
 

2015年度水産海洋学会研究発表大会のお知らせ 

 
2015 年度水産海洋学会研究発表大会を以下のとおり開催します．皆様のご参加をお待ち申し

上げます．大会参加・研究発表などの受付は，下記の大会ウェブサイトを参考に，電子メー

ルでお申し込み下さい．宛先は jsfo2015@ml.affrc.go.jp です． 
http://cse.fra.affrc.go.jp/yokouchi/foKushiro2015/index.html 

 
Ⅰ．日程 

期日：2015 年 10 月 9 日（金），10 日（土），11 日（日），12 日（月） 
スケジュール（発表申込数によって若干変更する可能性があります） 

10 月 9 日（金） 
 10:30–17:00  公開シンポジウム 

「北海道周辺をモデル海域とした海洋環境変動に対する水産資源の

応答とその持続的利用」 
12:00–13:00    学会賞選考委員会 
17:30–19:30  ナイトセッション 

10 月 10 日（土） 
  9:10–          受付開始，ポスター貼り付け開始 
 10:00–16:00   研究発表（口頭，ポスター），機器展示 
 12:00–13:30     幹事会，ポスター立ち会い発表 
 16:00–17:00     宇田賞受賞記念講演 
 18:00–20:00     懇親会 

10 月 11 日（日） 
   9:30–17:00     研究発表（口頭，ポスター），機器展示 
  12:00–13:30     ポスター立ち会い発表，編集委員会 
  17:00–17:15     若手優秀講演者表彰 

10 月 12 日（月） 

 9:30–12:00     サテライトシンポジウム「水産資源管理に活用される標識放流調査－

標識放流調査の再評価と新展開－」       

 
Ⅱ．会場 

釧路市観光国際交流センター 

〒085-0017 北海道釧路市幸町 3-3 
http://www.kushiro-kankou.or.jp/kkc/ 

1. シンポジウム・口頭発表：1 階大ホール C 
2. ポスターセッション・機器展示・懇親会：1 階大ホール D 
3. サテライトシンポジウム：2 階視聴覚室 



 

4. ナイトセッション：3 階会議室 
5. 幹事会・若手優秀講演賞選考委員会・学会賞選考委員会：3 階会議室 

 
以下は会場周辺の案内図です．CS はコンビニを示します．なお，タンチョウ釧路空

港から市内への連絡バスでお越しの方は，バス停 MOO（ムー）または釧路市役所前で

降りるのが便利です 
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Ⅲ．参加申し込み 

1. 参加・発表申し込み，要旨作成要領 



 

・演者として発表できるのは，口頭またはポスター発表いずれか 1 題に限ります．申し込みは

別記必要事項を電子メールでお送りください．参加・発表申し込み及び講演要旨原稿の送付先

は，いずれも jsfo2015@ml.affrc.go.jp です． 
・要旨原稿ひな形（ワード形式）を大会ウェブサイトからダウンロードしてご利用下さい．なお，

講演要旨ファイルは受付番号を受信後，8 月 20 日（木）までにメールでお送り下さい．  
・水産海洋研究 78 巻 3 号～79 巻 2 号または Fisheries Oceanography Volume 23(4)～Volume 

24(3)に筆頭著者として論文を掲載された 40 歳未満（2015 年 4 月 1 日現在）の会員について

は，申請により参加費の免除を申請することができます． 
  

別記必要事項 
・参加申請フォーム（エクセル形式）は本大会ウェブサイトからダウンロードしてご利用

ください． 
・ファイルに必要事項を記載して，メール添付で送付願います．  
・ダウンロードができない環境の場合，以下の a～h について，メール本文に下記情報を

含めて送付願います． 
・件名は「参加申込（氏名）」でお願いします．受付確認後，事務局から受付番号を返信

します．その後，参加費等の払込をお願いします．なお，会場周辺は食堂・レストラン

には不便です．あらかじめ昼食をご持参いただくか，弁当を希望される方については宿

泊申し込みの際にお申し込みください． 
 

参加申請フォームは以下の内容を含みます． 

a. 氏名（ふりがな）： 

b. 所属： 

c. 連絡先メールアドレス： 

d. 電話番号： 

e. 発表の有無（有／無）：  

 （発表ありの場合，以下の e1～e5 も御記載下さい．） 

e1. 希望する発表形態（口頭発表／ポスター／どちらでもよい）： 

e2. 演題： 

e3. 著者名（所属略記, 講演者名の前に○）： 

e4. 発表希望セッション： 
（海況，漁況，卵稚仔，プランクトン，魚類，沖合資源，沿岸資源，その他） 

e5. 若手優秀講演賞（2015 年 4 月 1 日時点で 40 才未満の会員）（応募する／しない）： 

f. 懇親会（参加／不参加）： 

g. 参加費の減免（申請する／申請しない）： 

 （申請する場合，以下の g1 もご記載下さい．） 

g1. 申請の理由（論文筆頭著者） 

h. その他（要望など） 



 

 
2. 締め切り 

発表と大会参加の事前申込：    8 月  7 日（金）17:00 
講演要旨集の原稿提出：     8 月 20 日（木）17:00 
参加費の払込み：       8 月 20 日（木） 

 
8 月 8 日以降の大会参加申込も可能（当日参加も可能）ですが，参加費は割高となります． 

 
3. 参加費等 

 事前申込（8 月 7 日まで）   学生会員 2,000 円 
学生会員を除く正会員 3,000 円 
非会員 4,000 円 

 
8 月 8 日以降（当日申込を含む）学生会員 3,000 円 

学生会員を除く正会員 4,000 円 
非会員 5,000 円 
 

40 歳未満の若手会員  水産海洋研究 78 巻 3 号～79 巻 2 号または Fisheries 
Oceanography Volume 23(4)～Volume 24(3)に筆頭著者

として論文を掲載された 40 歳未満の若手会員は申請によ

り免除可． 
 

・参加費には要旨集代が含まれます．要旨集は，大会参加時に受付で配布します． 
・シンポジウムとサテライトシンポジウムは一般公開です．これらにのみ参加の場合は，参

加費は不要です． 
・申し込みが 8 月 7 日までに完了していても，払込みが 8 月 21 日以降または当日支払いの場

合は事前申込の料金は適用されません． 
 
4. 懇親会費 

事前申込 8 月 7 日（金）まで：     5,000 円 
8 月 8 日以降の申込（当日申込を含む）： 6,000 円 
※懇親会の当日申込は人数によりお断りする場合があります．できるだけ事前申込を

お願いします．申込が 8 月 7 日までに完了していても，払込みが 8 月 21 日以降ま

たは当日支払いの場合は事前申込の料金は適用されません． 
  

5. 要旨集のみを購入する場合 
会員 1,000 円，非会員 1,500 円，送料 500 円  

 
6. 入金方法 



 

事前申込の場合，参加費の入金方法は郵貯銀行の指定口座への送金に限ります．水産海洋研

究 79 巻 2 号（2015 年 5 月号）に綴じ込みの払込取扱票をご利用ください．送金に際しては通

信欄に必要事項の記載をお願いします．払込手数料はご自身でご負担下さい． 
 口座番号 02760-5-102091 
名義   水産海洋学会実行委員会 
名義カナ スイサンカイヨウガッカイジッコウイインカイ 
※本学会会員ではない発表申込者は，学会ウェブサイトを通じて，至急，入会申込と会費

の納入を行って下さい．入会を申し込んだ時点ではまだ会員ではありませんが，参加

費等は会員価格でお支払い下さい．その場合，払込取扱票の通信欄に「入会手続き中」

と記入して下さい． 
 
Ⅳ．宿泊 

開催時期は観光シーズンの３連休（大安を含む）に当たるため宿泊施設が混み合うことが予

想されますので，早めの宿泊手配をお願いします．大会用として釧路市内のホテルに約 120 部

屋を確保しましたので，こちらを利用する場合には，大会ウェブサイトのバナー「宿泊弁当申

込み」 https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/suisan-kaiyo/ により旅行代理店が受付や問い合わ

せに応じます（先着順）．このサイトから弁当も注文できます．なお，宿泊と弁当の手配につ

いて実行委員会は対応しませんのでご容赦ください． 

 
Ⅴ．発表形式（シンポジウム・ナイトセッションを除く） 

※シンポジウム・ナイトセッションでの講演者の発表形式は，コンビーナーから直接ご連絡い

たします．以下は，シンポジウム以外の発表形式です． 
1. 発表者 

発表者（演者）は本学会会員に限ります．共著者は本学会会員でなくても構いません． 
2. 発表形式 

発表形式は口頭あるいはポスターです．どちらの形式で発表するかについては演者の希望を

尊重しますが，会場とプログラム編成の都合により，ご希望に添えない場合がありますこと

をご了解下さい． 
3. 口頭発表 

a．発表時間は，質疑応答を含めて 1 題につき 12 分です． 

b・使用機器は液晶プロジェクターとします． 講演では講演者ご自身にパソコンを操作し

ていただきます．パワーポイントまたは PDF をお使いいただけます． 
・パソコン(OS は Windows)を大会実行委員会で用意します．Windows 以外の PC の用意

はありません．時間が制約される中ですので，講演会場での PC 交換は想定しておりま

せん．ご承知おきください． 
・ファイルの容量は可能な限り小さくし，各自で正常に動作することを事前に確認してく

ださい． 



 

・会場で使用するパソコンはネットワーク接続を遮断した状態で使用します． 

c・口頭発表のファイルを USB メモリーまたは CD で持参して下さい． 
・ファイルは，あらかじめご自身でウイルスチェックをお願いします． 
・その場で動作確認後，メディアはお返しします． 

d・口頭発表のファイルは，以下の時刻までに受付に持参して下さい． 
・午前の発表：1 日目は 9:30 まで，2 日目は 9:10 まで 
・午後の発表：当日の 12:40 まで 

e・ファイル名は，「講演番号（半角）_名字（漢字あるいはアルファベット）」としてくだ

さい． 

f・プログラムは，水産海洋研究 79 巻 3 号（2015 年 8 月号）および大会ウェブサイトに掲

載します． 
 
 4. ポスター発表  

a．A0 サイズ（841mm×1189mm）が貼り付け可能な縦型パネル（と画鋲など）を用意し

ます． 

b．貼り付けは 10 月 10 日(土) 9:10 から可能です． 

c．立ち会い説明は，10 日(土) および 11 日(日)の両日 12:00–13:30 にお願いします． 

d．撤収は，11 日(日) 15:00 までに各自でお願いします．これ以降に残されたポスターは，

実行委員会で処分します． 

 
Ⅵ．運営委員会 

 大会実行委員会（国立研究開発法人水産総合研究センター北海道区水産研究所，地方独立行政

法人北海道立総合研究機構水産研究本部） 
  委員長    横内 克巳（釧路庁舎 0154-92-1702, yokouchi@affrc.go.jp） 
  副委員長 高柳 志朗（釧路水産試験場 0154-23-6221, takayanagi-shirou@hro.or.jp） 
  事務局長 東屋 知範（釧路庁舎 0154-92-1725, azumaya@fra.affrc.go.jp） 

大会専用メーリングリスト jsfo2015@ml.affrc.go.jp 
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