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＜特 集＞第42回環境保全・公害防止研究発表会 

 

第42回環境保全・公害防止研究発表会の概要 
 
 

 

公益財団法人東京都環境公社 

東京都環境科学研究所  

 

平成 27 年 12 月 1 日（火），2 日（水）の両日に環境

省，全国環境研協議会および東京都の共催による第 42

回環境保全・公害防止研究発表会が東京都の文京シビッ

クセンターで開催されました。 

研究発表に関しては全国環境研協議会の会員から 53

題の演題応募があり，大気（18 題），水質（13 題），化

学物質（13 題），生物（4 題），廃棄物・土壌（5 題）の

セッションが 2 会場に分かれて研究発表が行われまし

た。 

 1 日目は主催者のあいさつ，続いて特別講演および研

究発表が行われ，2 日目は引き続き研究発表が行われま

した。2 日間で会員および行政機関等から延べ 285 名の

参加があり，盛況のうちに終了しました。 

 

1．はじめに 

本日は，お忙しい中，第 42 回全国環境研協議会環境

保全・公害防止研究発表会にご参加いただき，ありがと

うございます。 

本年の研究発表会を担当いたします東京都環境科学研

究所所長の中村でございます。研究発表会の開会にあた

り，一言ごあいさつを申し上げます。 

本日は環境省総合環境政策室環境研究技術室の太田

室長を始め環境省の方々，全国の環境関連研究機関の方

々，都の研究・行政機関の方々，さらに都内の区市町村

の環境行政を担当する方々にもご参加いただいており，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございます。 

また，この後，国立環境研究所の牧先生にも特別講演

をしていただくことにしております。よろしくお願い申

し上げます。 

この研究発表会は，全国の環境関連研究機関が実施し

ている調査研究について，相互に情報交換を行い，今後

の調査研究に活かしていくため，毎年行われております。 

今回の発表演題数は 53 件に上りますが，本日と明日

の研究発表会を通じまして，お互いの情報交換が進み，

今後の調査研究の一層の進展と各自治体間の連携につ

ながっていくことを期待しております。 

2 日間の長丁場でございますが，よろしくお願い 

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15ptあき 

（ 東京都環境公社東京都環境科学研究所長 中村 豊氏）

A会場風景 B会場風景 
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2．主催者あいさつ 

○環境省のあいさつ 

ただいまご紹介いただきました環境省総合環境政策局

総務課環境研究技術室長の太田でございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の研究発表会が，ここ東京で開催されることを大

変嬉しく思っています。また，ご多忙の中，全国各地か 

ら大勢の方々にお集まりいただき，誠にありがとうござ 

 

 

います。 

本研究発表会は，環境庁が発足して間もない昭和49年か

ら毎年開催されており，まさに日本の環境研究，環境政策

の創生から発展の流れに併走してきたものではないかと

思っております。この歴史もひとえに，本日，お集まり

の皆様，関係者の皆様の長年のご尽力の賜物と考えてお

ります。重ねてお礼申し上げます。 

本日は，東京湾，三陸沿岸海域における底質・水質の

環境モニタリング，底室改善に関する活動・解明に取り

組んでおられます国立環境研究所の牧秀明様より，海域

の調査研究の在り方についてご紹介いただきます。 

環境問題に取り組む上では，環境の監視を行い，様々

な環境影響因子の影響評価などの実態をきちんと把握し

ておくことが，プロセスの解明，また予防，対策を行う

上での基本となります。環境計測はそのための重要な手

段であり，今後ともさらなる高度化，体系化を目指して

取り組んでいく必要があります。現在，特にPM2.5問題の

ように国際的な汚染が考えられる問題につきまして，そ

の原因物質を特定し，プロセスの解明につなげるために

平成 27 年 

12 月 1 日（火） 

文京シビックセンター（小ホール） 

○開会（13：30～13：45） 

開会あいさつ   （公財）東京都環境公社東京都環境科学研究所長 中村  豊 

主催者あいさつ  環境省総合環境政策局環境研究技術室長     太田志津子 

         全国環境研協議会会長             大河内基夫 

         東京都環境局環境政策担当部長         篠原 敏幸 

○特別講演（13：50～14：50） 

 演題：環境部局による海域の調査研究の在り方について 

 講師：牧 秀明（国立研究開発法人国立環境研究所地域環境研究センター 海洋環境研究室） 

座長：大河内基夫（全国環境研協議会会長） 
（（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所 理事長） 

○研究発表 

A 会場（小ホール） B 会場（会議室 1，2） 

○大気Ⅰ       （15：00～16：25） 

○大気Ⅱ       （16：35～17：43） 

○水質Ⅰ       （15：00～16：25） 

○化学物質Ⅰ     （16：35～17：43） 

平成 27 年 

12 月 2 日（水） 

○研究発表 

○大気Ⅲ       （ 9：15～10：40） 

○大気Ⅳ       （10：50～11：58） 

昼食休憩 

○水質Ⅱ       （13：00～14：08） 

○水質Ⅲ       （14：18～15：26） 

○化学物質Ⅱ     （ 9：15～10：40） 

○生物                （10：50～11：58） 

昼食休憩 

○化学物質Ⅲ     （13：00～14：08） 

○廃棄物・土壌        （14：18～15：43） 

○閉会 A 会場 

 閉会あいさつ      環境省総合環境政策局環境研究技術室長     太田志津子 

 次期開催県あいさつ   山形県環境科学研究センター所長        澤根 敏弘 

 開催県閉会あいさつ   （公財）東京都環境公社東京都環境科学研究所長 中村  豊 

第42回環境保全・公害防止研究発表会日程表 

（環境省総合環境政策局環境研究技術室長 太田 志津子氏）
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は，高度な環境計測を広範囲に実施していくことが重要

であります。PM2.5につきましては，世の中の関心も高く，

地方研究機関等の役割としても，この問題への対応が社

会から期待されているところではないかと思っておりま

す。 

今回の研究発表会では，そうした観点から，これまで

皆様が取り組んでこられました研究や，最近の新しい

PM2.5問題に対応した研究等，様々な発表がいただけるも

のと承知しております。 

お互いに情報交換させていただきまして，それぞれに

有益な知見が得られたらと思っております。 

さて，環境省では，皆様の研究を支援させていただく

ツールとして，いわゆる公募型の研究資金，環境研究総

合推進費を運営しています。 

特に近年は，国の厳しい財政状況にかんがみ，研究の

成果が厳しく問われるようになってきており，環境省と

しては，特に行政ニーズに密接した研究課題を優先的に

採択しております。廃棄物，大気・水質，自然保護とい

った地環研の皆様が日々取り組まれておられる研究課題

は，行政ニーズに即応するものであり，推進費事業の中

でも重みを増してきていると考え，平成28年度新規公募

にあたりましては，地方自治体から提案のありました行

政ニーズ2件を提示し，新規公募を実施させていただきま

した。 

また，地環研が得意とされるような地域連携・中小企

業関係の研究課題については，採択審査の時に加点をす

るようにしておりますので，是非，皆様，引き続き積極

的に推進費へのご応募をいただきますようお願いいたし

ます。 

環境省としては，こうした下支えをさせていただきなが

ら，地域における環境行政を支える科学的・技術的な中

核組織であります地方環境研究所を引き続き支援してま

いりたいと考えております。 

最後になりますが，本研究発表会の開催にあたりご尽

力をいただきました東京都および全環研協議会の関係者

の皆様にお礼を申し上げたいと思います。本日までのご

丁寧な事前の開催準備を始め，このような立派な会場も

準備していただきました。東京都のご尽力を大変ありが

たく感じております。皆様におかれましては，ぜひとも

情報交換，意見交換，親睦を深めていただければ幸いで

す。 

この2日間が皆様にとって実り多いものとなることを

祈念いたしまして，私のあいさつとさせていただきます。 

 

○全国環境研協議会のあいさつ 

今年度の全国環境研協議会の会長を務めております地

方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所の大河

内でございます。第42回環境保全・公害防止研究発表会

の開会にあたり，主催者として，一言，ごあいさつを申

し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は，全国から多数の方々にご参加をいただきまし

て，誠にありがとうございます。また，開催にあたりま

してご尽力いただきました，環境省，国立環境研究所，

東京都，東京都環境公社の皆様に厚くお礼を申し上げま

す。 

さて，地方自治体の財政状況の悪化から，3K，すなわ

ち，交通費，研修費，公設試の予算削減が続いています。

環境関連の地方試験研究機関も例外ではなく，人員の削

減と分析機器の陳腐化の二重苦を背負いながら，地域の

環境を把握し，住民の健康被害を未然に防止するために

必要なギリギリの試験研究レベルを，アセ（汗）とナミ

ダ（涙）とマコト（誠）で維持している状況かと思いま

す。 

こうした環境関連の公設試を取り巻く厳しい状況の

中で，国環研との共同研究や公設試同士の連携は，大変，

重要な意味を持っております。 

日本では，環境政策が国政選挙の争点になることは稀

です。しかし，アメリカでは，今回の大統領選挙で，ヒ

ラリー・クリントンの陣営が，環境政策，特に地球温暖

化への対策を掲げています。クリントン氏は，気候変動

とエネルギーのメッセージビデオで， 

（https://www.hillaryclinton.com/issues/climate/） 

“ Future generations will look back and wonder 

‘what were we thinking? How could be possibly be so 

irresponsible? I’m just a grandmother with two eyes 

and a brain. And I know what is happening in the world 

is going to have a big effect on my daughter and 

especially on my granddaughter. It’s hard to 

believe there are people running for president who 

refuse to accept the settled science of climate 

change — who would rather remind us they’re not 

（会長  大河内 基夫氏）
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scientists than listen to those who are. You don’t 

have to be a scientist to take on this urgent 

challenge that threatens us all. You just have to be 

willing to act.”と言っています。 

この 2 日間の研究発表を通じて，国環研と公設試の連

携，公設試間の横連携が更に強まり，地域で住民，行政

への科学的な根拠を基にした環境問題への理解の広が

りと深まりに貢献できることを祈念し，また，We have to 

be willing to act をお願いしまして，ごあいさつとさ

せていただきます。 

 

○東京都のあいさつ 

東京都環境局の篠原でございます。第 42 回環境保全

・公害防止研究発表会の開催にあたりまして，一言ごあ

いさつを申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は，環境省環境研究技術室の太田室長様をはじめ，

全国各地から，たくさんの研究者の方々にお集まりいた

だきました。心より歓迎申し上げます。 

また，国立環境研究所の牧先生には，この後，御講演

いただくこととなっております。お引き受けくださいま

したことに感謝申し上げます。 

近年の環境問題を考えますと，大気汚染や水質汚濁な

どが改善の方向にあるものの，気候変動やエネルギー，

マイクロビーズ等に代表される海洋ごみの問題など課

題が山積しています。 

 それぞれの問題について，まだまだ知見を集めること

や，技術開発を進めていく事が必要です。例えば PM2.5

は，今回の発表でも多く扱っていただいていますが 2 次

生成メカニズムの解明には至っていません。今後，さら

に効果的な施策を進めていくためにも，こうした研究が

必要になっています。 

 水質にしてもエネルギーにしても，環境政策はテクニ

カルな要素が大きく，皆様研究者の方々のバックアップ

なくしては成り立ちません。そうした意味で今後も皆様

の研究には，環境政策に携わる者すべてが大きな期待を

かけていると言っても過言ではありません。 

今後とも，環境の改善を一層進め，また，環境の負荷

の少ない都市や地域をつくっていくためには，先進的な

調査研究が重要でございます。皆様方の今後の研究活動

に大いに期待しております。 

 最後になりましたが，協議会の益々の御発展と，本日

お集まりいただきました皆様の御健勝，御活躍を祈念い

たしまして開会のあいさつとさせていただきます。本日

はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

3．特別講演 

 国立研究開発法人国立環境研究所地域環境研究セン

ター海洋環境研究室の牧 秀明氏により「環境部局によ

る海域の調査研究の在り方について」として，特別講演

が行われました。概要は特集として後に掲載しておりま

す。 

 

4．研究発表 

 2 日間にわたり，A 会場・B 会場の 2 会場で 53 の演題

について，以下のとおり研究発表が行われました。以下

にその概要を示します。 

 

(1)第 1 日目 

(文京シビックセンター A 会場) 

○大気Ⅰ〔15:00～16:25〕 

  座長：長谷川就一（埼玉県環境科学国際センター） 

1A1-1 アスベスト除去工事における大気中へのアスベ

スト飛散監視調査 

    藤原 亘ほか（(公財)ひょうご環境創造協会兵

庫県環境研究センター） 

1A1-2 新潟県内の家庭由来二酸化炭素の排出削減可能

量のアンケートにもとづく検討 

    岩城 文太ほか（新潟県保健環境科学研究所） 

1A1-3 平成 27 年度北陸新幹線鉄道騒音の環境基準達

成状況について 

    鹿野 正明ほか（長野県環境保全研究所） 

1A1-4 神奈川県平野部及び山間地における酸性雨のイ

オン成分の変遷 

    十河 孝夫ほか（神奈川県環境科学センター） 

1A1-5 東京都区部における真夏日の熱赤外放射量の空

間分布及び変化とヒートアイランド対策 

    常松 展充ほか（(公財)東京都環境公社東京都

環境科学研究所） 

○大気Ⅱ〔16:35～17:43〕 

1A2-1 茨城県における有害大気汚染物質の状況につい

て 

    櫻井 智子ほか（茨城県霞ヶ浦環境科学センタ

（東京都環境局環境政策担当部長 篠原 敏幸氏） 
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ー） 

1A2-2 微小粒子状物質(PM2.5)と有害大気汚染物質と

の関連性について 

    神田 康弘ほか（広島市衛生研究所） 

1A2-3 固定発生源周辺における大気中の 1,2－ジクロ

ロエタンの指針値超過事例について 

    松田 貴志ほか（大分県衛生環境研究センター） 

1A2-4 山口県のダイオキシン類発生源周辺における大

気環境調査について 

    上杉 浩一ほか（山口県環境保健センター） 

(文京シビックセンター B 会場) 

○水質Ⅰ〔15:00～16:25〕 

  座長：宮崎 一（(公財)ひょうご環境創造協会兵庫

県環境研究センター） 

1B1-1 琵琶湖における里湖作りと沿岸帯の機能評価 

    一瀬 諭ほか（滋賀県琵琶湖環境科学研究セン

ター） 

1B1-2 生物応答を用いた排水管理手法（WET 手法）に

よる生態影響試験の検討について 

    池田 将平ほか（滋賀県琵琶湖環境科学研究セ

ンター） 

1B1-3 魚類の胚・仔魚期の短期慢性毒性試験およびオ

プションとしての簡易EROD活性測定法による河

川水調査 

    川原 志郎ほか（川崎市環境総合研究所） 

1B1-4 強酸性玉川温泉下流域の酸性成分の挙動とその

実証的対策 

    成田 修司ほか（秋田県健康環境センター） 

1B1-5 有機物指標と無機イオン成分を用いた最終処分

場関連水の水質評価手法の検討 

    平川 周作ほか（福岡県保健環境研究所） 

○化学物質Ⅰ〔16:35～17:43〕 

  座長：荒堀 康史（奈良県景観・環境総合センター） 

1B2-1 LC-MS/MSによる水環境試料中のテトラサイクリ

ン系抗生物質の定量 

    内藤 宏孝（愛知県環境調査センター） 

1B2-2 PUF 小片を用いた水試料中ダイオキシン類の抽

出について 

    野尻 喜好ほか（埼玉県環境科学国際センター） 

1B2-3 リテンションギャップ法を用いた LC/MS による

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸(LAS)の分析 

    清水 明ほか（千葉県環境研究センター） 

1B2-4 高速液体クロマトグラフを用いた環境水中 LAS

分析法の検討について 

    高坂 真一郎（群馬県衛生環境研究所） 

(2)第 2 日目 

(文京シビックセンター A 会場) 

○大気Ⅲ〔9:15～10:40〕 

  座長：熊谷 貴美代（群馬県衛生環境研究所） 

2A1-1 PM2.5 の特異的高濃度事例の発生源解析 

    山神 真紀子ほか（名古屋市環境科学調査セン

ター） 

2A1-2 福井県における PM2.5 成分組成の地域特性につ

いて 

    岡 恭子ほか（福井県衛生環境研究センター） 

2A1-3 北海道における PM2.5 高濃度事例解析と観測上

の問題点 

    秋山 雅行ほか（（地独）北海道立総合研究機

構環境･地質研究本部 環境科学研究センター） 

2A1-4 PM2.5 の成分分析と粒子ごとの化学組成分析に

よる発生源特定の試み 

    福山 由依子ほか（（地独）大阪府立環境農林

水産総合研究所） 

2A1-5 埼玉県における PM2.5 成分の季節・年度・地域

変動とその要因 

    長谷川 就一ほか（埼玉県環境科学国際センタ

ー） 

○大気Ⅳ〔10:50～11:58〕 

  座長：山神 真紀子（名古屋市環境科学調査センタ

ー） 

2A2-1 奈良県における PM2.5 成分レボグルコサン類の

測定法検討とモニタリングの結果について 

    浅野 勝佳ほか（奈良県景観・環境総合センタ

ー） 

2A2-2 PM2.5 中の有機マーカー成分の測定について 

    熊谷貴美代ほか（群馬県衛生環境研究所） 

2A2-3 塩化水素発生施設周辺における最大着地濃度の

推定 

    池貝 隆宏（神奈川県環境科学センター） 

2A2-4 2013年度奈良県における化学輸送モデルによる

PM2.5 濃度解析 

    菊谷 有希ほか（奈良県景観・環境総合センタ

ー） 

○水質Ⅱ〔13:00～14:08〕 

  座長：田中 仁志（埼玉県環境科学国際センター） 

2A3-1 藻類シードバンクからみた琵琶湖の沿岸帯機能 

    古田 世子ほか（滋賀県琵琶湖環境科学研究セ

ンター） 

2A3-2 尼崎港人工干潟における潮位変動と栄養塩類濃

度の関係 

宮崎 一ほか（(公財)ひょうご環境創造協会兵

庫県環境研究センター） 

2A3-3 大阪湾における貧酸素水塊の発生に関する研究

－海水中における DO 消費率の測定の試み 
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    小野 純子ほか（（地独）大阪府立環境農林水

産総合研究所） 

2A3-4 霞ヶ浦の水質変動について 

    中川 圭太ほか（茨城県霞ヶ浦環境科学センタ

ー） 

○水質Ⅲ〔14:18～15:26〕 

  座長：一瀬 諭（滋賀県琵琶湖環境科学研究センタ

ー） 

2A4-1 多摩川河口部の浅場・干潟調査 

    橋本 旬也（(公財)東京都環境公社東京都環境

科学研究所） 

2A4-2 大阪湾、播磨灘海水及び流入河川水における有

機物濃度の変動 

    古賀 佑太郎ほか（(公財)ひょうご環境創造協

会兵庫県環境研究センター） 

2A4-3 魚類へい死事案調査結果（弘前市だんぶり池） 

    前田 寿哉ほか（青森県環境保健センター） 

2A4-4 埼玉県および姉妹友好省中国山西省との水環境

保全モデル事業 

    田中 仁志ほか（埼玉県環境科学国際センター） 

(文京シビックセンター B 会場) 

○化学物質Ⅱ〔9:15～10:40〕 

  座長：高澤 嘉一（国立環境研究所） 

2B1-1 環境水中のノニルフェノール測定における試料

前処理方法の簡略化 

    市川 智宏ほか（愛知県環境調査センター） 

2B1-2 川崎市におけるリスク評価手法について 

藤田 一樹ほか（川崎市環境総合研究所） 

2B1-3  新潟県内における地下水汚染事案につい    

て 

    松谷 亮ほか（新潟県保健環境科学研究所） 

2B1-4 福岡市の公共用水域における LAS 測定結果につ

いて 

    山下 紗矢香ほか（福岡市保健環境研究所） 

2B1-5 東京都内水環境中のヘキサブロモシクロドデカ

ンの実態及び排出源調査 

    西野 貴裕（(公財)東京都環境公社東京都環境

科学研究所） 

○生物〔10:50～11:58〕 

  座長：和波 一夫（(公財)東京都環境公社東京都環

境科学研究所） 

2B2-1 陶磁器くずなどの再生砂を用いた大村湾（長崎

県）におけるアサリ生息場造成の可能性につい

て 

    粕谷 智之（長崎県環境保健研究センター） 

2B2-2 里海づくりによる生物多様性の向上および絶滅

危惧種保護の可能性について 

    惠本 佑（山口県環境保健センター） 

2B2-3 河川のモニタリング調査における底生動物調査

結果の概要－かながわ水源環境保全・再生施策によ

る河川環境の変化の把握－ 

    飯田 信行（神奈川県環境科学センター） 

2B2-4 近年の山中湖（平野ワンド）における水生植物

の変遷 

    長谷川 裕弥ほか（山梨県衛生環境研究所） 

○化学物質Ⅲ〔13:00～14:08〕 

  座長：西野 貴裕（(公財)東京都環境公社東京都環

境科学研究所） 

2B3-1 川崎市における大気粉じん中の多環芳香族炭化

水素の環境調査結果 

    福永 顕規ほか（川崎市環境総合研究所） 

2B3-2 新潟県妙高市における1,3-ブタジエンの発生源

解析 

    高橋 雅昭ほか（新潟県保健環境科学研究所） 

2B3-3 奈良県内河川の HBCD 濃度実態調査 

    荒堀 康史（奈良県景観・環境総合センター） 

2B3-4 Ⅱ型共同研究「国内における化審法関連物質の

排出源及び動態の解明」の成果報告：水環境中

の HBCD 及び紫外線吸収剤について 

    高澤 嘉一ほか（国立環境研究所） 

○廃棄物・土壌〔14:18～15:43〕 

  座長：小泉 裕靖（(公財)東京都環境公社東京都環

境科学研究所） 

2B4-1 石膏を利用した下水汚泥焼却灰のアルカリ抽出

液からのリン資源回収 

    有田 雅一ほか（鳥取県衛生環境研究所） 

2B4-2 塩化揮発による焼却灰からの希少金属の分離 

    門木 秀幸ほか（鳥取県衛生環境研究所） 

2B4-3 熊本市周辺畑地における土壌溶出試験 

    永田 武史ほか（熊本県保健環境科学研究所） 

2B4-4 焼却灰含有金属の形態分析 

    辰市 祐久ほか（(公財)東京都環境公社東京都

環境科学研究所） 

2B4-5 道路消雪用設備の適正な稼働に向けた調査 

    溝口 俊明ほか（富山県環境科学センター） 

 

5．閉  会 

 閉会にあたり，環境省および東京都から閉会のあいさ

つが，また次期開催県としてのあいさつが山形県からあ

りました。 

 

○環境省の閉会のあいさつ 

第42回環境保全・公害防止研究発表会の閉会にあたり

まして，一言ごあいさつ申し上げます。2日間に渡りまし
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て，数多くのご発表，ご議論をいただきまして，皆様，

大変お疲れ様でした。 

 また，国環研からも特別講演をいただき，どうもあり

がとうございました。各分野に渡る調査・研究の成果発

表と，議論が行われたことと思います。これもひとえに，

発表者の皆様のご努力，そして各座長の的確なご運営の

賜物と思います。 

 改めまして，環境研究の最前線，あるいは行政と環境

研究の接点で活躍されております皆様の日々のご努力に

対し，敬意を表したいと思います。 

昨日より多くの方々から，財政的にも人員的にも厳し

い中でご苦労されて工夫して研究を進めておられるとい

う話を伺って，しみじみと感じ入ったしだいでございま

す。 

環境省が，皆様をなかなか力強くサポートできていな

いという反省もございますが，引き続き推進費などのツ

ールを使いまして，御支援させていただきたいと思って

おります。 

東京都および全環研協議会の皆様におかれましては，

準備作業や当日の運営にご苦労もあったかとは思います

が，非常につつがなく，的確な運営をしていただきまし

た。厚く御礼申し上げたいと思います。 

本研究発表会は，地環研にとって大変貴重な機会であ

るとの声，評価を多くいただきました。年に一回，全国

から地環研の研究者が一堂に会するという貴重な機会，

これを引き続き継続し，一層充実させてまいりたいと考

えるしだいでございます。 

全環研協議会関係者の皆様には，引き続きお力添えを

いただきますよう，お願い申し上げます。以上，私から

の閉会のあいさつとさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 

○次期開催県のあいさつ 

山形県環境科学研究センターの澤根と申します。 

皆様，2 日間の研究発表会大変お疲れ様でした。それ

ぞれのセッションを拝見しましたところ，皆様とても熱

心に討論をされておりまして，今後の研究の発展につな

がる貴重な機会になったという風に感じたところです。  

このように盛大な研究発表会とおもてなしを感じた

情報交換会を，企画・運営されました東京都環境科学研

究所の中村所長また職員の皆様方におかれましても大

変お疲れ様でした。開催までの御苦労，細やかな配慮に

つきまして，心よりお礼を申し上げます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて，次回の開催が山形市におきまして 11 月中旬頃

を今のところ予定いたしております。この研究発表会，

長い歴史がございます。大変有意義な発表会となります

ように開催県といたしまして可能な限り考えておりま

す。 

山形県の紹介をさせていただきますけれども，山形県

は全市町村で，温泉が噴き出す王国であります。また，

さくらんぼをはじめ四季折々果樹が実る果樹王国でも

ございます。数多くの地酒がございます。それぞれに自

慢の味を楽しんでいただけるのではないかという風に

も考えて，最後に沢山の皆様方の参加があることと，沢

山の発表がまた新たにありますことを是非お願いを申

し上げまして，次期開催県のあいさつとさせていただき

ます。 

皆様のご来県，心よりお待ち申しあげております。 

 

○開催県閉会のあいさつ 

東京都環境科学研究所所長の中村でございます。 

昨日，本日と 2 日間にわたり開催されました研究発表

会も無事終了となりました。 

発表された方々，また聴講された方々，大変お疲れさ

までした。 

研究発表会では，多くの研究発表があり，また活発な

意見交換が行われました。今後の皆様の調査研究あるい

は環境行政の推進に，ぜひお役立ていただければと存じ

ます。 

最後に，来年の山形県での研究発表会が盛況に開催さ

れることを祈念いたしまして閉会のあいさつとさせて

いただきます。 

皆さん，大変お疲れ様でございました。ありがとうご

ざいました。 

 

（山形県環境科学研究センター所長 澤根 敏弘氏）


