
第１１回研究発表会 研究発表募集要領 
≪会場とWeb によるハイブリット開催≫ 

 一般社団法人 環境放射能とその除染・中間貯蔵および環境再生のための学会による研究報告、
技術提案、除染効果などの一般研究発表の受付を開始します。 
 下記要領に基づき応募をお願いします。 

〔１〕研究発表会の日程概要 
開 催 日：２０２２年８月２４日（水） ２５日（木） 
発表会場：けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター：福島県郡山市堤下町１−２）          

および 第１１回研究発表会特設サイト〔Web上特設サイト〕 

※新型コロナウィルス感染状況等の影響により口頭発表ならびにポスター発表方法など開催方法が
変更となる場合があります。ご承知とその際のご協力をお願いします。 

※発表者（口頭発表ならびにポスター発表とも）は原則実会場（けんしん郡山文化センター）での発
表となります。【＊参加者（発表聴講者）は特設サイトからの聴講参加も可能です。】 

※第１１回研究発表会特設サイト〔特設サイト〕は発表申し込み（〔３〕発表申込  参照）後の       
マイページより、研究発表展示期間中に閲覧可能となります。 

※口頭発表は実会場・特設サイト（Zoomによる配信）とも同一時刻・セッション内で行います。発
表テーマでセッションを分け、並行したセッションで行う予定です。【＊特設サイトからの質問は
オンライチャットにて受け付け、座長等が発表者に質問する形式となります。】 

※ポスター発表は「実会場」と「特設サイト」で方法が異なります。 
実会場：２４日と２５日に振り分け、両日ともポスターセッションの時間を 1 時間程度とする予
定です。なお、ポスター発表の会場は、企業展と同じ会場となります。 

文化センター 
〔特設サイト〕 

中ホール（2F） 

〔ZOOM 1〕 

集会室（5F） 

〔ZOOM 2〕 

展示室（1F） 

〔特設サイト〕 

８月２４日
（水） 

午前 
開会セレモニー 

研究発表：口頭発表 
〔ZOOM 1 配信〕 

研究発表：口頭発表 

〔ZOOM 2 配信〕 
（企業展示・企画展示） 

午後 

  
研究発表：        

ポスターセッション 

企画セッション又は  
研究発表：口頭発表 
〔ZOOM 1 配信〕 

研究発表：口頭発表 

〔ZOOM 2 配信〕 
（企業展示・企画展示） 

８月２５日
（木） 

午前 
企画セッション又は  
研究発表：口頭発表 
〔ZOOM 1 配信〕 

研究発表：口頭発表 

〔ZOOM 2 配信〕 
（企業展示・企画展示） 

午後 

  
研究発表：        

ポスターセッション 

国際シンポジウム   
又は企画セッション 
〔ZOOM 1 配信〕 

研究発表：口頭発表 

〔ZOOM 2 配信〕 
（企業展示・企画展示） 



特設サイト：発表会プログラムサイト上に掲載場所を設け、期間内にチャット形式で発表者に質
問する形式となります。実会場と違ってポスターセッションの時間はございませんのでご注意下
さい。 

※口頭発表・ポスター発表とも研究発表会終了後も発表データは公開されます。（『研究発表関係ス
ケジュール表』  参照）公開期間中は参加者（発表聴講者）よりの質問が可能となっておりますの
で、ご自身への投稿を確認していただき、積極的なご議論をして頂きますようお願い申し上げま
す。 

※特設サイト上に掲載されたデータは、Web配信の仕様上保護できないことをご承知ください。 
 
 
〔２〕発表内容 
 研究発表に応募できる講演内容は、科学的根拠に基づき環境放射能に対応する除染・中間貯蔵お
よび環境再生のための調査報告、研究報告、事例報告、研究プロジェクト提案等です。発表内容が商
業的宣伝などに偏り、本研究発表会の趣旨にそぐわないと実行委員会で判断した場合は、発表をお
断りすることがあります。 
 発表分野は以下の通りです。 
 

●除染技術（森林・底質・市街地等の追加除染・他）●除染事例 ●計測・解析技術  
●陸・海域の汚染 ●野生生物・海洋生物への影響 ●農産物・水産物への影響    
●除染等作業安全 ●廃棄物対策 ●輸送・保管・貯蔵管理 ●減容化技術 ●再生利用 
●最終処分 ●廃炉関連技術 ●リスクマネージメント ●リスクコミュニケーション 
●環境再生・復旧 ●復興・地域活性化 ●社会経済学的影響 ●その他 

 なお、研究発表会への参加登録および参加費の振込みを済ませたにもかかわらず、発表をお断り
した場合でも、参加費の返金には応じかねますのでご了承ください。  

 

〔３〕発表申込             発表申込締切 ６月２４日（金）17：00まで厳守 
 研究発表を申し込まれる方は、以下の手順にて登録してください。 提出いただいた概要をもとに
発表のプログラムを作成するため、簡潔かつ研究内容を可能な限り明示した内容を記載してくださ
い。  

手順 １ 下記 URLより「第１１回研究発表会ポータルサイト」のアカウントを作成します 
https://khjosen11.award-con.com/ 

 
 手順 ２ アカウントに登録したメールアドレスとパスワードで、サイトにログインします 

https://khjosen11.award-con.com/LOGIN.php 
 
 手順 ３ マイページ内にある「講演登録」メニューにて希望発表形式等を登録してください 
 
くわしい登録方法は、学会ホームページのマニュアルをご確認下さい。 
 

応募に当たっては、「口頭発表」か「ポスター発表」のいずれを希望するか選択して
下さい。応募状況によっては、発表方法の変更をお願いする場合があります。その際
はご理解とご協力をお願いします。  

       
システムの設定上、講演登録時に発表要旨の投稿が必須となっています。 
お手数ですがまずは要旨のダミーファイルを使ってご登録下さい。 ダミーファイルは白紙データ
で問題ございません。 

https://khjosen11.award-con.com/
https://khjosen11.award-con.com/LOGIN.php
http://khjosen.org/event/conference/11th_Con/kenkyu11.html#manuals
http://khjosen.org/event/conference/9th_Con/yousi_dummy.pdf


〔４〕発表要旨       要旨提出締切 ７月８日（金）17：00まで厳守 
 研究発表者（口頭発表及びポスター発表いずれも同じ）は、研究発表要旨原稿（Ａ４版 1ペー
ジ）を 期日までにマイページ内にある「講演登録」メニューにて提出してください。 
 また、一般公開されている日本原子力研究開発機構の「福島原子力事故関連情報アーカイブ
（URL http://f-archive.jaea.go.jp/index.php）」に要旨の提供を予定しております。プログラ
ム確定後、発表者にはご了承いただく手続きと要旨提出のお願いを改めていたします。 
要旨原稿の作成要領は下記のとおりです。 

  

――研究発表要旨原稿作成要領―― 

• 研究発表要旨については簡易査読を行います。要旨集にもその旨を記載いたします。 
• Ａ４判縦、1ページ 
• 左右 15ｍｍ以上、上下 18ｍｍ以上余白 
• 横一段組み、中央に「講演題目」を和文にて、14ポイント程度の文字、２行以内で記入 
• 題目の下１行空け右寄せで「講演者名、連名者名、各々の所属」を、12ポイント程度の文字で
記入                                           
また本文右下「講演題目」の次に、英文（Times New Roman 10.5ポイント）にて「講演者
名、連名者名、各々の所属」を記入                                                    

• 本文は、10.5ポイント・明朝体フォント 
• 原稿はマイページ内にある「講演登録」メニューにて提出してください。 
• なお不明点の質問は件名に【質問】をつけ 11th-conf@khjosen.org（第１１回研究発表会専用
アドレス）に送信して下さい。 

 

〔５〕発表資料    発表資料提出期間 ７月１９日（火） から ８月８日（月）まで 
＊システムの仕様上、提出開始期日も含めて提出期限厳守でお願い致します。 

口頭発表 
 当日の発表に用いる PowerPointファイルをご提出ください。 

・スライドサイズは『ワイド画面（16：9）』で作成してください 
・音声埋め込みは不要です 
・ビデオ動画・ムービーファイルの埋込みは動作保障ができないためご遠慮ください） 

 ファイルサイズ：30MB以内 
ポスター発表 
 A0版縦または A4版 10枚以内の PDF形式でご提出下さい 
 ファイルサイズ：30MB以内 

 
※発表資料（口頭発表・ポスター発表の要旨・発表原稿 PDF版）は発表資料公開期間中
特設サイト上で閲覧可能となります。 

 
〔６〕当日の発表方法・発表時間 
口頭発表 
 発表方法は、実会場はスクリーンに投影しながら行います。特設サイトではオンライン（Zoom）

による配信にて発表を行います。 
 １課題当たり 15分（発表 10分、討論 5分） 
 質問方法は、実会場は座長が指名した質問者がマイクを用い口頭にて質問する方法。特設サイ

トでは参加者からのオンライチャットにて受け付け、座長等が発表者に質問する方法としま
す。 

http://f-archive.jaea.go.jp/index.php
mailto:11th-conf@khjosen.org


ポスター発表 …「実会場」と「特設サイト」で様式が異なります。 
 実会場： ポスターセッションでの発表となります 
・ポスターセッション開始前に発表者自ら指定場所にポスター（A０版）を掲示し、ポスタ
ーセッション時間内で発表していただきます 

・２５日と２６日に振り分け、両日ともを 1時間程度とする予定です。なお、ポスター発
表の会場は、企業展と同じ会場となります。 

 特設サイト： ポスターセッションの時間はございません 
・特設サイト上の PDFファイル掲載場所より資料を閲覧していただき、期間内でチャット
形式にて質疑応答して頂く形式となります。発表データの公開期間は８月１９日から９
月１６日（予定）となります。 

 
 
〔７〕発表表彰 
 研究発表会の発表案件より発表賞の授与を行っています。 
 

口頭発表賞 ポスター発表賞 

最優秀口頭発表賞 １ 件 最優秀ポスター賞 １ 件 

優秀口頭発表賞 最大 ４ 件 優秀ポスター賞  最大 ４ 件 

（※選考方法は環境放射能除染学会内規によります。） 
 

各賞の選考結果は研究発表会後に学会誌及び学会ホームページに掲載いたします。 
賞品として学会より賞状と記念品を授与します。 
 

〔８〕申込後の日程 
口頭発表およびポスター発表のプログラムについては７月１日（金）までにホームページに掲載

する予定です。 
また、口頭発表の発表用ファイルの事前提出要領およびポスター発表のポスター作成要領など、

関連スケジュールを、同じく７月１日（金）後にメールにてお知らせする予定です。 
 

  



 
研究発表関係スケジュール表 

 
 

 受付期間 口頭発表 ポスター発表 

講演登録 開始：ホームページ公開日 
終了：６月２４日（金） （［３］参照） 

発表要旨の投稿 開始：ホームページ公開日
終了：７月 ８日（金） A4、1ページ、PDFファイル（［４］参照） 

ホームページ上 
プログラム発表 ７月１日（金） （［８］参照） 

発表資料 
ファイルの投稿 

開始：７月１９日（火） 
終了：８月 ８日（月） 

PPT又は PDFファイル 
（［５］参照） 

A0版または A4版 10
枚以内 PDFファイル
（［５］参照） 

【特設サイト】 
プログラム・ 
発表資料公開 

開始：８月１９日（金） 
終了：９月１６日（金） 

要旨（PDF） 
発表原稿（PDF） 

学会当日の発表 開始：８月２４日（水） 
終了：８月２５日（木） 

PPT又は PDFファイル
を使用して発表 
発表 10分、質疑５分 
（［６］参照） 

(会場)  
A0ポスターを掲示 
(特設サイト) 
 ポスターセッション
なし、チャットのみ 
（［６］参照） 

＊システムの仕様上、提出開始期日も含めて 
提出期限厳守でお願い致します。 
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