
環境カウンセラー協会等設立状況(全国) (設立日順)

都道県名 団体名(協(議)会名) 連絡先氏名(担当) 連絡先名 〒 連絡先住所 TEL FAX 設立日

九州 九州環境カウンセラー協会 事務局長　松永　雄二 勤務先 815-0075 福岡県福岡市南区長丘３-25-15　(株)新日本環境計測内 092-561-8716 092-561-4791 平成 9年 6月

京都府 環境カウンセラーズ京都 事務局長　辻　佳男 勤務先 600-8815
京都府京都市下京区中堂寺字栗田町１

京都ﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ4号館3F　京都環境保全協会内
075-321-1570 075-315-9070 平成 9年 5月15日

茨城県 茨城環境カウンセラー協会 大喜多　敏一 自宅 300-1222 茨城県牛久市南3-27-11 0298-73-6963 0298-72-8392 平成 9年11月28日

東京都 武蔵野･多摩環境カウンセラー協議会 会長　冨川　昌美 自宅 180-0014 東京都武蔵野市関前3-6-13-201 0422-52-5943 0422-52-5943 平成10年 1月14日

兵庫県 環境カウンセラー会ひょうご 山下　満 自宅 650-0014 兵庫県芦屋市翠ヶ丘町20-16-312 0797-32-4871 0797-32-8545 平成10年 2月 7日

千葉県 環境カウンセラー千葉県協議会 事務局　 籠谷　公輔 自宅 260-0012 千葉県千葉市中央区本町1-4-24
043-223-7807(連絡所)

043-224-4031(自宅)

043-223-7807(連絡所)

043-224-4031(自宅) 平成10年 2月 8日

埼玉県 埼玉環境カウンセラー協会 事務局長　小肥　博 勤務先 359-1141 埼玉県所沢市小手指町1-42-24　燦ｸﾘｰﾝ(株)内 042-929-5611 042-929-5610 平成10年 3月14日

神奈川県 ＮＰＯ法人

かながわ環境カウンセラー協議会
理事長　志賀　正良 自宅 233-0007 神奈川県横浜市港南区大久保1丁目1-5　ﾌｧﾐｰﾙﾌﾟﾗｻﾞ上大岡302 045-846-1981 045-846-1980

平成10年 3月28日（平

成11年12月1日より

NPO法人成立）

岐阜県 環境カウンセラー岐阜の会 佐藤　鋭一 勤務先 500-8156 岐阜県岐阜市曙町4丁目6番地　（財）岐阜県公衆衛生ｾﾝﾀｰ 058-247-1300 058-248-0229 平成10年 4月 1日

栃木県 栃木県環境カウンセラー協会 事務局長　佐藤　孝二 自宅 321-3235 栃木県宇都宮市鐺山町651-2 028-667-9201 028-667-9204 平成10年 6月27日

東京都 東京城南環境カウンセラー協議会 岩佐　允勝 勤務先 145-0061 東京都大田区石川町2-8-8-302　(有)ｵﾌｨｽｴｲﾃｨｾﾌﾞﾝ内 03-3729-1076 03-5754-0750 平成10年 9月1日

愛知県 愛知環境カウンセラー協会 井上　祥一郎 勤務先 457-0821 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町2-9-1　(株)ｴｽﾃﾑ技術統括本部 052-612-4500 052-612-9819 平成10年10月 3日

山梨県 山梨環境カウンセラー協会 事務局長　中川　強 自宅 400-0115 山梨県中巨摩郡竜王町篠原2,445-7 0552-76-6845 0552-76-6845 平成10年10月10日

岡山県 岡山環境カウンセラー協会 会長　　吉形　勝 勤務先 705-0022
岡山県備前市東片上88番地

品川企業(株)岡山事業部　環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ管理室(室長)
0869-64-3353 0869-64-3320 平成10年11月 4日
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大阪府 大阪環境カウンセラー協会(OECA) 会長　　高井　茂 勤務先 617-0824 京都府長岡京市天神4-13-21　高井技術士事務所 075-951-1954 075-951-1954 平成10年11月 7日

山形県 やまがた環境カウンセラー協議会 事務局　川合　芳行 勤務先 997-8522
山形県鶴岡市宝田1丁目11-73

山形日本電気(株)環境・安全管理ｾﾝﾀｰ内
0235-29-2723 0235-29-2842 平成10年12月 2日

群馬県 環境カウンセラーズぐんま 片亀　光 勤務先 370-1133 群馬県佐波郡玉村町上新田677-23　(有)環境ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ 0270-65-1975 0270-65-1976 平成10年12月13日

広島県 環境カウンセラーひろしま 事務局　住田　典子 勤務先 730-8631
広島県広島市中区広瀬北町９番１号

（財）広島県環境保健協会　地域活動支援ｾﾝﾀｰ内
082-293-1512 082-291-7683 平成11年１月11日

東京都 杉並環境カウンセラー協議会 事務局長　松木　茂 自宅 166-0015 東京都杉並区成田東4-3-31-402 03-3392-0669 03-3392-0669 平成11年3月11日

新潟県 新潟県環境カウンセラー協会 会長　猪俣　勝一 勤務先 950-1144 新潟県新潟市祖父興野53-1　（財）新潟県環境分析ｾﾝﾀｰ内 025-284-6500 025-284-0022 平成11年3月13日

岩手県 岩手県環境カウンセラー協会 会長　藤本　敬孝 自宅 026-0052 岩手県釜石市小佐野町4-6-8 0193-23-1117 平成11年7月23日

東京都 中央環境カウンセラー協議会 会長　松本　源寿 勤務先 105-0011 東京都港区芝公園2-9-3　ｱｵｲ環境(株)内 03-5777-1677 03-3431-6866 平成11年8月30日

長野県 環境カウンセラーズ信州
山浦　源太郎

清水　久美子

自宅

勤務先

388-8001

388-8007

長野県長野市東犀南2900-８

長野県長野市篠ノ井御幣川668

生活共同組合ｺｰﾌﾟながの共同購入事業運営本部

026-292-5409

026-261-1220
平成11年９月19日

和歌山県 環境カウンセラーわかやま 大橋　友紀 勤務先 640-8585
和歌山県和歌山市小松原通１丁目１番地

和歌山県環境生活部環境生活総務課内
073-441-2674 073-433-3590 平成11年９月25日

三重県 環境カウンセラーズみえ 竹内　博次 勤務先 510-0304 三重県安芸郡河芸町上野３２５８   三重県環境保全事業団　内 059-245-7509 059-245-7519 平成11年11月3日

秋田県 あきた環境カウンセラー協議会 事務局 幹事　西川　裕之 勤務先 010-0975
秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－１８

（財）秋田県分析化学ｾﾝﾀｰ内
018-862-4014 018-862-4028 平成11年11月11日

静岡県 静岡県環境カウンセラー協会 専務理事　矢木　格 勤務先 420-8601 静岡県静岡市追手町９－６　静岡県環境保全協会内 054-254-9663 054-254-9693 平成12年３月14日

北海道 北海道環境カウンセラー協会 会長　藤田　郁男 勤務先 060-0001
北海道札幌市中央区1条西19丁目　塚本ﾋﾞﾙ5F

北洋ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ札幌支店「吉迫勝意様気付」
011-631-6041 011-613-3677

平成12年４月22日（予

定）


