
 
 

第４章 啓発事業，千葉県気候変動適応センターの業務，学会発表等 

４・１ 啓発事業 

（１）環境学習施設運営事業 
   環境学習コーナー，図書コーナー，視聴覚コーナー等を備えた学習施設において，環境に関する情報

の提供及び啓発を実施していたが，令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で，施設見学の  

受入は行わなかった。 
 
（２）情報提供業務 

  ① 啓発冊子の発行 

   最近の環境問題や環境研究センターの研究内容をわかりやすく紹介する「環境だより」を年間3回発

行した。 
  ② 情報の収集・整備 
   環境関連の書籍や DVD，環境白書等の市町村情報等を収集，整理することにより，情報の整備を行っ

た結果，令和２年度末において，書籍は，国・県関係 775 冊，市町村関係 335 冊，一般出版物 2,174 冊，

雑誌 3,616 冊等，計 6,900 冊，DVD は 33 タイトル，CD は 68 タイトル，啓発用パネルは 49 枚を所蔵

している。 
  ③ パネル，DVD 等の貸出 
   県民の方々や，事業者，市町村に対して，多くの啓発機会を提供するため，情報提供やパネル，DVD

等の貸出の事業を実施した。 
④ ホームページによる情報提供 
「大気汚染による植物観察」や「しずくちゃんの冒険」等の環境学習ページを掲載するとともに，「川

の汚れ浄化ゲーム」等の環境学習教材や DVD，啓発用パネル等の貸出に関する情報を環境研究センター

ホームページにおいて提供した。 

 

（３）啓発業務 

  ① 環境学習動画の配信 

   県民がスマートフォンやパソコンを利用して，いつでもどこでも環境学習に取り組めるように，環境

を題材とした動画を制作し，「環境情報チャンネル【千葉県環境研究センター】」（YouTube チャンネル）

において配信している。 

   令和２年度は，県内の環境学習施設や気候変動適応センター（国立環境研究所）を取材し，動画を制作

するとともに，県民や県内事業者の環境保全の意識を高めることを目的として以下の 3 本の動画を制作

し，配信した。 
   環境学習動画「ちばの企業の取り組みに学ぶ」 
   （１）食品の無駄やプラスチックの使い捨てを減らすために 
   （２）環境に与える影響を低減する技術 
   （３）工場における環境保全対策 

② 環境月間関連行事 
   環境月間の関連行事として，例年研究室の一般公開を実施していたが，令和２年度は新型コロナウイ

ルス感染拡大の影響で中止となった。 
   



 
 

③ 講師等の派遣状況 

   令和２年度における講師等の派遣状況は表 1 のとおりである。 
 

表１ 講師等派遣状況 
No 実施月日 講習会名 題名 担当室名等 

1 4.3 令和 2 年度大気規制業務
初任者研修会 

ばい煙計算 大気騒音振動研究室 石井克巳 

2 6.25～26 地質環境対策技術研修 露頭調査，土壌・地下水汚染
現場の実習，地質汚染概論，
地質学概論・水文地質概論，
地歴調査の方法・公開された
柱状図データの注意点，地下
水流動調査の方法，地下空気
汚染調査の方法，地層汚染調
査・地下水汚染調査，地質汚
染浄化方法 

地質環境研究室 

3 7.10 令和 2 年度一般廃棄物処
理施設立入検査等に係る
研修 

立入検査に臨むにあたって，
最終処分場立入検査時の留
意事項，焼却施設立入検査時
の留意事項 

廃棄物・化学物質研究室 森崎
正昭，大石 修 

4 7.16 令和 2 年度水質分析委託
に関する技術研修会(市
町村担当職員研修) 

水質分析委託に関する知識，
実務 

水質環境研究室 三ヶ島治子，
星野武司，黛 将志 

5 7.20～22 公害防止管理者等国家試
験受験者講習会 

大気概論，大気特論，大規模
大気特論 

大気騒音振動研究室 井上智
博，石井克巳，阿部德子 

6 7.28～30 公害防止管理者等国家試
験受験者講習会 

水質概論，水質分析，水処理
技術 

水質環境研究室 横山智子，星
野武司，黛 将志，勝見大介 

7 7.28～29 １１条ＢＯＤ検査に係る
「嘱託採水員講習会カリ
キュラム」 

浄化槽の維持管理について 水質環境研究室 横山智子 

8 7.29 公害防止管理者等国家試
験受験者講習会 

騒音振動特論（騒音振動測定
技術） 

大気騒音振動研究室 大橋英明 

9 8.1 千葉県夢チャレンジ体験
スクール（サイエンスス
クール） 

ボーリングコア観察，地下水
の水質分析実習，千葉県の地
層と地下水に関する講義 

地質環境研究室 

10 8.3 千葉県夢チャレンジ体験
スクール（サイエンスス
クール） 

音ってなんだろう？ 大気騒音振動研究室 加藤晶
子，上治純子，石橋雅之，大橋英
明，根本創紀 

11 8.3 公害防止管理者等国家試
験受験者講習会 

ダイオキシン類概論，ダイオ
キシン類測定技術 

廃棄物・化学物質研究室 吉井
直美，清水 明 

12 8.3～5 公害防止管理者等国家試
験受験者講習会 

大気概論，大気特論，大規模
大気特論 

大気騒音振動研究室 井上智
博，石井克巳，阿部德子 

13 8.18～20 公害防止管理者等国家試
験受験者講習会 

水質概論，水質分析，水処理
技術 

水質環境研究室 横山智子，星
野武司，黛 将志，勝見大介 

14 8.19～20 大気環境等測定技術講習
会 騒音測定 

騒音の測定に関する実習 大気騒音振動研究室 加藤晶
子，石橋雅之，大橋英明 

15 8.25～26 １１条ＢＯＤ検査に係る
「嘱託採水員講習会カリ
キュラム」 

浄化槽の維持管理について 水質環境研究室 横山智子 

16 8.27 大気環境等測定技術講習
会 ばい煙測定 

ばい煙測定方法等に関する
講習 

大気騒音振動研究室 石井克
巳，堀本泰秀，大木誠吾，石原 
健 

17 10.13 出前講座 堂谷津地区の地層と地下水 地質環境研究室 風岡 修，小
島隆宏，伊藤直人 

18 10.16 光化学オキシダント自動
計測器の校正に係る研修
（関東ブロック） 

オキシダント二次基準器に
よる自治体基準器の校正方
法 

大気騒音振動研究室 上治純
子，大橋英明，根本創紀 



 
 

19 11.9 海匝地域北東部地下水保
全対策協議会 

硝酸性窒素等の現状につい
て-千葉県海匝地域北東部の
例- 

地質環境研究室 伊藤直人 

20 11.28 千葉市未来の科学者プロ
グラム 

ボーリングコア観察，地下水
の水質分析実習，千葉県の地
層と地下水に関する講義 

地質環境研究室 

21 12.1 打瀬中学 EX講座 環境学習に関する講義 水質環境研究室 横山新紀 

22 12.18 気候変動への適応に関す
る庁内研修会 

千葉県における気候変動へ
の取組み 

企画情報室 熊谷直行 

23 12.21～22 オキシダント二次標準器
による校正に係る研修・
運営会議 

千葉県における校正状況 大気騒音振動研究室 上治純
子，大橋英明，根本創紀 

24 2.2 長生高等学校スーパーサ
イエンスハイスクール 

公害の発生から環境の保全
へ 

次長 平川久美子 

25 2.12 気候変動適応に関するオ
ンラインセミナー 

気候変動への適応とは何か-
防災の観点から- 

企画情報室 熊谷直行 

26 2.16 長生高等学校スーパーサ
イエンスハイスクール 
 

宇宙船地球号は今・・・ 大気騒音振動研究室 井上智博 

27 環境分野における化学物質
について 

廃棄物・化学物質研究室 清水 
明 

④ 関連行事への参画 
   センター以外の各主体において実施される環境問題に関する啓発イベント等に参画した。 
   なお，令和２年度の参画状況は表 2 のとおりである。 
 
表２ 関連行事への参画状況 

月日 名称 内容 会場（場所） 主催 
11.1 エコメッセ2020 in ちば 気候変動に関するインタ

ビュー動画の掲載 
（オンライン開催） エコメッセちば実

行委員会 
12.6 かしわ環境フェスタ

2020 
気候変動に関するパネル
の展示 

イオンモール柏（柏
市） 

柏市環境部環境政
策課 

 

４・２ 千葉県気候変動適応センターの業務 

（１）情報提供・啓発業務 

① 啓発冊子の発行 

   環境だより第24号（千葉県気候変動適応センターを設置しました！）を発行した。（10月16日発行） 
② パネルの作成 

   気候変動に関する啓発用パネル（気候変動について知ろう！）を作成し，かしわ環境フェスタ 2020 に

おいて普及啓発を実施した。（12 月 6 日） 
③ 環境学習動画の配信 

 動画の配信一覧は表 3 のとおりである。なお，動画は「環境情報チャンネル」において配信している。 
 

表３ 環境学習動画の配信一覧 

No 配信日 動画タイトル 

1 10.26 国立環境研究所 気候変動適応センター 向井人史センター長インタビュー 

2 10.26 気候変動適応センターの設立（向井人史センター長インタビュー【分割版１】） 

3 10.26 気候変動とは？（同【分割版２】） 

4 10.26 気候変動適応法が制定された経緯は？（同【分割版３】） 

5 10.26 国立環境研究所としての取り組みは？（同【分割版４】） 

6 10.26 地域気候変動適応センターに求めるものは？（同【分割版５】） 

7 10.26 国立環境研究所の研究紹介（同【分割版６】） 

8 12.23※ 天達武史氏の「2100年未来の天気予報」 

※令和２年度末で掲載終了 



 
 

（２）情報収集・調査研究業務 
① 協議会等への参加 
協議会等への参加状況は表４のとおりである。 

 
表４ 協議会等への参加状況 

No 実施月日 会議名 会場（場所） 

1 10.14 令和 2年度第 1回地域気候変動適応センター定例会議 （オンライン開催） 

2 10.23 気候変動適応関東広域協議会（第 4回） （オンライン開催） 

3 10.26 気候変動適応関東広域協議会 第 1回暑熱対策分科会 （オンライン開催） 

4 12.3 令和 2年度第 2回地域気候変動適応センター定例会議 （オンライン開催） 

5 12.23 気候変動適応関東広域協議会 第 2回暑熱対策分科会 （オンライン開催） 

6 2.4 令和 2年度第 3回地域気候変動適応センター定例会議 （オンライン開催） 

7 3.3 気候変動適応関東広域協議会（第 5回） （オンライン開催） 

 
② 共同研究 

・環境省環境研究総合推進費（R2～R4） 
「気候変動に対応した持続的な流域生態系管理に関する研究」 

・国立環境研究所気候変動適応センターとの共同研究（R2） 
「気候変動と都市化による河川・水質への影響に関する研究」 

 
４・３ 学会発表 
 令和２年度においてセンター職員が行った学会等の発表は表 5 のとおりである。 
 
表５ 学会発表等 

月日 課題名 発表者（共同発表者） 学会名称等 会場 
＜大気騒音振動研究室＞ 
9.14～10.4 千葉県内のモニタリングポスト

における高線量事例(1) 
上治純子，根本創紀，井上
智博 

第 61 回大気環境
学会年会 

（誌上開催） 

9.14～10.4 千葉県内のモニタリングポスト
における高線量事例(2) 

上治純子，根本創紀，井上
智博 

第 61 回大気環境
学会年会 

（誌上開催） 

9.14～10.4 千葉県における PM2.5 高濃度事
例の自動測定機テープ試料を用
いた成分分析 

石井克巳 第 61 回大気環境
学会年会 

（誌上開催） 

9.14～10.4 気象的要因に着目した大都市圏
における PM2.5 高濃度事例の解
析(1) 

石原 健，石井克巳，吉田
実希 1)，杉本恭利 1)，平野
真弘 2)，佐藤翔大 2)，長谷
川就一 3)，早崎将光 4)，菅
田誠治 5) 

第 61 回大気環境
学会年会 

（誌上開催） 

9.14～10.4 気象的要因に着目した大都市圏
における PM2.5 高濃度事例の解
析(2) 

吉田実希 1)，杉本恭利 1)，
平野真弘 2)，佐藤翔大 2)，
石原 健，石井克巳，長谷
川就一 3)，早崎将光 4)，菅
田誠治 5) 

第 61 回大気環境
学会年会 

（誌上開催） 

9.14～10.4 PM2.5 自動測定機の精度管理に
ついて 

内藤季和 6)，石原 健，石
井克巳 

第 61 回大気環境
学会年会 

（誌上開催） 

9.18 放射性物質に関する自治体での
モニタリング 

井上智博 第 61 回大気環境
学会年会 放射性
物質動態分科会 

（誌上開催） 

10.9 県道における道路交通振動測定
事例 

大橋英明 令和 2 年度全国
環境研協議会企
画部会騒音振動
担当者会議 

神奈川県中小企
業共済会館（神
奈川県横浜市） 

11.19 千葉県内のモニタリングポスト
における高線量事例 

上治純子，根本創紀，井上
智博 

第 47 回環境保
全・公害防止研究
発表会 

（誌上開催） 



 
 

12.1～25 固定発生源周辺における大気中
揮発性有機化合物の自動連続測
定 
－N2 キャリアガス法による運用
の検討－ 

大木誠吾 令和 2 年度全国
環境研協議会関
東甲信静支部大
気専門部会 

（誌上開催） 

3.20 自治体の取り組みと今後の課題 井上智博 大 気 環 境 学 会 
放射性物質動態
分科会シンポジ
ウム 

郡山市民交流プ
ラザ（福島県郡
山市） 

＜水質環境研究室＞ 
9.14～10.4 千葉県における2020年冬季の粒

子状 nss-SO42-及び NH4+濃度の低
下現象 

横山新紀 第 61 回大気環境
学会年会 

（誌上開催） 

9.14～10.4 冬季季節風時における降雪中非
海塩起源硫酸イオン濃度分布
（１） 

横山新紀 第 61 回大気環境
学会年会 

（誌上開催） 

9.14～10.4 冬季季節風時における降雪中非
海塩起源硫酸イオン濃度分布
（２） 

横山新紀 第 61 回大気環境
学会年会 

（誌上開催） 

11.19 印旛沼流域の降雨時における道
路排水の流出特性 

横山智子，星野武司，横山
新紀 

第 47 回環境保
全・公害防止研究
発表会 

（誌上開催） 

11.19 印旛沼における水質詳細調査に
ついて 

星野武司，品川知則，勝見
大介 

第 47 回環境保
全・公害防止研究
発表会 

（誌上開催） 

11.19 市街地排水中の硝酸イオンの濃
度変動 

横山新紀，横山智子，星野
武司 

第 47 回環境保
全・公害防止研究
発表会 

（誌上開催） 

11.1 印旛沼における植物プランクト
ンの長期変動 

岩山朱美 令和２年度全環
研関東甲信静支
部水質専門部会 

（誌上開催） 

2.17 降雨時における市街地排水中窒
素成分の流出解析 

横山新紀 第 36 回全国環境
研究所交流シン
ポジウム 

（オンライン開
催） 

2.17 印旛沼流域における面源負荷量
の検討 

横山智子，星野武司，横山
新紀 

第 36 回全国環境
研究所交流シン
ポジウム 

（オンライン開
催） 

3.11 印旛沼流域の降雨時における道
路排水の水質特性と負荷量調査 

横山智子，星野武司，横山
新紀 

第 55 回日本水環
境学会年会 

（オンライン開
催） 

3.11 最近の印旛沼の植物プランクト
ンとＣＯＤ 

岩山朱美，小倉久子 6)，横
山新紀 

第 55 回日本水環
境学会年会 

（オンライン開
催） 

3.11 印旛沼における市街地排水中の
硝酸イオン濃度の変動と大気影
響 

横山新紀，横山智子，星野
武司 

第 55 回日本水環
境学会年会 

（オンライン開
催） 

3.11 印旛沼水質データの時系列統計
解析について 

星野武司，品川知則 第 55 回日本水環
境学会年会 

（オンライン開
催） 

3.11 印旛沼における水質詳細調査 品川知則，星野武司，勝見
大介，中田利明 

第 55 回日本水環
境学会年会 

（オンライン開
催） 

3.12 手賀沼における放射性セシウム
調査 

勝見大介，黛 将志，中田
利 明 ， 井 上 智 博 ，                                                     
上治純子 

第 54 回日本水環
境学会年会併設
研究集会 

（オンライン開
催） 

＜地質環境研究室＞ 
11.28 九十九里平野中部における上ガ

ス発生分布について 
風岡 修，伊藤直人，香川 
淳，小島隆宏，荻津 達，
吉田 剛 

第 30 回環境地質
学シンポジウム 

（オンライン開
催） 



 
 

11.28 人工地層の層相分布と2011年東
北地方太平洋沖地震時に液状化
－流動化した層準：東京湾岸埋
立地浦安市日の出地区での沈下
の原因について 

風岡 修，潮﨑翔一，伊藤
直人，香川 淳，荻津 
達，吉田 剛 

第 30 回環境地質
学シンポジウム 

（オンライン開
催） 

11.29 地質汚染現場で観測された地下
水流動方向の変化-下総台地中
央部，八千代市北東部の例- 

伊藤直人，風岡 修，吉田 
剛 

第 30 回環境地質
学シンポジウム 

（オンライン開
催） 

11.27 下総台地千葉市堂谷津の人工地
層・沖積層の水文地質構造 

小島隆宏，風岡 修，伊藤
直人，斎藤幸一 7)  

第 30 回環境地質
学シンポジウム 

（オンライン開
催） 

1：奈良県景観・環境総合センター 2：栃木県保健環境センター 3：埼玉県環境科学国際センター 
4：(一財)日本自動車研究所 5：国立環境研究所 6：元千葉県環境研究センター 7：(特非)バランス 21 
 
４・４ 論文等の執筆 
 令和２年度においてセンター職員が執筆した論文等は表 6 のとおりである。 
 
表６ 論文等の執筆 

発
行
月 

課題名 執筆者 掲載誌 

＜大気騒音振動研究室＞ 
12 Temperature and electrical 

conductivity of water in 
Lake Nyos transmitted by an 
automatic observation buoy. 

Takeshi Ohba1), Seigo Ooki, Yu Oginuma1), 
Hajime Yoshida2), Romaric Ntchantcho3), Andrew 
Ako3), Robert Tawedi3), Mevengue Ayissi3), 
Gregory Tanyileke3), Joseph V. Hell3) 

Journal of African 
Earth Sciences 

＜水質環境研究室＞ 
4 印旛沼流域の水田における揚

排水機場からの負荷調査 
横山智子，丹澤貴大 4)，星野武司，黛 将志，半野
勝正 5) 

水環境学会誌 
第 43巻 4号 

8 印旛沼における植物プランク
トンの長期変動 

岩山朱美，横山新紀，小倉久子 6) 用水と廃水 
第 62巻 8号 

1：Tokai University 2：Zenilite Buoy Co. Ltd 3：Institute for Geological and Mining Research (Cameroon) 
4：千葉県企業局水道部 5：印旛沼環境基金 6：元千葉県環境研究センター 
 

４・５ 報告書等の執筆，発行 
 令和２年度における報告書等の執筆，発行は表 7 のとおりである。 
 
表７ 報告書等の執筆，発行 

発行月 報告書名 参画者 

4 「降下ばいじん調査」結果報告書 堀本泰秀，内藤季和 1)，井上智博 

1 松戸上本郷自動車排出ガス測定局の NO2 環境基準超過に係る要因解
析結果報告書 

堀本泰秀，根本創紀，上治純子，
石井克巳 

1 騒音の個人暴露量に関する研究調査報告書（騒音小委員会） 門屋真希子 2)，石橋雅之，大橋英
明，佐々木裕也 3)，田中進 4) 

3 令和 2年度オキシダント二次標準器による校正維持管理業務報告書 上治純子，大橋英明，根本創紀 
3 令和元年度微小粒子状物質合同調査報告書 石井克巳，根本創紀 
3 令和 2年度化学物質環境実態調査 

初期環境調査・詳細環境調査（水質）結果報告書 
清水 明，黛 将志 

3 
 

令和 2年度化学物質環境実態調査 
初期環境調査・モニタリング調査（大気）結果報告書 

石原 健，阿部德子 

1：元千葉県環境研究センター 2：東京都環境局 3：山梨県衛生環境研究所 4：愛知県環境調査センター 
 

４・６ インターンシップ等による研修生の受入 
令和２年度におけるインターンシップ等による研修生の受入は，新型コロナウイルス感染拡大の影響で，

中止となった。 
 
４・７ 国際協力のための国外への職員派遣 
 令和２年度は国際協力のための職員派遣は行っていない。 


