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業種

大分類：学術研究、専門・技術サービス業

中分類：技術サービス業

⇒計量証明業 ⇒環境計量証明業

（他に 医学・薬学研究、建築設計業、測量業、検査業も含まれる）

環境計量証明業とは？

主として委託を受けて、環境の状態に関し、水・大気・土壌

中の物質の濃度、騒音レベル、振動レベルなどを計量し、そ
の結果の証明を行う事業をいう。



環境基本法
環境基準

大気汚染防止法

下水道法

建築物における衛生的環
境の確保に関する法律

振動規制法

廃棄物の処理及び清掃
に関する法律

悪臭防止法

騒音規制法

土壌汚染対策法

水質汚濁防止法

環境に関する主な規制

企業活動
社会生活



規制基準や環境基準が遵守されているかどうか？

⇓

対象を調査しないとわからない

⇓

計量する（調査・試験・検査）

目的
・規制値への適合

・排出状況の確認

・環境行政施策の決定

・行政指導

・自然環境の保全

試験方法
◎公定法（告示法）…国が定めた方法

◎JIS規格 …経済産業省が定めた日本産業規格

・依頼者指定の方法

・インハウス法 …自社で開発した方法



【e.g.水質汚濁に係る環境基準について】
公布日：昭和46 年12 月28 日
環境庁告示59 号（抜粋）





会社概要

☆社 名：株式会社静環検査センター

☆所在地：静岡県藤枝市高柳2310番地（本社）

☆代表者：代表取締役 徳田 茂

☆設 立：1984年2月（昭和59年）

☆資本金：5,000万円

☆売上高：35億円（2019年3月期決算）

☆従業員：434名（男性274名 女性160名）（2020年1月現在）

＜静環検査センターの持株会社＞

社 名：株式会社桜ホールディングス

所在地：静岡県藤枝市高柳2162番地の1

代表者：代表取締役 徳田 航介

設 立：2017年7月

資本金：5,000万円

従業員：42名

地域貢献の一環として、J3リーグに所属する「藤枝ＭＹＦＣ」を応援しています！



沿革
昭和59年 2月 株式会社静環検査センター 設立

昭和62年 11月 静岡支店・静岡事業所 開設

平成 5年 4月 名古屋支店 開設

平成 9年 5月 東京支店 開設

平成10年 9月 本社環境研究所 新社屋竣工・移転

平成13年 7月 浜松支店 開設

平成13年 9月 ISO9001 認証取得

平成14年 1月 甲府支店 開設

平成14年 4月 名古屋検査所 開設

平成14年 8月 ISO/IEC17025 認証取得

平成15年 12月 ISO14001 認証取得

平成17年 4月 名古屋支店・検査所 移転

平成17年 4月 九州支店・検査所 開設

平成18年 7月 鹿児島営業所 開設

平成19年 2月 福岡営業所 開設

平成22年 3月 神奈川営業所 開設

平成22年 7月 大阪営業所 開設

平成24年 6月 大阪営業所 支店に昇格・移転

平成24年 8月 福島支店 開設

平成25年 3月 長崎営業所 開設

平成25年 7月 岐阜営業所・三重営業所 開設

平成26年 7月 いわき営業所 開設

平成26年 12月 埼玉営業所 開設

平成27年 1月 大分営業所・沖縄営業所 開設

平成27年 3月 福岡営業所 支店に昇格・移転、検査所併設

平成27年 3月 大阪支店 移転、検査所併設

平成27年 5月 長野営業所 開設

平成27年 6月 福岡検査所計量証明事業登録

平成27年 7月 豊橋営業所 開設

平成27年 11月 広島営業所 開設

平成28年 12月 福岡支店・検査所 業務拡大のため移転

平成29年 4月 福島支店 業務拡大のため移転

平成29年 7月 浜松支店 業務拡大のため移転

平成29年 12月 岡山営業所 開設

平成30年 2月 佐賀営業所 開設

平成30年 12月 郡山営業所 開設

令和 2年 4月 大気環境イノベーションセンター 開設



【検査所併設】
■本社（静岡県藤枝市）…環境、食品、医薬品すべての分野（社員250名）

■九州支店・検査所（鹿児島県霧島市）…環境、食品（微生物）分野（社員45名）

■名古屋支店・検査所（愛知県名古屋市西区）…環境分野（社員20名）

■福岡支店・検査所（福岡県福岡市博多区）…環境分野（社員15名）

■大阪支店・検査所（大阪府大阪市淀川区）…食品（微生物）分野（社員15名）

■大気環境イノベーションセンター（神奈川県大和市）…環境分野（社員10名）

■静岡支店・環境事業部（静岡県静岡市駿河区）…環境調査（社員40名）

【営業拠点】
浜松支店、福島支店、東京支店、甲府支店

いわき営業所、郡山営業所、埼玉営業所、神奈川営業所、長野営業所、岐阜営業所、
三重営業所、豊橋営業所、岡山営業所、広島営業所、長崎営業所、大分営業所、
佐賀営業所、鹿児島営業所、沖縄営業所

以上、現在26拠点

九州支店・検査所

名古屋支店・検査所

静岡支店・
環境事業部

事業所
本社研究所
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沖縄営業所（糸満市） 

長野営業所（長野市） 

いわき営業所（いわき市） 

埼玉営業所（さいたま市） 
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佐賀営業所（鳥栖市） 

広島営業所（広島市） 
豊橋営業所（豊橋市） 

郡山営業所（郡山市） 

大気環境イノベーションセンター（大和市） 



組織図
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環境営業課
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代表取締役
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経営企画室

2020年4月現在
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環境分析 …生活環境や自然環境に影響を及ぼす物質の分析

（水質,大気・悪臭,騒音・振動,土壌,廃棄物,ダイオキシン類,PM2.5等）

材料・特殊分析 …多種多岐にわたる分析・試験・データ集計による

品質評価・研究開発支援・製造支援

（原材料・工業製品,RoHS・PRTR,アスベスト等）

業務内容

水、大気、土壌、廃棄物、工業製品、食品、医薬品など、

私たちの生活に関わる様々なものを検査・分析しています！



飲料水検査 …社会のライフラインである水道水・飲料水などの検査

（水道水、ミネラルウォーター等）

食品検査・衛生検査 …食の安全・安心と高品質な商品開発をサポートするための検査

（栄養成分,添加物,残留農薬,DNA,放射能,異物同定,微生物,腸内細菌,施設衛生等）

医薬品検査 …人々に健康で幸せな生活をもたらす医薬品・医療機器等の

研究開発支援・製造支援

（医薬品,医療機器,医薬部外品,化粧品等）

☆目では見えないものを数値にしています！（見える化）

☆人々が安心・安全、快適に生活するためのサポートを行っています！



■既存資料調査・ヒアリング

■現地調査 調査計画の作成

現地調査

調査結果の整理・解析

・大気質、地上気象、上層気象

・騒音、振動、低周波音

・交通量調査、渋滞調査

・水質水文調査、地下水調査

・土壌汚染調査

・動物、植物、生態系調査

・景観調査

・人と自然との触れ合い活動の場調査

■予測・評価 ・各種シミュレーション（大気、騒音、振動、日影、景観）

・環境保全措置の検討と提案

環境調査（環境アセスメント）
…人々が健康で快適に暮らすことができる地域づくりの調査・計画・提案



会社の特長①

全国の官公庁、自治体
民間企業・団体、個人

お
取
引
先

新規取引拡大 既存取引拡大

当社の強み

創業３6年の信頼と実績

検査体制 多分野 多拠点



検査体制

• 迅速で公正、確実な

データの提供

• 最新機器の導入

• 精度管理の徹底

多分野

• 環境分析

• 環境調査

• 材料・特殊分析

• 食品・衛生検査

• 医薬品検査

多拠点

• 藤枝本社をはじめ全

国に26拠点

＜当社の精度管理＞
・分析機器の調整
・検量線の妥当性確認
・濃度既知試料（ＱＣサンプル）：差し込み試験
・試験に対する妨害要因の確認
・他試験機関間での相互確認（クロスチェックへの参加）

会社の特長②



検査にあたって気をつけていること

「検査の3本柱」

①サンプリング
・検査目的、検査項目を確認する

・コンタミネーション（汚染・混入）に注意する

・検体の取り違いをしない

・均一な試料となるようサンプリングする など

③評価
・結果を基準値と照らし合わせて、考察を行う

・過去データと比較し、異常がないか確認する

・異常値が出た場合は、原因を追究し、必要に応じて再検査を行う

・異常値の結果に間違いがなければ、対策を検討する →お客様にご提案（コンサルタント）

①サンプリング→②分析→③評価

②分析
・保護具を着用する（安全第一）

・使用機器に異常がないか確認する

・適切な検査方法、使用器具、試薬を選択

・操作手順に誤りがないよう注意する

・定期的に精度管理を行う など



◎今後も様々な視点から問題が表面化されると、

ビジネスチャンスが増える！

会社の特長③

他産業に対して

 景気や人口減少の影響を受けにくい

 環境問題や食品衛生などへのニーズは高まる一方

同業他社に対して

 独立系の会社のため、最新機器の導入などは迅速に対応できる

 幅広い応用力（多分野）は真似できない

 あらゆるものが分析できるから、お客様が必要とする検査データを一社ですべて
揃えることが可能

 全国に拠点があることで、お客様の全事業所をサポートできる

誘導結合プラズマ質量分析（PM2.5）ゲルマニウム半導体検出器（放射能）



基本理念

企業指針

個人活動の指針

経営理念

私たちは計測、分析を通して『適正な結果の提供』により環境保全や
製品の向上に貢献、また、医薬品検査や食品分析とその衛生管理監視に
『信頼性のある結果の提供』をすることにより健康や食生活の安全・安心に
貢献します。

1. 勇猛果敢 （勇気をもってひるまず行動 決断実行はスピーディー）
2. 多士済済な集団であれ （より技術を磨いた集団）
3. 協同一致で作業すべし （お互い協力を惜しまない）

1. 会社と仕事に誇りを持つ
2. ニコニコ、ハキハキ、キビキビ
3. 5Ｓ （整理・整頓・清潔・清掃・躾）の徹底
4. あいさつの励行
5. 報（報告）・連（連絡）・相（相談）・承（承認）の徹底



先輩社員の１日①【検査・分析】

 8：00 ／出社

 8：30 ／ラジオ体操、朝礼／朝礼でその日の連絡事項等を確認する

 8：35 ／解析／前日測定をかけたサンプルの解析をする

 9：00 ／試験業務／分析機器の立ち上げ及び各種試験の操作等を行う

 12：00／昼休み

 13：00／試験業務／各種試験の操作及び調製したサンプル等を分析

 16：00／片付け・試験準備／片付け及び翌日の試験で使用する

試液・器具等の準備をする

 16：30／データまとめ／実施した試験のデータをまとめる

 17：00／データチェック／自分または他試験者が行った試験の

データチェックをする

 18：30／退社



先輩社員の１日②【大気測定】

 8：00 ／出社

 8：30 ／ラジオ体操、朝礼

 8：30 ／測定現場に移動

 9：00 ／現場担当者に挨拶、測定業務（昼休み含む）／排ガスの測定

 14：00／帰社

 14：30／片付け、現場の準備／片付け及び翌日の各現場に必要な

測定器具等の準備をする

 16：00／データまとめ／その日にやってきた測定のデータを整理する

 17：30／データチェック／他の課に分析を依頼した検体の結果の確認

及び整理をする

 18：00／事務処理／日報の記入や物品の購入書の作成

 18：30／退社



先輩社員の１日③【施設衛生検査】

 8：00 ／現場へ移動

 9：00 ／施設衛生検査開始／施設のチェック、聞き取り調査、検体の

採集（食品・拭き取り）

 10：00／チェックシートのとりまとめ／現場で報告用の書類を作成

 10：30／お客様への結果説明(総評)／問題点の指摘、改善のための

アドバイス

 ～13：00／帰社

 13：00／微生物検査／採取した食品・拭き取り検体の微生物培養検査

 15：00／報告書の作成／施設チェックや微生物検査の結果の分析、

写真なども使いわかりやすくまとめる

 17：30／退社



働く上での心構え

☆分析のプロを目指す！

サービス業である

↓

お客様の要望に応える！

↓

検査・分析は何でもやる！

人々の生活に関わるすべての安心・安全



仕事のやりがい

◎仲間と協力してやり遂げた達成感

◎お客様からの『ありがとう』の言葉

◎世の中に貢献できている喜び

◎様々な検査を行うことで、自分自身の成長を実感

◎メーカーではないが、お店に並んでいるお客様の商品を介し、

当社の活躍を見て実感



資 格 名 取得奨励金 資格手当

技術士 ○ ○

環境計量士 濃度 ○ ○

環境計量士 騒音・振動 ○ ○

作業環境測定士２種 ○ ○

作業環境測定士１種 ○ ○

臭気判定士 ○ ○

臨床検査技師 - ○

衛生検査技師 - ○

薬剤師 - ○

放射線取扱主任者(2種以上) ○ ○

土壌汚染調査技術管理者 ○ ○

生物分類技能検定1種 ○ ○

生物分類技能検定2種 ○ ○

測量士 ○ ○

建築物環境衛生管理技術者 ○ ○

環境大気常時監視技術者（専門） ○ ○

ＲＣＣＭ(シビル コンサルティング マネージャ) ○ ○

第一種衛生管理者 ○ ○

上級食品表示診断士 ○ ○

中級食品表示診断士 ○ ○

危険物取扱者（甲種又は乙種2種以上） ○ -

毒物劇物取扱者 ○ -

公害防止管理者（各1種） ○ -

主な資格一覧



社内イベント

●新入社員歓迎バーベキュー大会
新入社員研修期間中の合間に
河川敷で行います

４月

６月

●社員研修旅行（3年に一度）
2018年は沖縄へ行きました！
2015年：ハワイ
2012年：ベトナム・カンボジア
2010年：石垣島

●三保海岸清掃（静岡市清水区）
毎年近隣企業総出で行います



7月

10月

●静環オータムセミナー
食品関連企業様向けの勉強会を開催します

12月
●大忘年会
毎年趣向を凝らして行っています
若手社員メンバーによるおもてなし
テーブル対抗ゲームなど盛り上がります！

●ソフトバレー大会

●大運動会
隔年で社員研修旅行がない年に行います



ご清聴ありがとうございました


