
平成22年度廃棄物資源循環学会研究討論会 

於・川崎市産業振興会館 

 

時間割 

 

開催日 時 間 ホール（１階） 企画展示場(４階) 

5 月 20 日

(木) 

9:30～ 受付 

10:00～11:50 

産業廃棄物処理業界における CO2 削

減への取り組み 

（学術研究委員会企画） 

 

11:50～13:00 昼休み 

13:00～14:50 
廃棄物収集の効率化 

（リサイクルシステム技術研究部会） 
 

15:30～17:50 総会  

18:00～20:00 
 

意見交換会 

5 月 21 日

(金) 

9:00～ 受付 

9:15～11:05 
廃棄物処理計画における優先順位 

（廃棄物計画部会） 
（ポスター掲出） 

11:10～12:10  ポスターセッション 

12:10～13:10 昼休み 

13:10～15:00 
産業廃棄物溶出試験方法の検討につ

いて（廃棄物試験検査法研究部会） 
 

15:10～17:00 
発生抑制（Reduce）はどこまで可能

か？（学術研究委員会企画）  
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