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会議等の名称 開催場所 出席者
1 2003/4/23 分析機器セミナー 東京コンファレンスセン

ター
小池

2 2003/5/8 平成15年度酸性雨共同調
査に係る県・市担当者会

日本大通７ビル 高橋、笠松

3 2003/5/15 神奈川県公害防止推進協
議会浮遊粒子状物質対策
検討部会

公害監視センター 高橋、山田

4 2003/5/21 イオンクロマトグラフ研
修（PeakNet編）

日本ダイオネクス東京支
社

笠松

5 2003/5/23 川崎市化学物質対策検討
委員会

市産業振興会館 石田,小池

6 2003/6/1 環境フェア　かわさき環
境デー

等々力緑地催し物広場 永野、木村、酒井、
柾、丸山

7 2003/6/2 ～ 2003/6/3 化学物質の包括的計測手
法の開発研究（共同研
究）打合せ会議

かながわ県民センター 浦木

8 2003/6/4 大気技術委員会 （社）日本環境測定分析
協会

井上

9 2003/6/6 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類分析に関するｾ
ﾐﾅｰ

東京国際ファッションｾﾝ
ﾀｰ

三澤

10 2003/6/9 地域密着型環境研究打ち
合わせ

（独）国立環境研究所 井上、原、岩淵、江
田

11 2003/6/10 DME車視察 JFE 江田
12 2003/6/11 個人暴露調査委員会 環境省 井上、高橋
13 2003/6/13 関東地方環境対策推進本

部大気環境学会浮遊粒子
状物質調査会議

東京都庁 山田

14 2003/6/16 第27回環境・公害研究合
同発表会

横浜市教育文化センター
ホール

木村、酒井、柾、丸
山、西村、石田、盛

15 2003/6/17 平成15年度化学物質環境
汚染実態調査説明会

東京都港区　三田共用会
議所

小池、菊地

16 2003/6/17 平成15年度年次報告会 大田区民ホール 飯田、三澤
17 2003/6/20 平成15年度公害部内NOX・

SPM検討部会
公害監視センター 米屋

18 2003/6/23 燃料電池テクノフォーラ 川崎市産業振興会館 江田
19 2003/6/24 ～ 2003/6/27 HP-GC/MS研修 横河アナラティカルシス

テムズ㈱
西村

20 2003/6/25 ～ 2003/6/26 第13回環境化学討論会 新潟県　朱鷺メッセ国際
会議場

小池、浦木

21 2003/6/25 神奈川県公害防止推進協
議会浮遊粒子状物質対策
検討部会

公害監視センター 高橋、山田

22 2003/7/3 ,17,30､8.16､9.25さいわいリバーウォッチ
ング実行委員会（全5回)

幸区役所 柾、丸山

23 2003/7/14 道路沿道大気汚染個人暴
露量把握手法開発検討委

航空会館 井上、山田

24 2003/7/14 イオンクロマトグラフ研
修(基礎編）

日本ダイオネクス東京支
社

笠松

25 2003/7/15 平成15年度川崎市地下水
保全計画推進委員会

第３庁舎15階第２会議室 千田

26 2003/7/18 PT-GC/MSセミナー 全電通ホール 千田
27 2003/7/23 川崎市公害防止調査研究

専門委員会
川崎市役所第三庁舎 永野、山田

28 2003/7/24 幸区地域課題調査ヒアリ
ング

本庁舎北館 柾

29 2003/7/24 平成15年度公害部内NOX・
SPM検討部会

公害監視センター 井上、米屋

30 2003/7/28 ～ 2003/7/29 全国環境研協議会関東甲
信静支部大気専門部会

サンレイク土浦 米屋

31 2003/7/28 エアロゾル基礎講座 （独）産業総合技術研究 原、江田
32 2003/7/30 エアロゾル討論会・聴講 （独）産業総合技術研究 原、岩渕、江田
33 2003/7/31 燃焼－イオンクロマトグ

ラフ法によるハロゲン及
び硫黄分析セミナー

（株）ダイアインスツル
メンツ

江田、笠松

34 2003/8/8 地域密着型環境研究打ち
合わせ及び風洞実験施設

（独）国立環境研究所 井上、原、岩渕、江
田

35 2003/8/18 平成15年度第１回浮遊粒
子状物質部会

公害監視センター 井上、米屋

開催日
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会議等の名称 開催場所 出席者
36 2003/8/29 第12回日本水環境学会市

民セミナー
品川区総合区民会館
「きゅりあん」

丸山

37 2003/9/3 地域密着研究部内連絡会 公害監視センター 井上
38 2003/9/8 ～ 2003/9/9 平成15年度石綿測定技術

者研修
（財）労働科学研究所 山田

39 2003/9/10 JIS　K　0083改定会議 日本環境衛生センター 井上
40 2003/9/12 2003分析機器展 幕張メッセ 千田、西村
41 2003/9/12 2003分析法新技術説明会 幕張メッセ 三澤
42 2003/9/13 ､9.20,27､10.4,11環境実践養成講座(全5 神奈川県環境科学セン 丸山
43 2003/9/13 ホトケドジョウサミット 川崎市青少年科学館 柾
44 2003/9/18 ～ 2003/9/19 平成15年度全環研協議会

関東甲信静支部水質専門
クーポール会館 千田

45 2003/9/18 関東地方環境対策推進本
部大気環境学会浮遊粒子
状物質調査会議

東京都庁 山田

46 2003/9/19 イオンクロマトグラフ研
修（メンテナンス編）

日本ダイオネクス東京支
社

米屋

47 2003/9/22 第13回全国酸性雨対策連
絡会議

京都大学 米屋

48 2003/9/23 全国環境研協議会酸性雨
調査研究部会講習会

京都大学 米屋

49 2003/9/24 ～ 2003/9/25 第44回大気環境学会年会 京都大学 山田、岩渕、江田
50 2003/9/25 廃棄物ｾﾐﾅｰ 都道府県会館 飯田、川村、湯川、

古塩、三澤
51 2003/10/21 大気技術委員会 （社）日本環境測定分析

協会
井上

52 2003/10/22 川崎市原子力施設安全対
策協議会幹事会

川崎市防災センター 井上、高橋

53 2003/10/28 全国環境研究協議会水質
専門部会東京湾連絡会議

千葉県千葉港湾事務所 酒井、小池

54 2003/10/29 川崎市臭気対策指数規制
導入検討会

川崎市役所第三庁舎 井上

55 2003/10/30 ～ 2003/10/31 第30回環境保全・公害防
止研究発表会

徳島県郷土文化会館 林

56 2003/10/31 平成15年度相水協講演会 横浜女性フォーラムホー 千田
57 2003/11/4 環の暮らしのシンポジウ 幕張メッセ国際会議場 原、岩渕、江田
58 2003/11/6 神奈川県公害防止推進協

議会浮遊粒子状物質対策
検討部会

公害監視センター 高橋、山田

59 2003/11/7 大気課職場集合研修 公害監視センター
60 2003/11/10 地域密着型環境研究打合 （独）国立環境研究所 井上、原、岩渕、江
61 2003/11/12 平成15年度環境保全研究

発表会
フロラシオン青山 井上、原、岩渕、江

田
62 2003/11/13 平成15年度第２回浮遊粒

子状物質部会事前打ち合
公害監視センター 井上、米屋

63 2003/11/18 イオンクロマトグラフ研
修（メンテナンス編）

日本ダイオネクス東京支
社

笠松

64 2003/11/19 平成15年度日本水道協会
関東地方支部水質研究発

安田生命ホール 千室

65 2003/11/21 平成１５年度第２回浮遊
粒子状物質部会

公害監視センター 井上、高橋、米屋

66 2003/11/25 2003JEOL分析機器・MS
ユーザーズミーティング

中野サンプラザ 西村

67 2003/11/27 ～ 2003/11/28 化学物質環境汚染実態調
査分析法検討会

県環境科学センター 菊地

68 2003/11/30 市民自主学習 高津市民館 丸山
69 2003/12/1 個人暴露調査委員会 霞山會舘 井上
70 2003/12/2 第12回環境科学センター

発表会
神奈川県自治総合研究セ
ンター

酒井、柾、丸山、石
田、永田、飯田

71 2003/12/5 第56回クロマトセミナー ラジアントホール 西村
72 2003/12/9 大気技術委員会 （社）日本環境測定分析

協会
井上

73 2003/12/15 ～ 2003/12/19 LC/MS研修 （独）国立環境研究所 菊地
74 2003/12/17 2003年自動車対策講演会 川崎市産業振興会館 井上、原、岩渕、江
75 2003/12/17 自動車対策講演会 産業振興会館 永田、飯田
76 2003/12/18 関東地方環境対策推進本

部大気環境学会浮遊粒子
状物質調査会議

東京都庁 山田

開催日
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会議等の名称 開催場所 出席者
77 2003/12/24 川崎市化学物質対策検討

委員会
市産業振興会館 石田、盛田、小池

78 2004/1/13 浄化槽システム技術移転
調査事業

海外環境センター 酒井

79 2004/1/13 燃料電池の技術講演会 東京ガス（株）研究所 原、岩渕、江田
80 2004/1/15 平成15年度県市環境公害

研究機関協議会大気研究
分科会

横浜市環境科学研究所 井上、原

81 2004/1/20 2004環境ナノ粒子シンポ
ジウム

（独）国立環境研究所 原、岩渕、江田

82 2004/1/22 発生源幹事会 東京都環境科学研究所 井上、原
83 2004/1/23 廃棄物研究発表会 群馬県庁 飯田
84 2004/1/28 川崎市臭気対策指数規制

導入検討会
公害監視センター 井上

85 2004/2/2 県公害防止推進協議会化
学物質環境問題検討部会

神奈川自治会館 石田

86 2004/2/5 平成15年度環境政策提
言・研究成果発表会

いさご会館 西村

87 2004/2/12 川崎市原子力施設安全対
策協議会

川崎市防災センター 井上、高橋

88 2004/2/18 ～ 2003４/2/19 第19回全国環境研究所交
流シンポジウム

国立環境研究所大山記念
ホール

千田、西村

89 2004/2/20 環境大気モニタリング分
科会（ナノ粒子）

東京都環境科学研究所 原、岩渕、江田、山
田

90 2004/2/24 平成15年度環境測定分析
統一精度管理ブロック
会議

千葉市プラザ菜の花会館 吉田、江田

91 2004/2/27 関東地方環境対策推進本
部大気環境学会浮遊粒子
状物質調査会議

東京都庁 山田

92 2004/3/1 ～ 2004/3/3 第21回環境科学セミナー
（分析法開発報告会・業
務説明会）

東京都大田区産業プラザ
ＰｉＯ

石田、盛田、菊地、
小池千田、千室

93 2004/3/8 道路沿道大気汚染個人暴
露量把握手法開発検討委

航空会館 井上、山田

94 2004/3/11 ～ 2004/3/12 化学物質環境汚染実態調
査分析法検討会

兵庫県立健康環境科学研
究センター

菊地

95 2004/3/12 浄化槽システム技術移転
調査事業

海外環境センター 酒井

96 2004/3/12 関東地方環境対策推進本
部大気環境学会浮遊粒子
状物質調査会議・報告会

東京都環境局職員研修所 岩渕、山田

97 2004/3/15 平成１５年度第３回浮遊
粒子状物質部会

公害監視センター 井上、米屋

98 2004/3/16 船舶大気汚染物質対策連
絡協議会

川崎市産業振興会館 原、江田

99 2004/3/17 ～ 2004/3/18 第38回日本水環境学会年
会

札幌コンベンションセン
ター

西村

100 2004/3/17 川崎市臭気対策指数規制
導入検討会

川崎市役所第三庁舎 井上

101 2004/3/18 化学物質に関するリスク
コミニュケーションを進
める会

川崎市中小企業・婦人会
館

小池、石田

102 2004/3/18 局地大気汚染対策検討会 霞山會舘 井上
103 2004/3/19 川崎市公害防止調査研究

専門委員会
川崎市役所第三庁舎 永野、山田

104 2004/3/19 全環研・固定発生源連絡
会

埼玉県環境科学国際セン
ター

原、岩渕、江田

105 2004/3/26 平成15年度地下水質調査
検討会

川崎市産業振興会館 千田、西村

106 2004/3/26 川崎市化学物質対策検討
委員会

市産業振興会館 石田、盛田、小池

107 2004/3/29 神奈川県公害防止推進協
議会浮遊粒子状物質対策
検討部会

公害監視センター 井上、高橋、山田

開催日


