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〇高橋滋敏、黄仁姫、松尾孝之、松藤敏彦、東條安匡（北海道大学大学院工学院）
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〇長谷川健太、東條安匡、松藤敏彦、松尾孝之、黄仁姫（北海道大学大学院工学院）
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12:00 昼休み
13:00～14:50 ワークショップ「北海道の土・水・大気における窒素汚染とその対策」
司会 石井聡（北海道大学）
北海道の水質窒素汚染の現状とその汚染源解析 ..................................................................................... 41
三上英敏（道総研・環境科学研究センター）
流域における窒素収支と河川への窒素流出の関係 ................................................................................. 42
波多野隆介（北大農院）
窒素化合物を高濃度に含む有機性廃水・廃棄物のバイオ処理プロセスにおける亜酸化窒素の発生メカニ
ズムと発生抑制に関する研究 .................................................................................................................. 43
遠藤銀朗（東北学院大学工学部）
15:00～16:00 特別セッション「上下水道システム管理展望」
広域化と水道事業
本山智啓（日本ダクタイル鉄管協会理事長）
美しい水環境を取り戻す～ＣＳＯ問題の解決に向けて
那須 基（国土交通省水管理・国土保全局下水道部）
16:15～18:15

20 周年記念シンポジウム「衛生環境工学のこれからと北大の役割」

コーディネーター：木村克輝（北海道大学）
パネリスト：渡辺義公（北海道大学名誉教授）
清水慧（株式会社日水コン）
佐藤信孝（株式会社日本設計）
石井一英（北海道大学）
18:30～

懇親会（工学部食堂） 懇親会費：3,500 円

実行委員一覧 .............................................................................................................................................. 44
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