
 第54回大気環境学会年会のお知らせ（第5報） 

 下記により第54回大気環境学会年会を開催します。多数の会員のご参加をお待ちしております。 

学会長     若松 伸司 (愛媛大学農学部) 

年会長       秋元 肇  (アジア大気汚染研究センター) 

年会実行委員長 大泉 毅  (同上) 

年会事務局長  武  直子 (同上) 

年会企画委員長 佐藤 啓市 (同上) 

会 期 : 平成25年9月18日(水)〜20日(金) 

会 場 : 朱鷺メッセ：新潟コンベンションセンター（〒950-0078 新潟市中央区万代島 6-1） 

事務局 : （一財）日本環境衛生センター  アジア大気汚染研究センター内 第54回大気環境学会年会事務局 

     Tel. 025-263-0558，Fax. 025-263-0567，E-mail: nt54jsae@acap.asia) 

ホームページ・宿泊・交通・お支払いに関するお問い合わせ先： 

トップツアー(株) 担当 榎木・大瀧（平日：10:00〜18:00 土日祝日休業） 

(〒160-0023 新宿区西新宿7-5-25 西新宿木村屋ビル16F，Tel. 03-5348-3500，Fax. 03-5348-3799 

E-mail: jsae2013@toptour.co.jp) 

年会ホームページアドレス：http://www.toptour.co.jp/conv/3913/jsae2013/ 

 

1. プログラム 

日程 午前 午後 夜 

9 月 18日（水） 一般研究発表， 

特別集会 

ポスターセッション，分科会  

9 月 19日（木） 一般研究発表， 

特別集会 

特別講演，総会・受賞講演，シ

ンポジウム 

懇親会 

9 月 20日（金） 一般研究発表， 

特別集会 

一般研究発表  

 

2. 特別講演・総会・受賞講演・シンポジウム 

日時：9月 19日（木） 13:00〜18:15 

＜特別講演＞ 

「最近の中国大気汚染問題と日中環境協力の展望」 

（小柳 秀明／（公財）地球環境戦略研究機関 北京事務所

長） 

＜総会・受賞講演＞ 

＜シンポジウム＞ 

「テーマ：東アジアの大気汚染問題に関する最新の取組み

と今後の課題」 

 

3. 懇親会 

日時：9月 19日（木） 18：30〜20：30（予定） 

会場：新潟グランドホテル５階「常盤の間」 

（新潟グランドホテルは年会会場が面している日本最長

の信濃川の対岸に位置し，同ホテルへの移動は新潟の歴史

建造物などの脇を航行する水上バスの利用を計画してい

ます。詳しいスケジュールは次報でお知らせします。） 

会費：一律 7,500円（7月 31 日までに払い込んだ場合の参

加費です。8月 1日以降は，一律 8,000円になります。） 

 

4. 環境機器展・技術セミナー 

 大気環境関連の計測機器，分析機器，調査システム等の

展示と説明を行います。 

＜環境機器展＞ 

日時：9月 18日（水）〜20 日（金）9：30〜17：00 

 （最終日は 15：00終了予定） 

＜技術セミナー＞ 

環境機器展出展者による技術セミナー(昼食付)を昼休み

に開催します。参加登録の受付を 7 月上旬に開始する予定

ですので，年会ホームページを御確認下さい。昼食の数に

限りがございますのでお早めにお申し込み下さい。 

mailto:jsae2012@toptour.co.jp


 

5. 特別集会・分科会（予定） 

＜特別集会＞ 

タイトル 開催日時 担当者/所属 

全国の環境研究機関の連携による PM2.5および光化学

オキシダント汚染の実態解明 

9 月 18 日（水）9:00

～12:00 

田子 博／群馬県衛生環境研究所 

 

国際交流シンポジウム“Current status of PM2.5 

pollution and its health impacts in Northeast Asia” 

9 月 19 日（木）9:00

～11:30 

大原 利眞／（独）国立環境研究所 

福島原発事故による環境影響調査結果と放射性物質の

動態研究の再構築に向けて 

9 月 20 日（金）9:00

～12:00 

鶴田 治雄／東大大気海洋研究所 

森野 悠／（独）国立環境研究所 

＜分科会＞ 開催日時  9月 18 日（水）15:30～18:00 

分科会 タイトル 担当者/所属 

室内環境分科会 大気汚染の室内空気質への影響 －

PM2.5 と放射性物質－ 

奥平 純子／千葉大学大学院 

環境大気モニタリング分科

会・都市大気エアロゾル分

科会 

PM2.5 問題と注意喚起について 環境大気モニタリング分科会： 

内藤 季和／千葉県環境研究センター 

都市大気エアロゾル分科会： 

山神 真紀子／名古屋市環境科学調査センター 

酸性雨分科会 ブラックカーボンの湿性および乾性沈

着 

野口 泉／北海道立総合研究機構 環境科学研

究センター 

都市大気環境モデリング分

科会 

シミュレーションモデルの開発 森野 悠／（独）国立環境研究所 

臭気環境分科会 東日本大震災における臭気に関する取

り組み 

祐川 英基／（株）祐川環境カンファレンス 

植物分科会 森林における大気汚染物質の乾性沈着 中嶋 信美／（独）国立環境研究所 

伊豆田 猛／東京農工大学大学院 農学研究院 

三輪 誠／埼玉県環境科学国際センター 

健康影響分科会 環境問題における健康リスクコミュニ

ケーションの諸問題 

新田 裕史／（独）国立環境研究所 

自動車環境分科会 自動車排出ガスに起因する大気環境の

新たな課題 

小谷野 眞司／東京都環境局 

 

6. 年会参加登録 

6.1. 年会参加登録方法 

 ホームページからの参加登録とします。『年会申込みサ

イト』の初期登録にて ID とパスワードを取得し，案内に

従ってご登録下さい。登録完了後，確認のメールが送信さ

れますので内容をご確認下さい。やむを得ない理由により，

ホームページからの申込みができない場合にはご連絡下

さい。 

6.2. 年会の事前参加登録（期限 7月 31日(水)） 

 ホームページから参加登録を行い，参加費を 7 月 31 日

（水）までに払い込まれた会員には，事前払込割引を適用

します。年会ホームページの指示に従って，正会員，法人

会員及び賛助会員 7,500 円，学生会員 3,500 円（いずれ

も講演要旨集代を含む）を払い込んで下さい。非会員は， 

10,000 円，名誉会員はご招待です。懇親会は新潟グランド

ホテル５階「常盤の間」にて開催しますが，この参加費は

一律で 7,500円（事前受付は割安）です。年会参加費と同

時に払い込んで下さい。クレジットカード払い，または銀

行振込みがご利用いただけます。やむを得ない理由により，

ホームページからの払込みができない場合はご連絡下さ

い。 

 



6.3. 参加費払込み後の取消し 

 7月 31 日（水）までは，年会申込みサイトの「予約取消」

画面で取消しが可能です。8 月 1 日（木）以降に取消しを

した場合，参加費及び懇親会費は返金できませんので，ご

了承下さい。 

6.4. 当日の参加受付 

 正会員，法人会員及び賛助会員 8,000 円，学生会員 

4,000 円，非会員 10,000円（いずれも講演要旨集代を含む）。

名誉会員はご招待です。懇親会参加費は一律 8,000円です。 

6.5. 講演要旨集のみの販売 

 年会に参加せず，講演要旨集のみを購入希望の方は，年

会ホームページの指示に従って，代金（1 冊 5,000 円・送

料込み）を払い込んで下さい。発送は９月初旬頃の予定で

す。 

 

7. 講演要旨原稿の提出 

 提出期限を平成 25年 6月 30 日(日)とします。原則とし

て，ホームページでの原稿受付とし，期限を過ぎた提出は

受け付けませんので，ご注意下さい。年会ホームページの

『年会申込みサイト』からアクセスし，ページ記載の指示

に従って投稿して下さい。詳細は，本誌 2号の「年会案内

（第 3 報）」の中の「要旨原稿作成・提出の手引き」をご

覧下さい。やむを得ない理由により，ホームページから投

稿ができない場合はご連絡下さい。 

 

8. その他 

 年会に関する情報は，逐次「大気環境学会誌」の大気環

境学会ニュース欄でお知らせするとともに，年会ホームペ

ージで公開いたします。 

 

 


