
第 57 回大気環境学会年会のお知らせ(第 5報） 

 

第 57 回大気環境学会年会を下記のとおり開催します。 

学会長 若松 伸司(愛媛大学) 

年会長 村尾 直人(北海道大学) 

年会実行委員長 野口 泉(北海道立総合研究機構) 

年会事務局長 秋山 雅行(北海道立総合研究機構 環境科学研究センター) 

 

会期：平成 28 年 9 月 7 日 (水) ~9 日 (金) 

会場：北海道大学工学部 (〒060-8628 北海道札幌市 北区北 13 条西 8 丁目) 

年会ホームページ：http://www.knt.co.jp/ec/2016/jsae57/ 

【年会に関するお問い合わせ先】 

年会事務局：北海道立総合研究機構 環境科学研究センター (秋山) 

〒060-0819 札幌市北区北 19 条西 12 丁目  

Email：jsae57@ies.hro.or.jp TEL. 011-747-3557 

 

【発表申込み・参加登録・宿泊・交通に関するお問い合わせ先】 

株式会社近畿日本ツーリスト北海道 札幌法人旅行支店 

「第 57 回大気環境学会年会」担当デスク 

〒060-0003 札幌市中央区北 3 条西 2 丁目 日通札幌ビル 6 階 

TEL. 011-280-8855，FAX. 011-280-2732，Email：s-convention-1@or.knt-h.co.jp 

 

1. プログラム(予定) 

日程 午前 昼 午後 夕方 

9 月 7 日(水) 
一般研究・学生会員発

表(口頭) 
技術セミナー 

一般研究・学生会員発表(口頭) 

一般及び若手研究者・学生セッション

(ポスター) 

分科会集会 

16:15~ 

9 月 8 日(木) 一般研究発表(口頭) 技術セミナー 
総会、受賞記念講演 

特別集会 (4 題) 15:30～ 

懇親会 

19:00~ 

9 月 9 日(金) 
一般研究発表(口頭)、 

特別集会(1 題) 
技術セミナー (一般研究発表(口頭))   

今回は、シンポジウムを設けず特別集会を二日目午後を中心に行います。 

期間中は全日、環境機器展を開催しています。様々な機器等の展示・説明が行われますので情報

収集の機会としてご参加下さい。 

 

2. 年会参加登録 

2.1. 年会参加登録方法 

年会ホームページからの参加登録とします。登録後に確認のメールが自動送信されますので内容



をご確認下さい。 

2.2. 年会参加費並びに懇親会費及び事前払込割引(期限 7 月 29 日(金)) 

法人会員及び賛助会員の参加費などについて、第 4 報以降、追記しています。 

事前払込(期限：7 月 29 日(金))を推奨するため、当日支払いの参加費を例年より高額に設定して

おります。年会ホームページの指示に従い、クレジットカードまたは銀行振込みでお支払い下さい。 

懇親会は 9 月 8 日(木)、19 時から開催します。詳細は 5.懇親会をご参照下さい。懇親会参加費（事

前割引、学生割引有り）も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、銀行振

込みがご利用いただけます。やむを得ずホームページからの払込みができない場合は(株)近畿日本

ツーリスト北海道までご連絡下さい。 

 

  参加費 懇親会費 

  事前払込 当日 事前払込 当日 

正会員 

¥7,500 ¥10,000 ¥8,000 ¥10,000法人会員 B 

賛助会員 

学生会員 ¥3,500 ¥5,000 ¥4,000 ¥5,000

法人会員 A 
¥10,000 ¥12,000 ¥8,000 ¥10,000

非会員 

 

2.3. 参加費払込み後の返金 

7 月 30 日以降にキャンセルとなっても参加費、懇親会費払込み後の返金はできませんので、ご

了承下さい。 

2.4. 講演要旨集の送付について 

講演要旨集(冊子体)は当日配布を基本としますが、希望者には事前に送付します(送料 510 円)。

年会ホームページからの参加登録時に同時に申し込んで下さい(期限 7 月 29 日(金))。発送は 8 月下

旬頃の予定です。 

2.5. 講演要旨集の PDF ファイルについて 

事前参加登録者は講演要旨集の PDF ファイルをダウンロードできるようにする予定です。 

2.6. 講演要旨集のみの販売 

年会に参加せず、講演要旨集(冊子体)の購入のみ希望の方は、年会ホームページの表示に従って

申込み、代金を払い込んで下さい(1 冊 5,000 円・送料込み、7 月 29 日(金)まで)。発送は 8 月下旬

頃の予定です。当日販売も予定しますが数に限りがありますので、できるだけ事前にお申込みくだ

さい。 

2.7. 個人情報の取り扱いについて 

参加登録者から取得した個人情報は、年会の運営に係わる適正な利用範囲(事務局からの問い合

わせ、補助金申請のための名簿作成等)に限り使用し、他にご本人の同意なく第三者に提供すること



はありません。 

 

3. 講演要旨原稿の提出 

提出期限：平成 28 年 6 月 30 日(木)  

講演要旨原稿の提出は、年会ホームページでのみ受け付け、期限を過ぎた提出は受け付けません。

テンプレートのダウンロード及びアップロード等の詳細についてはホームページをご覧下さい。 

操作上の不具合などについては(株)近畿日本ツーリスト北海道までご連絡下さい。 

  

3.1. 著作権について 

大気環境学会年会講演要旨集に掲載された講演要旨の著作権は、(公社)大気環境学会著作権ポリ

シーに基づき、公益社団法人大気環境学会に属します。但し、年会講演要旨集に掲載された内容を

含んだ論文を学術雑誌に投稿・出版することは妨げません。 

 

4. 特別集会・分科会集会 

4.1. 特別集会 

タイトル 開催日時 担当者(所属) 

新規採取法及び細胞・動物曝露実験によ

る PM2.5の健康影響決定要因の同定－環

境省推進費 CYCLEX プロジェクトの趣

旨と展望 

9 月 8 日(木)

15:30~17:00

奥田 知明(慶應義塾大学) 

反応性窒素の沈着プロセスおよび沈着量

評価研究の現在 

9 月 8 日(木)

15:30~17:30

松田 和秀(東京農工大学) 

全国の環境研究機関の連携による

「PM2.5 の短期的/長期的環境基準超過を

もたらす汚染機構の解明」 

9 月 8 日(木)

15:30~18:00

佐藤 健(秋田県健康環境センタ

ー) 

原子力防災と大気環境研究の接点を探る 9 月 8 日(木)

15:30~18:00

大原 利眞(国立環境研究所) 

PM2.5計測・観測における課題と展望 9 月 9 日(金)

10:00~12:00

田中 茂(慶應義塾大学) 

 

4.2. 分科会集会 (9 月 7 日(水) 16:15~) 

タイトル 担当者(所属) 

光化学大気汚染対策における VOC の役割 米持 真一(埼玉県環境科学国際センタ

ー) 

臭気に関する最近の話題－札幌市の臭気規制とでん

ぷん工場排水臭気、畜産臭気について－ 

増田 淳二(大阪市立環境科学研究所) 



大気質シミュレーションの環境政策への適用に向け

て ～光化学オキシダントモデルの現状と課題～ 

山地 一代(神戸大学) 

酸化生成物の室内空気質への影響とその評価－燃

焼・オゾン酸化生成物－ 

水越 厚史(近畿大学) 

森林における CO2固定とオゾンの影響 渡辺 誠(東京農工大学) 

三輪 誠(埼玉県環境科学国際センター)

沿道の粒子状物質汚染はどうなっているのか 高橋 克行(日本環境衛生センター) 

広域大気汚染影響評価におけるリモートセンシング

の活用 

皆巳 幸也(石川県立大学) 

曝露評価のための大気汚染物質のモデル活用 金谷 久美子(京都大学) 

 

 

5. 懇親会  

日時：9 月 8 日（木）19：00〜21：00（予定）  

会場：ジャスマックプラザ 5 階 ザナドゥ(札幌市 中央区南７条西３丁目４２５) 

会費：事前申込料金 会員及び非会員 8,000 円、学生 4,000 円 

  当日料金    会員及び非会員 10,000 円 、学生 5,000 円 

最寄り駅は札幌市営地下鉄南北線「中島公園」駅（1 番/2 番出口より徒歩 3 分）です。ぜひご参

加くださいますよう、よろしくお願いいたします。  

  

6. 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 7 日（水）〜9 日（金）9：00〜17：00 

（最終日は 15：00 終了予定）  

＜技術セミナー＞  

各日の昼の時間帯を中心に、環境機器展出展企業等による技術セミナーを開催します。  

  

7. その他  

その他年会に関する情報は、年会ホームページでお知らせします。 

 

 


