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第 22 回環境技術学会年次⼤会参加者案内 
⼤会委員会 

 
本案内は、発表者・聴講者・座⻑の皆様に学会への参加⽅法および注意事項をまとめていま

す。１．学会概要（1〜8 ⾴）は全員お読み願います。発表者の⽅はそれに加えて 2．発表者案内

（９〜10 ⾴）を、座⻑の⽅は１．学会概要〜3. 座長案内（1〜11 ⾴）のすべてをお読み願いま
す。なお、*の Zoom の操作は、参考Ⅰ Zoom の操作補足（12〜14 ⾴）に⽰しています。 

 
１．学会概要 

1-1 学会のプログラムと予稿集 

 第 22 回環境技術学会年次⼤会は、2022 年 10 ⽉ 22 ⽇（⼟）に開催され、64 件（61 件は⼝
頭、3 件は紙上）の発表と講演会が⾏われます。スケジュールは下記の通りです。 

表１  第 22 回環境技術学会年次大会スケジュール         座長/副座長 

時間   Room A Room B Room C Room D 

09:00-09:30   <開室・受付開始> 

09:30-09:45 

口

頭

発

表 

A1(1)汚水処理  

惣田 訓/谷口省吾 

A1-1～A1-4 

B1(1)土壌改善 

渡辺信久/伊藤和宏 

B1-1～B1-4 

C1(1)水環境 

大久保卓也/水原詞治 

C1-1～C1-4 

D1(1)地球環境 

駒井幸雄/船坂邦宏 

D1-1～D1-4 

09:45-10:00 

10:00-10:15 

10:15-10:30 

10:30-10:45 <小休憩>  

10:45-11:00 A1(2)測定技術 

谷口省吾/惣田 訓 

A1-5～A1-7 

B1(2)バイオマス 

伊藤和宏/渡辺信久 

B1-5～B1-7 

C1(2)バイオ燃料 

水原詞治/大久保卓也 

C1-5～C1-7 

D1(2)新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対策

船坂邦宏/駒井幸雄 

D1-5～D1-7 

11:00-11:15 

11:15-11:30 

11:30-12:30 ＜昼休憩＞ 

12:30-12:45 
A2(1)環境動態 

藤長愛一郎/和田桂子 

A2-1～A2-4 

B2(1)微生物 

藤川陽子/橋口亜由未 

B2-1～B2-4 

C2(1)下水・汚泥処理 

李玉友/土佐光司 

C2-1～C2-5 

D2(1) 実務社会貢献 

仲上健一/横田恭平 

D2-1～D2-5 

12:45-13:00 

13:00-13:15 

13:15-13:30 

13:30-13:45 <小休憩> 

13:45-14:00 A2(2) 水環境 

和田桂子/藤長愛一郎 

A2-5～A2-7 

B2(2) 嫌気性消化 

橋口亜由未/藤川陽子 

B2-5～B2-7 

<小休憩> 

14:00-14:15 
C2(2) 下水汚泥処理 

土佐光司/李玉友 

C2-6～C2-9 

D2(2) 湖沼・河川環境 

横田恭平/仲上健一 

D2-6～D2-9 

14:15-14:30 

14:30-14:45 

    14:45-15:00 

15:00-15:30       

15:30-17:30 
講演会 『温故知新の雨庭（あめにわ）グリーンインフラ』 

講師：京都大学農学部名誉教授 森本幸裕   （司会：古武家善成） 

17:30-17:45 授賞式・閉会式 

18:00-19:30 懇親会（中止） 

            

  プレゼンテーション賞(29) 実務・社会貢献賞(5) 

  A1(7) ,A2(7), B1(7), B2(7) D2(5) 

発表の詳細は「参考Ⅱ 発表プログラム」（14 頁）に記載。 



 第 22 回環境技術学会参加者案内（20220928） 
 

2 
 

予稿集（各講演２⾴）は、下記 URL に 9 ⽉中に pdf 版をアップします。pdf のパスワードは
参加 ID をお知らせしたメールに記載されています。 

https://www.jriet.net/ 

また、申し込みの参加者全員に１０⽉上旬に冊⼦体を送付します。 
以下、会場での参加の⽅は「1-2 会場参加の方法」を、オンラインでの参加の⽅は「1-2 オンライ

ン参加の方法」をお読み願います。 

 

1-2 会場参加の方法 

(1) 開催場所 
＞住所：〒606-8501 京都市左京区吉⽥本町 京都⼤学 総合研究５号館 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 学会会場とアクセス図 

 
<⽣協⾷堂（⼟曜⽇は 11:00-14:00 営業）> 

カフェテリアルネ（２F）    北部⾷堂（１F） 
百万遍交差点（東⼭今出川）付近には、多数のレストラン（吉野屋、王将、CoCo 壱番
屋、松屋、マクドナルド他）あり。  

 
京都大学 

吉田キャンパス 
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図 2 京都大学本部構内図（No.40 総合研究５号館（会場）） 

 
 ＞アクセス 

JR 京都駅： 
・市バス（京都駅前乗⾞）： 

No.206（北⼤路パスターミナル⾏き、百万遍下⾞、32 分）＋徒歩 8 分 
No.17（錦林⾞庫前⾏き、京⼤農学部前下⾞、32 分（百万遍も通過））＋徒歩 3 分 

 ・地下鉄：烏丸線 京都駅乗⾞、今出川駅下⾞（10 分）、市バス「烏丸今出川」乗り換え 
   No.203（錦林⾞庫⾏き、京⼤農学部前下⾞、10 分（百万遍も通過））＋徒歩 3 分 
   No.201（百万遍・祇園⾏、百万遍下⾞、9 分）＋徒歩８分 

京阪電⾞ 出町柳駅：徒歩 15 分 
阪急電⾞ 京都河原町駅： 
・市バス（四条河原町乗⾞）：  

No.206（北⼤路パスターミナル⾏き、百万遍下⾞、15 分）＋徒歩 8 分 
No.3（北⽩川仕伏町⾏き、百万遍下⾞、15 分）＋徒歩 8 分 
No.17（錦林⾞庫前⾏き、京⼤農学部前下⾞、16 分（百万遍も通過））＋徒歩 3 分 
No.201（祇園・百万遍⾏き、百万遍下⾞、16 分）＋徒歩８分 
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(2) 講演会場：すべて総合研究５号館内です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜総合研究５号館 2F 平⾯図＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜総合研究５号館 1F 平⾯図＞ 

図３ 会場配置図 

大会での名称 京大での名称 階 

Room A 202 大講義室 

（発表は分割利用） 

2F 

Room B 2F 

Room C 212 中講義室 2F 

Room D 106 大会議室 1F 

休憩準備・事務局 105 学堂長室 1F 

受付 エントランスホール 1F 

懇親会場 中止  

 
(3) 開場と受付 
 ⼤会会場の総合研究５号館は、当⽇（10 ⽉ 22 ⽇（⼟））9:00 から開館となり、それ以前は
施錠され⼊館できません。ご注意願います。 
 9:00 になると、⼊館およびすべての会場（Room A〜D、休憩準備・事務局室）への⼊室が
可能となります。なお、これらのある１，２階以外は⽴ち⼊りをご遠慮願います。 
 総合研究５号館⽞関ホールに受付を設置しますので、お⽴ち寄り願います。出⽋の確認とプ
レゼンテーション賞と実務・社会貢献賞の表彰投票⽤紙をお渡しします。また、会場で Wi/Fi
利⽤ができる京都⼤学ネットワークのゲスト接続の ID をお渡ししますので、ここで申込願い

 

Room A        Room B 

<口頭発表終了後は講演会場> 

 

 

 

休憩準備 
・事務局  

Room D 

受付  

＜入口＞ 
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ます。予稿集は事前に送付していますので、ご⾃⾝で持参願います。 
 受付では、参加費（現⾦払いの⽅のみ）の徴収を⾏います。事前申込のない⽅の⼤会参加も
受け付けます。 
 
(4) 休憩準備・事務局室 
 参加者の⽅が⾃由にご利⽤できる部屋を⽤意します。室内には発表者の⽅の発表練習・確認
のためにコンピュータを２台設置します。発表者の⽅の練習を優先しますが、空いていれば⾃
由に利⽤できます。同部屋は⼤会事務局室も兼ねますので、その点はご理解願います。 
 
(5) ⼝頭発表会場 
 ⼝頭発表会場の Room A〜D へは、講演中、⾃由に⼊退室できます。1 件は 15 分で 12 分の
発表（時間厳守）と質疑 3 分からなります。質問がある場合、⼿を上げていただけば、座⻑が
受け付けます。座⻑が会場外参加の場合は、会場係が代わって取り次ぎます。質問の時には、
まず所属とご⽒名をご提⽰願います。 
 会場でも Zoom でのオンライン参加は可能ですが、その場合は必ずマイクを OFF で願いま
す。ヘッドフォン利⽤でない場合は、スピーカーも OFF でお願いします。その他の詳細は、1-

3 オンライン参加の方法（7 頁）をご参照願います。 
 
(6) プレゼンテーション賞と実務・社会貢献賞の投票 
 ⼤会に参加される正会員（含む賛助会員・団体会員）の⽅には、プレゼンテーション賞と実
務・社会貢献賞の選考に参加できますので、投票をお願いします。ただし、ご⾃⾝が賞に応募
する発表者の場合は、その部⾨への投票資格がありません。また、⾃⾝が連名者となっている
発表への投票は無効ですので、ご注意願います。 
 投票は、受付で配布する投票⽤紙に、参加 ID（参考Ⅲ 参加 ID 照会表、17 ⾴）と⽒名を記⼊
し、優れた発表を選んでください。プレゼンテーション賞はセッション（A1、A2、B1、B2）
ごとに、実務・社会貢献賞は全体で、３つを選び、投票願います。同じ発表を 3 つ選べば、そ
の発表に３点を与える形となります。すべて別々ならば、それぞれに１点となります。１つの
発表に 2 つ、別の発表を１つ選ぶ場合は、それぞれ 2 点と１点になります。 
 回答は聴講したセッションだけに⾏い、それ以外は空⽩（投票しない）でお願いします。 

選考の基準は、下記の通りです。 
＜プレゼンテーション賞（40 才以下の若⼿会員）＞ 
・発表内容が優れ、将来の環境技術の発展に資するものであったか？ 
・図表等がきれいに⽰され、発表が分かりやすかったか? 
・質疑に対して、適切に回答できたか？ 
 なおプレゼンテーション賞は、若⼿研究者・学⽣が正しく研究を伝えることを奨励するため
に設けています。そこで発表時間(12 分)の厳守や発表態度も重視していただきたく存じます。 
＜実務・社会貢献賞＞ 
・実務や社会貢献にかかわる優れた活動が⾏われたか？ 
・分かりやすい発表がなされ、その活動の啓蒙が上⼿にできたか? 
・質疑に対する回答が、明快であったか？ 
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投票時間は 11:30〜15:30 です。 
受付や会場 A に設置した投票箱への投票で可能ですが、できれば休憩準備・事務室および

Room A〜D にてコンピュータ（Room A〜D は⼝頭発表終了後（14:30〜）のみ）でオンライ
ン投票をお願いします。会場係がその場で説明・補助します。なお、コンピュータによる投票
⽅法は、1-２ 会場参加の方法（5) プレゼンテーション賞と実務・社会貢献賞の投票(8 ⾴)に記

載しています。 
 
(7) 講演会 
 講演会は、Room A と Room B のパーティションを無くし 1 つとした会場で実施します。講
演時間は 15:30 からの 90 分でその後 30 分が質疑となります。 
 
(8) 懇親会 
 懇親会を、18:00〜17:30 の間、開催予定でしたが、新型コロナによる学内での飲⾷を伴う懇
談会（含むケイタリング）の原則禁⽌が解除されず（9／27 現在）、また学外でも学会懇親会
の⽬的に合致した形で開催できる場所も⾒いだすことができませんでした。⼤変残念ですが、
今回は懇親会を中止します。懇談を希望される⽅は、年次⼤会終了後、各⾃で設定願います。 
 
(9) 継続教育（CPD）受講証明について 

※今年の年次⼤会は、⼟⽊学会技術推進機構（JSCE）のプログラム認定を
受けています。 

 認定番号：JSCE22-0979 単位数：5.5 単位 
(ア) 継続教育（CPD）受講証明を受ける事を希望される⽅は、プログラム終了後、受講し

て得られた所⾒（学びや気付き）をアンケート⽤ URL にアクセスして 100 ⽂字以上で記
載して下さい。アンケート⽤ URL（Google form）は、各セッションの中でチャットによ
りお知らせします。 

(イ) ⼟⽊学会個⼈会員、または⼟⽊学会技術推進機構（JSCE）の CPD 登録メンバーの⽅
は、JSCE のサイトにて CPD 登録をお願いします。 

(ウ) 建設系 CPD 協議会構成団体への CPD 登録のために受講証明書が必要な⽅は、年次⼤
会終了後、受講証明書（Word ファイル）に必要事項を記⼊の上、⼤会事務局<taikai_info
＠jriet.net>に送付願います。事務局で受講時間を確認した上で、折り返し、押印したフ
ァイル（PDF）をお送りします。 
 なお、⼟⽊学会以外の団体に提出する場合の⽅法等は提出先団体に事前にご確認くださ
い。（他団体が運営する CPD 制度に関する内容については回答いたしかねます。） 

(エ) 建設系 CPD 協議会の受講証明書（Word ファイル）は下記 URL から取得願います。 
https://www.cpd-ccesa.org/unit_assent.php 
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1-3 オンラインでの参加方法 

(1) 概要 
 ⼝頭発表、講演会とも Zoom によるオンラインで参加できます。⼝頭発表は、4 つの会場で
実施されますが、これには Zoom のブレイクアウトルーム*機能を使⽤します。また、⼝頭発表と
講演会では、Zoom の URL が異なるので、ご注意願います。 
 
(2) 接続テスト 

今回の⼤会では、接続テストのための⽇程を⽤意しません。オンラインでしか参加できず、
その接続に不安のある場合は、個別に対応しますので<taikai_info＠jriet.net>まで連絡願いま
す。 
 
(3) Zoom での⼊室 

参加者あてに、通知した参加 ID を知らせるメールに記載の年次大会 URL をクリックして、
Zoom に⼊室してださい。Zoom を初めて使⽤する場合、Zoom のアプリケーションを使⽤コン
ピュータにインストールする作業が必要ですので、その指⽰に従ってください。 

その後、初期画⾯で、ブレイクアウトルーム*のアイコンが現れますので、それをクリックし
て、希望の会場（Room A〜E）を選択して⼊室してください。なお、Room A〜D が発表会場
で、Room E は発表者の練習⽤ Room となっています。 
 希望の Room に⼊室したら、まず、参加者名を「参加 ID」（参考Ⅲ 参加 ID 照会表、17
⾴）＋「⽒名」（例：c131 藤井滋穂）に変更願います（参加者氏名の変更*）。これは登録済
みを確認するための作業であり、必須です。変更がされない場合、事務局からチャット*等で変
更の要請が参ります。度重なる要請でも変更されない場合、強制退出させることもあるのでご
注意願います。「⽒名」の記載は必須ではありませんが、なるべく記載願います。継続教育
（CPD）受講証明では、受講記録の確認のため、本名が必要です。 
 
(4) 聴講時の注意 

学会参加中、発⾔する時以外は、マイク*は OFF（ミュート）でお願いします。ビデオ（カメラ）

*は ON・OFF どちらでもかまいませんが、ON の場合は聴講者の画像が全員に配信されますの
で、ご留意願います。また、Zoom 会議の様⼦は事務局でビデオとして録画します。その中で
聴講者の画像が取り込まれる可能性がありますので、それを好まない場合は OFF でお願いしま
す。この録画は学会の事務処理⽤であり、⼤会報告作成作業が終了した後は破棄します。 

講演者の発表中に質問があれば、その内容をチャット*で全員宛に送付願います。質疑の時間
に、座⻑が優先的に当てます。その際、マイク*とビデオ*を ON に変えて、⼝頭で質問をお願い
します。なおチャットでの質問がなくなると、座⻑から「聴講者の⽅から質問はありません
か？」と、質問を促す場合があります。その場合、質問があれば、⾃⾝のマイクとビデオを ON

にして、直接発⾔願います。質問の際には、必ず、ご所属とお名前を、まずお伝え願います。 
その他注意事項 

1) 学会聴講者の簡便性を考え、クリックするだけで参加できるようにしました。従って、当
該 URL は絶対、他⼈に教えないようにお願いします。もしも未登録の⽅が学会の聴講を希
望される場合は、お⼿数ですが、⼤会事務局<taikai_info＠jriet.net>に連絡するようお伝
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え願います。事務局から直ちに、参加 ID と URL を連絡し、参加できるようにします（参
加料⾦は後から徴収します。）。 

2) 同じ部屋で複数の聴講者がそれぞれのコンピュータで参加する場合、スピーカーやマイク
の競合で、ハウリング、エコー、ノイズなどが発⽣します（本⼈は気づかない）。そのよ
うな場合は、ヘッドホンやイヤホン等で、⾳声の混在を防ぐように配慮願います。 

3) 質問時以外は、原則マイク*は OFF（ミュート）にしてください。また、⾃⾝がマイクの
OFF を忘れ、無関係な⾳声が伝わる場合は、事務局で強制的にマイクをミュートにしま
す。また、不適切な発⾔や画像で学会を妨害する⾏為がある場合、強制的に Zoom から退
席させる措置も執らざるを得ません。ご留意願います。 

 
(5) プレゼンテーション賞と実務・社会貢献賞の投票（正会員のみ） 
 オンラインでの参加の場合、プレゼンテーション賞と実務・社会貢献賞の投票は、Google 
Form（下記 URL）でお願いします。 
https://forms.gle/xyfBC9jFg7ucHTW48 

この URL をクリックすると、質問事項が現れますので、それに回答願います。投票時間は
11:30〜15:30 で、記名投票です。投票は原則 1 回ですが、投票内容修正のための複数回の投票
も認めます。この場合は追記事項欄に「再投票です」と記述願います。なお、複数の投票があ
る場合は最後の投票を、投票⽤紙と Google Form の両⽅で投票の場合は、Google Form を採⽤
します。 

投票の基準やルールは、1-2 会場参加の方法 (4) プレゼンテーション賞と実務・社会貢献賞
の投票（5 頁）に記載していますので、そちらをお読み願います。 
 
(6) 講演会、表彰式・閉会式 
 講演会も Zoom で提供しますが、⼝頭発表の Zoom とは別の URL です。参加 ID を知らせる
メール記載の講演会 URL をクリックして、Zoom に⼊室してださい。その後の表彰式・閉会式
は、この Zoom で連続して実施します。なお、こちらにはブレイクアウトルームの設定はあり
ません。 
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２．発表者案内 

2-1 発表の形式とファイルの提出 

⼝頭発表はパワーポイントによる発表を原則とし、(A)会場参加、(B)オンライン参加、(C)会場で

の自身のコンピュータで参加の３通りいずれでも可能です。パワーポイントスライドに指定の様
式はありませんが、サイズは標準（4:3）とし、⽂字サイズを 20 ポイント以上とするなど⾒や
すくする⼯夫をお願いします。とりわけ、プレゼンテーション賞や実務・社会貢献賞に応募さ
れた⽅は、スライド内容・質が受賞の成否に⼤きく関わりますのでご留意願います。賞の選考
基準は１．学会概要(6) プレゼンテーション賞と実務・社会貢献賞の投票（５⾴）に記載されて
いますので、確認し発表の準備をお願いします。 

パワーポイントファイルは下記 Google Form で 10 ⽉ 19 ⽇（⽔）18:00 までに提出願いま
す。 
https://forms.gle/hNiEXeh8AXHeBrou6 

オンライントラブル対応のため、すべての発表者とも提出を願います。(B)（C）の Zoom 発表
時は、修正したものでも OK です。（A）は、午前の発表は 9:00〜9:15 に、午後の発表は 12:00-
12:15 に発表会場で差し替え可能ですが、できるだけお避け願います。発表時の差し替えは、
その分発表時間が短くなります。 
 

2-2 発表会会場での配置とコンピュータの設定 

スクリーン 
発表者                   座⻑ 

 
 
 
 
  事務局・ヘッドフォン    外部マイク・スピーカー     次発表者席 
 
 
    聴講者席       聴講者席       聴講者席 

 

図４ 会場における、発表者・座長・事務局席と、コンピュータ接続のイメージ図 

 

表２ 会場のコンピュータの設定 

コンピュータ スクリーン カメラ（VIDEO） マイク スピーカー 

発表者席(A) 画面共有取得* ON 外部マイクで ON 外部スピーカーで ON 

事務局 
拡張でスクリーンに

共有画面を表示 
タイマー画面 OFF 

ヘッドフォンで会場係

専用に 

座長席 通常 ON$ OFF OFF 

発表者持込(B) 画面共有取得* ON* OFF OFF 

会場外発表(C) 画面共有取得* ON* ON* ON 

*発表時のみ、$発表者紹介と質疑時間 
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2-3 出席確認 

当⽇、午前のセッション（9:30〜11:30）は 9:00〜9:15 に、午後のセッション（12:30〜）は
12:00〜12:15 に、座⻑・発表者の出⽋確認をします。(A)(C)の⽅はその会場に⾏き、名前を呼
ばれたら応答願います。(B)の⽅は、その時間までに Zoom 接続／ブレイクアウトルームへの⼊
室、さらに Zoom の参加者氏名の変更*を頂ければ、事務局で確認します。(B)(C)の⽅は、この
時間で画⾯共有、⾳声確認のテストができます。 
 

2-4 発表準備 

(B)(C)の⽅は、発表の前に、①Zoom 接続とブレイクアウトルームへの⼊室、②発表パワーポ
イントファイルの⽴ち上げ、を完了してください。(C)の⽅は、マイクとスピーカーを OFF でお
願いします（発表時の⾳声は、会場設置のマイクで集⾳）。なお、事務局コンピュータの参加
者画⾯はタイマー*としており、スポットライト設定により⼀番上に表⽰されています。もし
も、表⽰されていない場合はディスプレー上の固定*で上に設定していただけばと存じます。 

(A)(C)の⽅は、発表 15 分前に次発表者席に座り、前の発表者が退席後、直ちに発表者席に移
動してください。⼿の消毒をお願いします。(C)の⽅は、コンピュータを持って移動願います。 

(A)の⽅は、ファイルの⽴ち上げや画⾯共有等の準備は、すべて会場係が対応します。 
 

2-5 発表 

講演時間は 15 分で、発表は 12 分で残りが質疑時間です。タイマー*は演者の紹介とともにス
タートし、残り時間を、発表 10 分までは緑文字で、10〜12 分は青文字で表⽰します。発表時
間は 12 分（厳守）なので青文字中に終了願います。12 分の時間が過ぎても発表を続けると、
座⻑から発表中⽌の指⽰が来ますのでご注意願います。12〜15 分は紫文字となり、さらに時間
が過ぎると赤文字となり超過時間を⽰します。発表のタイマーは、事務局側のトラブルによる
遅れ以外は変更しません。 

講演開始時間となると、座⻑がお名前を紹介するので、ただちに発表開始をお願いします。
(A)の場合は、会場係がすぐに発表出来るようにパワーポイントを全画⾯としておきます。 

⼀⽅、（C）の⽅は、ビデオを ON として、⽴ち上げているパワーポイントを全画⾯としたの
ち、画⾯共有ボタンを押して、聴講者に発表スライドが⾒える状態にして（座⻑の紹介前でも
その前の講演発表が終了したらこの設定に）、発表を進めてください。なお、(B)の⽅はマイク
を ON にしてください（（C）の⽅は必ずマイクを OFF に）。 

(B)（C）の⽅は講演終了後、画⾯共有を終了とマイクの OFF（ミュート）願います。 
 

2-6 表彰 

プレゼンテーション賞、実務・社会貢献賞の発表は、閉会式前の授賞式（17:00〜）に実施し
ます。授賞式前の事前連絡は⾏いませんので、応募者は全員、会場参加あるいは Zoom 接続を
お願いします。発表後に、受賞者に賞状を授与した後、受賞者のコメント（１分程度）をお願
いしますので、ご準備願います。 
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３．座長案内 

3-1 セッションと座長 

第 22 回環境技術学会年次⼤会は、4 会場８セッション（A1、A2、B1、B2、C1、C2、D1、
D2）で開催され、それぞれのセッションでは２名の⽅に共同座⻑をお願いしています。２名の
共同座⻑は各セッションの前半と後半でそれぞれ座⻑、副座⻑に交代して役割分担願います。 

 
3-2 参加場所 

座⻑・副座⻑も、会場（京都⼤学吉⽥キャンパス）、オンライン（Zoom）のいずれでも参
加可能ですが、運営上、どちらで出席されるかを把握しておく必要があります。すでに参加者
登録で返答しているとは存じますが、下記 Google Form で 10 ⽉ 19 ⽇（⽔）18:00 までにご確
認返信願います。 
https://forms.gle/aYYLPLMo1MVFXET78 
 

3-3 座長の役割 

座⻑は、⼝頭発表の司会進⾏をお願いします。時間の節約のため、発表者の紹介は発表番号
と発表者⽒名だけで結構です。タイマーは発表者紹介のタイミングでスタートさせます。講演
中は、時々チャットを確認し、聴講者から質問のチェックをお願いします。講演が 12 分を過ぎ
ても終了しない発表者には直ちに終了するように注意願います。 

講演終了後は、チャットで質問した⼈に質問を依頼願います。質問者には所属・⽒名を述べ
るように伝えるとともに、ビデオも ON とするように依頼願います。チャットによる質問がな
い場合は、会場およびオンラインの参加者に質問を要請願います。オンライン参加者の⽅で挙

手サイン  で⼿を上げる⼈もいるので、参加者ウインドウも時々チェック願います。質問が
ない場合は、座⻑⾃ら質問するなどで討議を活発化していただければ幸いです。 

なお、講演プログラム時間はなるべく守るようにして、参加者が複数の会場で聴講できるよ
うに時間管理をお願いします。発表者⽋席等で講演中⽌の場合は、休⽌で対応願いします。 

 
3-4 副座長 

副座⻑の役割は、座⻑を補助して、討議を活発化することです。従って、質問がない場合
は、是⾮質問をお願いします。また、座⻑の役割として、チャットおよび参加者の挙⼿サイン  
でのチェックをあげましたが、座⻑⾃⾝、忙しく確認困難です。座⻑が気づかない場合、副座
⻑が代わって連絡願います。 
 

3-5 賞投票ついて 
賞の選考において、セッションを通じて聴講される座⻑・副座⻑の投票は極めての重要で

す。かならず、投票いただくようにお願い申し上げます。 
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参考Ⅰ Zoom の操作補足 

1. ブレイクアウトルーム：Zoom に接続に成功すると初期画⾯として、図 5 が現れます。この画
⾯の⑦をクリックすると、図 6 が現れるので希望、⼊室する Room をクリックして⼊室く
ださい。なお、ホストがブレイクアウトルームの設定が未了の場合、⑦のボタンは現れま
せん。その場合は、少しお待ち願います。なお、ほかの部屋への移動、退出も⑦のアイコ
ンをクリックして現れる図 6 の操作で可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

①          ②                     ③              ④           ⑤           ⑥           ⑦            ⑧ 

図 5 Zoom の操作アイコンメニュー 

 
2. マイク：図 5 の下左端のマイクアイコン

（①）をクリックすることで ON・OFF が
交代します（図は ON の状態）。 
 

3. ビデオ（カメラ）：図 5 の下左端２番⽬のマ
イクアイコン（②）のクリックで ON・
OFF が交代します（図は OFF の状態）。 

 
4. 参加者氏名の変更：参加者⽒名は、参加者

それぞれの画⾯（ビデオが OFF の場合は名
前が現れる）に記載されています。この変
更には、図 5 の参加者アイコン（③）をク
リックし、参加者ウインドウ（図 7）を表⽰
させます。その後、⾃⾝の名前（参加者⽒
名）を参加者ウインドウのリストから探
し、そこにカーソルを合わせると「ミュート

解除」と「詳細」の２つのメニューが現れますが、そこで「詳細」をクリックすると、

図 6 ブレイクアウトルームサブメニュ 
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「名前の変更」に変わりますので、それを再度、クリックします。すると、「名前の変
更」ウインドウ（図 8）が現れるので、新規表⽰名に新しい参加者名を記⼊します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 7 参加者ウインドウ             図 8 名前の変更ウインドウ 

 
5. チャット：図 5 のチャットアイコン（④）をクリックすると、図 9 のチャット画⾯が現れま

す。上段には今までのチャット記録が、下段にはチャットの送信欄があります。質問には
下段のチャット送信欄に送信事項を記載し、全員宛送付願います（リターンで送信）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 9 チャットメニューと内容 

 
6. ピン止め：Zoom のサブ・ウィンドウとして、参加者のビデオ画⾯があります。その中で、

場所を固定したい参加者を左クリックして指定した後、右クリックするとこの画⾯を固定
するかの指⽰が来ますので、それを Yes とすれば、固定されます。 

7. タイマー*：座⻑に経過時間を知らせるため、事務局画⾯を最上部あるいは最左端に固定して
タイマーに設定しています。その画⾯は、経過時間に応じて①0〜10 分は緑、②10〜12 分
は⻘、③12〜15 分は紫、④15 分以上は⾚の⽂字と変化します（図 10）。表⽰数値は緑と
⻘は発表の残り時間（分）を、紫は質疑の残り時間を、⾚は超過時間を⽰します。 

図 6 ブレイクアウトルームサブメニュ 
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①  0〜10 分（緑）  ②10〜12 分(⻘)              ③12〜15 分(紫)             ④15 分以上(⾚) 
図 10 タイマーの変化 

 

8. 挙手：図 5 のリアクションボタン（⑧）を
押すと、拍⼿、挙⼿なのでアイコン・ウイ
ンドウ（図 11）が現れ、それをクリックす
ると、そのアイコンが参加者サブ・ウィン
ドウにある当該参加者名の隣に表⽰されま
す。⼿のひらは、⼿を上げる意味です。た
だし、参加者が多いと、⾒逃されやすく、
チャットか直接、話す⽅が簡単です。 

 
9. 画面の共有：⾃⾝の画⾯を参加者全員に共有してもらう場合（講演発表）は、図 5 の「画

⾯を共有」アイコン（⑤）をクリックします。すると、図 12 に⽰す画⾯共有ウインドウが
現れるので、共有したい画⾯（通常左上）をクリックの後、右下の「共有」ボタンを押すこ
とで共有状態となります。なお、共有解除は、共有画⾯右下にある「解除」ボタン（赤色）を
押すことで解除されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 12 画面共有ウインドウ 

図 11 リアクションボタンのメニュー 
（左から拍手、いいね、泣き笑い、口を開く、ハート、お

めでとう） 
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参考Ⅱ 発表プログラム 
＜口頭発表 *プレゼンテーション賞セッション＞          座長（所属）/副座長（所属） 

セッション A1 (1) 汚水処理 （9:30～10:30, Room A）*            惣田 訓（立命館大学）/谷口 省吾（大阪産業大） 

A1-1 Wenzhao Zhao (東北⼤), Experimental study on two-stage PN/A process for treating garbage methane 
fermentation liquid 

A1-2 ⾱燕霄 (東北⼤), ⼀槽式 PN/A 法 による低濃度窒素排⽔処理の安定維持における基質競合の効果 
A1-3 杜潤逹 (東北⼤), 都市下⽔の嫌気性 MBR 処理における物質変換と元素収⽀ 
A1-4 王添頡 (東北⼤), 機械学習に基づく嫌気性 MBR ⽣活排⽔処理プロセスにおける膜ファウリング予測モデルに

関する研究  
セッション A1 (2) 測定技術 （10:45～11:30, Room A）*           谷口 省吾（大阪産業大）/惣田 訓（立命館大学） 

A1-5 ⻘⼭望奈美 (県⽴広島⼤), 3 次元蛍光スペクトル測定と画像学習 AI による環境試料の差異判別のための⼿法開発 
A1-6 池本祐⼤ (⼤阪⼯業⼤),  Cl-を滴定で迅速定量する改良ファヤンス法 
A1-7 出⽥七輝 (⼤阪産業⼤), 異なる照射装置を⽤いた⽔銀フリー光源による紫外線照度の評価 

セッション B1 (1) 土壌改善 （9:30～10:30, Room B）*                  渡辺 信久（大阪工大）/伊藤 和宏（兵庫県立大） 

B1-1 平野廣佑 (和歌⼭⼯業⾼専), 護岸⼯事による底質内有機物含有率への影響 
B1-2 海津啓吾 (群⾺⼤), 微⽣物燃料電池による溶存酸素測定と底質改善効果の検証 
B1-3 笠井颯仁 (⾦沢⼤), 六価クロム含有⼟壌に対する⽣分解性キレート剤を⽤いた化学洗浄 
B1-4 Wang Yajie (岐⾩⼤), Soil heavy metal-induced stress on the transfer of Metal Resistance Genes from potential 

hosts under coal mining disturbance    
セッション B1 (2) バイオマス （10:45～11:30, Room B）*                伊藤 和宏（兵庫県立大）/渡辺 信久（大阪工大） 

B1-5 井村和茉 (室蘭⼯業⼤), 酢酸発酵させたチーズホエーを基質とした⽣分解性プラスチック⽣産の向上 
B1-6 神舎拓朗 (⼤阪⼤), Euglena gracilis のバイオマス・パラミロン⽣産に及ぼす有機物及び pH の影響の評価 
B1-7 陳奕⼈ (京都⼤), ⽜ふん堆肥化の肥料効果と抗⽣物質耐性遺伝⼦低減に及ぼす熱加⽔分解前処理の影響 

セッション C1 (1) 水環境 （9:30～10:30, Room C）             大久保 卓也（滋賀県立大）/水原 詞治（龍谷大） 

C1-1 藤川陽⼦ (京都⼤), 環境⽔質の⼤規模データに対する探索的データ分析 
C1-2 須⼾幹 (滋賀県⽴⼤), ⽔辺に散布された⾮選択制除草剤の⽔環境への流出と残留 
C1-3 藤井滋穂 (京都⼤), バンコク近郊 Salaya 地区における⽔利⽤実態の調査報告 
C1-4 ⻄村俊昭 (株式会社農楽), SIB を活⽤した⼩さな⾃然再⽣ 
セッション C1 (2) バイオ燃料 （10:45～11:30, Room C）           水原 詞治（龍谷大）/大久保 卓也（滋賀県立大） 

C1-5 ⼤沼みお (広島商船⾼専), 微細藻類のバイオ燃料に関する研究（１）−温泉由来緑藻の⾼油脂⽣産性培養系の開発 
C1-6 村上定瞭 (広島商船⾼専名誉教授), 微細藻類のバイオ燃料に関する研究（２）−油脂⽣産性微細藻の海上培養

系の設計と運転 
C1-7 ⼟佐光司 (⾦沢⼯業⼤), ジャトロファ BDF のフローマイクロ合成とホルボールエステルの挙動 

セッション D1 (1) 地球環境 （9:30～10:30, Room D）               駒井 幸雄（元大阪工大）/船坂 邦宏（大阪市環境科研） 

D1-1 雒梓程 (⽴命館⼤), ⽇中協⼒による第三国の太陽光発電事業導⼊に関する経済環境便益分析 
D1-2 中島寛則 (名古屋市環境科学調査センター), 湧⽔を活⽤したヒートアイランド対策効果の検証 
D1-3 佐野寛 (地球エネルギーシステム研), 森林環境における複合エネルギー⽣産性(PV・光合成) 
D1-4 本庄孝⼦ (元産総研), バイオマスの過去から学び、未来への展望 
セッション D1 (2) 新型コロナウイルス対策 （10:45～11:30, Room D）  船坂 邦宏（大阪市環境科研）/駒井 幸雄（元大阪工大） 
D1-5 藤⻑愛⼀郎 (⼤阪産業⼤), マルチエージェントモデルを⽤いた避難所における新型コロナウイルス感染症対策 
D1-6 中尾賢志 (⼤阪市⽴環境科学研究センター), IoT 技術を⽤いた⾶沫拡散防⽌策の評価とモニタリング 
D1-7 上野裕⼠ (内外エンジニアリング), 新型コロナウィルス都道府県別感染者数の分析に関する試論（２） 

セッション A2 (1) 環境動態 （12:30～13:30, Room A）*     藤長 愛一郎（大阪産業大）/和田 桂子（琵琶湖淀川水保研） 

A2-1 財津実歩 (⽴命館⼤), ⾬天時道路排⽔の⽔質と⽣態毒性に関する実態調査 
A2-2 Ramayadi (岐⾩⼤), Co-existency of Uroglena sp. with other microalgae species in surface water : effect of water 

temperature 
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A2-3 Nay Lin Maung (京都⼤), The influence of clearcutting on mountain stream water chemistry in Miyazaki 
prefecture 

A2-4 川⼝諒 (九州⼤), 東京湾の⾚潮の発⽣予測-ロジットモルを使って- 
セッション A2 (2) 水環境 （13:45～14:30, Room A）*      和田 桂子（琵琶湖淀川水保研）/藤長 愛一郎（大阪産業大） 

A2-5 張卓安 (⽴命館⼤), 散⽔ろ床と⼈⼯湿地を組み合わせた廃⽔処理システムの処理性能の季節変化 
A2-6 ⼩⽥健太 (県⽴広島⼤), 過酢酸製剤による下⽔中ウェルシュ菌芽胞の不活化 
A2-7 堀川⻁之介 (東京⼯業⼤), 海⽔と液体⾦属流体との直接接触による淡⽔⽣産技術に関する研究 

セッション B2 (1) 微生物 （12:30～13:30, Room B）*                 藤川 陽子（京都大）/橋口 亜由未（島根大） 

B2-1 寺⼭拓⾂ (室蘭⼯業⼤), ⼟壌微⽣物及び PHB フィルム付着菌の量的評価による分解速度の評価 
B2-2 江⼝紘⽣ (⽴命館⼤), ラボスケール⼈⼯湿地によるアゾ染料の除去とその分解菌の特徴づけ 
B2-3 Sri Anggreini (岐⾩⼤), Access possibility of antibiotic resistance genes into the pore of different types of 

activated carbon 
B2-4 Su Haoning (岐⾩⼤), Occurrence and fate of antibiotic resistance genes in large-scale Johkasou treating 

residential area wastewater 
セッション B2 (2) 嫌気性消化 （13:45～14:30, Room B）*         橋口 亜由未（島根大）/藤川 陽子（京都大） 

B2-5 末⽥海 (⼭⼝⼤), 温度変化による嫌気性細菌の構成とその菌叢変化に関する研究 
B2-6 ⻑尾慎太郎 (⼤阪⼤), バイオオーグメンテーションによる嫌気性消化への⾼濃度塩分阻害の緩和 
B2-7 Song Liuying (東北⼤), Bicarbonate and pH play critical roles in anaerobic digestion of methanolic wastewater 

セッション C2 (1) 下水・汚泥処理 （12:30～13:45, Room C）    李 玉友（東北大）/土佐 光司（金沢工業大） 

C2-1 下村颯太 (宇部⼯業⾼専), 製鉄時に発⽣する排⽔および汚泥処理システムの開発 
C2-2 今井剛 (⼭⼝⼤⼤), 下⽔管内における硫化⽔素の発⽣抑制を可能とする導電性コンクリートの開発 
C2-3 ⽇⾼平 (京都⼤), ⾃⼰造粒藻類による排⽔からのエネルギーおよび放射性物質の回収 
C2-4 越川博元 (⿓⾕⼤), 尿または下⽔添加によるリンおよび⾦属の同時除去とその回収 
C2-5 惣⽥訓 (⽴命館⼤), 藻類-細菌系による有機物・窒素除去に及ぼす汚泥滞留時間の影響 
セッション C2 (2) 下水・汚泥処理 （14:00～15:00, Room C）     土佐 光司（金沢工業大）/李 玉友（東北大） 

C2-6 春川陵 (兵庫県⽴⼤), 無機イオン交換体としての Ivanyukite のカチオン吸着特性 
C2-7 銭允致 (東北⼤), 流動担体型⼀槽式 PN/A 法の処理性能と⽣物膜成⻑に関する研究 
C2-8 渡辺信久 (⼤阪⼯業⼤), 燃焼排ガスから HCl を排除して Cl2 を検出する⽅法について 
C2-9 ⽔⾕聡 (⼤阪公⽴⼤), 熱回収残渣を含む焼却残渣からの S 及び Cl の溶出挙動 

セッション D2 (1) 実務・社会貢献賞 （12:30～13:45, Room D）              仲上 健一（立命館大）/横田 恭平（和歌山工高） 
D2-1 上森勇輝 (⽇吉), 環境保全技術を活かした次世代への教育活動の実践 
D2-2 伊藤崚 (宮城教育⼤), 新たな河川環境保全技術としての低コスト型切⽋き⿂道の普及と啓発 
D2-3 古武家善成 (前神⼾学院⼤), 都市河川を中⼼とした⾝近な河川の再評価活動 
D2-4 辻内宏幸 (近畿地域づくりセンター), 公共⽤⽔域における⼤腸菌数の分布特性 
D2-5 中村嘉伸 (昭和興業), 排⽔処理技術を活かした⼩規模陸上養殖の可能性 
セッション D2 (2) 湖沼・河川環境 （14:00～15:00, Room D）             横田恭平（和歌山工高）/仲上 健一（立命館大） 
D2-6 ⼤久保卓也 (滋賀県⽴⼤), 琵琶湖における漁獲量の⻑期変化と各種環境因⼦変化との関連分析 
D2-7 根来健 (滋賀県⽴琵琶湖博物館), 琵琶湖のプランクトンの種類及び量の遷移を評価する際の問題点 
D2-8 瀧和夫 (NPO ⽔環境研), 印旛沼流域の⾕頭湿地帯における⽔質特性 
D2-9 牧野奏佳⾹ (京都⼤), ⽇本全国における渓流⽔⽔質の分布とその経年変化〜シチズンサイエンスによる広域

再調査の試み 
 
＜紙上発表＞ 

P1-1 張 傛喆 (室蘭⼯業⼤), Bacillus cereus CS-1 株の最適培養条件の検討と PHA 産⽣ 
P1-2 ⼤上嵩洋 (室蘭⼯業⼤), ⾼⼭域由来 PHB 分解菌による PHB 分解最適条件の検討 
P1-3 泉⼭信司 (国⽴感染症研), ⽔道原⽔からの⾼濃度なクリプトスポリジウムの検出事例  




