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平成22年度室内環境学会学術大会大会長 中井 里史

総合テーマ「室内環境研究の新たな船出 －多様な視点からの取り組み－」

平成22年度室内環境学会学術大会は，2010年12月９日（木），10日（金）の両日，横浜三塔の一つ「ジャッ

クの塔」で知られる横浜市開港記念会館（横浜市中区公会堂／重要文化財）で開催いたします。

横浜は昨年開港150周年を迎えました。そして今年からまた新たに200周年に向けて歴史を刻み始めています。

室内環境学会も1994年に室内環境研究会として設立されて以来室内環境問題に対する解決策等を数多く発信し

てきておりますが，さらなる発展に向けて新たな一歩を踏み出すこと，そしてその一つの端緒となることを念

頭に，「室内環境研究の新たな船出 －多様な視点からの取り組み－」と総合テーマを定め，本大会を開催し

たいと思っています。

今日，室内環境問題が遍在していることは言うまでもありません。また，様々な側面を持ち合わせる室内環

境問題に対処していくためには，研究分野を超えた対応は言うにおよばず，それ以外の多様な視点からの対応

も必要になってくると考えられます。しかし，国内外を問わず地域によって課題が異なっていると考えられ，

必ずしもそれぞれの課題に対しての相互理解が十分にできているとは言えないと思われます。本大会では室内

環境の多様性の一側面として，これまであまりとりあげられることのなかった地域性に焦点を当て，地方自治

体・研究所の研究・活動・発信を中心としたシンポジウムを開催します。このシンポジウムを通して，研究者，

行政担当者，企業の方々に，室内環境に対して総合的な観点からの新たなアイディア，アプローチを提供でき

るようになればと考えています。

また市民公開講座／自由集会では，自治体とは異なる立場で実践活動を行っているNPOの方々，市民の皆

さん，そして研究者との間で意見交換をはかり，様々な室内環境問題に対して共通認識・共通課題を共有する

ことができればと思っています。

本大会の会場もそうですが，横浜には数多くの史跡や観光名所があります。是非学会の合間をぬって足を運

んでみてください。また，食べる方では中華街が有名で，本大会でも懇親会を予定しておりますが，それ以外

にも文明開化の味を楽しめるところが数多く存在します。こちらも是非ご堪能ください。

多数の発表と参加をお待ちしております。

開催日程 2010年12月９日（木），10日（金）

会場 横浜市開港記念会館（横浜市中区公会堂／重要文化財）

〒231-0005横浜市中区本町1-6

http://www.city.yokohama.lg.jp/naka/kaikou/

行事 総会，シンポジウム，一般研究発表（口頭，ポスター），市民公開講座／自由集

会，NPO・企業プレゼンテーション，分科会報告，懇親会，他

大会長 中井 里史（横浜国立大学大学院環境情報研究院）

siej2010@siej.org
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概要

平成22年度室内環境学会学術大会のご案内
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スケジュールおよび会場は暫定であり，変更されることがあります。最新情報はホームページ等に

て確認してください。

役員会，評議員会：12月８日（水）夕方の開催を予定しています

開催日程 2010年12月９日（木）14：30～17：30（予定）

会場 横浜市開港記念会館 講堂

テーマ 「室内環境問題における地域多様性（仮題）」

室内環境問題は，化学物質汚染や生物汚染などといったように扱う問題の種類

が多様であるとともに，気温や湿度などが異なることから地方によって特異的な

問題が存在します。今回のシンポジウムでは，生活に密着した室内環境問題に対

する新たな課題や戦略を探るために，もっとも生活者に近いところで室内環境問

題に向き合っている地方自治体・研究所の方々に現場でのホットな話題や課題を

紹介していただき，学会として集中して取り組まなければならない点や，再認識

しなければいけない点を明らかにし，様々な観点からの室内環境研究に対するヒ

ントを得ることを目的とします。

開催日時 2010年12月10日（金）16：30～18：30（予定）

会場 横浜市開港記念会館 講堂

テーマ 「室内環境問題に対するNPOの役割・成果（仮題）」

室内環境に関連した種々のNPOに活動内容の紹介や課題を示していただくこ

とを通して，研究者とは異なる観点からの室内環境問題に対する情報交換ができ

ればと考えています。

参加予定団体：化学物質過敏症支援センター，他
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タイムテーブル（予定）
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応募資格 発表者は室内環境学会の会員（法人・学生会員を含む）であること。共同発表

者の資格は問いません。非会員で発表を望まれる方は，発表の申し込みと同時に

学会事務局に入会手続きを行ってください。但し，学会から依頼した場合はこの

限りではありません。

演題申込方法 室内環境学会のホームページをご覧ください。

http://www.siej.org/

演題申込締切 2010年８月31日（火）

演題申込時の ①発表演題名（日本語）

登録内容 ②発表演題名（英語）

③キーワード（日本語・英語）※３～５個

④発表者の氏名・所属（日本語・英語）

⑤連絡先住所，E-mailアドレス

⑥共同演者の氏名・所属（日本語・英語）

⑦口頭発表・ポスター発表のいずれかの希望

⑧発表希望分野 ※希望する発表分野の番号と見出し名をお選び下さい

⑨論文概要（日本語）※最大250字まで

⑩懇親会の参加の予定の有無

例年，演題名，発表者名・所属の英語表記に記載漏れが多数見られますので，

ご注意願います。申込み各事項はそのまま講演プログラムに記載されますので，

変更なきよう十分ご考慮のうえお申し込みください。

発表分野 １．環境調査・曝露評価 ６．健康調査・疫学

２．発生源 ７．生体影響・有害性・リスク評価

３．環境評価（予測・モデル） ８．快適性・知的生産性

４．汚染制御 ９．環境計画

５．分析・計測・装置・評価方法 10．政策・指針・管理・情報

発表について 演題の採否，及び口頭・ポスターのいずれにするかは実行委員会が決定します。

時間およびスペースの制約で希望に添えない場合がありますので，あらかじめご

了承ください。

原稿投稿方法 PDFファイルをWeb経由で投稿していただきます。詳細については室内環境学

会のホームページをご覧ください。

http://www.siej.org/

原稿締切 2010年９月30日（木）

原稿作成要領 ①作成に当たっては，ホームページにある様式を参照してください。

②Ａ４サイズ２枚

③原稿はワープロ（原則としてAdobeAcrobatのPDFファイル，ファイル名は

発表者名）を用いて和文または英文で作成。和文の場合は英文の表題，著者名

（ローマ字ネーム），英文要旨（150words以内），キーワード（３～５個），全

著者の所属を１頁に付ける。
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一般演題募集要項

講演要旨投稿方法および原稿作成要領



SocietyActivities

室内環境［2010］

④書式は２段組，22字×42行／頁。余白は上端25mm，下端35mm，左端および

右端20mm。

⑤タイトルの文字は12ポイント（和文はゴシック体，英文はTimesNewRo-

man）でセンタリング。

⑥本文の文字は10.5ポイント程度の大きさの活字（和文は明朝体，英文はTimes

NewRoman）。

⑦脚注は使用しない。ページ番号は入れない。

⑧発表者の氏名の前に○をつける。（例：○室内太郎，環境花子）

⑨発表者および共同発表者の所属とともに，会員・学生会員・非会員の別を記入

するため学生会員・非会員について明記する。

口頭発表 ・講演１件につき講演時間10分，討論，入れ替えを合わせて計15分を予定して

いますが，講演申込件数により変更する可能性があります。

・発表はパワーポイント（Windows版 Powerpoint2007の予定）で行っていた

だきます。操作は各自でお願いいたします。

・発表者は12月９日（木）までに，発表用の電子ファイルを受付備え付けのパソ

コンにコピーを済ませ，動作を確認ください。

・電子ファイルは必ずウイルスチェックを済ませてからコピーしてください。

ポスター発表 ・12月９日（木）10：00より講堂で３分間の口頭発表を行っていただく予定で

すのでご用意ください。

・討論時間はありません。

・講演はパワーポイント（Windows版 Powerpoint2007の予定）で行っていた

だきます（表紙を含めて３枚以内）。操作は各自でお願いいたします。

・発表者は12月９日（木）９：45までに，発表用の電子ファイルを受付備え付け

のパソコンにコピーを済ませ，動作を確認ください。

・電子ファイルは必ずウイルスチェックを済ませてからコピーしてください。

・ポスター掲示は，12月９日（木）９：00～12：00までの間に行ってください。

ポスター用のパネルの大きさは横90cm×縦180cm×１枚です（予定）。

ポスター説明 ・12月９日（木）および12月10日（金）12：00～13：00はポスターの前に待機，

ポスターをご覧になっている参加者に対する説明をしていただきます。

・なおスケジュールによっては，説明時間帯は変更になる可能性があります。最

新情報はホームページ等にて確認してください。

演題申込費 演題１題につき1,000円

参加費 正会員 5,000円 非会員 8,000円

学生会員 1,000円 学生非会員 3,000円

※全て税込み，講演要旨集代を含む（講演要旨集代のみ 3,000円）

市民公開講座／自由集会は無料

懇親会 5,000円（中華街を予定，詳細は近日中にホームページにてご案内いたします）

代金の振込み 演題申込金，参加費用，懇親会費用は，振込期日までに銀行振込で下記口座ま
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発表方法

演題申込金・参加費・懇親会費の払い込みについて
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でお願いします。

＊銀行振込 ゆうちょ銀行

（口座名義）ヘイセイニジュウニネンドシツナイカンキョウガッカイガクジュツタイカイ

【店名】〇二八（ゼロニハチ）

【店番】028

【種目】普通預金

【口座番号】8014801

※振込手数料は，恐れ入りますが振込人様のご負担でお願いいたします。

振込期日 2010年９月30日（木）

電子メールでの 代金振込み後，電子メールで下記事項を大会事務局までご連絡下さい。

連絡事項 E-mailアドレス：siej2010@siej.org

①発表演題名（日本語：演題を申し込んだ場合）

②発表者の氏名・所属（日本語・英語）

③連絡先電話番号，E-mailアドレス

④お振り込み内容（演題申込・参加・懇親会別，金額）

備考 参加のみの場合，また懇親会については当日会場でも申込み可能ですが，でき

るだけ事前に申込んでください。

事前申し込みされた非会員の方の講演要旨集は，当日受付でお渡しいたします。

総会期間中，多目的ホールにおいて開催する機器展示への参加NPO・企業を募集します。あわせ

て，講演要旨集への広告を募集します。多数のNPO・企業の参加をお待ちしております。

機器展示募集要綱

開催日 2010年12月９日（木），10日（金）

場所 横浜市開港記念会館９号室（予定，後日あらためてご連絡いたします）

スペース 一区画約180cm幅（予定，後日あらためてご連絡いたします）

費用 ・展示のみ 一区画40,000円

・広告のみ １ページ（モノクロ）20,000円

・展示／広告の両方 一区画１ページ（モノクロ）50,000円

（広告追加１ページモノクロ10,000円）

申込期限 2010年11月19日（金）

（但し広告については印刷の関係で10月上旬締め切り予定です。）

申込方法 室内環境学会のホームページをご覧ください。

http://www.siej.org/

プレゼンテー

ション

・プレゼンテーションを希望するNPO・企業には，12月９日（木）12：00より

講堂で20分間（予定）のプレゼンテーションを行っていただきますのでご用意

ください。質疑応答時間は５分間です。講演はパワーポイント（Windows版

Powerpoint2007の予定）で行っていただきます。操作は各自でお願いいたし

ます。

・講演者は12月９日９：45までに，発表用の電子ファイルを受付備え付けのパソ

コンにコピーを済ませ，動作を確認ください。

・電子ファイルは必ずウイルスチェックを済ませてからコピーしてください。
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機器展示参加のNPO・企業および広告の募集
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・なおスケジュールによっては，説明時間帯は変更になる可能性があります。最

新情報はホームページ等にて確認してください。

受付時間 12月９日（木） ９：00～17：30

12月10日（金） ９：00～16：00

場所 横浜市開港記念会館 １階ロビー

方法 参加票に所定の事項を記入のうえ受付にご提出ください。

E-mail siej2010@siej.org

横浜市開港記念会館

①JR京浜東北線・根岸線

関内駅 南口から徒歩10分

②市営地下鉄線

関内駅 １番出口から徒歩10分

③みなとみらい線

日本大通り駅 １番出口から徒歩１分

学会では宿泊施設の斡旋は行っておりません。宿泊先の予約は各種ホームページ・旅行代理店等を

ご利用下さい。なお会場周辺には徒歩圏内に数多くのホテルがあります。

宿泊・観光情報 楽天トラベル

http://travel.rakuten.co.jp/

じゃらんnet

http://www.jalan.net/

横浜 観光コンベンションビューロー

http://www.welcome.city.yokohama.jp/tourism/

神奈川県観光協会サイト「神奈川NOW」

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/index.html
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大会期間中の受付について

平成22年度室内環境学会学術大会実行委員会連絡先

会場までの交通アクセス

宿泊・観光情報
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