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１．第18回全国大会概要 
（１） 大会概要 

■期日：2018年 2月 14日（水）10：00開会予定（ 9：30受付開始）

■会場：日本大学理工学部駿河台キャンパス １号館 141教室

（東京都千代田区神田駿河台1-8-14） 

交通：ＪＲ中央・総武線「御茶ノ水」駅 下車徒歩3分， 

東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 下車徒歩3分， 

東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅 下車徒歩5分 

アクセス情報： 

http://www.cst.nihon-u.ac.jp/information/surugadai.html 

■後援：特定非営利活動法人日本ビオトープ協会

■参加費（資料代等）

（２）発表要領 

①発表方法

口頭発表は、パソコン接続のプロジェクターのみで行います。発表者はUSBメモリーにファイルを格

納して持参してください（DVDマルチドライブ内臓ですので、データの読み出しは、DVD-R、CD-R等の

メディアも使用できます）。パソコンのＯＳはWindows10、ソフトはPowerPoint2016を予定しています。

発表者は、各セッション前の休憩時間にデータの移動、動作確認を行うようお願いします。 

パソコンをご持参いただく場合、HDMI端子・VGA端子での接続が可能です。標準の端子であればケー

ブルをお持ちいただく必要はございません。 

スライド操作は発表者が行ってください（補助者が必要な場合には、事務局にご相談ください）。 

②発表時間

研究発表の発表時間は、15分（発表12分、討議3分）、講演は45分です。時間経過はベルにてお知

らせいたします。ベルを鳴らすタイミングは下記をご参照ください。 

ベル 研究発表（15分間） 講演（45分間） 

1ベル 10分経過時（終了5分前） 35分経過時（終了10分前） 

2ベル 12分経過時（討議開始・終了3分前） 40分経過時（終了5分前） 

3ベル 15分経過時（討議・持ち時間終了） 45分経過時（終了時） 

種別 参加費 

自然環境復元学会員・日本ビオトープ協会会員 

ビオトープアドバイザー 
1,500円 

学生会員 無料 

一般 2,000円 

学生 500円 
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（３）プログラム 

時刻 項目 演題（発表順案） 発表者等 

9:00 ～ 9:30 （準備） 

9:30 ～ 10:00 大会受付 

10:00 ～ 10:05 開会挨拶   開会の挨拶 学会長：鈴木邦雄先生 

10:05 ～ 10:20 

若手 

研究発表 

① 
衛星リモートセンシングによる尾瀬植

生図作成手法の検討 

○平山英毅（東京情報大学大学院）・富

田瑞樹（東京情報大学）・原慶太郎（東

京情報大学） 

10:20 ～ 10:35 ② 
尾瀬国立公園大清水湿原の復元に向

けて 

荒井裕二（群馬県立尾瀬高等学校）・○

松本龍（群馬県立尾瀬高等学校） 

10:35 ～ 10:50 ③ 
外来種の抜き取りが植生に与える影

響の検討 

○常木静河（愛知教育大学）・藤城舞衣

（愛知教育大学）・芹沢俊介（愛知みど

りの会） 

10:50 ～ 11:00 （休憩） 

11:00 ～ 11:15 

若手 

研究発表 

④ 

雪氷熱エネルギー導入における地域

への波及効果に関する研究－岩見沢

農業高等学校における雪の環プロジ

ェクトに着目して－ 

○大山健（日本大学）・田島洋輔（日本

大学）・岡田智秀（日本大学） 

11:15 ～ 11:30 ⑤ 

畜産系バイオガスプラント導入に伴う

地域への波及状況とその効果に関す

る研究 －北海道鹿追町の取り組み

に着目して－ 

○神尾奨太（日本大学）・岡田智秀（日

本大学）・田島洋輔（日本大学） 

11:30 ～ 11:45 ⑥ 
鉄イオン溶出体を利用した汚水処理

についての検討 

◯西村直己（東京海洋大学)・佐々木剛

（東京海洋大学) 

11:45 ～ 12:00 ⑦ 
腐植物質の起源による鉄イオン輸送

能の違いについて 

○鈴木秋里（東京海洋大学)・佐々木剛

（東京海洋大学) 

12:00 ～ 12:05 （総会準備） 

12:05 ～ 12:35 総会 

12:35 ～ 13:20 （昼食休憩） 

13:20 ～ 13:35 

一般 

研究発表 

⑧ 

河川学習の継続性と地域への波及効

果に関する研究 ―埼玉県羽生市村

君小学校における河川学習の取り組

みを対象として― 

○田島洋輔（日本大学） 

13:35 ～ 13:50 ⑨ 

「山林開発に伴う希少植物の分布調

査」- なぜアツモリソウは残っていた

のか？ - 

○吉田馨（エコリス）・高柳茂暢（アジア

航測）・小山田智彰（岩手県環境保健研

究センター） 

13:50 ～ 14:05 ⑩ 

「山林開発に伴うアツモリソウの生息

域内保全」 -アツモリソウ野生株の

移植と保全措置- 

○高柳茂暢（アジア航測）・吉田馨（エコ

リス）・小山田智彰（岩手県環境保健研

究センター） 

14:05 ～ 14:20 ⑪ 

「山林開発に伴うアツモリソウの生息

域外保全」 -アツモリソウ野生株から

の採種と発芽- 

○小山田智彰（岩手県環境保健研究セ

ンター）・高柳茂暢（アジア航測）・吉田

馨（エコリス） 

14:20 ～ 14:35 ⑫ 

「チョウセンキバナアツモリソウの生

息域外保全」 -H26 年環境省採種・新

宿御苑保存種子の発芽- 

○小山田智彰（岩手県環境保健研究セ

ンター）・鞍懸重和（岩手県環境保健研

究センター）・千葉文也（岩手県環境保

健研究センター） 

14:35 ～ 14:45 （休憩） 
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時刻 項目 演題（発表順案） 発表者等 

14:45 ～ 15:00 

一般 

研究発表 

⑬ 
クズで覆われた荒れ地での刈り取り

による影響について 

○野尻博美（金沢大学）・伊藤浩二（金

沢大学） 

15:00 ～ 15:15 ⑭ 
住民による二次的自然としての中規

模内湖の保全再生に向けた検討 

○池谷透（地球研），易容・伴修平（滋

賀県大・環境科学），石田卓也・上原佳

敏（地球研），大久保卓也（滋賀県大・

環境科学），脇田健一（龍谷大・社会），

谷内茂雄（京大・生態研），奥田昇（地

球研） 

15:15 ～ 15:30 ⑮ 
常緑広葉樹人工林を対象とした自然

性評価手法の検討 

○矢ケ崎朋樹（IGES 国際生態学セン

ター）・原田洋（IGES 国際生態学センタ

ー） 

15:30 ～ 15:45 ⑯ 

堤防法面の半自然草地構成種の移

植保全の可能性－愛知県新郷瀬川で

の事例－ 

○吉野知明（エスペックミック）・山田純

司（一宮建設事務所）・又部和也（一宮

建設事務所） 

15:45 ～ 16:00 ⑰ 

海岸砂丘の機能の保全に対する考え

方 

～生態系（供給・調整・文化的）サービ

スの視点から～ 

○金子是久（北総生き物研究会） 

16:00 ～ 16:15 ⑱ 

生態系と歴史記憶を活かした防災・減

災による景観再生 １．持続可能性と

レジリエンスを高める震災復興とは 

○原慶太郎（東京情報大）・平吹喜彦

（東北学院大）・菊池慶子（東北学院

大）・柳澤英明（東北学院大）・岡浩平

（広島工大）、千葉一（東北学院大）・

佐々木秀之（宮城大）・富田瑞樹（東京

情報大）・平山英毅（東京情報大） 

16:15 ～ 16:25 （休憩） 

16:25 ～ 17:10 特別講演 
多様性を伝える自然観察～行き当た

りばったりを大切に！ 
○秋山幸也（相模原市立博物館） 

17:10 ～ 17:20 閉会挨拶 
  閉会の挨拶・若手優秀賞 

事務連絡 

学会長：鈴木邦雄先生 

学会誌編集委員 

17:20 ～ 17:50 （後片付け・懇親会準備・受付） 

17:50 ～ 19:50 懇親会 

○印：発表者・講演者

※プログラムは2月13日時点の予定です。 

※大会終了後、2階121教室にて懇親会を予定しております。 


