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2019年（一社）室内環境学会定時総会議事次第	
 

司会：橋本一浩 事務局長 

議長選出：  

１．	 理事長挨拶	 （関根嘉香 理事長） 

２．	 議	 事 

 第１号議案 第7期（2019年度）会計決算（萬羽郁子 会計） 

  監査報告	 （野口美由貴 監事） 

  2019年度事業報告	 （関根嘉香 理事長） 

 （報	 告） 2020年度事業計画（同上） 

 （報	 告） 2020年度予算	 （同上） 

 第２号議案 新評議員信任	 （橋本一浩 事務局長） 

３．	 表彰式 

 平成30年室内環境学会学術大会長奨励賞（鍵直樹 H30年大会長） 

 平成30年室内環境学会学術大会長技術賞（鍵直樹 H30年大会長） 

 2019年度室内環境学会永年賞	 （関根嘉香 理事長） 

 2019年度室内環境学会査読者賞	 （同上） 

 2019年度室内環境学会賞・論文賞	 （同上） 

４．	 2019年度室内環境学会賞・論文賞	 受賞講演 

・「分配動態モデルを用いたハウスダスト中のSVOC濃度の推算」 

	 	 	 青木幸生、小島直也、東海明宏 

・「パッシブサンプリングによる室内空気中の2-エチル-1-ヘキサノール, テキサノールおよびTXIBの 

測定方法」 

	 	 	 石坂閣啓、川嶋文人、森彩乃、濵田典明 

５．	 次年学術大会のご案内（野﨑淳夫 2020年大会長） 

 閉	 会  
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第１号議案             第7期（2019年度）会計報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：円）

科目 当年度 前年度 増減

Ⅰ．資産の部

　１．流動資産

　　　　	現金 0 0 0

　　　　	普通預金 8,626,897 6,847,511 △	1,779,386

　　　　	未収会費 0 0 △	0

　　　　	未収金 0 0 0

　　　　	前払い費用 0 0 0

　　　　	棚卸資産 0 0 0

　　　流動資産合計 8,626,897 6,847,511 △	1,779,386

　２．固定資産

　　　			什器備品 0 0 0

　　　			ソフト料 0 0 0

									その他固定資産 0 0 0

　　　固定資産合計 0 0 0

　　　資産合計 8,626,897 6,847,511 △	1,779,386

Ⅱ．負債の部

　１．流動負債

　　　　	未払金 0 0 0

　　　　	未払法人税等 70,000 70,000 0

　　　　	前受金 0 0 0

　　　　	前受会費 0 0 0

　　　　　未収会費 0 0 0

　　　流動負債合計 70,000 70,000 0

　２．固定負債 0 0 0

　　　負債合計 70,000 70,000 0

Ⅲ．正味財産の部

　１．一般正味財産 8,556,897 6,777,511 △	1,779,386

　　　正味財産合計 8,556,897 6,777,511 △	1,779,386

　　　負債及び正味財産合計 8,626,897 6,847,511 △	1,779,386

貸借対照表
2019年9月30日現在
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一般社団法人室内環境学会

(単位：円)
科　　　　目 当年度 前年度 増減

Ⅰ．一般正味財産増減の部 　
　1.　経常増減の部
　（1）経常収入
　　受取会費
　　　正会員会費 1,825,000 1,696,000 129,000
　　　法人会員会費 1,410,000 1,410,000 0
　　　学生会員会費 37,000 55,000 -18,000
　　　シニア会員会費 19,000 21,000 -2,000
　　　受取会費計 3,291,000 3,182,000 109,000
　	事業収入
　　　講演会・セミナー収入 332,000 249,000 83,000
　　　学術大会準備金返却金 500,000 500,000 0
　　　学術大会収入 3,326,008 3,335,000 -8,992
　　　学会誌等・HP広告収入 320,000 265,000 55,000
　　　学会誌販売収入 69,684 46,240 23,444
　　		印税収入 203,558 12,844 190,714
						寄付金 1,000,000 0 1000000
　　　事業収入計 5,751,250 4,408,084 1,343,166
　雑収入
　　　受取利息 42 42 0
　　		雑収益 0 0 0
　　経常収入計 9,042,292 7,590,126 1,452,166
　（2）経常費用
　　事業費
　　　　　学会誌等発行費 2,943,205 2,092,038 851,167
　　　　　講演会事業活動費 162,243 288,070 -125,827
　　　　　学術大会事業費 1,533,796 3,335,000 -1,801,204
　　　　　学術大会準備金 800,000 500,000 300,000
　　　　　調査研究助成金 0 0 0
　　　　　学術委員会活動費 150,086 198,670 -48,584
　　　　　出版委員会活動費 27,650 5,336 22,314
　　　　　事業委員会活動費 50,000 50,000 0
　　　　　社会連携委員会活動費 0 0 0
　　　　　広報委員会活動費 0 10,216 -10,216
　　　　　標準法認定管理委員会活動費 0 0 0
　　　　　九州支部活動費 50,000 50,000 0
　　　　　関西支部活動費 49,834 50,000 -166
　　　　　東北支部活動費 50,000 50,000 0
　　　事業費計 5,816,814 6,629,330 -812,516
　	管理費
											会議費 0 0 0
											旅費・交通費 18,800 75,300 -56,500
　　　　　通信運搬費 129,567 205,607 -76,040
　　　　　消耗品費 122,019 82,223 39,796
　　　　　事務業務委託費 1,002,949 997,008 5,941
　　　　　W EBサイト運営管理費 20,304 20,304 0
　　　　　租税公課 142,160 70,000 72,160
　　　　　振込手数料 10,270 11,463 -1,193
　　　　　雑費 23 4,714 -4,691
　　　管理費計 1,446,092 1,466,619 -20,527
　経常費用計 7,262,906 8,095,949 -833,043
　　　当期経常増減額 1,779,386 -505,823 2,285,209
　2.　経常外増減の部
　（1）経常外収益 0 0
　（2）経常外費用 0 0
　　　当期経常外増減額 0 0
　　　当期一般正味財産増減額 1,779,386 -505,823 2,285,209
　　　一般正味財産期首残高 6,777,511 7,283,334 -505,823
　　　一般正味財産期末残高 8,556,897 6,777,511 1,779,386
Ⅱ．指定正味財産増減の部 0 0
　　　当期指定正味財産増減額 0 0
　　　指定正味財産期首残高 0 0
　　　指定正味財産期末残高 0 0
Ⅲ．正味財産期末残高 8,556,897 6,777,511 1,779,386

正味財産増減計算書
2018年10月1日から2019年9月30日まで
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   一般社団法人室内環境学会

(単位：円)
科目 予算額 決算額 差異 適用

Ⅰ　事業活動損益の部
　1.　事業活動収入
　　受取会費
　　　正会員会費 1,900,000 1,825,000 -75,000 正会員年会費	

　　　法人会員会費 1,500,000 1,410,000 -90,000 法人会員年会費

　　　学生会員会費 80,000 37,000 -43,000 学生会員年会費

　　　シニア会員会費 30,000 19,000 -11,000 シニア会員年会費

　　　商標会員会費 50,000 0 -50,000
						前年度未収会費 0 0
　　会費収入計 3,560,000 3,291,000 -269,000
　	事業収入
　　　講演会・セミナー収入 200,000 332,000 132,000 講演会（大阪講演会、JASIS	2019）

						学術大会準備金返却金収入 500,000 500,000 0 平成30年学術大会準備金返却金

　　　学術大会収入 3,000,000 3,326,008 326,008 平成30年学術大会収入

　　　学会誌等・HP広告収入 400,000 320,000 -80,000 学会誌等広告、HPバナー広告

　　　学会誌等販売収入 80,000 69,684 -10,316
　　　印税収入 0 203,558 203,558 住まいの化学物質

　　　寄付金 300,000 1,000,000 700,000
　　　商標管理 50,000 0 -50,000
　　事業収入計 4,530,000 5,751,250 1,221,250
　雑収入
　　　受取利息 42 42
　　		雑収益 0 0
事業活動収入計 8,090,000 9,042,292 952,292
　2.　事業活動 	
　　事業費
　　　　学会誌等発行費 2,100,000 2,943,205 843,205 V ol.21（3）、22（1）、22（2）発行、発送、J-STA G Eアップ

　　　　講演会事業活動費 0 162,243 162,243 講演会謝金、交通費、予稿集印刷、会場レンタル費等

　　　　学術大会事業費 3,000,000 1,533,796 -1,466,204 平成30年学術大会支出

　　　　学術大会準備金 500,000 500,000 0 2019年学術大会準備金

　　　　調査研究助成金 300,000 0 -300,000
　　　　学術委員会活動費 350,000 150,086 -199,914 学生懇談会、微生物・化学物質・燃焼機器・環境過敏症分科会

　　　　出版委員会活動費 50,000 27,650 -22,350 通信費等

　　　　事業委員会活動費 50,000 50,000 0 交通費

　　　　社会連携委員会活動費 50,000 0 -50,000
　　　　広報委員会活動費 50,000 0 -50,000
　　　　標準法認定管理委員会活動費 50,000 0 -50,000
　　　　九州支部活動費 50,000 50,000 0 通信費、要旨集印刷費等

　　　　関西支部活動費 50,000 49,834 -166 交通費、会議室使用費等

　　　　東北支部活動費 50,000 50,000 0 交通費・謝金

　　　　W G活動費 0 0 0
　　　　国際シンポジウム費 200,000 300,000 100,000
　　事業費計 6,850,000 5,816,814 -1,033,186
　　管理費
　　　　会議費 0 0 0
　　　　交通費・宿泊費 50,000 18,800 -31,200 役員交通費、事務局宿泊・交通費

　　　　通信運搬費 0 129,567 129,567 通信、電話代、発送費

　　　　消耗品費 0 122,019 122,019 封筒、事務用品、ﾄﾛﾌｨー 等表彰費他

　　　　事務業務委託費 1,500,000 1,002,949 -497,051 事務局委託費

　　　　W EBサイト運営管理費 30,000 20,304 -9,696 ドメイン使用料、レンタルサーバー利用料

　　　　出版諸費用 50,000 0 -50,000
　　　　事務局移転諸費用 65,000 72,160 7,160 登記印紙等

　　　　租税公課 70,000 70,000 0 都民税均等割り

　　　　振込手数料 10,000 10,270 270
　　　　雑費 100,000 23 -99,977
　　管理費計 1,875,000 1,446,092 -428,908
事業活動計 8,725,000 7,262,906 -1,462,094
事業活動費利益（損失） -635,000 1,779,386 2,414,386

収支計算書
2018年10月1日から2019年9月30日まで
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2019年度事業報告（2018年10月1日～2019年9月30日） 
 
（１） 会員数の推移 
 2019年9月末現在 2018年9月30日 増減 

正会員 （名）  378 380 -2 
法人会員 （団体） 49 48 1 
学生会員 （名） 50 74 -24 
シニア会員 （名） 9 9 ±0 
合 計 （数） 495 518 -23 

 
（２） 総会・学術大会 

平成30年12月6、7日  東京工業大学 大岡山キャンパス （デジタル多目的ホール） 
 

（３） 学会誌発行 

Vol. 21 No.3 2018年 12月 

Vol. 22 No.1 2019年 4月 

Vol. 22 No.2 2019年 8月 

 
（４） ニューズレター発行 メール配信 

第**号 2018年10月 評議員募集告示号 
第**号 2018年10月 分科会設立申請受付のご案内号 
第**号 2018年11月 理事長候補選挙開票結果報告 
第88号 2018年11月 学術大会最終ご案内号 
第89号 2018年11月 
第90号 2018年12月 NHK「ガッテン！」花粉症アンケート 
第91号 2019年2月 
第92号 2019年3月 
第93号 2019年5月 
第94号 2019年7月 
第**号 2019年7月 特別号 (学生会員へのアンケート調査協力依頼) 
第95号 2019年8月 
第96号 2019年9月 学術大会特集号 
 

（５） 理事会 
第1回通常理事会 2018年11月16日 アイデック事務所内3階会議室 
第1回臨時理事会 2018年12月6日   東京工業大学大岡山キャンパス デジタル多目的ホール 
第2回臨時理事会 2019年 1月28日 アイデック事務所内3階会議室 
第3回臨時理事会 2019年 6月7日  大気環境総合センター6階会議室 
第2回通常理事会 2019年 9月24日  大気環境総合センター6階会議室 

 
（６）評議員会 

第１回評議員会   2018年12月5日   東京工業大学大岡山キャンパス W932教室 
 
（７） 室内環境学会主催 講演会・シンポジウム等 

2019年2月22日 「環境微生物の分析・評価方法の最新情報－リアルタイム測定からDNA解析まで－」 
 於；フーハ大阪セミナールーム 

2019年9月 6日 「「IoT社会の室内環境センシング－生体センシングからスマホの活用まで－」  
於；幕張メッセ国際会議場 

 
（８）特別寄付金 

匿名希望の会員より 100万円 
 
 (後援・協賛等） 

【協賛】 公社）自動車技術会主催シンポジウム「快適な車室内環境技術－車室内環境技術レビュー2018」（2018
年11月2日開催） 

【協賛】 大気環境学会近畿支部人体影響部会主催 「統計ソフトRを用いた大気汚染の健康影響評価」（2019年3

月19日開催） 

【後援】 ISOEN2019 「第18回臭覚とエレクトロニックノーズ国際シンポジウム」（2019年5月26～29日日開催） 

【協賛】 日本エアロゾル学会主催 「第36回エアロゾル科学・技術研究討論会」（2019年9月5～6日開催） 

【協賛】 （社）におい・かおり環境協会主催 研究発表会「第32回におい・かおり環境学会」（2019年8月27～28日
開催） 

【後援】 一社）日本分析機器工業会 一社）日本科学機器協会主催 「JASIS2019」（2019年9月4～6日開催）  
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（報告）    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2019/3/31

項目 金額（円） 内訳

学会事務局からの支度金 500,000

参加費 1,849,000

正会員5,000円×96人（事前）、正会員6,000円×98人（当日）、

非会員10,000円×11人（事前）、非会員11,000円×49人	（当

日）、

学生会員2,000円×48人（事前）、学生会員3,000円×8人（当

懇親会 478,000
5,000円×42人（事前）、6,000円×35人（当日）

3,000円×18人（事前学生）、4,000円×1人（当日学生）

講演要旨集販売 9,000 3000円×3部

機器展示・広告 640,000 80,000円×8団体

展示のみ 350,000 70,000円×5団体

利息 8 利息

合計 3,826,008

項目 金額（円） 内訳

会場費 218,317

懇親会経費 500,000 料理・飲み物4,000円　（125名分）

プログラム集印刷費 86,940 350部

その他印刷代 58,590 ネームカード350枚

ポスター作成・発送費 30,776 印刷、発送

講師謝金 70,000 30,000円×1人、20,000円×2人

旅費交通費 50,000 飛行機往復代×1名（4万円）、宿泊代×1名（1万円）

W EB投稿システム使用料 97,200 期間6か月

アルバイト料 229,000 1.5万円×2名、		2.3万円×8名、		3千円×3名、		6千円×1名

消耗品 27,908 文具類

弁当代、茶菓代 32,238 学生懇談会の弁当代、茶菓代

会議費 126,602 大会実行委員会打合せなど（交通費，宿泊費，会合費）

振込手数料 2,160

通信運搬費 4,065 郵便代、宅配便代

学会事務局への返金 500,000

学会会計へ繰り入れ 1,792,212

合計 3,826,008

平成30年室内環境学会学術大会　収支報告書

収入

支出



 

 9 

	
2019年度	 室内環境学会	 学術委員会	 活動報告	

（2018年10月～2019年9月末）	

委員長	
氏	 名	 所	 	 属	 役	 割	

篠原	直秀	 産業技術総合研究所	 総括	

委	 員	

1.	 川上	裕司	 エフシージー総合研究所	 微生物分科会	

2.	 池田	四郎	 株式会社ガステック	 化学物質分科会	

3.	 清水	一男	 静岡大学	 微粒子分科会	

4.	 野崎	淳夫	 東北文化学園大学大学院	 燃焼器具分科会	

5.	 中島	大介	 国立研究開発法人国立環境研究所	
災害時室内環境分科

会	

6.	 北條	祥子	 早稲田大学応用脳科学研究所	 環境過敏症分科会	

7.	 水越	厚史	 近畿大学医学部	
情報収集・発信・表

彰	

8.	 徳村	雅弘	 静岡県立大学	
情報収集・発信・表

彰	

9.	 	 	 	

10.	 	 	 	

活動概要	

 
１．各分科会の活動の統括 

６分科会（微生物分科会、化学物質分科会、微粒子分科会、燃焼器具分科会、災害

時室内環境分科会、環境過敏症分科会）の活動の統括および補佐を行った。 
 

 
２．学生懇談会 

平成30年12月の室内環境学会学術大会において、学生懇親会を開催した。学生
らが主体的に運営を行い、萬羽先生（東京学芸大）、高木先生（国立環境研）、

渡辺先生（国立医薬品食品衛生研）、對馬先生（早稲田大学）にご協力いただき、

『将来の仕事観』と題して、24名の参加者による活発な議論がなされた。 
 
３．2020年度 研究助成金の募集・審査 

2019年度に受けた特別寄付を原資とし、研究助成金の募集・審査を行い、助成
先を決定した。厳正な審査の結果、日本大学松村年郎上席客員研究員の『室内環

境及び呼気中のアルデヒド定量法の開発とそのアプリケーションについて』を採

択することとした。 
 
４．表彰制度 

学会としての表彰制度を検討した。 
 
 
 

	

開催会議記録	 適宜メールにて情報共有および議論を行った。	
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2019年度	 室内環境学会	 各分科会	 活動報告	
（2018年10月～2019年9月末）	

化学物質	

分科会	

世話人	

氏	 名	 所	 	 属	

池田	 四郎	 株式会社ガステック	

会議開催 

第1回会議 2019年6月16日 

柴田科学株式会社東京営業所 
 

燃焼器具 
分科会 

世話人 

氏	 名 所	 	 属 

野﨑	 淳夫	 東北文化学園大学大学院	

会議開催 

第1回会議 2019年6月20日 10：00～12：00 

暮らしの科学研究所 

第2回会議 2019年7月11日 10：00～12：00 

暮らしの科学研究所 

微生物 
分科会 

世話人 

氏	 名 所	 	 属 

川上	 裕司	 ㈱エフシージー総合研究所	

会議開催 

第1回会議 2019年3月28日 

東京家政大学	 板橋キャンパス	 4号館2階グループ学習室 

第2回会議 2019年8月22日 

新日本空調（株）開発技術研究所 

微粒子 
分科会 

世話人 

氏	 名 所	 	 属 

清水	 一男	 静岡大学	

会議開催 

第1回会議 2019年3月7日 10：00～12：00 

日本大学理工学部駿河台校舎 1号館171室 

第2回会議 2019年9月30日 10：00～12：00 

日本大学理工学部駿河台キャンパス タワースコラ6階Ｓ620会議室 

災害時 
室内環境 
分科会 

世話人 

氏	 名 所	 	 属 

中島	 大介	 国立環境研究所	

会議開催 適宜メールによる会議を行った 

環境過敏症 
分科会 

世話人 

氏	 名 所	 	 属 

北條 祥子	 早稲田大学応用脳科学研究所	

会議開催 

2018年12月6日、2019年6月23日、2019年9月16日にセミナー・シンポジウムを実

施し、その際に分科会メンバーが集まった。 

その他、適宜メールによる会議を行った。 

 

※各分科会の活動詳細は、2019学術大会要旨集を参照のこと。 
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2019年度	 室内環境学会	 出版委員会	 活動報告	

（2018年10月～2019年9月末）	

委員長 
氏	 名 所	 	 属 役	 割 

徳村 雅弘 静岡県立大学 総括 

副委員長 池田 四郎 株式会社ガステック 特集担当 

委	 員 

1. 伊藤 一秀 九州大学 査読担当 

2. 一條 佑介 東北文化学園大学 J-Stage担当 

3. 山本 政宏 TOTO株式会社 査読担当 

4. 丸尾 容子 東北工業大学 査読担当 

5. 森田   洋 北九州市立大学 査読担当 

6. 小沼 ルミ 東京都立産業技術研究センター 査読担当 

7. 萬羽 郁子 東京学芸大学 査読担当 

8. 高木 麻衣 国立環境研究所 査読担当 

9. 小栗 朋子 産業技術総合研究所 査読担当 

10. 古田嶋 智子 東京文化財研究所 査読担当 

11. 後藤 伴延 東北大学大学院 査読担当 

12. 池田 絢子 オルテプラスラボ 事務・経理 

活動概要 

 
①学会誌年3回発行 
第22巻第1号（2019年 4月1日発行） 発行済 
第22巻第2号（2019年 8月1日発行） 発行済 
第22巻第3号（2019年12月1日発行）発行準備中 
J-STAGEへの論文搭載も、第22巻第1号、2号については掲載済 

 
②編集会議の開催 
学会誌へ投稿された原稿に対する進行状況の確認、原稿依頼の調整などに加

え、規定改定などの議論を行った。 
 
③他委員会との連携 
事業委員会、学術委員会、広報委員会などとの連携を図った。 

 
④室内環境学会査読者賞の選考 
審査結果集計後、審議の上、査読者賞を選考し、選考過程及び選考結果を理事

長に報告した。 
 
⑤その他規定改定等の検討 
投稿規程の改定を行った。また、査読プロセスの効率化を図った。 

開催会議記録 

 
2018年10月7日	 第1回編集会議 
2018年12月6日	 第2回編集会議 
2019年4月14日	 第3回編集会議 
2019年5月16日	 第4回編集会議 
その他、メール会議を随時開催 
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2019年度	 室内環境学会	 標準法認定管理委員会	 活動報告	
（2018年10月～2019年9月末）	

委員長 
氏	 名 所	 	 属 役	 割 

鍵	 直樹	 東京工業大学	 総括	

委	 員 

1. 山口	 一	 大同大学	 	

2. 東	 賢一	 近畿大学	 	

3. 柳	 宇	 工学院大学	 	

4. 	 	 	

5. 	 	 	

6. 	 	 	

7. 	 	 	

8. 	 	 	

9. 	 	 	

10. 	 	 	

活動概要 

 
1. 室内環境学会標準法に関する審査・認定業務 
会員からの申請に基づき申請の受付，審査，認定を実施，認定した標準法を「室

内環境」誌にて開示する。 
昨年度相談があった1件について，引き続き審査ができるよう，必要な手続きに
ついて検討を行った。標準化を認定するためのWGの設置，科学的根拠を得るた
めに，室内環境への論文投稿について議論した。 
 
 
2. 室内環境学会標準法準拠の商標に関する業務 
会員からの申請に基づき申請の受付，審査，認定を実施，及び商標使用契約の締

結，商標ブランドの管理を行うが，今年度は申請なし。 
 
3. 新規申請の促進 
学会誌，HP等を通じて「標準法」に関する広報し，新規標準法の掘り起こしにつ
いて検討を行ったが，今後の検討項目とした。 
 
4.標準法認定管理委員会のあり方の検討 
標準化委員会及び商標管理委員会統合による効果の検証，今後の学会としての標

準法のあり方の検討，その他，学会の関連するニーズの発掘について検討を行い，

今後の課題とした。 
 

開催会議記録 

2018/10/3	 相談のあった標準法認定に関する事項の確認 
2018/12/6	 上述について，学術大会にて意見交換 
2019/6/4	 上述について，進捗状況の確認 
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2019年度	 室内環境学会	 事業委員会	 活動報告	
（2018年10月～2019年9月末）	

委員長 
氏	 名 所	 	 属 役	 割 

山口 一 大同大学 総括 

委	 員 

1. 篠原 直秀 産業技術総合研究所 講演会、新規関連 

2. 関根 嘉香 東海大学 講演会、出版関連 

3. 小沢 智 ダイキン工業 講演会、新規事業 

4. 斉藤 智 竹中工務店 講演会、新規事業 

5. 森本 正一 新菱冷熱工業 講演会、出版関連 

6. 山岸 弘 ライオン 講演会、新規事業 

7. 山口 陽二 環境リサーチ 講演会、新規事業 

8. 竹村 明久 摂南大学 講演会、新規事業 

9. 橋本 一浩 エフシージー総合研究所 幹事 

10. 	 	 	

活動概要 

１．	講演会 

・JASIS2019講演会（2019.9.6開催） 

セミナータイトル「IoT社会の室内環境センシング －生体センシングからスマホの

活用まで－」と題し、6名の講師を招き講演を頂いた。50名以上の参加者があり、盛

況な講演会であった。 

 ・大阪講演会（2019.2.22開催） 

  セミナータイトル「環境微生物の分析・評価方法の最新情報 －リアルタイム測定から

DNA解析まで－」と題し、JASIS2018講演会と同様な内容の講演会（7名の講師）を、

フーハ大阪セミナールーム（大阪）にて開催し、約20名程度の参加者であった。 

２．	協賛 

以下の協賛について審議し、承認した。 

・大気環境学会近畿支部人体影響部会セミナー（2019 年） 

・大気環境総合センター特別セミナー（2019 年） 

・第 32 回におい・かおり環境学会大会（2019 年） 

・日本エアロゾル学会第 36 回エアロゾル科学・技術討論会（2019 年） 

・自動車技術会主催シンポジウム（2018 年） 

・日本科学機器協会 JASIS2019 

 

３．	永年賞 

・2019 年度の永年賞について審議し、承認した。 

開催会議記録 

・第1回：2018 .11. 1（木）15：30～17：30、ダイキン工業（株）東京支社にて 

・第2回：2019 .6. 3（月）15：00～17：00、ダイキン工業（株）東京支社にて 

 

その他、JASIS2019講演会（2019.9.6）やメールにて、随時打合を行った。 
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2019年度	 室内環境学会	 広報委員会	 活動報告	

（2018年10月～2019年9月末）	

委員長 
氏	 名 所	 	 属 役	 割 

水越 厚史 近畿大学 総括 

委	 員 

1. 光崎 純 独立行政法人製品評価技術基盤機構 HP管理・解析等 

2. 徳村 雅弘 静岡県立大学 FB情報発信等 

3. 色摩 操 株式会社静環検査センター チラシ作成、会計等 

4. 篠原 直秀 国立研究開発法人産業技術総合研究所 情報発信等 

5. 	 	 	

6. 	 	 	

7. 	 	 	

8. 	 	 	

9. 	 	 	

10. 	 	 	

活動概要 

 
１．ホームページの管理 
・活動（公開資料等）の更新 
・新着情報、お知らせ、各種イベントの告知 
・学会誌等の公開 
 
２．Facebookによる情報発信 
・室内環境に関するQ&Aの配信 
・学術大会、講演会等情報の配信 
 
３．ニューズレター配信 
・学術大会大会長インタビュー記事の作成等 
 
４．学会チラシのHP掲載 
 
５．ホームページ、学会誌への広告の募集・掲載 

開催会議記録 

 
メールによる会議（2018年12月25日、2019年6月3日他） 
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2019年度	 室内環境学会	 社会連携委員会	 活動報告	

（2018年10月～2019年9月末）	

委員長 
氏	 名 所	 	 属 役	 割 

三宅 祐一 静岡県立大学 総括 

委	 員 

1. 山本 尚理 ソウル大学 海外学会担当 

2. 徳村 雅弘 静岡県立大学 国内・海外学会担当 

3. 福島 靖弘 柴田科学株式会社 国内企業担当 

4. 池田 四郎 株式会社ガステック  国内学会・企業担当 

5. 達 晃一 株式会社いすゞ中央研究所 国内企業担当 

6. 橋本 一浩 株式会社エフシージー総合研究所 国内企業担当 

7. 古賀 遼 TOTO株式会社総合研究所 国内企業担当 

8. 	 	 	

9. 	 	 	

10. 	 	 	

活動概要 

 
１．国内の他学会との連携	

国内の関連学会との連携を進め、相互の研究者の交流と情報交換を活発にするため

の検討を行った。	

	

２．海外の他学会との連携	

韓国、台湾の室内環境学会との連携を進め、相互の研究者の交流と情報交換を

活発にするための検討を行った。また、今年度は、2019年室内環境学会学術大会

での国際シンポジウムに向けて、韓国、台湾、ミャンマーの研究者を招聘するな

どの準備を行った。	

	

３．その他	

室内環境の分野において、学会が社会連携できること、すべきことについての議論

をし、新たな活動についての検討を行った。	

 

開催会議記録 

 
メールベースでの会議を開催した。 
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2019年度	 室内環境学会	 九州支部	 活動報告	
（2018年10月～2019年9月末）	

委員長 
氏	 名 所	 	 属 役	 割 

佐藤 博	 長崎国際大学 薬学部	 支部長・事務局長	

委	 員 

1. 嵐谷 奎一	 （元）産業医科大学 産業保健学部	 監事	

2. 田中 昭代	 九州大学大学院 医学研究院	 	

3. 森田 洋	 北九州市立大学 国際環境工学部	 	

4. 石松 維世	 産業医科大学 産業保健学部	 	

5. 市場 正良	 佐賀大学医学部	 	

6. 長谷川 麻子	 熊本大学大学院 先端科学研究部	 	

7. 伊藤 一秀	 九州大学 総合理工学研究院	 	

8. 森 美穂子	 久留米大学 医学部	 	

9. 欅田 尚樹	 国立保健医療科学院	 	

活動概要 

 

１．第12回研究発表会及び特別講演会が開催された。（大気環境学会九州支部との合同

開催） 

 

 

特別講演 

・「４段ろ紙法による大気中粒子状物質全国調査と多段（５・４・２段）ろ紙法による粒子

状・ガス状物質観測からわかること」 

                       北九州市立大学教授 藍川昌秀先生 

 

日時：平成31年3月1日（金）  役員会   12：00～13：00 

講演会   13：40～14：30 

研究発表 14：40～ 

会場：アクロス福岡６階607会議室 

 
一般研究発表（室内環境部門）3演題が発表された。 

	 	 参加者総数は50名程で、盛況であった。 
 

２．会員の発掘  九州支部内の連携を密にして会員の発掘を行っている。 

 

３．学校薬剤師として佐世保市内の私立高校の室内環境の調査を継続している。 

 

開催会議記録 

 
第1回会議	 於：割烹よし田（福岡市中央区天神１丁目１-１） 

	 	 	 	 	   平成31年3月1日(金)	 11：30～12：30 
	 	 	 	 	   第12回研究発表会当日、実行委員メンバーでランチミーティングを

行った。 
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2019年度	 室内環境学会	 東北支部	 活動報告	
（2018年10月1日～2019年9月30日）	

委員長 
氏	 名 所	 	 属 役	 割 

野﨑 淳夫	 東北文化学園大学大学院 支部長 

委員 

1. 林 基哉 国立保健医療科学院 	

2. 成田 泰章 暮らしの科学研究所 	

3. 北條 祥子 尚絅学院大学 	

4. 一條 佑介 東北文化学園大学 幹事	

5. 佐藤篤史 小山工業高等専門学校 	

6. 内海康雄 宮城工業高等専門学校 	

7. 長谷川兼一 秋田県立大学 	

8. 小林 光 東北大学 	

9. 二科 妃里 東北文化学園大学 	

10. 吉野 博 東北大学大学院 顧問	

活動概要 

本東北支部では日本建築学会東北支部環境工学部会、同放射線環境ＷＧなどと連携

して、文献調査や実測調査などの活動を行っている。	

	 これまでの活動内容を踏まえ、本年度は以下の活動を実施した。	

	

1)放射性物質汚染関連	

本東北支部では日本建築学会東北支部環境工学部会放射線環境ＷＧとの連携を図

り、原発被災地の空間放射線量率の測定を住宅及びその立地環境で行った。また、空

間放射線量率を有効に低減させ得る除染技術についての検討を行った。	

	

2)室内空気汚染関連	

開放型燃焼器具による室内空気汚染の実態把握と器具の汚染物質発生量を定量的

に明らかにするため、実測調査や実験室実験を行った。特に、開放型石油ストーブを

環境制御型の大型チャンバーで使用し、NOx,	VOC,	アルデヒド、浮遊粉塵（ナノ粒子

からミクロン粒子を対象）,CO,CO2などついてその室内濃度を明らかにした。	

	

3)成果発表	

本活動の成果については、既に下記のように2018年室内環境学会学術大会等で公表

している。	

・空気清浄機における臭気物質除去性能の実態、室内環境学会、2018年12月、於：東

京工業大学	

・JEM1467	による空気清浄機のガス状物質除去性能の検証、室内環境学会、2018年12

月、於：東京工業大学	

・原発事故被災地の建築空間内γ線空間線量率分布に関する研究、日本建築学会、2019

年9月、於：金沢工業大学	

 

開催会議記録 

・第一回会議、於：暮らしの科学研究所（郡山市）、2019年7月26日（金）13時から
15時 
・第二回会議、於：暮らしの科学研究所（郡山市）、2019年8月9日（金）13時から15
時 
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2019年度	 室内環境学会	 関西支部	 活動報告	

（2018年10月～2019年9月末）	

支部長 
氏	 名 所	 	 属 役	 割 

吉田	 俊明	 大阪健康安全基盤研究所	 支部長	

支部役員 

1. 東	 実千代	 畿央大学健康科学部	 副支部長（会計）	

2. 水越	 厚史	 近畿大学医学部	 理事（広報）	

3. 濱田	 信夫	 大阪市立自然史博物館	 理事	

4. 中山	 正樹	 新コスモス電機株式会社	 理事	

5. 竹村	 明久	 摂南大学理工学部	 理事	

6. 吉田	 精作	 武庫川女子大学生活環境学部	 理事	

活動概要 

１）支部総会	

	 日時：2019年3月29日（金）14:00～14:15	

場所：ドーンセンター	 セミナー室２	

議題：2019年度活動報告・2020度活動計画・役員の変更・学会本部の動向等	

	

２）セミナーの開催	

・室内環境学会関西支部セミナー	

「室内化学物質と食品	～	台所における揮発性化学物質と「食」～」を開催	

日時：2019年3月29日（金）14:30～16:30	

	 場所：ドーンセンター	 セミナー室２	

講師：吉田精作氏	

	 	 	 	「台所における精白米へのシロアリ防除剤・難燃剤汚染とその防御」	

	 	 	 	 的場輝佳氏	

	 	 	 	 	「においの不思議－食べ物の"好き"と"嫌い"の原因はにおい」	

協賛：日本建築学会近畿支部環境工学部会空気環境部会	

日本調理科学会近畿支部	

日本家政学会関西支部	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (順不同)	

	

３）広報活動	

・本部主催講演会	

「環境微生物の分析・評価方法の最新情報	 －リアルタイム測定からDNA解析まで－」

への参加呼びかけ		

日時：2019年2月22日（金）	13:00～17:00		 	

場所：フーハ大阪	 セミナールーム	

開催会議記録 

・第１回役員会	

日時：2018年11月8日（木）15:30～17:00	

場所：大阪健康安全基盤研究所	 会議室	

議題：2019年関西支部主催セミナーの企画について	

	 	 	 2019年支部総会について	

・第２回役員会	

日時：2019年3月22日（金）10:00～11:30	

場所：大阪健康安全基盤研究所	 会議室	

議題：2019年支部総会の議題について	

	 	 	 2019年関西支部主催セミナーの最終確認	

・第３回役員会	

日時：2019年5月27日（月）15:30～18:00	

場所：大阪健康安全基盤研究所	 会議室	

議題：関西での学術大会の開催について	

2020年以降の関西支部主催セミナー・見学会の開催について	
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2019年度	 室内環境学会	 事務局	 活動報告	
（2018年10月～2019年9月末）	

 

委員長	
氏	 名	 所	 属	 役	 割	

橋本 一浩 エフシージー総合研究所 総括、事務局長 

	 1.	 小沼 ルミ 東京都産業技術研究センター 事務局長代理 

2.	 萬羽 郁子	 東京学芸大学	 会計 

3. 中島 大介	 国立環境研究所	 会計代理 

4.	 色摩 操 ㈱アイデック 事務処理 

活動内容	

 
1. 理事･評議員・委員会委員の方に委嘱状・承諾書を発行  
2. 各委員会･分科会・支部活動費の振込 
3. 学会費納入の依頼及び納入状況を全会員宛発送（2019年度年会費及び未納年度） 
4. 2019年度第7期決算書作成 
5. （公財）日本建築衛生管理教育センター季刊誌「ビルと環境」163号・165号・166号学協

会の動きに、「2018年室内環境学会学術講演会」「2019年室内環境学会学術講演

会」及び「2019年室内環境学会講演会」開催の情報提供 
6. ニューズレター発行（No. 88~96、分科会設立申請のご案内号、評議員募集告示号、理

事長候補者選挙結果、アンケート協力依頼） 
7. 室内環境学会講演会（2018年東京講演 及び 2019年大阪講演）の開催補助 

開催会議記録	 不定期 
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（報告）          

2020年度事業計画 

	

1. 学術大会の開催 
室内環境学会学術大会を開催し、総会、研究発表会を行う。	

2. 出	 版 
学会誌「室内環境」を3号刊行する。 
室内環境学会学術大会講演要旨集を電子形式で刊行する。 
室内環境学に関する書籍を刊行する。 

3. ニューズレター発行 
ニューズレターをメール配信する。	

4. 理事会等の開催 
理事会、評議員会を定期に開催する。	

5. 委員会開催 
下記の委員会を定期に開催し、学会活動の活性化を図る。	

1) 学術委員会：分科会活動の活性化、研究助成に関わる業務、諸外国の室内環境に関する様々な情報収集
および発信、学生懇談会の企画などを行う。 

2) 出版委員会：学会誌の発行、書籍の出版などを行う。 
3) 標準化・商標管理委員会：サンプリング法、測定法、分析法等の標準化に係わる業務、および室内環境
学会標準法準拠商標の管理や標準法の普及活動など本会の商標活用に係わる業務を執行する。 

4) 事業委員会：講演会の開催、講習会の企画・開催、書籍の企画などを行う。 
5) 社会連携委員会：国内の他機関や諸外国の学協会等と共同で行う事業に係わる業務を執行する。 
6) 広報委員会：HPの管理や広告活動など、本会の広報活動に係わる業務を執行する。 

6. 支部の活動 
各支部の活動を推進する。	

7. 事業活動の推進 
室内環境に関わる学術および技術情報の普及・啓発を目的として、講演会・シンポジウムの開催を推進す

る。	

8. 調査研究助成の推進 
室内環境学会員の調査研究活動を活性化し、室内環境に関わる学術および技術の発展に寄与することを目

的として、調査研究助成を推進する。	

9. その他 
韓国、台湾の室内環境学会などとの国際連携を推進する。	

必要に応じてワーキンググループを設置し、学会活動を支援する。	

その他、学会活動の活性化に係わる各種の取り組みや、学会の健全運営を推進する。	
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（報告）                 	

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

一般社団法人室内環境学会

2019年9月27日
(予算－前年予算) (単位：円)

科目 予算額 前年予算額 差異 適用
Ⅰ　事業活動損益の部
　1.　事業活動収入
　　受取会費
　　　正会員会費 1,900,000 1,900,000 0 正会員年会費	

　　　法人会員会費 1,500,000 1,500,000 0 法人会員年会費

　　　学生会員会費 80,000 80,000 0 学生会員年会費

　　　シニア会員会費 30,000 30,000 0 シニア会員年会費

　　　商標会員会費 50,000 50,000 0
　　会費収入計 3,560,000 3,560,000 0
　	事業収入 0
　　　講演会・セミナー収入 350,000 200,000 △	150,000 講演会（大阪講演会、JASIS	2020）

						学術大会準備金返却金収入 500,000 500,000 0 2019年学術大会準備金返却金

　　　学術大会収入 3,000,000 3,000,000 0 2019年学術大会収入

　　　学会誌等・HP広告収入 400,000 400,000 0 学会誌等広告、HPバナー広告

　　　学会誌等販売収入 80,000 80,000 0
　　　印税収入 10,000 0 △	10,000 書籍印税

　　　寄付金 300,000 300,000 0
　　　商標管理 50,000 50,000 0
　　事業収入計 4,690,000 4,530,000 △	160,000
　雑収入
　　　受取利息
　　		雑収益
事業活動収入計 8,250,000 8,090,000 △	160,000
　2.　事業活動 	 	
　　事業費 0
　　　　学会誌等発行費 2,400,000 2,100,000 △	300,000 V ol.22（3）、23（1）、23（2）発行、発送、J-STA G Eアップ

　　　　講演会事業活動費 150,000 0 △	150,000 講演会謝金、交通費、予稿集印刷、会場レンタル費等

　　　　学術大会事業費 3,000,000 3,000,000 0 2019年学術大会支出

　　　　学術大会準備金 500,000 500,000 0 2020年学術大会準備金

　　　　調査研究助成金 1,300,000 300,000 △	1,000,000 註：2019年度の寄付金100万円を原資とした助成金を2020年度に交付する

　　　　学術委員会活動費 350,000 350,000 0
　　　　出版委員会活動費 70,000 50,000 △	20,000
　　　　事業委員会活動費 50,000 50,000 0
　　　　社会連携委員会活動費 50,000 50,000 0
　　　　広報委員会活動費 50,000 50,000 0
　　　　標準法認定管理委員会活動費 50,000 50,000 0
　　　　九州支部活動費 60,000 50,000 △	10,000
　　　　関西支部活動費 60,000 50,000 △	10,000
　　　　東北支部活動費 60,000 50,000 △	10,000
　　　　W G活動費 0 0 0
　　　　国際シンポジウム費 0 200,000 ▲	200,000
　　事業費計 8,150,000 6,850,000 △	1,300,000
　　管理費
　　　　会議費 0 0 0
　　　　交通費・宿泊費 50,000 50,000 0 理事・事務局交通費

　　　　通信運搬費 150,000 0 △	150,000
　　　　消耗品費 150,000 0 △	150,000
　　　　事務業務委託費 1,200,000 1,500,000 ▲	300,000 事務局経費

　　　　W EBサイト運営管理費 30,000 30,000 0 H P管理費、ドメイン使用料、レンタルサーバー利用料

　　　　出版諸費用 30,000 50,000 ▲	20,000
　　　　事務局移転諸費用 0 65,000 ▲	65,000 法務局登記2件，印鑑証明

　　　　租税公課 70,000 70,000 0 都民税均等割り

　　　　振込手数料 10,000 10,000 0
　　　　雑費 100,000 100,000 0
　　管理費計 1,790,000 1,875,000 ▲	85,000
事業活動計 9,940,000 8,725,000 △	1,215,000
事業活動費利益（損失） ▲	1,690,000 ▲	635,000 ▲	1,055,000
　

2020年度収支予算書
2019年10月1日から2020年9月30日まで
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第２号議案 

新評議員 候補者 

 

 

 

	

※理事、監事、事務局長および会計の任期間中は評議員資格は停止されています（8名が停止中）。	

	

	 	

新任評議員候補 

 

敬称略・会員番号順 

会員番号 氏名 任    期 推薦者 

正-888 川﨑 たまみ 2019/12/5～2022/12月定時総会終結時 自薦 

【参考】任

期中の評

議員名簿 

28 名会員

番号 氏名 任    期 

正-088 中井 里史 2016/12/15～2020/12月定時総会終結時 

正-118 山口 一 2016/12/15～2020/12月定時総会終結時 

正-487 東 賢一 2016/12/15～2020/12月定時総会終結時 

正-613 関根 嘉香 2016/12/15～2020/12月定時総会終結時 

正-643 中島 大介 2016/12/15～2020/12月定時総会終結時 

正-668 川上 裕司 2016/12/15～2020/12月定時総会終結時 

正-734 東 実千代 2016/12/15～2020/12月定時総会終結時 

正-794 香川 聡子 2016/12/15～2020/12月定時総会終結時 

正-795 神野 透人 2016/12/15～2020/12 月定時総会終結時 

正-894 岡本 誉士夫 2016/12/15～2020/12 月定時総会終結時 

正-904 中山 正樹 2016/12/15～2020/12 月定時総会終結時 

正-904 野﨑 淳夫 2018/12/6～2022/12 月定時総会終結時 

正-008 平野 耕一郎 2018/12/6～2022/12月定時総会終結時 

正-092 松木 秀明 2018/12/6～2022/12月定時総会終結時 

正-435 佐藤 博 2018/12/6～2022/12月定時総会終結時 

正-591 伊藤 一秀 2018/12/6～2022/12月定時総会終結時 

正-685 瀬戸口 泰弘 2018/12/6～2022/12月定時総会終結時 

正-770 鍵 直樹 2018/12/6～2022/12月定時総会終結時 

正-808 榎本 孝紀 2018/12/6～2022/12月定時総会終結時 

正-865 森田 洋 2018/12/6～2022/12月定時総会終結時 

正-889 水越 厚史 2018/12/6～2022/12月定時総会終結時 

正-902 奥村 二郎 2018/12/6～2022/12月定時総会終結時 

正-923 橋本 一浩 2018/12/6～2022/12月定時総会終結時 

正-927 有村 直人 2018/12/6～2022/12月定時総会終結時 

正-942 清水 一男 2018/12/6～2022/12月定時総会終結時 

正-976 徳村 雅弘 2018/12/6～2022/12月定時総会終結時 

正-979 萬羽 郁子 2018/12/6～2022/12月定時総会終結時 

正-1100 小沼 ルミ 2018/12/6～2022/12月定時総会終結時 

正-1232 中村 亜衣 2018/12/6～2022/12月定時総会終結時 
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表	 彰	
	 室内環境学会永年賞	  

壁紙工業会	

	 平成30年 室内環境学会学術大会 大会長奨励賞	  

口頭発表受賞	

演	 題：A-7 	 身体活動が生体発散物質放散量および知覚空気質に与える影響 その1 知覚空
気質評価 

受賞者：對馬聖菜、酒井健太、村上	航、伊藤滉彩、田辺新一	

	

演	 題：A-11 	 日本人小児のハウスダスト摂食量の推計 
受賞者：高木麻衣、磯部友彦、岩井美幸、中山祥嗣	

	

	 平成30年 室内環境学会学術大会 大会長技術賞	  

口頭発表受賞	

演	 題：B-21 	 個室ブースを対象としたパーソナル空調システムの開発 
受賞者：近藤恒佑、長谷部弥	

	

	 2019年度室内環境学会査読者賞	 	

川﨑	 たまみ、	 中島	 大介	

 

	 2019年度室内環境学会賞・論文賞	 	
 
論文題名：分配動態モデルを用いたハウスダスト中のSVOC濃度の推算	

受 賞 者：	青木幸生、小島直也、東海明宏	

	  室内環境	 第22巻2号 p. 145-157 (2019) 

 

論文題名：パッシブサンプリングによる室内空気中の2-エチル-1-ヘキサノール,	テキサノール

およびTXIBの測定方法	

受 賞 者：	石坂閣啓、川嶋文人、森彩乃、濵田典明	

	  室内環境	 第22巻2号 p. 167-176 (2019) 
 

□告 知   

2020年 室内環境学会学術大会 

大	 会	 長：	 野﨑淳夫（東北文化学園大学大学院）	

開	 催	 日：	 2020年12月3日、4日	

場	 	 	 所：	 郡山市中央公民館（福島県郡山市）	


