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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

2018年

5 月 22日（火） 第31回環境工学連合講演会「レギュラトリーサイエンスと環
境工学」

東京 本号

26日（土）～27日（日） 第20回マリンバイオテクノロジー学会大会 宮崎 41巻 2 号

6 月 12日（火） 第38回通常総会 東京 本号

14日（木） グリーンサイエンス21 第12回セミナー「みんなの水道」 東京 本号

15日（金） 第18回上下水道膜セミナーおよび膜処理施設見学会 栃木 本号

7 月 14日（土）～15日（日） WET2018（Water and Environment Technology 
Conference 2018）

愛媛 本号

8 月 3 日（金） 第27回市民セミナー 東京・大阪

9 月 4 日（火）～ 5 日（水） 第21回日本水環境学会シンポジウム 島根

16日（日）～21日（金） IWA World Water Congress & Exhibition 2018 東京 本号

10月 15日（月）～19日（金） 第17回世界湖沼会議（いばらき霞ヶ浦	2018） 茨城 41巻 3 号

2019年

3 月 第53回日本水環境学会年会 山梨

水環境学会誌原著論文編『高速審査月間』のお知らせ
　水環境学会誌原著論文編（以下，和文誌）では本年も 3 月～ 5 月の 3 ヶ月間を『高速審査月間』とし，学会員の皆
様からの論文投稿を広く募集いたします。『高速審査月間』では，通常時に比べて体制を強化して査読の迅速化をは
かり，投稿受付から 1 ヶ月以内に 1 回目の査読結果をお返しいたします。
　日頃，研究活動に勤しんでおられる学会員の皆様に，各種プロジェクトの報告書作成に向けて，あるいは学位取得
に向けて，スケジュールが組みやすく魅力的なサービスになると考えております。また，3 月に開催された年会でご
発表された内容をブラッシュアップし，広く学会員の皆様に成果を還元していただく上でも無理のないスケジュール
になっているものと考えております。ぜひ，この機会をご活用いただき，貴重なご研究の成果を水環境学会誌でご発
表ください。
	 編集委員長　藤原　　拓

本会関連行事

第 38 回通常総会のお知らせ

　下記の通り第 38 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あげます。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，必ず委任の手続きをおとりくださいますようお
願い申しあげます。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
申しあげます（総会出欠登録ページ開設期間は 5 月 16 日

（水）～6 月 11 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 1 日（金）
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までにその旨を事務局（Tel：03-3632-5351，Email：
info@jswe.or.jp）へご連絡ください。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	 2018 年 6 月 12 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-
2111／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（案）：
　・総会（決算の承認　など）
　・表彰式
　・受賞者講演
　・特別講演（開始予定：	16：00）

「調和型都市圏水利用システムの実現に向けて（仮題）」
古米　弘明氏（東京大学大学院工学系研究科附属
水環境制御研究センター）

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 
（WET2018）

　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。
主　催	 日本水環境学会
期　日	 2018 年 7 月 14 日（土）～15 日（日）
場　所	 愛媛大学（愛媛県松山市）
交　通	 市内電車環状線「赤十字病院前」から徒歩 5 分
内　容	 口頭発表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。トップページのWET	
2018 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。登壇者に下線を引くこと。キーワードおよび
図表は不要）を記入の上，送信してください。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 2018 年 4 月 26 日（木）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 5 月 17 日（木）までにお送りし
ます。なお，WET2018 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や
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 2018 年 6 月 29 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，2018
年 8 月 29 日（水）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，WET2018 で配布され
る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 WET2018 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
　WET2018 の web ページにて，Early-bird	registration
を 2018 年 6 月 21 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ください。
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
　Email：wet@jswe.or.jp　Fax：03-3632-5352

第 31 回環境工学連合講演会 
「レギュラトリーサイエンスと環境工学」

主　催　日本学術会議　土木工学・建築学委員会
期　日　2018 年 5 月 22 日（火）9：15～17：10
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」下車
プログラム　詳しくは下記 URL をご覧ください。
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定　員	 200 名（申し込み先着順／定員に余裕がある場
合は当日の参加も受付いたします）

参加申し込み方法
　「第 31 回環境工学連合講演会参加申し込み」と明記の
うえ，氏名，勤務先，同所在地，所属学協会名，学生の
場合にはその旨を記入して，5	月1	日（火）までにE-mail
または Fax で下記宛にお申し込みください。
参加費　無料

講演論文集を別途 2,000 円（学生無料，ただし
事前申し込みが必要です）にて会場で有料頒布

詳細 URL	 http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/258-s-	
3-1.pdf

申し込み・問い合わせ先
（公社）日本水環境学会事務局（担当：	小川）
〒135-0006　東京都江東区常盤 2-9-7
　　　　　　グリーンプラザ深川常盤 201
Tel：03-3632-5351　Fax：03-3632-5352
E-mail：rengo31@jswe.or.jp

IWA 関連行事

The IWA World Water Congress & Exhibition 
IWA 世界水会議（IWA2018 TOKYO）

主　催	 IWA（International	Water	Association）
期　日	 2018 年 9 月 16 日（日）～21 日（金）
場　所	 東京ビッグサイト（東京）
フルペーパー提出期限：2018 年 7 月 1 日
発表者の参加登録期限：2018 年 7 月 1 日
詳細は下記 URL をご覧ください。
詳細 URL	 http://worldwatercongress.org/

IWA（国際水協会）世界水会議 
World Water Congress & Exhibition 2018 

における研究発表者に対する参加登録費助成募集

　本会では，2018年9月に東京で開催されるIWA	（Inter-
national	Water	Association）世界水会議での研究発表予
定者に対して参加登録費を助成します。地方の試験研究
機関の会員や若手研究者など，これまで国際学会への参
加が難しかった方々に是非ともご応募いただき，優れた
研究成果を数多く発表していただきたいと考えています。
応募資格	 本会の会員で IWA 世界水会議において研究

発表（口頭またはポスター発表）を行う者
助成内容　会議参加登録費の全額あるいは半額
助成人数　10 名以上（予定）
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（E-mail 添付可）。受領確認の連絡をす
るので，応募後 5 日以内に連絡がない場合は
学会事務局へ連絡すること。

提出書類 （A4，書式は自由）

①応募者の氏名，所属，住所，Tel，Fax，E-mail
②年会への参加や論文発表等，本会における活動状況
③本助成を必要とする理由（A4 紙 1 枚以内）
④発表論文（IWA 世界水会議へ投稿した原稿）の写し
⑤ IWA からの発表採択通知
提出期限	 2018 年 4 月 13 日（金）
	 （IWAからの発表採択通知時期により変更有）
採否通知	 選考結果については 2018 年 4 月 27 日（金）

までに応募者に通知する。
提 出 先　〒135-0006　江東区常盤 2-9-7
　　　　　　　　　　　グリーンプラザ深川常盤 201 号
　　　　　　（公社）日本水環境学会	派遣・招聘委員会
　　　　　　E-mail：kubota@jswe.or.jp

他学会関連行事

グリーンサイエンス 21 
第 12 回セミナー「みんなの水道」

主　催　グリーンサイエンス 21
共　催　日本水道工業団体連合会
協　賛　日本水道協会，全水道会館水情報センター
期　日　2018 年 6 月 14 日（木）13：30～17：00

　　　　　　	（13：00	受付開始）
場　所　東京トラック健保会館（JR 市ヶ谷徒歩 5 分）
プログラム
　講演 1　「自然から学ぶ安全，安心」
　　　　　　明治大学　顧問，名誉教授
　　　　　　明治大学校友会　会長　　向殿　政男　氏
　講演 2　「水環境における森林の役割」
　　　　　　筑波大学　生命環境系　教授
　　　　　　アイソトープ環境動態研究センター長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　恩田　裕一　氏
申し込み方法　	連絡先を明記の上，郵便振替（口座番号

00170-7-615432，特定非営利活動法人グ
リーンサイエンス 21）にて，

締め切り　定員 200 名になり次第，（要事前登録）
参 加 費	 一	般	3,000 円，（GS21 会員）1,000 円
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
詳細 URL http:/www.npo-gs21.org/

第 18 回上下水道膜セミナーおよび 
膜処理施設見学会

主　催　膜分離技術振興協会
日　時　①セミナー：2018 年 6 月 15 日（金）10：00～15：00

日光市中央公民館・今市公民館（栃木県日光市平ケ崎160　
Tel：0288-22-6211）　②膜処理施設見学会　15：00～
17：00　日光市瀬尾浦浄水場
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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/

プログラム
　浄水膜の種類と開発の歴史／水道用浄水膜の制度と
AMST 規格について／膜処理技術の研究開発（仮題）／
国内外における水道用浄水膜の実用例／「省エネ型膜ろ
過浄水施設導入手引き（事例集）」の紹介／下排水処理関
連の膜技術の動向について
参 加 費	 会員 12,000 円，非会員 14,000 円，国・地方自

治体 6,000 円，学生 4,000 円（見学マイクロバ
ス代・昼食代含む）

定　　員	 50 名（定員になり次第締め切り）
申込方法	 下記宛に Fax または E-mail でお申込みくだ

さい。確認後，参加証・請求書などをお送り
します。

申込締切　2018 年 5 月 31 日（木）
お問い合わせ・申し込み先
　（一社）膜分離技術振興協会
　〒103-0004　東京都中央区東日本橋 3-12-11
　　　　　　　東日本橋 TS ビル
　Fax：03-6712-0192　E-mail：info@amst.gr.jp
　URL：http://www.amst.gr.jp

おしらせ

戦略的研究推進事業 CREST における 
フランス ANR との日仏共同提案募集のご案内

受付期間　	平成 30 年 2 月 15 日（木）13 時～	
	 4 月 16 日（月）10 時（仏時間）

※詳細および応募方法は下記 URL をご覧ください。
詳細 URL	 http://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

公益信託下水道振興基金 
平成 30 年度研究助成の募集

募集期間 2018 年 8 月 31 日（金）必着
応募資格 下記 HP 募集要項をご参照ください。
助成件数 応募状況を勘案して決定します。
助成金額 総額 900 万円程度
応募方法  所定の申請書を日本下水道協会 HP より取得

し，記入捺印の上，下記宛書留で送付ください。
決定期間 2018 年 9 月～10 月を目安
詳細 URL http://www.jswa.jp/sitemap

（平成30年度研究助成要項をご参照ください）

問い合わせ先
【申請書送付先】

〒103-8670　東京都中央区八重洲 1-2-1
　　　　　　みずほ信託銀行　信託総合営業第五部
Tel：03-3274-9177

【研究課題に関すること】
公益社団法人　日本下水道協会
〒101-0047　東京都千代田区内神田 2-10-2
Tel：03-6206-0251
※申請一般および助成金の使途に関することは上記申

請書の送付先にご照会ください。

公益信託下水道振興基金 
平成 30 年度海外研究助成の募集

募集期間 各国際会議とも研究発表日の 2 ヵ月前まで
応募資格 下水道関係の国際会議において研究論文を発

表する下水道研究者および技術者（個人）と
します。

助成件数 応募状況を勘案して，決定します。
助成金額 実費（応募状況を勘案して決定します。）
応募方法 所定の申請書に，発表を希望する国際会議の

応募要領および採択通知の写しを添付し提出。
決定期間 応募後 1 ヵ月程度
詳細 URL http://www.jswa.jp/sitemap

（平成30年度研究助成要項をご参照ください）
問い合わせ先
　同基金平成 30 年度研究助成の募集と同じ。

公益信託下水道振興基金 
平成 30 年度東日本大震災復興研究等助成の募集

募集期間 2018 年 8 月 31 日（金）必着
応募資格 下記 HP 募集要項をご参照ください。
助成件数 応募状況を勘案して，決定します。
助成金額 総額 800 万円程度
応募方法 所定の申請書を日本下水道協会 HP より取得

し，記入捺印の上，下記宛書留で送付ください。
決定期間 2018 年 9 月～10 月
詳細 URL http://www.jswa.jp/sitemap

（平成30年度研究助成要項をご参照ください）
問い合わせ先
　同基金平成 30 年度研究助成の募集と同じ。


