

献がなされることを期待します。

11

３ 環境配慮への具体的取り組み活動に関して

10％

7.1％

9.5％

32.1％

7％

7.2％

2.0％

43.0％

3％

1.8％

0.2％

62.5％

※削減比は基準年度に対する比率�

Ｈ15年度� Ｈ16年度� Ｈ17年度�

ＣＯ2排出量の削減比�
�

電気使用量削減比�
�

車両燃料使用料削減比�
�

低排出ガス自動車導入率�
�

年度�項目�

第三者Review

「Environmental  Report  2006」へのメッセージ

環境カウンセラー

秋　元　智　子

○埼玉県地球温暖化防止活動推進
センター
特定非営利活動法人　環境ネッ
トワーク埼玉　理事・事務局長
○環境省登録　環境カウンセラー

取り組み成果の推移

プロフィール



　行政主催の環境フェアやフォーラムなどのイ
ベントに環境啓発品の提供、パネルの出展、職
員の派遣などを行いました。� 『環境』に関して、より多くの方々に

関心を抱いて頂けるように環境の情報
を伝えて行きます。�
�

①　環境学習・教育�
環境フェアへの参加�

　第４回目となる環境セミナーをソニックシテ
ィ国際会議室にて開催しました。「脱温暖化社
会の構築に向けて」をテーマとし、例年の二倍
近い180名の皆様の参加を得て、盛況なセミナ
ーとなりました。�
　第一部では、初めての対談形式を取り入れ、
時間不足との指摘もありましたが、第二部の温
室効果ガス削減の実践活動の事例紹介は「わか
りやすく、役立つ」との賛同を多くいただきま
した。�

環境セミナーの開催�

　大利根町が生涯学習の一環として開催する
「おおとね大学」に計４回の講師派遣を行い
ました。「おおとね大学」への講師派遣は平成
９年から毎年実施しています。平成17年度は
次のテーマで講義を行いました。�
　　５月「植物のはなし」�
　　７月「悪臭のはなし」�
　　11月「水道のはなし」�
　　１月「循環型社会の形成に向けて」�

おおとね大学への講師派遣�

環境社会活動４
協会では、役職員が一体となってさまざまな社会貢献活動を行っています。
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　西部支所（坂戸市）では、平成14年
にスタートした「彩の国ロードサポー
ト（埼玉県道路里親制度）」に参加し、
清掃美化活動を通して地域との交流を
図り、快適で美しい彩の国の道路環境
づくりを行っています。�

　地域に親しみを持ち、良き企業市民
として地域とのパートナーシップを大
切にし、地域とともに発展することを
目指します。�

②　地域活動�

　平成17年度、埼玉県教育局では、学校が民間団体など
と協働して新たな授業プログラムを開発する「学校と民
間との協働プラン開発事業」を実施しました。�
　協会は公開プレゼンテーションを経て協力団体として
選定され、平成17年９月から12月まで水質調査や魚類調
査など体験型学習を中心に８回の授業を行いました。私
たちは、子供たちが楽しみながら環境問題を学び、様々
な体験を通して記憶に残る授業となったのではないかと
感じています。�
　このプロジェクトは平成18年度も継続実施しています。�

学・民ジョイントプロジェクト実施�

彩の国ロードサポート活動�

　全職員参加による協会周辺道路及び
近隣駐車場付近を中心に、清掃美化活
動を年９回行っています。�

美化活動�
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４ 環境社会活動



　広く環境保全に還元されることを願い
行政が主体となって設置されている基金
を積極的に支援しています。�

③　基金等の支援�

　環境保全事業の展開を目的に設立し
た「環境サポート埼玉」と環境NPO法
人の環境保全運動の促進を願い、積極
的な支援をしています。�

④　環境NPO法人�
　　との連携及び支援�

　寄贈した水槽には昔から戸田市内に
生息するメダカやタナゴ、ドジョウな
どの魚の姿が観られ、戸田市役所を訪
れる市民の憩いの場としてばかりでは
なく、河川の環境に対する啓発活動の
一環としての役割を果たし、好評を得て
います。�

戸田市へ水槽寄贈�

　協会が毎年主催する環境セミナーの基
調講演やパネルディスカッションに、
NPO法人の積極的な参画を要請してい
ます。環境保全への取り組み活動など
を紹介するなど、NPO法人の活動の場
を提供しています。�

環境セミナーへの協働参画�

　さいたま市の公園緑地事業を支援し、
平成15年から毎年寄附を行っています。�

財団法人　いたま市公園緑地協会�
『緑の基金』�

　県内NPO法人の自主的・自発的社会貢
献活動を支援し、平成16年から毎年寄附
を行っています。�

埼玉県特定非営利活動促進基金�
（NPO基金）への寄附�

　NPO法人環境サポート埼玉が企画編集
した「環境NPO法人現況報告レポート
2005」の作成に際し、助成及び技術支援
を行いました。�

環境NPO法人現況報告レポート�
2005作成支援�

　昭和60年から埼玉県が進める「緑の
トラスト運動」に、毎年寄附を行って
います。�

埼玉県『さいたま緑のトラスト基金』�
�

14

４ 環境社会活動
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5 環境情報の発信

協会の事業活動の紹介及び環境に関する様々な情報を提供してい

ます。

○環境保全啓発事業の一環として行っている環境問題や省エネルギ

ー節水などに関する催し、イベントなどの協賛、職員の派遣など

の紹介

○啓発物品の提供、展示パネルなどの活動報告記録などの紹介

環境情報の発信５

◎ホームページの公開 http://www.saitama-kankyo.or.jp

◎環境ニュースの発行
環境保全の今日的課題や法制度に係る解説、研究、論評及び啓発

などを中心とした定期刊行広報誌として無料で発行しています。

昭和49年６月より発行を開始し、環境ニュースはこれまで100号

（平成18年５月）を数えます。埼玉県内自治体の環境関連部署、公

民館などの公共施設や、協会に来られた方々に配布しています。ホ

ームページからの閲覧もできます。

これまで年５回発行していましたが、平成18年度より隔月のペー

スで発行を予定しています。

◎埼玉県環境関係法規集の発行
昭和54年より発行している埼玉県環境関係法規集は、平成17年版

を平成17年８月に発行しました。

毎年発行している法規集は、一年間に改正された県条例、規則、

告示等をもれなく掲載し、ISO14001認証取得されている事業所や

各自治体に環境関連の必須アイテムとして広く活用されています。

◎環境手帳の発行
「環境手帳（2006年版）」を、平成17年11月より発売しました。

ワイシャツの胸ポケットに入るＡ6薄型のコンパクトサイズなが

ら国・埼玉県・埼玉県内各市町村の環境関係部署の連絡先を網羅

し、国の環境基準も掲載しています。

環境負荷の観点から表紙にはオレフィン素材※1、本文紙は古紙

再生紙、中表紙や折返紙にはケナフ素材※2を使用し、環境に配慮

して作りました。

※１ オレフィン素材 焼却する際に塩化水素ガスの発生を抑えた素材です。
※２ ケナフ素材 ケナフは熱帯性の一年草で、半年で３～４ｍにも生育する植物で成長が早いため木材に代わる製紙原料として注目されています。

ケナフの利用促進が木材使用量を減らすことにつながり、森林保護に役立つと言われています。



環境活動の今後６
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平成18年度の新規事業として、平成18年６月８日�13:00より「協会の環境なんでも相談テレ

フォン」を開設することになりました。

協会は、環境問題に携わること33年にわたって培ってきた信頼と実績に基づき、環境測定・分

析、飲料水、法定検査、各種行政計画、環境学習など多くの環境に対する要求事項に積極的に対

処してきました。一般の方・学生・生徒・児童など幅広い年齢層に間口を広げ、環境問題解決へ

の足がかりになれればと考えています。

なお、「協会の環境なんでも相談テレフォン」は、フリーダイヤル（無料）で受け付けます。

フリーダイヤル（無料）�

0120-291703 窓口時間�13：00～17：00（土日祝祭日を除く）�� （携帯、ＰＨＳ、IP電話からは御利用頂けません）�

協会初の試みとして「協会オープンカレッジ」と題して、

「NPO法人　環境サポート埼玉」と協働し、夏休みの８月下旬

と11月14日（県民の日）に地域住民や子どもたちが環境問題に

直接触れる場として協会施設を開放します。

地域住民や子どもたちが楽しんでもらえるような体験型学習

や環境に配慮した活動方法の紹介、環境なんでも相談窓口など

のイベントを行う予定です。どうぞご期待ください。

☆水の汚れを見よう�
 （CODパックテスト、透視度）�
☆エコクッキング�
☆川に住む魚たち（魚類調査）�
�

体験型学習の一例�

６ 環境活動の今後

①「協会の環境なんでも相談テレフォン」の開設

② 協会オープンカレッジの開催

●協会は、品質及び環境の国際規格であるISO9001及びISO14001の認証を取得し、統合マネ
ジメントシステムとして運用しています。

●精度管理を徹底し、より高品質な報告を目指してISO／IEC17025規格の試験所の認定を取
得しました。
【試験項目】
環境水：塩化物イオン／カドミウム／VOC（10項目）※

地下水：カドミウム／VOC（10項目）※

飲料水（上水：原水、浄水、給水栓水）：塩化物
※VOC（10項目）ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチ
レン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン

●ダイオキシン類等の極微量分析では、計量法で特別に定められた精度管理が必須事項とな
っています。協会は、この制度（特定計量証明事業：通称MLAP）が始まった2002年（平
成14年）に認定を受けています。

No. JCLA44

ISO/IEC17025認定試験所�
環境・飲料水分野�
�（認定範囲限定）�

No.N-0024-01

MLAP
認定特定計量証明事業者�

No.環2003-1-296
土壌汚染対策法指定機関�
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７ 協会概要

社団法人埼玉県環境検査研究協会

埼玉県さいたま市大宮区1450番地11

埼玉県坂戸市八幡１丁目11番34号

石　原　猛　男

昭和47年５月

91名

総　務　係�

経　理　係�

業務庶務係�

業務第一係�

業務第二係（西部支所駐在）�

業 務 第三係�

調査第一係�

調査第二係�

調査第三係�

品質管理係�

計測第一係�

計測第二係�

計測第三係�

試験第一係�

試験第二係�

検査第一係�

検査第二係�

検査第一係�

検査第二係�

検査第三係（西部支所駐在）�

総 務 課 �

経営企画課�

業 務 課 �

調 査 課 �

環境計測課�

上水試験課�

水道検査課�

浄化槽検査課�

管理本部�

業務本部�

技術本部�

協 会 �

施設検査本部�

西部支所�

安全で快適な住みよい環境の創造をめざし、

全役職員が一丸となって、皆様のお役に立てる

よう積極的に業務を推進しています。社団法人

として、33年の歴史を有し、その実績と技術力

で、お客様のニーズと期待にこたえ、高い技術

力の養成確保、信頼性の高い品質保証と精度管

理及びサービスの向上に努めます。さらに、環

境への負荷の少ない循環型社会の構築を目指

し、環境の保全と改善活動に取り組みます。

社 名

本 部

西部支所

会 長

設 立

役 職 員

環境公害
（計量法第107条）

濃度の計量証明事業登録�
特定濃度の計量証明事業登録�
音圧レベルの計量証明事業登録�
振動加速度レベルの計量証明事業登録�
�

埼玉県知事登録　第516号
埼玉県知事登録　第特３号
埼玉県知事登録　第音12号
埼玉県知事登録　第振５号

埼玉労働基準局長登録11-8

厚生労働省登録第８号
厚生労働省登録第21号

さいたま市16　水第31-10050号
さいたま市16　空第31-10040号

埼玉県知事指定　指令環整第2107号

環境大臣指定　環2003-１-296

作業環境測定機関登録�

水質検査機関登録�
簡易専用水道検査機関登録�

建築物飲料水水質検査業登録�
建築物空気環境測定業登録�

浄化槽法指定検査機関�

指定調査機関�

労働安全衛生作業環境
（作業環境測定法第33条）

水道（水道法第20条の４第２項）
（水道法第34条の４）

建築物衛生的環境
（建築物における衛生的環境の確保に�
  関する法律第12条の２第１）

浄化槽（浄化槽法第57条第１項）

土壌（土壌汚染対策法第３条第１項）

区　分� 登録・指定の種類� 登録・指定番号�

■有資格者

技術士（環境部門）、環境計量士、作業環境測定士、臭気判定士、公害防止管理者、品質システム審査員補、

環境マネジメントシステム審査員補、衛生管理者、第２種酸素欠乏危険作業主任者、ECD安全責任者、

一般劇物毒物取扱者、特別管理産業廃棄物管理責任者、有機溶剤作業主任者、２級小型船舶操縦士、測量士補、

水道技術管理者、簡易専用水道検査員、浄化槽技術管理者、浄化槽管理士、浄化槽検査員、特定化学物質等作業主任者、

放射線取扱主任者、ごみ処理施設技術管理者

協会概要７



環境活動の沿革８

�
�
自然環境保全法制定�
環境庁、米国マスキー法並みの「自動車排出ガスの量の許容限度の
設定方針」を告示�
第１回環境週間始まる(６月５日～ 11日)�
�
�
�
�
�
環境庁「名水百選」発表�
環境庁、昭和59年度の全国大気汚染調査発表、大気汚染は大都市で
依然深刻�
環境庁、先端産業の影響をテーマにした「環境保全ビジョン・シン
ポジウム」を開催/環境庁「環境保全長期構想」を発表�
国連環境特別委員会、「持続的開発」を呼びかけた東京宣言を採択／「絶
滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律」成立�
環境庁、「釧路湿原国立公園」指定�
環境庁、「窒素酸化物低減のための大都市自動車交通対策等計画」
発表／「特定物質の規則等によるオゾン層の保護に関する法律」公
布／「地球的規模の環境問題に関する懇談会」報告書公表�
�
「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」日本国
について発効／「地球環境保全に関する関係閣僚会議」を設置／六
都県市首脳会議「首都圏環境宣言」を発表�
環境庁、地球環境部を設置/地球環境保全に関する関係閣僚会議「地
球温暖化防止行動計画」を決定�
�
�
「再生資源の利用の促進に関する法律」公布(平成３年10月施行)／「廃
棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置
法の一部を改正する法律」公布(平成４年７月施行)／六都県市共同
の「冬期自動車交通量対策」を実施�
七都県市首脳会議「地球環境保全首都圏アピール」を採択／ブラジ
ルにおいて「環境と開発に関する国連会議(地球サミット)」開催／「自
動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に
関する特別措置法」公布�
「自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する基本方針」を告示／自
動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に
関する特別措置法に基づく車種規制を施行�
「環境基本計画」閣議決定�
�
�
�
「容器包装リサイクル法」公布(平成９年４月施行)�
�
�
�
�
�
七都県市低公害車指定制度の発足�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
「環境影響評価法」公布(平成11年６月施行)／第４回気候変動に関
する世界自治体サミット(名古屋サミット)開催／地球温暖化防止京
都会議(COP3)開催、「京都議定書」採択�
�

�
�
埼玉県知事より社団法人設立の許可を受ける�
�
�
「埼玉県公害関係法規集」(埼玉県監修)を発行�
「環境ニュース」１号(６月)～11号(1975・６月)まで11回発行�
「環境ニュース」の復刊 (12号)�
「環境ニュース」13号(１月)～16号(11月)まで４回発行�
「埼玉県公害関係法規集」(改訂版）を発行�
「環境ニュース」17号(１月)～31号(1984・10月)まで15回発行　
「環境ニュース」32号(１月)～34号(９月)まで３回発行�
「埼玉県公害関係法規集」(第３版)を発行�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に寄附�
「環境ニュース」35号(1月)～37号(９月)まで３回発行�
�
「環境ニュース」38号(1月)～41号(10月)まで４回発行�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に寄附�
「食品と環境の衛生展」にて井戸水の無料検査�
「環境ニュース」42号(１月)～44号(９月)まで３回発行�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に３年連続寄附�
（埼玉県知事表彰受賞）�
「埼玉県公害関係法規集」(第４版)を発行�
「環境ニュース」45号(１月)～47号(９月)まで３回発行�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に寄附�
経営緊急改善２か年計画(初年度計画100％達成)�
「環境ニュース」48号(１月)～50号(９月)まで３回発行�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に寄附�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に寄附�
環境保全功労団体として埼玉県知事から表彰を受ける�
「環境ニュース」51号(１月)～53号(９月)まで３回発行�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に大口寄附�
（埼玉県知事表彰受賞）�
�
「環境ニュース」54号(１月)～56号(９月)まで３回発行�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に寄附�
「埼玉県公害関係法規集」(第５版)を発行�
新社屋(本館)竣工(蕨市から大宮市へ移転)�
「環境ニュース」57号(１月)～59号(９月)まで３回発行�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に寄附�
�
「環境ニュース」60号(１月)～62号(９月)まで３回発行�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に寄附�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に寄附�
「エコロ丸船上セミナー」共催�
「エコロ丸船上セミナー」感想文集発行(｢環境ニュース｣特集号)�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に大口寄附�
（埼玉県知事表彰受賞）�
「環境ニュース」64号(６月)・65号(９月)発行�
「埼玉県公害関係法規集」(第６版)を発行�
「気候変動に関する世界自治体サミット」(埼玉県主催)の後援�
「環境ニュース」66号(１月)・67号(６月)・68号(９月)発行�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に寄附�
(埼玉県知事表彰受賞)�
「野生の生きもの写真展」開催～５月(地元住民、小・中学生対象)�
平成８年度地域環境功労団体として環境庁長官表彰受賞�
埼玉県環境部に七都県指定低公害車２台を寄附�
埼玉県衛生部にビル環境測定セットを寄附�
埼玉県衛生研究所に冷却高速遠心機を寄附�
「彩の国環境フェア'96in熊谷」に出展�
環境活動評価プログラム・カウンセラー設置�
「環境ニュース」69号(１月)・70号(６月)・71号(９月)発行�
ISO9000認証取得宣言�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に寄附�
「彩の国環境フェア'97in川口」に出展�

1972

1973

1974

1978

1979

1980

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

５月�
�
�
４月�
６月～�
６月�
�
９月�
１月～�
�
10月�
11月�
�
�
�
２月�
11月�
�
２月�
�

３月�
�
２月�
３月�
�
２月�
11月�
11月�
�
２月�
�
�
�
２月�
３月�
８月�
�
２月�
�
�
２月�
５月�
10月�
１月�
２月�
�
�

10月�
10月�
�
２月�
�
３月�
６月�
�
�
�

９月�
10月�
�
１月�
２月�
10月�

年� 月� 環　境　活　動　な　ど� 国�
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８ 環境活動の沿革

環境庁「環境ホルモン戦略計画　SPEED'98」発表／「地球温暖化対
策推進大綱」決定／「特定家庭用機器再商品化法」公布(平成10年12

月施行)／「地球温暖化対策の推進に関する法律」公布(平成11年４
月施行)�

�
「ダイオキシン対策基本指針」決定／「ダイオキシン類対策特別措置
法」公布(平成12年１月施行)／中央環境審議会「これからの環境教育・
環境学習－持続可能な社会をめざして－」答申(平成11年12月)�
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」公布(平成13年５月
施行)／「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」公布(平
成13年１月施行)／「循環型社会形成推進基本法」公布施行／「食品循
環資源の再生利用等の促進に関する法律」公布(平成13年５月施行)�
環境省設置�
「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減
等に関する特別措置法の一部を改正する法律」公布�
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する
法律」公布(平成14年４月施行)�
「環境報告書ガイドライン(2000年度版)」公表�
「自然公園法の一部を改正する法律」の公布(平成15年４月施行)／「土
壌汚染対策法」公布�
京都議定書批准�
「ダイオキシン類対策特別措置法施行令の一部を改正する政令」の
公布(４特定施設の追加、平成14年８月施行)�
「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく底質環境基準」告示(平成
14年９月施行)�
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の公布(平成17年１月全
面施行)�
�
�
�
「土壌汚染対策法」施行�
「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」公布・
施行�
「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」
公布(平成15年10月一部施行)�
�
�
�
�
�
「ヒートアイランド対策大綱」決定�
「環境報告書ガイドライン(2003年度版)」公表�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
京都議定書発効�
チーム・マイナス６％運動�

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

�
２月�
８月�
�
10月�
�

２月�
８月�
�
２月�
２月�
８月�
�
１月�
２月�
５月�
８月�
�
�
�
２月�
４月�
５月�
６月�
６月�
７月�
８月�
８月�
９月�
11月�
�
１月�
１月�
２月�
２月�
２月�
７月�
８月�
�
10月�
�
�
１月�
２月�
２月�
３月�
３月�
５月�
７月�
７月�
８月�
９月�
�
10月�
10月�
�
�
２月�
２月�
２月�
８月�
８月�
９月�
�
10月�
�
�
11月�
�
２月�
２月�
３月�

「環境ニュース」72号(1月)・73号(６月)・74号(９月)発行�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に寄附�
「埼玉県公害関係法規集」を「埼玉県環境関係法規集」(第７版)

に改題発行�
ISO9002認証取得�
「環境ニュース」75号(１月)・76号(６月)・77号(９月)発行�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に寄附�
埼玉県環境関係法規集の別冊「追補」を発行�
「環境ニュース」78号(１月)・79号(６月)・80号(９月)発行�
中期計画を策定(最終年次：平成16年度)�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に寄附�
「埼玉県環境関係法規集」(第８版)を発行�
「環境ニュース」81号(１月)・82号(６月)・83号(９月)発行�
ISO14001認証取得�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に寄附�
ホームページ開設�
「埼玉県環境関係法規集」(第９版)を発行�
�
「環境ニュース」84号(１月)・85号(協会創立30周年記念号：６
月)・86号(９月)発行�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に寄附�
環境省ダイオキシン類環境測定調査受注資格審査に合格�
創立30周年記念「協会30年の歩み」発行�
低公害車(ハイブリットカー)を購入�
｢改定中期計画｣を策定(最終目標年度：平成16年度)�
西部支所(坂戸市)の開設�
ＭＬＡＰ認定取得(認定番号：N－0024－1)�
「埼玉県環境関係法規集」(平成14年版)を発行�
特定計量証明事業者として登録(埼玉県知事)を受ける�
「環境問題の現況と将来を展望するセミナー」開催(第１回)�
「環境ニュース」87号(１月)・88号(７月)・89号(10月)発行�
ISO9001：2000に登録改訂�
土壌汚染対策法の指定調査機関として環境大臣の指定を受ける�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に寄附�
埼玉新聞社会福祉事業団に寄附�
埼玉県文化振興基金に寄附(初回)�
「埼玉県環境関係法規集」(平成15年版)を発行�
エコオフィス計画(地球温暖化防止対策)の実施�
５年間で５％削減を目標(CO2換算)�
「環境問題の現況と将来を展望するセミナー」開催(第２回)�
「環境ニュース」90号(１月)・91号(４月)・92号(７月)・93号
(10月)発行�
中長期財務計画を策定(～平成24年度)�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に寄附�
埼玉県文化振興基金に寄附�
(財)さいたま市公園緑地協会｢緑の基金｣に寄附(初回)�
NPO法人「環境サポート埼玉」設立に協力�
平成16年度「体験的環境学習」(松伏町)に協力(年４回)�
「埼玉県環境関係法規集」(平成16年版)を発行�
環境省ダイオキシン類環境測定調査受注資格審査に合格�
ISO／IEC17025認証取得�
埼玉県道路里親制度(彩の国ロードサポート)に基づく�
「道路の清掃美化活動」開始�
「環境問題の現況と将来を展望するセミナー」開催(第３回)�
協会オリジナル環境手帳の発行�
「環境ニュース」94号(１月)・95号(４月)・96号(７月)・97号
(10月)発行�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に寄附�
(財)さいたま市公園緑地協会｢緑の基金｣に寄附�
埼玉県特定非営利活動促進基金(NPO基金)に寄附�
「埼玉県環境関係法規集」(平成17年版)を発行�
特定計量証明事業者認定の更新�
学・民ジョイントプロジェクトによる吉川市立栄小学校環境学
習を行う(～12月計８回)�
「環境問題の現況と将来を展望するセミナー」開催(第４回)�
協会オリジナル環境手帳の発行�
NPO法人環境サポート埼玉に寄附�
中期経営計画(2005～2012)を策定�
「環境ニュース」98号(１月)・99号(３月)発行�
(財)さいたま市公園緑地協会｢緑の基金｣に寄附�
埼玉県特定非営利活動促進基金(NPO基金)に寄附�
埼玉県「さいたま緑のトラスト基金」に寄附�
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