
第 58 回大気環境学会年会のお知らせ（第 5報） 

 

 

第 58 回大気環境学会年会を下記のとおり開催します。多数の会員のご参加をお待ちしておりま

す。 

名誉年会長： 井戸 敏三 （兵庫県知事） 

学 会 長： 大原 利眞 （国立環境研究所） 

年 会 長： 島  正之 （兵庫医科大学） 

実行委員長： 大谷 成人 （兵庫医科大学） 

事務局長： 板野 泰之 （大阪市立環境科学研究センター） 

 

 会 期：平成 29 年 9 月 6 日（水）～8 日（金） 

 会 場：兵庫医療大学（〒650-8530 兵庫県神戸市中央区港島 1 丁目 3－6） 

 年会ホームページ：http://www.knt.co.jp/ec/2017/jsae58/ 

第 58 回大気環境学会年会に関するお問い合わせ先 

 兵庫医科大学 公衆衛生学教室 

 第 58 回大気環境学会年会事務局 

 〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町１－１ 

 TEL: 0798-45-6566（事務局直通）FAX: 0798-45-6567 

 Email: jsae58@hyo-med.ac.jp 

発表申込み・参加登録・宿泊・交通に関するお問い合わせ先 

 近畿日本ツーリスト株式会社 関西 MICE 支店（旧：関西イベント・コンベンション支店） 

 「第 58 回大気環境学会年会」担当デスク 

 〒556-0017 大阪市浪速区湊町 1-4-38 近鉄新難波ビル６階 

 TEL06-6635-2627，FAX06-6641-0072 

 Email：eckansai11@or.knt.co.jp 

 

1. プログラム（予定） 

日程 午前 昼 午後 夕方 

9 月 6日(水) 
一般研究発表(口頭) 

特別集会１ 
技術セミナー 

一般研究発表（ポスター）、若手・学生セッシ

ョン(ポスター)、学生セッション(口頭) 

日中韓国際交流シンポジウム 

分科会 

9 月 7日(木) 
一般研究発表(口頭)  

特別集会２，３ 
技術セミナー 

総会、受賞記念講演 

特別講演、シンポジウム 
懇親会 

9 月 8日(金) 
一般研究発表(口頭)  

特別集会４，５，６ 
 

一般研究発表(口頭) 、合同分科会 

市民公開フォーラム 
 

 



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 31 日(月)） 

当日支払いの参加費は高額となりますので、できるだけ事前払込(期限：7 月 31 日)をお願いしま

す。年会ホームページの案内に従って、クレジットカード、または銀行振込みでお支払い下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  参加費払込み後の取り消し 

参加費、懇親会費を払込み後の取り消しは、受け付けできませんので、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)は当日配布とし、事前送付はいたしません。年会に参加せず、講演要旨集の

みの購入をご希望の場合は、2.6 をご参照ください。 

 

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、年会ホームページで講演要旨集の PDF ファイルを閲覧、ダウンロードでき

るようにします。 

 

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案内に従って

申込み、代金を払い込んで下さい（1 冊 5,000 円・送料込み）。発送は 9 月上旬頃の予定です。 

 

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。 

 

  参加費 懇親会費 

  事前払込 当日 事前払込 当日 

正会員 

法人会員 B 

賛助会員 

¥7,500 ¥10,000 ¥8,000 ¥10,000 

学生会員 ¥3,500 ¥5,000 ¥4,000 ¥5,000 

法人会員 A 

非会員 
¥10,000 ¥12,000 ¥8,000 ¥10,000 



3. 特別講演 

日時：9月 7日（木）15:00～15:55 

講師：浅野 直人（福岡大学名誉教授、中央環境審議会前会長） 

    「今後の環境政策の方向―第５次環境基本計画案、長期低炭素ビジョンなどを踏まえて－」 

 

4. シンポジウム「大気環境の安全とリスク」 

日時：9月 7日（木）16:05～18:00 

講演者及び演題： 

春名 克彦（兵庫県農政環境部環境管理局長） 

「兵庫県の大気環境保全の取組と今後の展開」 

中野 孝司（国家公務員共済組合連合会大手前病院顧問・呼吸器センター長、兵庫医科大学名誉教授） 

「アスベストなどの大気粉塵が及ぼす生体影響」 

  丸本 幸治（国立水俣病総合研究センター 環境・疫学研究部環境化学研究室長） 

「水銀に関する水俣条約の有効性評価における環境モニタリングの役割」 

  伊藤 和男（大阪府立大学工業高等専門学校教授） 

「森林土壌の酸性化－樹木への影響とリスク、関西の事例を中心に－」 

 

5. 日中韓国際交流シンポジウム 

日時：9月 6日（水）13:00～16:00 

テーマ：“First step of cooperation among JSAE, CSES, KOSAE” 

（日中韓大気環境学会交流の第一歩として） 

 

6. 特別集会・分科会 

6.1.  特別集会 

  タイトル 開催日時 担当者／所属 

1 

PM2.5高濃度の地域別特徴と近年の動向 

(環境大気モニタリング分科会、全国環境研協議会共

催） 

9 月 6日（水） 

9:30～12:00 

米持真一（埼玉県環境科学国際センタ

ー） 

山口陽子（佐賀県環境センター）  

2 大気汚染の健康影響に関するフィールド研究 
9 月 7日（木） 

9:00～11:30 
島 正之（兵庫医科大学） 

3 
都市大気中窒素酸化物濃度の現状と今後の課題  

―光化学オキシダント汚染との関係から 

9 月 7日（木） 

9:00～11:30 
坂東 博（国際環境研究協会） 

4 産学官における大気環境研究へのドローン活用の最前線 
9 月 8日（金） 

9:00～12:00 
三阪 和弘（グリーンブルー株式会社） 

5 
福島事故による放射性物質の大気環境影響はどこまで明

らかになったか(仮題) 【一般公開】 

9 月 8日（金） 

9:00～12:00 
大原利眞（国立環境研究所） 

6 中国北京市における PM2.5大気汚染の実態と動向 
9 月 8日（金） 

10:00～12:00 
田中茂（慶應義塾大学） 



6.2.  分科会 開催日時 9 月 6 日（水）16:10～19:00 

  分科会 テーマ 担当者（所属） 

1 酸性雨分科会 
安定同位体比測定による大気環境科学の新展開 

－森林における物質循環解明を例として－ 
皆巳幸也（石川県立大学） 

2 植物分科会 
植物に対するオゾンの影響に関するメカニズム

解明とリスク評価 

三輪 誠（埼玉県環境科学国際センター） 

渡辺 誠（東京農工大学） 

3 
都市大気エアロゾ

ル分科会 
PM2.5自動測定機の 1時間値の実態，評価，開発 高橋克行（日本環境衛生センター） 

4 
都市大気環境モデ

リング分科会 

モデル間相互比較研究から見えてきたもの 

－大気質モデルの現状と課題、そして今後－ 
山地一代（神戸大学） 

5 室内環境分科会 
最新技術から見えてくる室内環境の展望 

―測定から評価、対策まで― 
水越厚史（近畿大学） 

6 臭気環境分科会 

臭気に関する最近の話題 

－神戸市の臭気規制、皮革産業の臭気、センサ

ー技術の変遷と最新情報－ 

増田淳二（大阪市立環境科学研究センタ

ー） 

7 自動車環境分科会 
自動車の大気環境影響評価 

－実験室からフィールドへ、そしてー 
山田裕之（東京電機大学） 

 

6.3.  合同分科会 開催日時 9 月 8 日（金）13:00～15:00 

8 

都市大気環境モデ

リング分科会、健

康影響分科会合同 

大気モデル研究との融合による疫学研究の新展開 

－曝露-応答関数構築からリスク評価まで－ 
金谷久美子（京都大学） 

 

7. 市民公開フォーラム 【計画中】 

日時：9月 8日（金）13:00～15:30 

テーマ：中国における大気汚染対策と日本の現状（仮題） 

 

8. 懇親会 

 日時：9月 7日（木）19:00～21:00 

 会場：ラヴィマーナ神戸（〒650-0048 神戸市中央区神戸空港 8番 2号） 

 http://ravimana-party.com/ 

会費： 事前払込 会員・非会員 8,000 円、学生 4,000 円 

  当日料金 会員・非会員 10,000 円、学生 5,000 円 

すぐそばに神戸の海が広がる開放的なレストランです。学会場および最寄り駅から送迎バスを

用意しますので、ぜひご参加下さい。 

 

 



9. 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、自治体による環境問題への取り組み等の

展示と説明を行います。 

＜環境機器展＞ 

日時：9月 6日（水）～8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。会場内に

はセミナー参加者用に飲み物を用意します。 

 

10. 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。 

 


