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第 1 9 回大会  
2014年度（平成 26年度） 

開 催 要 領  

 

 

 

と き ： 2014年 9月 1日（月）～2日（火） 

ところ ： コラッセふくしま（福島県福島市三河南町 1-20） 

 

 

主 催 ： 東北森林科学会 

共 催 ： 一般社団法人 日本森林学会（予定） 

一般社団法人 日本森林技術協会（予定） 

後 援 ： 福島県（予定） 

東北森林科学会第 19回大会運営委員会 

〒020-8550 岩手県盛岡市上田三丁目 18-8 

岩手大学農学部共生環境課程内 

事務局 ：  伊藤幸男  TEL & FAX  019-621-6280 

E-mail ： 2014taikai.tsfs@gmail.com 

 



 東北森林科学会第 19 回大会を下記の要領で開催いたしますのでお知らせいたしま

す。多数のご参加と研究発表をお願いいたします。 

東北森林科学会第 19回大会運営委員会 
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※発表件数によってスケジュールは多少変わります。 

 

 

２ 研究発表の形式 

 第 19回大会では、テーマ別セッション、ポスター発表、口頭発表を実施します。実

際の発表者として申し込める件数は，ポスター発表または口頭発表の１人１件としま

す。テーマ別セッションでコーディネーターが依頼した場合を除き、発表者は東北森

林科学会会員に限ります。 

 

 



（１）テーマ別セッション 

 テーマ別セッションについては、大会運営委員会から運営の全てをコーディネータ

ーに委任しています。テーマ別セッションでの発表を希望される方は、コーディネー

ターに直接お問い合わせください。 

 

 ■  テーマＡ                                      

森林における放射性物質の動き  

 

東日本大地震に伴う東京電力福島第一原発事故から約３年が経過し、森林に関する

状況や関心事も変化しつつある。また、この間、科学的知見の蓄積も進んだ。事故後、

福島県林業研究センターなどでは、森林における除染方法、森林での放射性セシウム

の蓄積、移行等の調査が実施されてきた。本セッションでは、それらの取組みをきっ

かけとして、森林における放射性物質の動きを中心に森林における放射性物質の問題

に関する現在の知見の整理と今後の森林における課題や研究の方向性について意見交

換・議論を行いたい。 

 

予定発表数：6～8件 

コーディネーター： 

篠宮佳樹（森林総研東北支所、電話：019-648-3944、電子メール：

sinomiya@affrc.go.jp） 

蛭田利秀（福島県林業研究センター、電話：024-945-2161、電子メール：

hiruta_toshihide_01@pref.fukushima.lg.jp）  

 

 

 ■  テーマＢ                                     

海岸防災林再生現場へのマツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ苗の供給 

 

東北地方のクロマツ海岸防災林は、潮・風・飛砂の害から人の生活を防備する公共

施設として機能してきたが、一部にマツ材線虫病の激害林が見受けられている。さら

に、東日本大震災の津波で多くの海岸防災林が壊滅した。そこで、東北の公的機関は

民間と協力し、抵抗性クロマツの震災復興事業への供給体制を確立するために、農食

研事業「東北地方海岸林再生に向けたマツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ種苗生産

の飛躍的向上」を立ち上げた。ここでは、本プロジェクトの取り組みを紹介し、抵抗

性クロマツの供給体制のあり方について討論する。 

 

予定発表数：6件 

コーディネーター： 

織部雄一朗（（独）森林総合研究所東北育種場） 

連絡先：電話：019-688-4517、電子メール：oribe@affrc.go.jp 



（２）ポスターセッション 

 ポスターセッションは１会場で２日間に分けて実施する予定です。指定された発表

番号のパネルにポスターを展示し、１時間程度のコアタイムに発表していただきます。 

 

ポスターパネルの大きさ： 幅 90cm，高さ 210cm （縦長） 

コ ア タ イ ム 等 ：  

  セッション１日目 

（9 月 1 日） 

セッション２日目 

（9 月 2 日） 

 ポスター準備 10:30～11:30 前日 14:00～または 

当日 9:30～10:30 

 コアタイム 11:30～12:30 10:30～11:30 

 ポスター回収 14:00～16:00 13:00～14:00 

※ 発表件数によりコアタイム等が変更になる場合があります。後日ホームページに掲載する大会プログ

ラムをご確認ください。 

 

（３）口頭発表 

 口頭発表は１題あたり 15分（質疑応答を含む）の予定です。使用できる機材はパワ

ーポイントです。発表者には、次の発表者の座長をしていただきます。口頭発表を希

望される方は次の注意点をご確認下さい。 

 

①申込書に「パワーポイントを使うか否か）を明記してください。 

②使用パソコンの OSは Windows 7、PowerPointのバージョンは「2010」です。この

バージョンでご準備いただきますようお願いいたします。 

③発表ファイルは USBフラッシュメモリーまたは CD-ROMでご準備いただき、口頭発

表セッション開始前に会場係にお渡し下さい。スケジュール詳細は、後日ホーム

ページに掲示する大会プログラムをご確認ください。 

 

 

３ 大会参加および発表申し込み 

（１）申し込み方法 

 大会に参加される方は、発表の有無にかかわらず、大会参加・発表申し込みを E-mail

で下記まで送信下さい。別紙の大会参加・発表申し込み用紙をご利用下さい。 

ポスター発表・口頭発表を希望される方は、参加申込みと同時に要旨を提出してく

ださい。要旨の提出をもって発表の申込みとします。要旨は、PDF 形式で保存したも

のを参加申し込み E-mailに添付して下記アドレスまで提出願います。 

なお、プログラム編成上、ポスター発表あるいは口頭発表のご希望に添えない場合

もあります。ご了承願います。 

 



（２）参加申し込み・要旨原稿提出先 

〒020-8550 岩手県盛岡市上田三丁目 18-8 岩手大学農学部共生環境課程内 

東北森林科学会 第 19回大会運営委員会 

事務局：伊藤 幸男  TEL & FAX  019-621-6280 

E-mail：2014taikai.tsfs@gmail.com 

 

（３） 申込期限 

2014 年 8 月 1 日（金）必着 

 

 

４ 大会懇親会 

日時：9月 1日（月） 18:00より 

場所：コラッセふくしま 12階 展望レストラン「Ki-ichigo（きいちご）」 

福島市三河南町 1番 20号 コラッセふくしま 12階 

電話（代表）024-536-6158 

 

 

５ 大会参加費および懇親会費 

 

大会参加費 

（要旨集代を含む） 

前払い（8月 1日（金）受付分まで） 

一般会員 2,000円 （学生 1,500円） 

当  日 2,500円  

懇親会参加費  5,000円 

 

支払方法： 大会参加費、懇親会参加費ともに、下記郵便振替口座まで 8 月 1 日（金）

までにお振込み下さい。複数名で振り込まれる場合には、払込取扱票の

通信欄に記入するか、別途 E-mail にて参加者名簿を大会運営委員会事

務局までお知らせ下さい。 

 

払込先： 

加入者名：東北森林科学会 

口座番号：02260-8-111246 

※納入いただいた参加費は、いかなる理由によっても返還いたしかねます。あ

らかじめご了承下さい。 

 



６ 要旨原稿作成要領 

ポスター発表および口頭発表を希望される方

は、8 月 1 日（金）までに、下記の要領で要旨

を作成し提出してください。提出された要旨を

そのまま印刷にまわしますので、鮮明な完成原

稿の提出をお願いします。 

 

①原稿用紙 

Ａ４判用紙 1ページを用います。縦置き、

横書きとし、上下左右に 30mmの余白をとり

ます。 

②行数および文字数 

表題、氏名（所属）以外は基本的に自由

ですが、１ページの行数 40行、１行の文字

数 35文字程度を目安としてください。 

③表題等 

 最上行に表題、２行目に氏名と所属を記載し、１行空けて４行目から本文を記

載してください。表題の文字の大きさは 16ポイント程度、氏名（所属）及び本文

の文字の目安は 12ポイントとします。 

④図表等 

 自由に貼り込んでください。モノクロ印刷です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 題 

氏名（所属） 

 

本文・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

30㎜ 

30㎜ 

30㎜ 

原稿の基本書式 

Ａ４判用紙 

30㎜ 



７ 会場等の案内 

コラッセふくしまは JR福島駅に隣接しています。コラッセふくしまおよび民間の有

料駐車場があります（http://www.corasse.com/category/access）。 

 宿泊については各自ご対応ください。 

 

大会会場案内図 

 

 

 

 

 

 

 

大会に関する問い合わせ先 

〒020-8550 岩手県盛岡市上田三丁目 18-8 岩手大学農学部共生環境課程内 

東北森林科学会 第 19回大会運営委員会 

事務局：伊藤 幸男  TEL & FAX  019-621-6280 

E-mail：2014taikai.tsfs@gmail.com 


