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本会・他学会水環境関連行事一覧

開催期日 行事 開催地 案内記事
掲載巻号

2020年

5 月 11日（月） 第40回市民環境学校『水道技術講座（12）』 東京 本号

14日（木） 海水資源・環境シンポジウム2020 千葉 本号

19日（火） 第33回環境工学連合講演会 東京 本号

6 月 4 日（木） 日本海水学会70周年記念日本海水学会第71年会シンポジウム 東京 本号

6 日（土） 令和 2 年度日本水環境学会中部支部総会及び見学会 静岡 本号

14日（日）～17日（水） The	11th	International	Conference	on	Interface	Against	
Pollution（IAP2020）

武漢 43巻 2 号

16日（火） 第40回通常総会 東京 本号

8 月 21日（金） 第29回市民セミナー温暖化対策としてのブルーカーボンの 
可能性を探る～研究の最新動向と今後の展望～

本号 東京

9 月 9 日（水）～10日（木） 第23回日本水環境学会シンポジウム 宮崎

10月 3 日（土）～ 4 日（日） WET2020（Water and Environment Technology Conference 
2020）

熊本 本号

18日（日）～23日（金） IWA World Water Congress ＆ Exhibition 2020 コペンハーゲン 本号

2021年

3 月 10日（水）～12日（金） 第55回日本水環境学会年会 京都

会員登録データ変更の届け出について（お願い）
　住所，所属変更等，本会に登録されているデータに変更のあった場合には，ホームページの会員専用ページ（https://
www.jswe.or.jp/member/）よりご登録の変更をお願い申し上げます。メールアドレスの登録がない方，登録アドレ
スを忘れた方は，メール（member@jswe.or.jp）または Fax にてお問い合わせください。お電話での変更のご連絡は
受け付けません。会員は年度毎（4 月→ 3 月）の扱いで，退会のお手続きがない場合には，自動的に会員登録が継続と
なります。
　また 2013 年度より特別正会員制度も新設されています。この制度は，満 65 歳以上で，水環境関連分野に従事，ま
たは関心を有し，本会に対し功労のあった個人を対象とするもので，学会コミュニティにおいて，継続的に知識や経
験を活かした活動に取り組んでいただくために設けられたものです。資格要件など詳細は本会 WEB サイト（http://
www.jswe.or.jp/joining/index.html）をご覧ください。



会告	―	2

本会関連行事

第 40 回通常総会のお知らせ

　下記の通り第 40 回通常総会を開催いたします。会員各
位のご参加を賜りますようお願い申し上げます。また，
総会にあわせて受賞者講演および特別講演を企画してお
りますので，奮ってご参加ください。
　なお，総会は正会員現在数の過半数のご出席がなけれ
ば議事を開くことができません。ご出席いただけない場
合には，必ず委任もしくは議決権行使の手続きをおとり
くださいますようお願い申し上げます。学会ホームペー
ジの会員専用ページ内の総会出欠登録ページにて，総会
への出欠の連絡，議事の委任もしくは議決権行使に関し
ての手続きをお願い申し上げます（総会出欠登録ページ
開設期間は 5 月 29 日（金）～6 月 15 日（月）の予定）。
学会ホームページからのお手続きがどうしても難しい場
合には，6 月 5 日（金）までにその旨を事務局（電話：
03-3632-5351，メール：info@jswe.or.jp）へご連絡下さ
い。出欠連絡，委任および議決権行使に関する紙面によ
る回答票をお送りいたします。

記
日　時　	2020 年 6 月 16 日（火）13：00～17：00（予定）

（表彰式，受賞者講演および特別講演を含む）
場　所　タワーホール船堀　4 階「研修室」

（東京都江戸川区船堀 4-1-1　Tel：03-5676-
2211／都営地下鉄（新宿線）「船堀」駅徒歩1分）
http://www.towerhall.jp/4access/access.html

プログラム（予定）：
・総会（本会正会員のみ）
・表彰式
・受賞者講演
・特別講演（開始予定：16：00）
　　「ブランドを目指すということ」

　　小野　芳朗	氏
　　　（京都工芸繊維大学　理事・副学長，教授）

　　参加費無料
　終了後に懇親会を開催する予定です。（会費：5,000 円，
当日現金受付）
　なお，受賞者講演，特別講演には非会員の方の参加（無
料）も歓迎いたします。

Water and Environment Technology Conference　 
（WET2020）

　日本水環境学会主催の国際会議“Water	and	Environ-
ment	Technology	Conference”を開催致します。会議で
の発表に合わせて，Journal	of	Water	and	Environment	
Technology	（JWET）への論文投稿を受け付けておりま
す。詳細は本会ホームページにてご確認ください。

消費税率の引き上げに伴う年度会費改定のお願い
	 公益社団法人　日本水環境学会
	 会　　長　　　松井　佳彦
　ご承知のように，2019 年 10 月 1 日より消費税率が 8％から 10％に変更になりました。これに伴い，本会の年度会
費を下記のように改定させていただきますので，何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
　今回の消費税率の変更に伴う年度会費の改定については，2019 年 5 月 8 日の運営理事会，同 5 月 29 日の理事会に
おいて慎重に議論して参りました。その審議結果を受け，同 6 月 18 日に開催された第 39 回通常総会において第 5 号
議案としてご審議いただき，下記のように変更することをご承認いただきました。本会のホームページおよび会誌の
会告において，再度周知させていただきます。
　今回の消費税率の変更を契機に，さらなる会員サービス向上を目指して努力する所存です。会員各位におかれまし
ては，本会の財政状況などをご勘案いただき，何卒ご理解いただきますよう重ねてお願い申し上げます。
　なお，本改定額は，2020 年度会費より適用されることを申し添えます。

会費改定
単位：円

会員種別 旧会費 新会費（2020 年度以降）
個人正会員 12,500 13,000
団体正会員（公益） 　77,900 　80,000
団体正会員 155,900 160,000
特別正会員 5,200 5,500
学 生 会 員 5,200 5,500
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主　催	 日本水環境学会
期　日	 2020 年 10 月 3 日（土）～4 日（日）
場　所	 熊本大学黒髪キャンパス（熊本市）
交　通	 JR 熊本駅からバス（約 30 分）
　　　　桜町バスターミナルからバス（約 20 分）
内　容	 口頭発表（数分）とポスター発表のハイブリッ

ド発表
発表申込方法
　発表申し込みは本会ホームページ（URL：http://www.
jswe.or.jp）からのみ受け付けます。申し込み開始は 2020
年 4 月を予定しています。トップページの WET2020 の
バナーより発表申し込みのページにお進みいただき，必
要事項および講演要旨（150 語以上 200 語以内，謝辞を
含む。キーワードおよび図表は不要）を登録してくださ
い。1 人の登壇者が 2 つ以上の発表を行うことは認めて
おりません。申し込み期限は 2020 年 6 月 3 日（水）24：
00（JST（日本標準時），以下の期日は全て同様）です。
発表可と判断された場合，その通知を 6 月 24 日（水）ま
でにお送りします。なお，WET2020 で配布される講演
要旨集には要旨のみが掲載されます（提出された要旨に
キーワードおよび図表が含まれていた場合，要旨集では
削除されます）。
論文投稿方法
　JWET への論文投稿は，発表受付メールに記載の方法
に従って 2020 年 8 月 7 日（金）までに Web 上で行って
ください。投稿された論文は通常の査読が行われ，2020
年 10 月 9 日（金）までに査読結果を通知いたします。な
お，論文投稿の有無に関わらず，講演要旨集には要旨の
みが掲載されます。
テーマ（下記に限りません）
　・Analysis	of	water	and	environment	quality
　・Modeling	of	water	and	environment
　・Treatment	of	water	and	wastewater
　・Restoration	of	contaminated	environment
　・Hazardous	chemicals	and	waste	management
　・Public	health	and	risk	assessment
　・Environmental	education	and	training
　・Water	reclamation
表　彰
　Excellent	Poster	Award を WET2020 の発表者すべて
から，Excellent	Paper	Award を JWET へ論文投稿した
発表者から選出し表彰します。
参加登録
　WET2020 の web ページにて，Early-bird	registration
を 2020 年 9 月 3 日（木）24：00 まで受け付けます。以後
は当日受付となります。登壇者（発表申込者）は自動的
に事前予約扱いになりますので，事前予約は不要です。
いずれの場合も，参加費は当日受付にてお支払い下さい。

参加費
一般

Participant Speaker
Early-bird 5,000	JPY 5,000	JPY
On	site 7,000	JPY 5,000	JPY

学生
Participant Speaker

Early-bird 3,000	JPY 3,000	JPY
On	site 4,000	JPY 3,000	JPY

問い合わせ先　WET 事務局
　E-mail：wet@jswe.or.jp　Fax：03-3632-5352

第 33 回環境工学連合講演会 
「SDGs に向けた環境工学の役割」

主　催　日本学術会議	土木工学・建築学委員会
期　日　2020 年 5 月 19 日（火）9：30～17：05
場　所　	日本学術会議講堂（東京都港区六本木 7-22-34）

東京メトロ・千代田線「乃木坂駅」青山霊園 5
番出口そば

プログラム　下記詳細 URL をご覧ください。
定	員　	200 名（申込み先着順／定員に余裕がある場合は

当日の参加も受付いたします）
参加申込	 下記 URL よりお申し込みください。

http://committees.jsce.or.jp/eec/node/58
参加費　無料（講演論文集は当日無料配布）
詳細 URL

http://www.scj.go.jp/ja/event/2020/286-s-0519.html
問い合わせ先
　（公社）土木学会事務局	環境工学連合講演会担当　桃井
　E-mail：momoi@jsce.or.jp

第 29 回市民セミナー 
温暖化対策としてのブルーカーボンの可能性を探る 

～研究の最新動向と今後の展望～

　2009 年に国連環境計画（UNEP）は，海洋生物によっ
て大気中の二酸化炭素が吸収され，海域に貯留された炭
素のことをブルーカーボンと名付けた。海域の中でもと
りわけ湿地，干潟，藻場，マングローブ林といった生態
系による二酸化炭素の吸収速度が速く，浅海域は全球的
に重要な炭素貯蔵庫となっている。2015 年にはパリ協定
が採択され，気候変動の緩和・適応政策において生物圏
と海洋をより広く含めることの重要性が強調され，温暖
化対策としてのブルーカーボンのポテンシャルが評価さ
れている。島嶼国である日本は海岸延長が長く，国際的
にも主要なブルーカーボン貯蔵国である可能性が指摘さ
れている。本セミナーでは，温暖化緩和策としてのブル
ーカーボンについて，近年の研究動向を紹介いただく。
　本セミナーはテレビ会議システムにより，東京と大阪
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の両会場を繋ぎ，同時に開催します。
主　催	 日本水環境学会
期　日	 2020 年 8 月 21 日（金）10：50～16：30
場　所	 東京会場：地球環境カレッジホール
　　　　（いであ（株）内）（東京都世田谷区駒沢）
　　　　http://www.gecollege.or.jp/gec/gec.htm#02
　　　　大阪会場：いであ（株）大阪支社ホール
　　　　（大阪市住之江区南港北）
　　　　https://ideacon.jp/company/office/osaka.html
プログラム

10：20～	 受付
10：50～11：00	 開会挨拶
11：00～12：00	 	（仮）ブルーカーボン～沿岸浅海域にお

ける気候変動の緩和～／海上・港湾・
航空技術研究所　沿岸環境研究グルー
プ 桑江朝比呂 氏（東京会場）

12：00～13：00	 昼休み
13：00～14：00	 	（仮）持続可能社会に向けた都市内湾の

炭素動態の実態調査／大阪市立大学大
学院 工学研究科　遠藤　徹 氏（大阪
会場）

14：10～15：10	 	（仮）カーボンオフセットプログラム構
築へ向けた伊勢湾アマモ場の炭素貯留
の評価／三重県保健環境研究所　国分
秀樹	氏（大阪会場）

15：20～16：20	 	（仮）身近な海辺「里海」における炭素
貯留の評価／国立環境研究所 生物生態
系環境研究センター　矢部 徹 氏（東
京会場）

16：20～16：30	 開会挨拶
参加費	 一般 3,000 円，大学生 1,000 円，高校生以下無料
定　員	 250 名（東京会場 150 名，大阪会場 100 名）
申込方法
　FAX，E-mail またはハガキに，①参加者氏名（フリガ
ナ），②会員・非会員の別，③会員の場合は会員番号，④
希望受講会場，⑤連絡先（所属団体名，住所，電話・
FAX 番号および E-mail）をご記入の上，下記宛にお申
し込みください。なお，定員に達した場合は受付を終了
させていただきます。また，参加費を 8 月 16 日までにお
支払いお振り込みください。入金を確認後，参加票をお
送りいたします。
参加費振込先　三菱 UFJ 銀行　市ヶ谷支店
　　　　　　　（普通）1016020
　　　　　　　（株）日本水道新聞社
　　　　　　　カ）ニホンスイドウシンブンシャ
申込・問合せ先 （セミナー運営業務委託者）
（株）日本水道新聞社　出版企画事業部　村仲，豊島
〒102-0074　東京都千代田区九段南 4 丁目 8 番 9 号
Tel：03-3264-6724　Fax：03-3264-6725

E-mail：sympo@suido-gesuido.co.jp

令和 2 年度日本水環境学会中部支部総会 
及び見学会

主　催　日本水環境学会中部支部
期　日　2020 年 6 月 6 日（土）12：30～16：30（予定）
場　所
　総会　浜名湖体験学習施設ウオット　研修室
　見学会①浜名湖体験学習施設ウオット（浜松市）
　　　　②浜名湖の湖上遊覧見学
プログラム
　12：30～　総会
　13：00～　ウオット	見学
　14：00～　浜名湖　見学（JR 弁天島駅発，解散）
申し込み方法　申込書等はメールで以下へご請求ください。
参加申込締切　4 月 1 日（水）～5 月 22 日（金）
参加費　無料（定員 25 名（先着順））
詳細 URL	 https://ulotto.entetsuassist-dms.com
	 （浜名湖体験学習施設ウオット）
問い合わせ先

日本水環境学会中部支部事務局（静岡県環境衛生科学
研究所大気水質部）
Tel：054-245-2130　
E-mail：kantai@pref.shizuoka.lg.jp

IWA 関連行事

World Water Congress & Exhibition 2020 
Copenhagen

期　日	 2020 年 10 月 18 日（日）～23 日（金）
場　所	 デンマーク，コペンハーゲン
発表者の参加登録期限　2020 年 7 月 1 日
詳細 URL	 https://www.worldwatercongress.org

他学会関連行事

グリーンサイエンス 21 
第 40 回市民環境学校『水道技術講座（12）』

主　催　グリーンサイエンス 21
後　援　日本水道協会，全水道会館	水情報センター，
　　　　日本水道工業団体連合会
期　日　2020 年 5 月 11 日（月）13：30～17：00
　　　　（13：00	受付開始）
場　所　全水道会館 5 階（JR	水道橋駅から徒歩 5 分）
プログラム
　講演「水道事業の課題と水道法の改正」
　　　厚生労働省　医薬・生活衛生局水道課水道計画
	 指導室長　日置　潤一　氏
　報告「浄水場現場における問題点とその対応策」
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　　　茨城県企業局　水質管理センター水質検査課
	 水質検査課長　	佐藤　賢　氏
　質疑応答，情報交換，地方の現場からの質問
申し込み方法　詳細 URL をご参照ください。
詳細 URL	 http://www.npo-gs21.org/
締め切り　定員 100 名になり次第，締め切ります。
参 加 費	 一般　3,000 円　会員　1,000 円

（事前登録必要）詳細 URL をご参照下さい
問い合わせ先　	NPO 法人グリーンサイエンス 21 事務局

留守電＆ Fax：03-3952-1121

海水資源・環境シンポジウム 2020

主　催　日本海水学会	海水資源・環境研究会
協　賛　日本水環境学会	他
期　日　2020 年 5 月 14 日（木）
場　所　千葉工業大学津田沼キャンパス
プログラム　1．海水溶存資源高度利用プロセス構築のた
めの回収技術－Mg化合物の晶析技術を例に－2．水処理
技術と ZLD 事情　3．船舶バラスト水中のコレラ菌～海
水環境の変化による衛生上の問題～　4．海洋バイオマス
資源の有効利用について　それ以外は以下詳細 URL を
ご参照下さい。
申し込み方法　E-mail または電話にて
参加申込締切　2020 年 5 月 7 日（木）
参加費　一般：4,000 円，学生：2,000 円
詳細 URL	 http://www.swsj.org/research/research-06.html
問い合わせ先
（公財）塩事業センター海水総合研究所　邑上
〒256-0816　神奈川県小田原市酒匂 4-13-20
Tel：0465-47-3161　Fax：0465-48-6242
E-mail：shigen@swsj.org

日本海水学会 70 周年記念 
日本海水学会第 71 年会シンポジウム

主　催　日本海水学会
協　賛　日本水環境学会　他 17 団体（予定）
期　日　2020 年 6 月 4 日（木）
場　所　東京都品川区総合区民会館	きゅりあん
　　　　（東京都品川区東大井 5-18-1）
プログラム

特別講演「高分子合成を志して」
　筑波大学名誉教授	 白川　英樹 氏
記念シンポジウム「海水・海洋環境を取り巻くプラス
チック問題とその解決を目指して」
　京都大学大学院地球環境学堂	 田中　周平 氏
　（公財）塩事業センター海水総合研究所
	 野田　寧 氏
　カネカ（株）新規事業開発部	 福田　竜司 氏

総括討論　12：10～12：30

　以下詳細 URL をご参照下さい
参加費　無料
詳細 URL https://www.swsj.org/event-p/2020-70th.

symposium.html
問い合わせ先

〒256-0816　小田原市酒匂 4-13-20
（公財）塩事業センター海水総合研究所内
　　 　日本海水学会事務局
Tel/Fax：0465-47-2439　E-mail：office@swsj.org

おしらせ

年会優秀発表賞受賞者国際会議発表助成 
（クリタ賞国際会議発表助成） 

2020 年度候補者の募集

　過去の年会優秀発表賞（クリタ賞）受賞者が研究者・
技術者として一層の飛躍をするために，本学会または
International	Water	Association が主催または共催する
国際会議（日本国内での開催会議も含む）への参加・発
表を助成します。
応募資格	 本会個人正会員または学生会員（2020 年度）

で以下の条件を満たす者
1）	大学院修士課程または博士前期課程を修了した過去の

クリタ賞受賞者
2）	年齢が 40 歳未満（2020 年 4 月 1 日時点）
3）	大学院，教育研究機関，公的機関で実施した研究成果

を研究実施機関の在籍者の立場で論文発表を行うこと
助成内容	 会議での参加・発表にともなう費用の一部の

支援
対象となる国際会議の期間
　2020 年 7 月 1 日から 2021 年 9 月 30 日
応募方法 助成を希望する本人が，次項の書類を提出す

ること
提出書類（書式は自由）
・応募者の氏名，所属，住所，Tel.，Fax.，E-mail
・大学卒業後の研究・業務略歴
・国際会議論文募集の内容が判る資料
・国際会議発表の申込書（申し込み時点の口頭，ポスタ

ー等など発表形式が記されていること，（案）でも可）
・発表予定の研究内容を記した書類（日本語でも可，発

表申込時に提出する Extended	abstract など）
・発表採択通知（任意）
・クリタ賞受賞の研究発表との関連，参加を希望する国

際会議における抱負，会議参加の必要性，会議参加で
得られる情報や経験を今後の業務にどのように活用す
る計画であるのかを説明する文章（400字，A4一枚程度）

・	過去 3 年の研究等の業績（下記項目に分類して）
① IWA 関連雑誌論文
② JSWE 雑誌論文



会告	―	6

本冊子は「特集企画編」です。「原著論文編」は，国立研究開発法人科学技術振興機構「科学技術情報発信・流通システム
（J-STAGE）」に掲載しています。http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jswe/-char/ja/

③それ以外の雑誌論文
④ IWA の関連国際会議論文
⑤それ以外の国際会議論文
⑥日本水環境学会年会およびシンポジウム発表
⑦それ以外の発表

応募期日　2020 年 5 月 29 日（金）
結果通知等　E-mailにより6月下旬までに通知予定です。
授与式などはありません。ただし，発表申請が審査の結
果受理されなかった場合には，助成の資格を失います。
問い合わせ・書類提出先
（公社）日本水環境学会
クリタ賞国際会議発表助成	係
Tel：03-3632-5351，E-mail：kubota ＠ jswe.or.jp

秋田県立大学生物資源科学部，助教の公募

募集人員　助教，1 名
所　　属　生物環境科学科・環境管理修復グループ
専門分野　	生態工学分野（生態系や植物，微生物等を利

用した水環境修復保全，廃水浄化・資源回収）
応募資格　	博士の学位を有すること，または採用予定日

までに取得見込みであること。それ以外は以
下詳細 URL をご参照下さい。

採用予定日　2020 年 10 月 1 日
応募方法　	以下の問い合せ先まで，応募書類一式を簡易

書留で送付すること。
応募期限　2020 年 6 月 1 日（月）必着
詳細 URL
https://www.akita-pu.ac.jp/about/saiyo/6173
問い合わせ先

秋田県立大学生物資源科学部
生態工学分野助教選考委員長　高橋　正
〒010-0195　秋田市下新城中野字街道端西 241-438
Tel：018-872-1622（ダイヤルイン）
E-mail：tadashi_takahashi@akita-pu.ac.jp

（公財）鉄鋼環境基金　第 41 回環境助成研究募集

募集期間　2020 年 4 月 1 日（水）～5 月 31 日（日）
応募資格　一般研究助成：日本国内にある組織に属する
研 究 者	 若手研究助成：本年 4 月 1 日現在満年齢 39 歳
助成件数　50～60 件程度
助成金額　一般 150 万円以下。若手 100 万円以下。
応募方法　当財団の HP 参照
決定期間　2020 年 10 月下旬頃の理事会で決定。
詳細 URL	 http://www.sept.or.jp/
問い合わせ先

公益財団法人　鉄鋼環境基金
〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10
　　　　　　鉄鋼会館
Tel：03-5652-5144　Fax：03-5641-2444
E-mail：sept.soumu@sept.or.jp

2020 年度 CREST・さきがけ・ACT-X 
公募スケジュールについて

　JST は，戦略目標の達成に向けた研究領域及び研究総
括を選定し，以下のスケジュールで戦略的創造研究推進
事業（CREST・さきがけ・ACT-X）の 2020 年度研究課
題の公募・選定等を行う予定です。応募方法等詳細は下
記 URL をご参照ください。
詳細 URL
https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html
問い合わせ先

国立研究開発法人科学技術振興機構	戦略研究推進部
［募集専用］　E-mail：rp-info@jst.go.jp


