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2016年7月1日 

 

第22回「野生生物と社会」学会大会(東京大会） 

～野生動物管理のJapanモデルを考える～ 
 

第22回「野生生物と社会」学会大会を下記の要領で開催いたします。多くの皆様のご参加をお待

ちしております。詳細について変更があった場合は、随時学会ホームページに記載しますので、更

新情報を確認してください。 

 

本大会の特徴について 
 シカやイノシシなどの大型野生動物の分布拡大と生息数増加が全国的な規模で生じており、農林

業などの社会経済や自然植生に大きな影響を与えています。人口減少にともない、地域の自然資源

管理の担い手が減少して里地里山には人の賑わいがなくなる一方で、野生動物の生息域が拡大して

います。その結果、野生動物と人との軋轢はかつてないほど深刻化し、地域の存続にまでかかわる

問題に発展しております。国は法律を改正して、従来の野生動物の保護から管理そして利用へと方

向転換を図り、野生動物管理の転換期を迎えました。 

本大会では、変動する社会においてどのように野生動物と共存するか、すなわち野生動物管理の

Japanモデルをどのように構築するかを議論する場を提供し、皆さんと考えていきたいと思います。

奮ってご参加いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

各種申込締切日 

 ※各種申込は8/1より受付開始いたします。 

   締切 備考 

大会参加事前申込 9/2(金)  

ポスター発表申込 9/2(金)  

テーマセッション申込 9/2(金) 企画趣旨の提出も同時に必要です。 

ポスター発表要旨提出 9/2(金) ポスター発表の要旨提出締切日です。 

企業広告・展示ブース申込 9/2(金)  

テーマセッション採択通知 9/9(金) 
※応募多数の場合には採択の可否をこ

の日までに企画者に連絡します。 

テーマセッション要旨提出 9/16(金) 
採択されたテーマセッションの各講演

の要旨提出締切日です。 

託児所申込 9/30(金) 
利用料は今年度より、お子様一人当たり

1000円/日となります。 

参加費・懇親会費等の支払い

締切 
9/30(金)  
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１. 大会テーマ「野生動物管理の Japan Modelを考える」 

 

２. 会  期：2016年 11月 4日（金）～6日（日） 

 

３. 第２１回大会実行委員会メンバー 
 

大会長：梶 光一（農工大） 

事務局長：小池伸介（農工大） 

大会実行委員：星野義延（農工大）、吉川正人（農工大）、土屋俊幸（農工大）、角田裕志（埼玉県

環境科学国際センター）、増澤 直（地域環境計画）、中村大輔（自然環境研究センター）、關 義

和（玉川大学）、草刈秀紀（WWF ジャパン）、岩井雪乃（早稲田大学）、池田 敬（国土技術政策

総合研究所）、逸見一郎（地域環境計画） 

 

４. 会  場：東京農工大学農学部・農学府府中キャンパス 

〒183-8509 府中市幸町 3－5－8 

 

 
□ 連合大学院棟（4日のみ：各種委員会、役員会議） 

□ 第一講義棟（5～6日：受付、講演会場、クローク、託児室、大会事務局、休憩室） 

□ 大講堂（5日のみ：シンポジウム） 

 

※大学生協および食堂は休みのため利用できません。周囲には飲食店がありますが、数が限られて

いるため、お弁当などを各自でご準備いただくことをお勧めします。 

 

東京農工大学府中キャンパスへのアクセス： 

http://www.tuat.ac.jp/basic_information/access/index.html#p4 

11：第一講義棟 

5-6 日メイン会場 

10：大講堂 

5 日シンポ会場 

20：連合大学院棟 

4 日各種会議会場 
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５. 日  程 
 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4日（金） ゼミナール室

第一会議室

第二会議室

5日（土） 本館大講堂

16号室

23号室

24号室

25号室

21号室

22号室

6日（日） 16号室

23号室

24号室

25号室

TS(　自由枠　)

TS(　自由枠　)

フォーラム誌編集委員会

TS(　自由枠　)

TS(　自由枠　)

TS(　自由枠　)

青年部会
幹事会

控室

行政部会幹事会

行政部会
総会

第22回 「野生生物と社会学会」大会プログラム

青年部会TS

会場：
連大棟

会場：
第一講義
棟

コアタイム

コアタイムポスター発表

ポスター発表

事務局

青年部会
総会

会場：
第一講義
棟

時間

学会誌編集委員会 理事会

懇親会
※会場は大学

外のため注意し
てください

ポスター発表

総会

ポスター発表

TS(　自由枠　)

公開シンポジウム

TS(　自由枠　)

TS(　自由枠　)

TS(　自由枠　)

TS(　自由枠　)

行政部会TS

 
※（第一講義棟、5-6日終日）大会事務局：14号室、受付：1階ホール、託児室：17号室、クローク：15号室、休憩室：18号室、企業展示：13

号室 

※プログラムは変更の可能性があります。 

※テーマセッションのスケジュールは申込数によって調整いたします。 
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６. 参加申込および発表申込 
 

（１）参加・発表申込について 

参加および講演の申込は8/1から開始し、すべて第22回大会HP上の「参加登録フォーム」からオン

ラインにて受付いたします。下記URLから、期日までにお申込みください。 

 

参加登録フォーム： http://www.wildlife-humansociety.org/taikai/2016/taikai2016kaisai_sanka.html 

 

参加・発表申込の締切は9月2日（金）24：00です。上記URLの「参加登録フォーム」で登録後、9

月30日（金）までに費用のお支払いをお願いいたします。参加費等の払い込みは9月30日（金）ま

でで締切となります。それ以降は大会会場での受付・支払いとさせていただきます。なお、当日の

参加受付に関しては、プログラム･要旨集等の資料をお渡しできない可能性があります。早い時期

の参加申込にご協力ください。  

 

 

（２）ポスター発表の要旨の提出について 

「発表要旨」は9月2日（金）までに「要旨登録フォーム」より提出してください。今回大会もポス

ター賞の選考が行われます。対象者は筆頭演者としてポスター発表し、事前にポスター賞審査登録

を申請した青年会員です。審査登録希望者は、「参加登録フォーム」にてお申込みください。 

 

 

（３）テーマセッション企画・各発表の要旨提出について 

企画責任者は申込時に、企画趣旨を「要旨登録フォーム」からご提出ください。提出締切は【9月2

日（金）まで】となります。 

 

会場の都合上、テーマセッションへの応募が多数あった場合は抽選とさせていただくことがありま

すが、期日【9月2日（金）まで】までに企画趣旨の提出がないテーマセッションについては、抽選

対象外とさせていただきますので、ご留意ください。抽選の結果は9月9日（金）までに企画者に連

絡します。なお抽選に漏れた場合には、ポスター発表への振替が可能です。採択されたテーマセッ

ションは各講演について、「要旨登録フォーム」より「発表要旨」の提出が必要です。各講演の「発

表要旨」は9月16日（金）までに登録してください。 

 

※ポスター発表の筆頭演者およびテーマセッションの責任者は原則として本会会員に限りますが、

ポスター発表の共同研究者およびテーマセッションの演者に非会員を含めることはできます。 

※今年度の会費を納入していない方は発表できませんので、ご注意願います。 

※要旨の内容については大会実行委員会で査読し、修正等を求める場合がありますのでご了承願い

ます。 

 

要旨登録フォーム： http://www.wildlife-humansociety.org/taikai/2016/taikai2016kaisai_sanka.html 
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７．公開シンポジウム 

 

『野生動物管理のJapanモデルを考える：国・都道府県・市町村・民間の役割』  

◆日時 11/5（土）15:00 ～ 18:00 

◆講演（予定） 

講演①『野生動物の反乱と共生（仮題）』 

伊吾田 宏正（酪農学園大学准教授） 

講演②『森林の崩壊と再生（仮題）』 

白井 裕子（早稲田大学理工学術院准教授） 

  ◆パネルディスカッション（座長： 梶 光一） 

   登壇者（予定） 

①東岡 礼治（環境省鳥獣保護管理室企画官） 

②森山 昌人（林野庁森林保護対策室長） 

③秋葉 一彦 （農林水産省鳥獣対策室長） 

④速水 亨（速水林業） 

 

 

８．企業広告・展示ブース展示申込 

 

大会要旨集への企業広告の掲載ならびに大会中の展示ブースを利用した企業活動紹介を有料で受

け付けます。詳しくは大会HPをご覧ください（賛助会員については割引が適用されます）。お申込

は大会HP上の「展示・協賛・広告申込書」に必要事項をご記入の上で、大会窓口専用のアドレス

（22th.awhs.fuchu@gmail.com）にメールにてお送りください。 
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９．大会参加費の支払い 
 

本年度より、事前申込による大会参加費のお支払いには、「口座振り込み」または「クレジットカ

ード決済」がご利用いただけます。クレジットカード決済は、以下の「クレジットカード決済シス

テム」よりご利用いただけます。口座振り込みまたはクレジットカード決済をご利用の場合には、

9月30日までに手続きをしてください。事前の参加登録をお済みの方でも、9月30日までに入金が確

認できなかった場合には、当日払いの金額（以下参照）が適用されますので、ご注意ください。10

月1日以降については、すべて大会会場受付での支払いとなります。 

 

 

大会参加費 

申込区分 正会員 青年会員 非会員 

事前申込 
9月30日以前のお支払い 

5,000円 4,000円 6,000円 

当日払い 
10月1日以降 

6,000円 5,000円 7,000円 

 

懇親会費 

申込区分 正会員 青年会員 非会員 

事前申込 
9月30日以前のお支払い 

6,000円 4,000円 7,000円 

 

 

お支払い方法 

＜ゆうちょ銀行から振り込みの場合＞ 

記号番号 １４３５０－３８８１１３７１  

口座名称 「野生生物と社会」学会大会事務局  

（ヤセイセイブツトシャカイガッカイ タイカイジムキョク）  

  

＜他行からの振り込みの場合＞ 

店名 四三八 （読み ヨンサンハチ）  

店番 ４３８  

預金種目 普通預金  

口座番号 ３８８１１３７  

口座名称 「野生生物と社会」学会大会事務局  

（ヤセイセイブツトシャカイガッカイ タイカイジムキョク） 

 

＜クレジットカード決済の場合＞ 

オンラインクレジットカード決済システム：
http://www.wildlife-humansociety.org/taikai/2016/taikai2016kaisai_sanka.html 
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１０．懇親会 
 

11月5日（土） 19:00～21:30 

ルミエール府中（府中市府中町2丁目24番地） コンベンションホール飛鳥A，B 

 

※懇親会は原則として事前申込のみとなり、当日参加はできません。万が一、キャンセルなど

によって当日参加が可能となった場合には大会受付にて告知し、当日受付を行うこともあり

ます。 

 

 
  

 

１１．託児施設について 
 

本大会では、託児室を会場内（講演会場と同一の建物内）に設置する予定です。利用料は、「お子

様お一人あたり1日1000円」です（学会として、子育て中の会員を応援するために補助しています）。

託児室の利用をご希望の方は、「申込者の氏名・所属、お子様の氏名・年齢（月齢）・性別・アレル

ギーの有無・希望する日にちと時間帯」を記入し、9月30日（金） までに下記の大会対応窓口

（22th.awhs.fuchu@gmail.com）にメールにてお申込みください。詳細につきましては、担当者

よりご連絡いたします。なお、完全予約制ですので、予約のない場合はご利用いただけません。 

 

 

１２．お問合わせ 

学会事務局（大会対応窓口） 

 E-mail: 22th.awhs.fuchu@gmail.com 

学会会場 

懇親会会場 

（ルミエール府中） 


