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大会実行委員会  委員長    林田 光祐 

事務局 岡田   穣 

 

■名称：  令和 3 年度日本海岸林学会宮城大会 

■会期：  2021 年（令和 3 年）  10 月 2 日（土），8 日（金），15 日（金），23 日（土） 

■日程： 10 月 2 日（土） 10：00 ～16：00 現地見学会   （現地開催） 

 10 月 8 日（金） 18：30 ～20：00 運営委員会  （オンライン開催） 

10 月 15 日（金） 18：10 ～19：00 第 2 回評議員会   （オンライン開催） 

 10 月 22 日（金） 時間未定 オンライン接続テスト 

 …研究発表会発表者を対象 

 10 月 23 日（土）   本大会    （オンライン開催） 

 8：30   オンライン接続開始 

    9：00 ～ 9：05 開会宣言・会長挨拶 

   9：05 ～12：00 研究発表会 

  12：15 ～13：00 昼食休憩 

  13：00 ～16：30 ワークショップ 

  16：40 ～17：10 総会 

17：10 ～17：15 閉会宣言 

17：30 ～18：30 オンライン情報交換会  

 

※ 詳細につきましては若干の変更があり得ることご理解・ご了承願います。 
※ 上記に示しました本大会のスケジュール時刻は現時点での目安です。研究発表会の申し

込み人数の状況により開始時刻および終了時刻を変更する場合がございますのでご了

承願います。研究発表会の申し込み人数が確定後，確定版を改めてご案内申し上げま

す。 
 

■現地見学会： 現地まで及び見学地間の移動手段は各自で確保願います。大会側では移動手段等

は準備致しません。また乗り合わせの調整も致しません。 

10:00 鳥の海公園駐車場   集合 

… 鳥の海スマート IC より約 3km 

  16:00 海岸公園駐車場（仙台市荒浜地区）  解散 

見学予定地： ① 仙台湾地区海岸防災林植栽実証試験地 （岩沼市寺島） 

② オイスカ植栽管理地   （名取市） 

③ 「みどりの防災林」再生プロジェクト植栽地 （仙台市若林区荒浜） 

森林総合研究所津波被害地海岸防災林試験地 

… 見学地は変更の可能性もあります。変更の場合は速やかにご案内致します。 

 

※ 見学会中（見学地および見学地間の移動等）の事故およびトラブルにつきましては大会側



では責任を負いかねますので，あくまで自己責任でのご参加である旨につきましてご理解

申し上げますと共に，参加申込者以外の同行等につきましてはご遠慮願います（同行が必

要な場合は事前に大会事務局へご相談願います）。 

※ 駐車可能スペースの点等より，申し込み数が非常に多くなった場合には〆切期日前の受

付終了や調整（申し込みの先着順を基本）を実施することがございますので，早めの申し

込みを推奨致しますと共に，調整等に対するご理解のほどをお願い申し上げます。 

※ 見学会当日の朝には必ず検温を実施し，37.5℃以上ある場合には参加をご遠慮願いま

す。また体調不良の場合にも参加をご遠慮願います。なおその際には大会事務局までメ

ールでご連絡いただきますようお願い申し上げます。 

※ 見学地におきましては集団での行動となりますので，新型コロナウイルス感染防止のため，

野外であっても必ずマスク（不織布製）を着用願います。大会側ではマスクや消毒液等は

準備致しませんので，各自にて必要に応じ準備願います。 

※ 今回は現地における検討の時間は設けません。現地における会話・質疑応答等につきまし

ては，マスクの着用，ソーシャル・ディスタンス（対面距離 2m）を確保しつつ，周囲に配慮し

最小限でお願い致します。 

※ 昼食につきましては①の見学地（岩沼市）から次の②の見学地への移動時間中に各自で

とられますようお願い申し上げます（移動時間を長めに設定し，昼食時間としての枠は設け

ません）。 

 

見学会の中止につきまして 

実施予定日が宮城県内において緊急事態宣言の期間内となった場合には中止とします（日程

の延期等はしません。なお，まん延防止等重点措置の期間となった場合には開催致します）。そ

の際には大会事務局より速やかにご案内致します。 

 

■運営委員会 （会長，副会長，幹事，編集委員長，広報委員長） 

Zoom ミーティングによるオンライン形式での開催とします。 

 

■第 2 回評議員会 （会長，副会長，幹事，評議員，監事，会長が出席を要請した者） 

Zoom ミーティングによるオンライン形式での開催とします。 

 

■本大会の参加方法につきまして 

・ 本大会はオンラインでの開催とし，ミーティングツールとして Zoom ウェビナーを用います。 

・ 大会の参加に必要な URL（ミーティング ID やパスワード等）は，大会開催週に参加者にメール

にてお伝え致します。 

・ 大会へ参加する際は 1 人 1 接続とします。当日は大会側で指定しました形式での名前表記で

の参加をお願い致します。詳細は大会開催週にメールにてお伝え致します。 

・ 研究発表会発表者を対象とし，事前に接続テストをする機会を大会前日に設けます。 

・ インターネットの接続環境において Web カメラ・マイク・スピーカーを備えたパソコンまたはスマー

トフォン，タブレット等が必要ですので，各自でご準備願います。 

・ 不明な点等がございましたら大会事務局へメールでお問い合わせ願います。 



 

■研究発表会 

   口頭発表またはポスター発表（オンデマンド発表を含む）による発表とします。ただし申し込み数によ

り，発表形式の変更をお願いする場合もございますので，ご理解とご協力の程をお願い申し上げま

す。 

 

   口頭発表： 発表者の持ち時間： 15 分（発表，質疑を含む） 

… 6 件（先着順）を基本とし，申込件数が超過した場合には，申込者に対してポスタ

ー発表への変更の検討を依頼する場合がございます。 

 

ポスター発表： ポスターファイル（PDF または画像ファイル）またはオンデマンドファイル（mp4 形式

（口頭発表形式の事前録画ファイル），15 分程度）につきまして事前に大会事務

局へご提出いただき，10 月 20 日（水）（大会３日前）より参加者へオンラインにて

公開します。 

公開用のファイルにつきましては公開前に大会事務局へご提出願います。 

本大会当日はコアタイムにて質疑対応（10 分以内を想定：申し込み人数によって

調整する場合がございます）をしていただきます。質疑対応の時間等につきまして

は申し込み状況によって大会事務局で調整させていただきます。 

 

※ 発表形式の詳細等につきましては発表申し込み後に改めてご案内致します。 

※ 発表希望者は，口頭・ポスター共に発表要旨（1 または 2 ページ）を提出願います。 

※ 本大会前日（10 月 22 日（金））に発表者を対象として大会当日と同じウェビナーを開放し

ての接続およびスライド等の映写テストの実施時間を設けます。開放時間は追ってご案内

申し上げます。 

※ 口頭発表・ポスター発表共に，発表スライド等につきましては事前に大会事務局へ提出い

ただきますようお願い申し上げます（進行時のトラブル対応のため）。 

口頭発表の場合：  10 月 22 日（金）まで 

ポスター発表の場合： 10 月 18 日（月）を目途 

 

■ワークショップ： 詳細につきましては確定次第速やかにご案内申し上げます。 

テーマ：『将来の海岸林に向けた展望と課題の意見交換と情報の整理（仮題）』 

※ 事前にオンラインイベント（8/28 実施）のオンデマンドファイル（第 1 回 WG による発表部

分のみ）を公開します（大会不参加でも視聴可）。 

 

■各種申し込みおよび〆切につきまして 

学会ホームページより申し込み用フォームへアクセスいただき，申し込み願います。 

現地見学会（10/2）と本大会（10/23）は別々の申し込みフォームとなりますので，それぞれのフォー

ムにて申し込み願います。 

現地見学会申し込み用フォーム 

https://docs.google.com/forms/d/1VAMKgK-

CIFJP8CN5DBO9Xq_paYHnj6kMQdfLrf7GVTI/ 



 

本大会申し込み用フォーム 

https://docs.google.com/forms/d/1R2HXOwMamX2Td1DVBR5EDtiIhOUc5l2xek-

gD4yhjKU/edit 

 

 申し込み〆切 

現地見学会 9 月 24 日（金） 

研究発表会 
発表申し込み 10 月 1 日（金） 

要旨提出 10 月 15 日（金） 

大会参加のみ 10 月 15 日（金） 

 

■参加費用： 現地見学会 ： 無料  

本大会 ： 無料 （デジタル要旨集（PDF ファイル）を含む） 

※ 要旨集の印刷冊子をご要望の場合は 1,000 円（送料込）となります（Web 申し込み完了

後，別途メールにて学会大会事務局へご連絡願います）。 

 

■学会大会への参加資格： 学会員のみとします（非学会員は参加できません）。 

※ 当日は大会側で指定しました形式での名前表記（大会開催週にメールにてお伝え致しま

す）での参加をお願い致します。 
 

ただし大会申し込みと同時に学会へ入会頂ければ学会員として参加できます。これを機に学会へ

の入会をご検討いただきますと共に，学会員の方からも周囲へお薦め頂けますと幸いです。 

申し込み時に会員種別で「非学会員」を選択して申し込みして頂ければ，後日入会のご案内メール

を学会事務局よりお送りしますので，イベント参加時までに年会費を所定の口座へお振込み願いま

す。 
 

【学会年会費】  正会員： 3,000 円 

学生会員： 1,500 円 

その他，賛助会員や機関会員としての入会もできます。詳細は学会ホーム

ページをご参照願います。 

 

■参加申込先および大会に関するお問い合わせ 

令和 3 年度日本海岸林学会宮城大会事務局 （担当： 専修大学商学部 岡田） 

E-Mail： taikai◆jscf.jp  （◆を@に変更願います） 

・ 内容に変更が生じた場合は，速やかにメーリングリスト，ホームページ等よりお知らせします。 

・ 最新情報は，随時学会ホームページ（http://jscf.jp/）に掲載します。 

 

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。 


