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平成28年（一社）室内環境学会定時総会議事次第 
 

司会：中島大介 事務局長 

議長選出：  

１． 理事長挨拶 （中井里史 理事長） 

２． 議 事 

 第１号議案 平成28年度（第4期）会計決算（橋本一浩 会計） 

  監査報告 （榎本孝紀 監事） 

  平成28年度事業報告 （中井里史 理事長） 

 （報 告） 平成29年度事業計画（同上） 

 （報 告） 平成29年度予算 （同上） 

 第２号議案 新評議員信任 （中島大介 事務局長） 

 （報 告） 理事長候補選挙結果報告 （矢澤翔大 選挙管理委員） 

 第３号議案 理事及び監事の選任 （関根嘉香 理事長候補） 

３． 表彰式 

 平成27年室内環境学会学術大会長奨励賞（中井里史 H27年大会長） 

 平成28年度室内環境学会永年賞 （中井里史 理事長） 

 平成28年度室内環境学会査読者賞 （同上） 

 平成28年度室内環境学会賞・論文賞 （同上） 

４． 平成28年度室内環境学会賞・論文賞 受賞講演 

・「高齢者施設における冬期の温度、湿度、CO2濃度の実測調査及び湿度管理に関する分析」 

  金勲、林基哉、開原典子、大澤元毅、阪東美智子 

・「部品からのVOC放散量による車室内VOC濃度の予測」 

  達晃一、中井里史、松永和彦、内籐敏幸、佐藤勝二、星野邦広、曽根孝、 

岩崎貴普、臼井信介 

５． 次年学術大会のご案内（市場正良 H29年大会長） 

 閉 会  
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第１号議案             H28年度（第4期）会計監査報告 
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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．資産の部

　１．流動資産

　　　　 現金 0 0 0

　　　　 普通預金 5,845,316 4,386,815 1,458,501

　　　　 未収会費 280,000 490,000 -210,000

　　　　 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 6,125,316 4,876,815 1,248,501

　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 6,125,316 4,876,815 1,248,501

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 6,055,316 4,806,815 1,248,501

　　　正味財産合計 6,055,316 4,806,815 1,248,501

　　　負債及び正味財産合計 6,125,316 4,876,815 1,248,501

貸借対照表
平成28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 1,736,000 1,892,000 -156,000
　　　法人会員会費 1,290,000 1,343,000 -53,000
　　　学生会員会費 81,000 85,000 -4,000
　　　シニア会員会費 21,000 18,000 3,000
　　　受取会費計 3,128,000 3,338,000 -210,000
　 事業収入
　　　講演会・セミナー収入 395,000 482,600 -87,600
　　　学術大会準備金返却金 500,000 500,000 0
　　　学術大会収入 3,668,516 3,645,000 23,516
　　　学会誌等・HP広告収入 240,000 230,000 10,000
　　　学会誌販売収入 104,252 98,156 6,096
　　  印税収入 241,180 0 241,180
      寄付金 100,000 100,000 0
　　　事業収入計 5,248,948 5,055,756 193,192
　雑収入
　　　受取利息 346 633 -287
　　  雑収益 5,128 12 5116
　　経常収入計 8,382,422 8,394,401 -11,979
　（2）経常費用
　　事業費
　　　　　学会誌等発行費 1,395,525 1,390,015 5,510
　　　　　講演会事業活動費 255,316 309,773 -54,457
　　　　　学術大会事業費 2,827,236 2,368,956 458,280
　　　　　学術大会準備金 500,000 500,000 0
　　　　　調査研究助成金 300,000 409,568 -109,568
　　　　　学術委員会活動費 131,030 169,454 -38,424
　　　　　出版委員会活動費 19,000 9,997 9,003
　　　　　事業委員会活動費 7,000 27,497 -20,497
　　　　　社会連携委員会活動費 0 0 0
　　　　　広報委員会活動費 28,198 0 28,198
　　　　　標準化委員会活動費 0 0 0
　　　　　商標管理委員会活動費 0 0 0
　　　　　九州支部活動費 50,000 50,141 -141
　　　　　関西支部活動費 21,028 26,180 -5,152
　　　　　東北支部活動費 50,000 50,000 0
　　　事業費計 5,584,333 5,311,581 272,752
　 管理費
           会議費 0 0 0
           旅費・交通費 89,110 0 89,110
　　　　　通信運搬費 265,286 142,476 122,810
　　　　　消耗品費 91,282 170,439 -79,157
　　　　　事務業務委託費 1,002,875 972,000 30,875
　　　　　WEBサイト運営管理費 20,304 143,736 -123,432
　　　　　租税公課 70,000 80,600 -10,600
　　　　　振込手数料 10,712 12,800 -2,088
　　　　　雑費 19 76,517 -76,498
　　　管理費計 1,549,588 1,598,568 -48,980
　経常費用計 7,133,921 6,910,149 223,772
　　　当期経常増減額 1,248,501 1,484,252 -235,751
　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 1,248,501 1,484,252 -235,751
　　　一般正味財産期首残高 4,806,815 3,322,563 1,484,252
　　　一般正味財産期末残高 6,055,316 4,806,815 1,248,501
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 6,055,316 4,806,815 1,248,501

正味財産増減計算書
平成27年10月1日から平成28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 2,000,000 1,546,000 -454,000 正会員年会費 

　　　法人会員会費 1,500,000 1,200,000 -300,000 法人会員年会費

　　　学生会員会費 80,000 81,000 1,000 学生会員年会費

　　　シニア会員会費 21,000 21,000 0 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 490,000 490,000 平成27年度未収会費正会員\340,000、法人￥150,000

　　会費収入計 3,651,000 3,338,000 -313,000
　 事業収入
　　　講演会・セミナー収入 200,000 395,000 195,000 講演会（大阪講演会、JASIS 2016）

      学術大会準備金返却金収入 500,000 500,000 0 平成27年学術大会準備金返却金

　　　学術大会収入 3,000,000 3,668,516 668,516 平成27年学術大会収入

　　　学会誌等・HP広告収入 200,000 240,000 40,000 学会誌等広告、HPバナー広告

　　　学会誌等販売収入 80,000 104,252 24,252
　　　印税収入 241,180 241,180
　　　寄付金 200,000 100,000 -100,000
　　　商標管理 50,000 0 -50,000
　　事業収入計 4,230,000 5,248,948 1,018,948
　雑収入
　　　受取利息 346 346
　　  雑収益 5,128 5128
事業活動収入計 7,881,000 8,592,422 711,422
　2.　事業活動  
　　事業費
　　　　学会誌等発行費 1,400,000 1,395,525 -4,475 Vol.18（2）、19（1）発行、発送、J-STAGEアップ

　　　　講演会事業活動費 0 255,316 255,316 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 2,827,236 -172,764 平成27年学術大会支出

　　　　学術大会準備金 500,000 500,000 0 平成28年学術大会準備金

　　　　調査研究助成金 200,000 300,000 100,000 第6回室内環境学会調査研究助成金、柴田科学平成28年度調査助成金

　　　　学術委員会活動費 300,000 131,030 -168,970 旅費、講師謝金、学生懇談会、調査交通費等

　　　　出版委員会活動費 50,000 19,000 -31,000 図書カード・切手代

　　　　事業委員会活動費 50,000 7,000 -43,000 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 28,198 -21,802 学会チラシ製作費、交通費

　　　　標準化委員会活動費 50,000 0 -50,000
　　　　商標管理委員会活動費 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、交通費

　　　　関西支部活動費 50,000 21,028 -28,972 交通費、コピー用紙、謝礼

　　　　東北支部活動費 50,000 50,000 0 調査交通費・謝金

　　　　WG活動費 0 0 0
　　事業費計 5,850,000 5,584,333 -265,667
　　管理費
　　　　会議費 0 0
　　　　交通費・宿泊費 89,110 89,110 役員交通費、事務局宿泊・交通費

　　　　通信運搬費 265,286 265,286 通信、電話代、発送費

　　　　消耗品費 91,282 91,282 封筒、事務用品、ﾄﾛﾌｨｰ等表彰費、概論購入、他

　　　　事務業務委託費 1,500,000 1,002,875 -497,125 事務局委託費

　　　　WEBサイト運営管理費 150,000 20,304 -129,696 HP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 50,000 0 -50,000
　　　　租税公課 80,000 70,000 -10,000 都民税均等割り

　　　　振込手数料 15,000 10,712 -4,288
　　　　雑費 100,000 19 -99,981 利息調整費

　　管理費計 1,895,000 1,549,588 -345,412
事業活動計 7,745,000 7,133,921 -611,079
事業活動費利益（損失） 136,000 1,458,501 1,322,501

収支計算書
平成27年10月1日から平成28年9月30日まで
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項目 金額（円） 内訳

学会事務局からの支度金 500,000

沖縄県開催支援 1,000,000

演題申込み金 129,000 1000円×129題

参加費 1,225,000

正会員5,000円×78人（事前）、正会員6,000円×61人（当日）、
非会員8,000円×11人（事前）、非会員11,000円×23（当日）、
学生会員1,000円×43人（事前）、学生会員2,000円×1人（当日）、
学生非会員3,000円×6人（当日）、法人会員5,000円×13人

懇親会 570,000 5000円Ｘ114人

講演要旨集販売 3,000 3000円×1部

機器展示・広告 320,000 80,000円×4団体

展示のみ 420,000 70,000円×6団体

雑収入 1,404 送料立替え分返金

利息 112 利息

合計 4,168,516

項目 金額（円） 内訳

会場費 720,200 12/2午後、12/3～12/4

会場設備費 172,880 マイク、プロジェクタ、空調等

ＰＣレンタル 71,712 ノートパソコン5台

懇親会経費 436,320 料理2700×80人、飲み物1620円Ｘ130人、スタッフサービス料

講演要旨集印刷・発送費 932,738 1,000円×700部

その他印刷代 73,710 ネームカード195円×350部、

講師謝金 45,000 15,000円×3人

講師交通費・宿泊費 45,000 45,000円×1人

WEB投稿システム使用料 64,800 期間3か月

アルバイト料 207,000 1000円×207人・時

消耗品 9,233 プリンター

弁当代、茶菓代 18,481 アルバイトの弁当代、休憩スペースの茶菓代

印刷代 23,790 ポスター印刷

雑費 1,404 送料立替え

振込手数料 4,968

学会事務局への返金 500,000

次年度繰越金 841,280

合計 4,168,516

平成27年室内環境学会学術大会　収支報告書

収入

支出
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平成28年度事業報告（平成27年10月1日～平成28年9月30日） 

 
（１） 会員数の推移 
 平成28年9月30日現在 平成27年9月末現在 増減 

正会員 （名）  359 369 -10 
法人会員 （団体） 44 46 -2 
学生会員 （名） 81 89 -8 
シニア会員 （名） 7 6 +1 
合 計 （数） 491 510 -19 

 
（２） 総会・学術大会 

平成27年12月3日、4日  沖縄県：沖縄コンベンションセンター 会議場B1 
 

（３） 学会誌発行 

Vol. 18 No.2 平成27年 12月 

Vol. 19 No.1 平成28年 6月 

 
（４） ニューズレター発行 メール配信 

第70号 平成27年11月 学術大会ご案内号 
第71号 平成27年11月 学術大会ご案内号Ⅱ 
第72号 平成27年12月 
第73号 平成28年3月 
第**号 平成28年6月 理事長候補者・監事候補者 立候補受付 告示号 
第74号 平成28年6月 
第75号 平成28年8月 
第76号 平成28年9月 
第**号 平成28年9月 理事長候補者・監事候補者 選挙案内 
 

（５） 理事会 
第1回通常理事会 平成27年11月13日 アイデック事務所内3階会議室 
第1回臨時理事会 平成28年 1月22日 アイデック事務所内3階会議室 
第2回臨時理事会 平成28年 4月15日 アイデック事務所内3階会議室 
第2回通常理事会 平成28年 9月23日 アイデック事務所内3階会議室 

 
（６）評議員会 
     第１回評議員会   平成27年12月2日 沖縄コンベンションセンター 会議場B3 
 
（７） 室内環境学会主催 講演会・シンポジウム等 

平成27年1月29日 「「におい」と「かおり」の最新情報」 
 於；フーハ大阪セミナールーム 

平成28年9月 6日 「住宅の室内環境」  
於；幕張メッセ国際会議場 

 
（８）2016年度室内環境学会調査研究助成金の実施 

第6回室内環境学会調査研究助成（2題） 
       「地下街における浮遊微生物対策の調査および評価に関する研究」 
       「教育施設における室内空気環境評価方法に関する研究」 

柴田科学2016年度調査研究助成（1題） 
       「空気中のアクリルアミドの捕集方法及び定量法の検討」 
 
（９）室内環境学会調査研究基金募金 
  法人会員  株式会社柴田科学様より二口ご寄付いただいた 
   
(後援・協賛等） 

【協賛】 エコケミストリー研究会主催 「特別シンポジウム：労働安全衛生法の改正と職場における化学物質管理

の動向」（平成27年10月19日開催） 

【協賛】 日本エアロゾル学会主催 「第11回エアロゾルシンポジウム」（平成28年1月29日開催） 

【後援】 日本臨床環境医学会主催 「第25回日本臨床環境医学会学術集会」（平成28年6月17～18日開催） 
【協賛】 （社）におい・かおり環境協会主催 研究発表会「第29回におい・かおり環境学会」（平成28年8月30～31

日開催） 
【協賛】 日本エアロゾル学会主催 「第33回エアロゾル科学・技術研究討論会」（平成28年8月31～9月2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 「JASIS 2016」（平成28年9月7～9日開催） 
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平成28年度 室内環境学会 学術委員会 活動報告 

（平成27年10月～平成28年9月末） 

委員長 
氏 名 所  属 役 割 

東  賢一 近畿大学医学部 総括 

委 員 

1. 阿部 恵子 環境生物学研究所 地域文化財保全分科会 

2. 川上 祐司 エフシージー総合研究所 微生物分科会 

3. 関根 嘉香 東海大学理学部 化学物質分科会 

4. 野崎 淳夫 東北文化学園大学大学院 燃焼器具分科会 

5. 清水 一男 静岡大学 微粒子分科会 

6. 水越 厚史 近畿大学医学部 情報収集・発信 

7. 徳村 雅弘 静岡県立大学 情報収集・発信 

活動概要 

【活動目的】 

室内環境に関わる学術・技術の発展に資する施策の企画立案およびその成果

に関する社会への還元。 

 

【活動結果】 

１．室内環境学会調査研究助成制度 

 第6回一般助成（予算額20万円）１件、柴田科学2016年度調査研究助成（柴田

科学様寄付金10万円）１件を公募 

 一般助成：２件応募あり 

① 地下街における浮遊微生物対策の調査および評価に関する研究（姜 允敬、

北海道大学環境システム工学専攻） 

② 教育施設における室内空気環境評価方法に関する研究（井上 満、愛知県立

岡崎工業高等学校） 

 柴田科学2016年度調査研究助成：２件応募あり 

① 室内環境中におけるSVOC吸着挙動の把握のための浮遊粒子・ハウスダストの

サンプリング方法の検討（野村佳緒理、東京工業大学） 

② 空気中のアクリルアミドの捕集方法及び定量法の検討（松村年郎、日本大

学） 

※審査の結果、姜氏10万円、井上氏10万円、松村氏10万円の助成を決定。 

２．諸外国の情報収集および発信、基本情報のHP掲載 

 Indoor Air国際雑誌のタイトルの和訳掲載中。 

 国際動向の情報提供について、学会HP内に作成した掲示板方式の情報提供コー

ナーで試験中。 

３．書籍室内環境学各論の企画刊行 

 化学物質編（2015年11月刊行）、微生物編（2016年3月刊行） 

 燃焼生成物編の目次案及び執筆者作成。執筆依頼準備中。 

４．学生懇談会 

 平成27年の学術大会で学生懇談会を開催。平成28年の学術大会でも学生懇談会

を開催予定。 

５．表彰制度の拡充の検討（学術分野） 

 今年度の検討はなかった。 

６．分科会活動 

 各分科会が精力的に活動を実施。微粒子分科会が平成27年の学術大会でセミナ

ーを開催。平成28年の学術大会では微生物分科会がセミナーを開催予定。 

開催会議記録 

 
第１回学術委員会 平成28年 4月22日（金）10時半～12時半 学会事務局 
第２回学術委員会 平成27年 9月14日（水）電子メール会議 
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平成28年度 室内環境学会 各分科会 活動報告 
（平成27年10月～平成28年9月末） 

化学物質 

分科会 

世話人 

氏 名 所  属 役 割 

関根 嘉香 東海大学理学部 代表 

池田 四郎 株式会社ガステック 幹事 

会議開催 

第1回会議 2016年6月4日（土） 

東海大学医学部付属病院 
 

燃焼器具 
分科会 

世話人 

氏 名 所  属 役 割 

野﨑 淳夫 東北文化学園大学大学院 代表 

二科  妃里 東北文化学園大学 幹事 

会議開催 

第1回会議 2016年7月12日（火）10：00～12：00 

東北文化学園大学 

第2回会議 2016年9月7日（水）10：00～12：00 

東北文化学園大学 

 

微生物 
分科会 

世話人 

氏 名 所  属 役 割 

川上 裕司 ㈱エフシージー総合研究所 代表 

山岸 弘 ライオン㈱ 幹事 

会議開催 

第1回会議 2016年4月13日（水）16：00～18：10 

日本大学理工学部建築学科 5号館2階524室 

第2回会議 2016年7月28日（木）16：00～18：10 

日本大学理工学部建築学科 5号館2階524室 

 

地域文化財

保全 
分科会 

世話人 

氏 名 所  属 役 割 

村田 朋美 北九州市立大学 代表 

阿部 恵子 環境生物学研究所 幹事 

会議開催 適宜メールによる会議を行った 

微粒子 
分科会 

世話人 

氏 名 所  属 役 割 

清水 一男 静岡大学 代表 

鍵  直樹 東京工業大学 幹事 

会議開催 

第1回会議 2016年5月18日（水）10：30～12：00 

東京工業大学大岡山キャンパス 西8号館W棟W304 

第2回会議 2016年9月28日（水）15：30～17：45 

東京工業大学大岡山キャンパス 西8号館W棟W304 

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、H28学術大会要旨集を参照のこと。 
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平成28年度 室内環境学会 出版委員会 活動報告 
（平成27年10月～平成28年9月末） 

委員長 

氏 名 所  属 役 割 

川﨑たまみ （公財）鉄道総合技術研究所 
総括・出版社との折衝・

編集会議の開催・査読

担当 

委 員 

1. 池田 四郎 株式会社ガステック 
副委員長：査読・J-Stage

担当 

2. 関根 嘉香 東海大学理学部 査読担当 

3. 中島 大介 国立環境研究所 査読・会報担当 

4. 木村 洋 株式会社長谷工コーポレーション 査読担当 

5. 熊谷 一清 California Department of Public Health 査読担当 

6. 神野  透人 国立医薬品食品衛生研究所 査読担当 

7. 金   勲 国立保健医療科学院 査読担当 

8. 石松 維世 産業医科大学 査読担当 

9. 徳村 雅弘 静岡県立大学 査読・会計担当 

10.    

活動概要 

 
【活動目的】 
 学会機関誌「室内環境」の編集・刊行、その他出版物の刊行を通じて室内環

境学および本学会の発展に寄与する。 
 
【活動報告】 
 
① 学会誌の発行準備 
第19巻第1号（平成28年 6月1日発行）発行済 
第19巻第2号（平成28年12月1日発行）の準備 
J-STAGEへの論文搭載 

 
② 編集会議の開催 
編集会議を定期的に開催し、学会誌へ投稿された論文の査読進行状況の確

認、論文以外の原稿依頼、確認等の作業を実施した。また、必要に応じてメー

ルにて審議を行った。 
 
③ 他委員会との連携 
事業委員会、広報委員会との連携を図った。 

 
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。 

開催会議記録 

 
・2016年1月21日 13：00－14：30（公財）鉄道総合技術研究所新宿オフィス於 

・2016年8月9日  15：00－17：00（公財）鉄道総合技術研究所国立研究所於 
・必要に応じてメールにて審議を行った。 
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平成28年度 室内環境学会 標準化委員会 活動報告 
（平成27年10月～平成28年9月末） 

委員長 
氏 名 所  属 役 割 

関根嘉香 東海大学理学部 総括 

委 員 

1. 東  賢一 近畿大学医学部  

2. 山口  一 清水建設  

3. 野口美由貴 成蹊大学理工学部  

4. 笈川大介 AIREX株式会社 記録 

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 

 

 平成28年度は会員等より新たな申請が生じなかったため、審査・認定業務は

実施しなかった。 

 

 

２．標準化委員会・商標管理委員会のあり方について 

 

 相互に関連する標準化委員会および商標管理委員会のこれまでの活動実績と現状

について整理し、両委員会の今後のあり方を委員会メンバー内でアンケート調査を

実施、その結果を取りまとめて、次の2点を理事長に提言した。 

 ①両委員会を統合すること 

②統合した委員会のもとにワーキンググループを適宜設けること 

提言内容は9月23日に開催された理事会にて審議され、10月1日付で両委員会は統

合されることになった。 

開催会議記録 

 
 
 
メール会議を随時開催（平成28年4月～6月） 
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平成28年度 室内環境学会 商標管理委員会 活動報告 

（平成27年10月～平成28年9月末） 

委員長 
氏 名 所  属 役 割 

関根嘉香 東海大学理学部 総括 

委 員 

1. 東  賢一 近畿大学医学部  

2. 山口  一 清水建設  

3. 野口美由貴 成蹊大学理工学部  

4. 笈川大介 AIREX株式会社 記録 

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 

 

 平成28年度は会員等より新たな申請が生じなかったため、審査・認定業務は

実施しなかった。 

 

 

２．標準化委員会・商標管理委員会のあり方について 

 

 相互に関連する標準化委員会および商標管理委員会のこれまでの活動実績と現状

について整理し、両委員会の今後のあり方を委員会メンバー内でアンケート調査を

実施、その結果を取りまとめて、次の2点を理事長に提言した。 

 ①両委員会を統合すること 

②統合した委員会のもとにワーキンググループを適宜設けること 

提言内容は9月23日に開催された理事会にて審議され、10月1日付で両委員会は統合

されることになった。 

開催会議記録 

 
 
 
メール会議を随時開催（平成28年4月～6月） 
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平成28年度 室内環境学会 事業委員会 活動報告 

（平成27年10月～平成28年9月末） 

委員長 
氏 名 所  属 役 割 

山口 一 清水建設 総括 

委 員 

1. 東 賢一 近畿大学 講演会、出版関連 

2. 関根 嘉香 東海大学 講演会、出版関連 

3. 新井潤一郎 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 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 ｴﾌｼｰｼﾞｰ総合研究所 幹事 

10.    

活動概要 

１． 講演会 

・JASIS2016講演会（H28.9.7開催） 

セミナータイトル「住宅の室内環境」と題し、7名の講師を招き講演を頂いた。約60名

の参加者があり、盛況な講演会であった。 

 ・大阪講演会（H28.1.29開催） 

  セミナータイトル「においとかおりの 新情報」と題し、JASIS2015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、30名程度

の参加者であった。 

２． 書籍の出版：「室内環境学概論」の姉妹編（各論）出版・準備（学術委員会、出版委員

会との共同） 

 ・「化学物質編（東京電機大学出版局）」が昨年11月、「微生物編（技報堂出版）」が本年3

月に刊行された。現在、「燃焼排ガス編」が目次案作成終了し、執筆依頼準備中であ

る。 

３． 鳥取研修会（H28.2.17-18開催） 

 ・鳥取大・医学部北野病院長、植木教授他2名及び事業委員会にて、「病院空調」、「手術

室のシミュレーション技術」等について意見交換した。 

４． 協賛 

以下の協賛について審議し、承認した。 

・日本エアロゾル学会第 33 回エアロゾル科学・技術討論会（H28 年） 

・日本エアロゾル学会第 11 回エアロゾルシンポジウム（H28 年） 

・第 29 回におい・かおり環境学会大会（H28 年） 

・JASIS2016（H28 年） 

・第 25 回日本臨床環境医学学会学術集会（H28 年） 

・第 9 回国際 PCB ワークショップ実行委員会（H28 年） 

５． 永年賞 

・H28 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：H27 .11. 11（水）15：00～17：00、ダイキン工業（株）東京支社にて 

 

その他、鳥取研修会（（H28.2.18）、JASIS2015講演会（H28.9.7）やメールにて、随時打合

を行った。 
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平成28年度 室内環境学会 広報委員会 活動報告 

（平成27年10月～平成28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 情報発信等 

3. 色摩 操 株式会社アイデック ポスター作成、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 大会HP作成等 

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

活動概要 

 
１．ホームページの管理・更新・解析 

・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 

・情報発信（国際動向等） 

・アクセス数解析 

 

２．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 

 

３．学会チラシの作成 

 

４．学術大会ホームページの作成 

 

５．学術大会ポスターの作成、配付 

 

６．ホームページ、学会誌への広告の募集・掲載 

 

７．Facebookによる情報発信 

開催会議記録 

 
2016年5月12日15時～  株式会社アイデック3F会議室にて 
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平成28年度 室内環境学会 社会連携委員会 活動報告 

（平成27年10月～平成28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. 鍵 直樹 東京工業大学 国内学会担当 

2. 金 勲 保健医療科学院 社会連携の検討 

3. 森本 正一 （株）新菱冷熱工業 社会連携の検討 

4. 山本 尚理 ソウル大学 海外学会担当 

5. 池田 四郎 （株）ガステック 国内団体担当 

6. 徳村 雅弘 静岡県立大学 国内学会担当 

7. 橋本 一浩 FCG 総合研究所 国内団体担当 

8.    

9.    

10.    

活動概要 

 
１．日本韓国台湾3国室内環境学会共催による国際シンポジウムの開催 
・テーマの決定 
・４名の演者の決定 

- Prof. Jun Seok Park (漢陽大學) 
-  Dr. Naomichi Yamamoto (ソウル大学) 
-  Dr. Yaw-Shyan Tsay (国立成功大学) 
-  Dr. Eiji MIYAZAKI (JAXA) 

・プログラムの作成 
 
２．国内他学会の若手との連携 
 他学会との連携や企画についての案を検討した。 
 
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 

基本的にメールベースで議論することで活動を行った。 
 

 

  



 

 18

 
平成28年度 室内環境学会 九州支部 活動報告 

（平成27年10月～平成28年9月末） 

支部長 
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 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. 古賀  賢一 福岡県工業技術センター インテリア研究所  

6. 市場 正良 佐賀大学医学部  

7. 欅田 尚樹 国立保健医療科学院  

8.    

9.    

10.    

活動概要 

 
１．第9回支部研究発表会及び特別講演会が開催された。 
 

特別講演：国立環境研究所 新田 裕史先生 
「越境大気汚染の健康影響に関する疫学研究の展開について」 
日時：平成28年1月29日（金） 
場所：アクロス福岡 

 
     一般研究発表（室内環境部門）5演題が発表された。 
  参加者総数は60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。 
 
３．九州支部会員名簿の配布と支部研究発表会講演要旨の送付 
 
  掲載の許可を得た九州支部会員の名簿を作成し、支部会員に配布・発送し

た。また、第9回支部研究発表会欠席者には、講演要旨を送付した。 
 
４．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：アクロス福岡 
       1月29日(金) 12：30～13：00 
        実行委員メンバーと近況報告等を行った。 
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平成28年度 室内環境学会 東北支部 活動報告 
（平成27年10月1日～平成28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特別調査委員会、同放射線防護のための都市・住まいの

手引き作成ＷＧ、同東北支部環境工学部会放射線環境ＷＧとの連携を図り、下記のよう

に福島県浪江町、郡山市において空間線量率などの測定を行い、同時に空間線量率を有

効に低減させる除染技術についての検討を行った。 

 ・福島県郡山市における放射線実測調査（実測日：2016年9月1日、9月７日、戸建て

木造住宅の周辺環境調査） 

 

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、既に下記のように学会等で公表されているが、今年度の室

内環境学会での発表も予定している。 

・東日本大震災における実効的復興支援の構築「福島の現状と復興の課題」 

日本建築学会研究協議会、2016年8月26日、福岡大学 

・大気浮遊物質としての放射性物質、空気調和・衛生工学会、2016年9月、鹿児

島大学 
 

開催会議記録 

 
・第一回会議、於東北文化学園大学、2016年8月3日（火）13時から15時 
・第二回会議、於東北文化学園大学、2016年9月7日（水）13時から16時 
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平成28年度 室内環境学会 関西支部 活動報告 

（平成27年10月1日～平成28年9月30日） 

委員長 
氏 名 所 属 役 割 

濱田 信夫 大阪市立自然史博物館 支部長 

委 員 

1. 吉田 俊明 大阪府立公衆衛生研究所 副支部長 

2. 広瀬 恢 株式会社 日吉 監事 

3. 東 実千代 畿央大学健康科学部 会計 

4. 水越 厚史 近畿大学医学部 企画 

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

活動概要 

 

【活動報告】 

１） 今後の活動に関する支部会員の要望を集約するため、関西支部会員99名を対象とした

アンケート調査を実施し、その分析結果を支部会員にメールにて報告した。 

２） 大阪で1/27に開催された本部主催のセミナーへの支部会員の参加を呼びかけた。 

３） 他の学協会との連携などを通じた新規会員の発掘にむけ、日本建築学会近畿支部空

気環境部会のシンポジウム（PM2.5をはじめとする 近の室内微粒子問題と健康影響，

3/16開催）に協賛した。 

４）アンケートで希望の多かった施設見学として、大和ハウス工業総合技術研究所の施設見

学会を 9/16 に実施した。 

開催会議記録 

第1回 11月30日（木）15時～ 大阪府立公衆衛生研究所 

第2回 5月9日 （月）15時～ 大阪府立公衆衛生研究所 

第3回 9月12日（月）15時～ 大阪府立公衆衛生研究所 

計3回 
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平成28年度 室内環境学会 事務局 活動報告 
（平成27年10月1日～平成28年9月30日） 

 

委員長 
氏 名 所 属 役 割 

中島 大介 国立環境研究所 総括、事務局長 

 1. 橋本 一浩 エフシージー総合研究所 会計 

2. 小沼 ルミ 東京都産業技術研究センター 事務局長代理 

3. 松木 秀明 東海大学 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（H28年度年会費及び未納年度） 

4. H28年度第4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」155号学協会の動きに、

「平成28年室内環境学会学術大会」開催の情報提供 

6. ニューズレター発行（No. 70~76、理事長候補者・監事候補者 立候補受付 告示号、

理事長候補者・監事候補者 選挙案内） 

年会議回数 不定期 
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（報告）          

平成29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2号刊行する。 
室内環境学会学術大会講演要旨集を刊行する。 
室内環境学概論（各論）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、諸外国の室内環境に関する様々な情報収集および発信などを行う。 
2) 出版委員会：学会誌の発行、啓発書の出版などを行う。 
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、啓発書の企画などを行う。 
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 
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）                  

平成29年度予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一般社団法人室内環境学会

平成28年9月12日
　歳入 適用 内訳 単価 数量 計

前年度繰越金 5,282,434
年会費 正会員 5,000 380 1,900,000

法人会員 30,000 50 1,500,000
学生会員 1,000 80 80,000
商標会員 50,000 1 50,000
シニア会員 3,000 10 30,000

平成28年学術大会 収入 3,000,000
準備金返金 500,000

雑収入 学会誌販売等 80,000
広告 200,000
調査研究助成金寄付金 300,000
講演会等 200,000
商標登録 50,000

計 13,172,434

　歳出 　　　　　適　用 内訳 単価 数量 計
印刷費 Vol.19(2)発送費含む 500,000

Vol.20(1)発送費含む 800,000
J-STAGEアップロードデータ作成費 100,000

委員会活動費 学術委員会（5分科会含む） 50,000 6 300,000
出版委員会 50,000 1 50,000
社会連携委員会 50,000 1 50,000
広報委員会 50,000 1 50,000
事業委員会 50,000 1 50,000
標準化・商標管理委員会 50,000 1 50,000

支部活動 九州支部 50,000 1 50,000
関西支部 50,000 1 50,000
東北支部 50,000 1 50,000

平成28年学術大会 歳出 3,000,000
平成29年学術大会支度金 500,000
2017年度室内環境学会調査研究助成金 300,000
事務局費用 1,500,000
都民税（印紙代等含む） 70,000
WEBサイト運営管理費 30,000
銀行振込手数料 10,000
出版諸費用 50,000
予備費 100,000
次年度繰越金 5,512,434
計 13,172,434
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第２号議案 

新評議員 候補者 

 

  

新任評議員候補者 11 名 敬称略・会員番号順 

会員番号 氏名 所属 任   期 推薦者 

正-088 中井 里史 横浜国立大学 2016/12/15～2020 年定時総会終結時 自薦 

正-118 山口 一 清水建設 2016/12/15～2020 年定時総会終結時 自薦 

正-487 東 賢一 近畿大学 2016/12/15～2020 年定時総会終結時 自薦 

正-613 関根 嘉香 東海大学 2016/12/15～2020 年定時総会終結時 自薦 

正-643 中島 大介 国立環境研究所 2016/12/15～2020 年定時総会終結時 自薦 

正-668 川上 裕司 エフシージー総合研究所 2016/12/15～2020 年定時総会終結時 自薦 

正-734 東 実千代 畿央大学 2016/12/15～2020 年定時総会終結時 自薦 

正-794 香川 聡子 横浜薬科大学 2016/12/15～2020 年定時総会終結時 他薦（神野透人） 

正-795 神野 透人 名城大学 2016/12/15～2020 年定時総会終結時 自薦 

正-894 岡本 誉士夫 ダイキン工業 2016/12/15～2020 年定時総会終結時 自薦 

正-904 中山 正樹 新コスモス電機 2016/12/15～2020 年定時総会終結時 自薦 

     
     
【参考】任期中の評議員名簿 23 名                       

会員番号 氏名 所属 任   期 

正-007 牧野 国義 環境影響研究所 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 

正-008 平野 耕一郎 日本環境技術協会 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 

正-026 小野 雅司 国立環境研究所 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 

正-092 松木 秀明 東海大学 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 

正-100 池田 耕一 日本大学 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 

正-107 松村 年郎 日本大学 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 

正-143 小林 智 北海道立衛生研究所 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 

正-166 野﨑 淳夫 東北文化学園大学 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 

正-193 柳 宇 工学院大学 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 

正-435 佐藤 博 長崎国際大学 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 

正-685 瀬戸口 泰弘 フィガロ技研 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 

正-770 鍵 直樹 東京工業大学 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 

正-800 河原 純子 国立環境研究所 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 

正-808 榎本 孝紀 柴田科学 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 

正-865 森田 洋 北九州市立大学 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 

正-889 水越 厚史 近畿大学 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 

正-902 奥村 二郎 近畿大学 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 

正-919 小座野 貴弘 五洋建設 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 

正-923 橋本 一浩 エフシージー総合研究所 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 

正-942 清水 一男 静岡大学 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 

正-976 徳村 雅弘 静岡県立大学 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 

正-979 萬羽 郁子 東京学芸大学 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 

正-992 市場 正良 佐賀大学 2014/12/5～2018/12 月定時総会終結時 
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（報告）          
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第３号議案 

 

 

 

新理事候補 
 

理 事 関 根 嘉 香 （ 東海大学 ） 

 山 口  一 （ 清水建設技術研究所 ） 

 篠 原 直 秀 （ 産業技術総合研究所 ） 

 川﨑たまみ （ 鉄道総合技術研究所 ） 

 鍵  直 樹 （ 東京工業大学 ） 

 水 越 厚 史 （ 近畿大学） 

 三 宅 祐 一 （ 静岡県立大学 ） 

 Tin Tin Win Shwe （ 国立環境研究所 ） 

 一 條 佑 介 （ 東北文化学園大学 ） 

 

監 事 野口美由貴 （ 成蹊大学） 
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表 彰 
 室内環境学会永年賞  

一般財団法人東海技術センター 

積水化学工業株式会社 

理研計器株式会社  

 

 平成27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：B-02  家庭用品由来VOCからの室内二次有機エアロゾル(ISOA)粒子生成と変質過程 

受賞者：鈴木 恵、並木則和、鍵 直樹、藤井修二、関口和彦、東 賢一、 田村 一、 

諏訪好英 

 

演 題：B-14  オフィスにおける温熱環境のムラに関する実測調査 

受賞者：鵜飼真成、斉藤詩織、矢田達也、鎌田将吾、野部達夫 

 

 平成28年度室内環境学会査読者賞  

山口 一、 柳 宇 

 

 平成28年度室内環境学会賞・論文賞  
 

論文題名：高齢者施設における冬期の温度、湿度、CO2濃度の実測調査及び湿度管理に関する分

析 

受 賞 者：金勲、林基哉、開原典子、大澤元毅、阪東美智子 

  室内環境 第18巻2号 p.77-87 (2015) 

 

論文題名：部品からのVOC放散量による車室内VOC濃度の予測 

受 賞 者：達晃一、中井里史、松永和彦、内籐敏幸、佐藤勝二、星野邦広、曽根孝、 

岩崎貴普、臼井信介 

室内環境 第19巻1号 p.23-36 (2016) 

 

□告 知   

平成２９年 室内環境学会学術大会 

大 会 長： 市場 正良（佐賀大学医学部） 

開 催 日： 2017年12月13日、14日 

場   所： 佐賀市文化会館（佐賀県佐賀市） 


