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財団概要 
 

■名  称 一般財団法人 新潟県環境衛生研究所 

■代 表 者 理事長 奧田 雄二 

■設    立 1968年 5月 15日 

■事 業 所  

【本所】 

 〒959-0291 新潟県燕市吉田東栄町８番１３号 

 TEL： ０２５６（９３）４５０９(代表) 

 FAX： ０２５６（９２）６８９９ 

 建物： 本館 4階建 ／ 分館 2階建 ／ 別館 4階建     
 

【先端技術センター】 

 〒953-0135 新潟県新潟市西蒲区南谷内３３３番地１ 

 TEL： ０２５６（９１）４１１４(代表) 

 FAX： ０２５６（９１）４１１８ 

 建物： 2階建（一部 3階） 
 

【佐渡検査センター】 

 〒952-0302 新潟県佐渡市竹田１０４２番地１０ 

 TEL： ０２５９（５５）２８１９(代表) 

 FAX： ０２５９（５５）４２０２ 

 建物： 1階建 
 

【会津事業所】 

 〒965-0024 福島県会津若松市白虎町２１７番地 

 TEL： ０２４２（２２）１８８２（ＦＡＸ兼用） 

 

 

■組 織 図 
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■法律に基づく指定・登録  

指定・登録年月 指定・登録機関 指定・登録の名称 

1976年 3月 新潟県知事  計量法に基づく計量証明事業登録 

1982年 9月 新潟県知事  
建築物における衛生的環境の確保 

に関する法律に基づく登録 

1986年 7月 新潟県知事  浄化槽法に基づく指定 

1989年 8月 新潟県知事  
臨床検査技師・衛生検査技師等 

に関する法律に基づく登録 

2003年 1月 環境大臣  土壌汚染対策法に基づく指定 

2003年 3月 新潟県知事  
計量法に基づく計量証明事業 

（特定濃度）の登録 

2004年 2月 厚生労働大臣  食品衛生法第 33条に基づく登録 

2004年 3月 厚生労働大臣  水道法 第 20条に基づく登録 

2004年 3月 厚生労働大臣  水道法 第 34条の 2に基づく登録 

2004年 3月 厚生労働大臣  
薬事法施行規則第 12条第 1項 

に基づく試験検査機関の登録 
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■各種登録・認定  

ISO 9001（品質マネジメントシステム） 

登録年月日（番号） 1998年 12月 4日 ISO 9002取得（JQA-2832）  

 2002年  6月 7日 ISO 9001:2000へ移行 

 2009年 12月 25日 ISO 9001:2008へ移行 

登録機関 一般財団法人 日本品質保証機構 

登録活動の範囲 本所 分析業務 

 
水質分析、底質分析、食品分析、細菌検査等の分析サービス 

但し、事業所外部で行われる分析業務を除く 

 

MLAP（特定計量証明事業者認定） 

認定年月日（番号） 2003年 3月 17日 （N-0140-01） 

認定機関 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 

認定の範囲 分析部 先端技術センター 

 大気・水・土壌中のダイオキシン類 

 

ISO/IEC 17025(試験所認定) 

認定年月日（番号） 2007年 12月 13日 （RTL02460） 

認定機関 公益財団法人 日本適合性認定協会 

認定の範囲 先端技術センター 

 化学試験：排ガス、水全般、大気全般及び灰のダイオキシン類 

認定年月日（番号） 2014年 2月 4日 （77372） 

認定機関 Perry Johnson laboratory Accreditation,Inc. 

認定の範囲 分析部 

 水道水中の ICP-MSによる金属類測定及び水道水、飲料水、一般食品、乳児

用食品及び飼料中の Ge半導体検出器による放射性核種（Cs-134、Cs-137、

I-131を含む）測定 

 

水道水質検査優良試験所規範（水道 GLP）認定 

認定年月日（番号） 2017年 9月 19日 （JWWA-GLP135） 

認定機関 公益社団法人 日本水道協会 水道 GLP認定委員会 

認定の範囲 一般財団法人 新潟県環境衛生研究所 

 水道水質基準項目 51項目（水道水・浄水、原水） 
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■表 彰      

1971年 5月 新潟県巻保健所長 「公衆衛生・食品衛生の向上に貢献」 

1978年 5月 日本公衆衛生協会長 「生活環境・食品衛生の向上に貢献」 

1983年 5月 厚生大臣 「公衆衛生の向上に貢献」 

2015年 11月 新潟県環境会議 議長 「地域における環境保全活動に貢献」 

 

   

 

 

 

 

■有資格者数 2017年 4月 1日現在 

博士（工学・農学）  3 薬剤師 1 

技術士（環境部門） 1 臨床検査技師 8 

技術士補（情報工学） 1 衛生検査技師 3 

環境計量士 16 水道技術管理者 2 

一般計量士 1 水道法３４条の２検査員 14 

放射線取扱主任者 5 建築物環境衛生管理技術者 4 

土壌汚染対策法調査技術管理者 3 ２級ビオトープ計画管理士 2 

浄化槽法定検査員 17 ２級ビオトープ施工管理士 1 

浄化槽管理士 11 公害防止管理者 30 

作業環境測定士 15 衛生管理者 15 

港湾海洋調査士 1 危険物取扱主任者 7 

測量士補 2 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 11 

環境測定分析士 4 潜水士 1 

臭気判定士 5 二級小型船舶操縦士 4 

 

■所属学会・協会 2017年 4月 1日現在 

公益社団法人 日本分析化学会 公益社団法人 日本水環境学会 

一般社団法人 日本環境測定分析協会 一般社団法人 全国給水衛生検査協会 

一般社団法人 食品衛生登録検査機関協会 公益社団法人 日本食品衛生学会 

日本食品微生物学会 公益社団法人 におい・かおり環境協会 

公益社団法人 大気環境学会 一般社団法人 日本環境化学会 

日本防菌防黴学会  

■職員数 2017年 4月 1日現在 

男 47 

女 44 

合計 91 
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■主な整備機器 2017年 4月 1日現在 

食品・環境放射能測定装置 

(ゲルマニウム半導体検出器) 
高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計 

ＮａIシンチレーションサーベイメータ 
ガスクロマトグラフ質量分析計 

(パージ＆トラップ付、ヘッドスペース付他) 

ＧＭ式サーベイメータ 
高速液体クロマトグラフ質量分析計 

(LC/MS/MS) 

ＩＣＰ質量分析計 
ガスクロマトグラフ 

(ECD・FPD・FID・FTD・TCD) 

ＩＣＰ発光分析計 
高速液体クロマトグラフ 

(UV/VIS・けい光・示差・FDA) 

ファーネス原子吸光光度計 
イオンクロマトグラフ 

(ポストカラムシステム他) 

フレーム原子吸光光度計 ＧＰＣクリーンアップシステム 

還元気化水銀測定装置 自動固相抽出・自動濃縮装置 

分光光度計（UV/VIS） 自動滴定装置（電位差・光度） 

エネルギー分散型Ｘ線分析装置付 

走査型電子顕微鏡 
全有機炭素測定装置（TOC） 

落射蛍光顕微鏡（ノマルスキー付） 全自動過マンガン酸カリウム消費量測定装置 

顕微鏡（位相差・実体） 濁度・色度測定装置 

フーリエ変換赤外分光光度計 全自動ＣＯＤ測定装置 

顕微鏡デジタルカメラシステム オートアナライザー 

ＰＣＲシステム 自動溶存酸素測定装置 

ＤＮＡシークエンサー ＣＮコーダー 

電気泳動撮影装置 Ｃｌ-ｐＨ全自動連続測定装置 

マイクロチップ電気泳動装置 精密サリノメーター（0.003‰Ｓ） 

多検体細胞破砕装置 コールターカウンター 

スパイラルプレーティングシステム マイクロウェーブ試料分解装置 

ＧＣ／ＭＳ用ダイオキシン類自動前処理装置 悪臭物質測定装置 

高速溶媒抽出装置 ＮＯｘ－ＣＯ－Ｏ₂測定装置 

微量有機化学物質濃縮装置 ＣＯ－Ｏ₂測定装置 

窒素/蛋白自動蒸留滴定装置 ハイボリウムエアサンプラー 

脂肪抽出システム（酸分解装置付） 騒音計（普通・精密） 

過酸化水素計 振動レベル計 

プラスチック種類判別計 多項目水質計 

電磁流速計 高精度レーザー距離計 

風向風速計 ＧＰＳマッピング・ＧＩＳデータ収集システム 

船外機付ボート サーミスタ（電気水質計） 

 


