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第 21 回 廃棄物資源循環学会研究発表会の開催にあたって 

第 21 回廃棄物資源循環学会研究発表会 
実行委員会委員長  
金沢大学 理工研究域環境デザイン学系 教授 池本 良子 

 
 

第 21 回廃棄物資源循環学会研究発表会を、金沢で開催させていただくこととなりました。

日本海側の地方都市としては初めての開催とあり、戸惑うことも多くございましたが、北陸

3 県の学会員の皆さまを始め、石川県、金沢市、そして、学術研究委員会の皆様の温かいご

支援のもとに、開催することができましたことを御礼申し上げます。 

金沢は、歴史と文化が息づく美しい街であるとともに、海、山、川に囲まれた自然豊かな

環境でもあります。さらに、少し足を延ばせば、能登の美しい里山里海の景色に出会うこと

ができます。本研究発表会では、金沢の文化、石川の自然を満喫できる企画を多数準備し、

皆様をお待ちしております。 

特別プログラムでは、昨年度の名古屋に引き続き、今年度は「資源循環と生物多様性」をテーマとした特別企

画を準備しました。石川県では能登の里山里海を中心として生物多様性保全に取り組んでおり、本年 12 月には

COP10 のクロージング会議も企画されています。本研究発表会では、資源循環の観点から、どのように生物多

様性保全にかかわっていけるかについて皆さんで考えてみたいと思います。 

国際シンポジウムでは、日中韓の廃棄物管理に関する国際シンポジウムを企画し、廃棄物の管理に関して国際

的な議論を進めることといたしました。かつて地元ラジオ局で、「日本列島ここが真ん中」という番組がありま

したが、金沢市は地図で見ると日本海側のちょうど真ん中あたりに位置しています。中国、韓国と日本海をはさ

んで真ん中で面している金沢での国際会議の開催を通じて、地方都市の現状と取り組みを海外の研究者に知って

いただく機会にもなると考えています。  

環境に恵まれた北陸には、この環境を残していきたいという強い思いを抱いて、地道に奥ゆかしく活動を行っ

ている人たちがたくさんいらっしゃいます。本研究発表会では、自ら資源循環に取り組んでいる地元の小中学生

や高校大学生にその取り組みを紹介していただく企画セッションおよび企画展示を行うことといたしました。ま

た、地元の市民団体が中心となって、食品ロスをテーマとしたセッションも開催します。市民展示では、地元の

NPO の方を中心に呼び掛けを行ったところ、多くの団体の方から申し込みがありました。地方都市の子供たち

や市民の方々が日ごろから取り組んでいる活動を皆様にぜひ見ていただければと思います。 

施設見学では、プレ企画として、能登半島ツアーを準備しました。会議前日（祝日）の朝、関西地方からはJR
で金沢駅に、東京からは空路で能登空港に到着された皆様をお出迎えし、能登の海と山の幸を味わっていただい

た後、能登半島の最先端にある珠洲市浄化センターのバイオマスメタン発酵施設を見学します。本施設は、国土

交通省と環境省の連携事業として全国初の試みで建設されたものであり、市内で発生する下水汚泥・農業集

落排水汚泥・し尿・浄化槽汚泥・事業系生ゴミの5種類のバイオマスを集約してメタンガス回収を行うとと

もに、肥料を生産しています。その後、廃校となった小学校の校舎を利用して設置された金沢大学能登学舎に

おいて、能登半島里山里海自然学校等の取り組みを見ていただくものです。金沢には少し遅めの到着にはなりま

すが、十分金沢の夜をお楽しみいただいて、翌朝から研究発表会に参加することができるというスペシャル企画

ですので、ぜひ多くの方のご参加をお待ちしております。その他、金沢の伝統文化における資源循環の取り組み

を見学するコースや、地元の廃棄物処理施設および産業廃棄物処理施設の見学コースも準備しております。 

また、本学会に長く貢献されている高月紘先生（環境漫画家、ハイムーン氏）の環境カレンダー原画展や、金

沢の伝統文化であるお茶席なども企画しております。 

11 月といえば、日本海の幸が食べごろの季節です。昨年近江町市場がリニューアルし、旬のお魚たちが所狭し

と並んでいます。片町には、たくさんのお食事どころが皆様のお越しを待っています。会議の後は、温泉に。加

賀、能登の温泉街はすぐ近くです。会議の後の能登半島ぐるりツアーの紹介も行っておりますので、ゆっくりと

石川に滞在して、リフレッシュされて帰られることを願っております。 
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開 催 行 事 一 覧 
 

 

 

研

究

発

表 

口頭発表 
11 月 4 日（木） 9:30 - 15:00
11 月 5 日（金） 9:00 - 12:15
11 月 6 日（土） 9:00 - 12:15

p.9 – 22 をご覧ください 

ポスター発表 

ポスター1 
11 月 4 日（木）17:00 - 18:15
ポスター2 
11 月 5 日（金）13:15 - 14:30

金沢市文化ホール 
大集会室 

p.9 – 22 を 
ご覧ください 

International Hybrid 
Session  

Short Oral Presentation 
Nov. 4 (Thu)   15:30 - 17:00
Poster Presentation 
Nov. 4 (Thu)   17:00 - 18:15

Kanazawasi Bunka Hall 
1F Dai-Hall 
Kanazawasi Bunka Hall 
2F Dai-Syukai-Shitu 

p.23 – 24 を 
ご覧ください 

企画セッション 
11 月 4 日（木）15:15 - 16:45
11 月 5 日（金） 9:00 - 12:15
11 月 6 日（土） 9:00 - 10:30

p.25 – 27 をご覧ください 
実行委員会、各研究部会の企画によるも

のです。 

市民展示・企画展示 11 月 4 日（木）－6 日（土） 金沢市文化ホール 
1 階ホワイエ 

一般公開企画（無料）

p.6 をご覧ください 

環境カレンダー原画展 11 月 4 日（木）－6 日（土） 金沢市文化ホール 
展示室 

一般公開企画（無料）

p.6 をご覧ください

お茶席 11 月 5 日（金）11:00 - 15:00 金沢市文化ホール 
茶室 p.6 をご覧ください

施設見学会 p.7 および同封のお知らせをご覧ください。 

同時 
開催 

全国環境研協議会  
廃棄物資源循環学会年

会併設研究発表会 
11 月 4 日（木）14:00-16:45 石 川 県 教 育 会 館 

第１会議室（２階） 

主催者連絡先： 
鳥取県衛生環境研究所
0858-35-5411 

意見交換会 11 月 5 日（金）18:40 - 20:40 金沢ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ

金扇 p.8 をご覧ください

 

行 事 日  時 会  場 備 考 な ど

特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム 

第１部 
資源循環と生物多様

性 
 

11 月 5 日（金）14:45 - 17:45
 
基調講演 

14:45 - 15:45
パネルディスカッション 
           15:45 - 17:45
 

金沢市文化ホール 
大ホール 

 
 
一般公開企画（無料）

p.4 をご覧ください

第 2 部 
身近なところからの

資源循環 

11 月 6 日（土） 9:30 - 12:15
 
小中学生による資源循環 
の取り組み    9:30 - 10:30
 
台所から考える資源循環 
－食品ロスの発生抑制を 
考える－     10:45 - 12:15
 

国際シンポジウム 
International symposium 11 月 4 日（木） 9:30 - 15:00 金沢市文化ホール 

大ホール 

p.5 をご覧ください

使用言語: 英語 
 (日英同時通訳予定)
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特 別 プ ロ グ ラ ム （一般公開企画・無料） 
   

第 1 部  「資源循環と生物多様性」 

11 月 5 日（金）14:45－17:45  金沢市文化ホール 大ホール 
石川県では能登の里山里海の生物多様性保全に取り組んでおり、本年 12 月には COP10 のクロージングイベントも

企画されています。また、河北潟、柴山潟、木場潟という潟湖の水質および生態系保全にも取り組んでいるとこ

ろです。里山・里海・里湖は、森林資源、水産資源の循環を基本とした自然と調和した社会であり、生物多様性

保全のモデルとして注目されている。 

特別プログラム第１部では、まず，水界生態系保全について研究されている東京大学山室真澄先生をお招きし、

水界生態系からみた資源循環について講演をいただきます。つぎに、資源循環と生物多様性保全とのかかわりを

整理し、資源循環がどのように生物多様性保全に貢献することができるかについて企業を交えたパネルディスカ

ッションにより探ることとしました。 本プログラムは、市民公開ですので、多くの方の聴講をお待ちしており

ます。 

基調講演 「資源循環と生物多様性に向けて－平野部の湖沼を例として－」 
 演者： 東京大学大学院 教授 山室 真澄  
    理学博士(東京大学大学院理学系研究科地理学専門課程東京大学海洋研究所海洋生化学部門) 

    東京大学大学院 新領域創成科学研究科環境学研究系 自然環境学専攻教授 
    (独)産業技術総合研究所客員研究員 
パネルディスカッション 「資源循環と生物多様性保全のかかわり」 
 話題提供 金沢大学 教授  中村 浩二 
     石川県立大学 教授  高月 紘 

 コーディネーター 石川県立大学 教授  高月 紘 

   パネラー (株)リコー 環境コミュニケーション推進室長  益子 晴光 

   ユニー(株) 環境社会貢献部長  百瀬 則子 
    (株)アクトリー 営業本部部長  森脇 進 

    金沢大学 教授  中村 浩二 

第 2 部  「身近なところからの資源循環」 

11 月 6 日（土）9:30－12:15  金沢市文化ホール 大ホール 
石川県、金沢市では、学校版環境 ISO やユネスコスクール等を通じて積極的に初等中等教育での環境問題に取

り組んでいます。また、様々な市民団体による取り組みも活発に行われています。このような身近な資源循環の

取り組みを紹介し、身近な資源循環の輪が広がることを目指して、本プログラムを企画しました。本プログラム

は市民公開ですので、多くの方の聴講をお待ちしております。 
 
 セッション 1 「小中学生による資源循環の取り組み」 

金沢市内の小中学校のうち、廃棄物問題や 3R・リサイクル問題等に取り組んでいる学校 3 校程度による発表を

行います。 

 

 ＜環境教育パネルシアター「お米の話」  エコ忍者 代表・中村 由香里＞ 

 

 セッション 2 「台所から考える資源循環－食品ロスの発生抑制を考える－」 
食べられるにもかかわらず廃棄されている食べ物「食品ロス」は、日本では年間約 500～900 万 t。そのうち一

般家庭からは 200～400 万 t にもなると推計される。この現状と原因を今一度考え、一人ひとりが家庭でできる発

生抑制の工夫を提言します。最後に郷土料理研究家の石野典子先生による金澤エコクッキングも行います。 

  石川県立大学教授   高月 紘 
  北陸農政局  橋本 登 
  金沢エコネット  中村 早苗 
  郷土料理研究家 石野 典子 
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国 際 シ ン ポ ジ ウ ム・International Symposium 
 

「東アジアにおける都市廃棄物管理と 3R に関する国際シンポジウム」 
International Symposium on Urban Waste Management and 3R in East Asia 

11 月 4 日（木）9:30－15:00  金沢市文化ホール 大ホール 
生産段階から消費・廃棄に至る全段階を包含した3R政策は、日本・中国・韓国を含む東アジア各国の共通課

題です。例えば、中国では2009年1月に「循環型経済促進法」が施行されるなど、急速な政策展開が進みつつあ
ります。しかし、3R政策の推進に際しては、各国の社会文化･歴史的風土、経済の発展段階が大きく相違するこ
とを基本におく必要があり、また、経済のグローバリゼーションや中国の飛躍的な経済的発展の下で廃プラスチ
ック、紙くず、金属くず等の中国への輸出の激増等の廃棄物の国際移動の急増といった新たに生じつつある課題
を考慮する必要があります。 

以上の点を考慮すれば、東アジア地域での3R推進には、「各国による廃棄物管理・3Rの主体的な取組」と、「地
域全体での循環型経済・社会の構築を目指した各国間の政策調整や国際協力」の両面を視野に入れた政策戦略の
存在が欠かせないものとなっています。 

本シンポジウムでは、以上の問題意識を踏まえ、アジアの循環型社会形成に向けた国際的動向を概観し、各国
の経験が途上国においてどのように活かせるかを討議するとともに、特別企画として、経済発展が著しく、都市
化の進展の中で廃棄物管理対策の強化が急務である中国における廃棄物資源循環対策、及び隣接する日本･韓国
の経験を踏まえた蛙とびの可能性や地域間の政策調整･協力の可能性などについて、東アジア地域特有の地域社
会の存在とその役割に注目しつつ討議するセッションを開催します。 

特別企画：「東アジアの都市における廃棄物管理・循環型社会形成に向けた国際比較 
―地域内経験交流がもたらす政策革新の可能性―」 

Special Session: Comparative Analysis on Urban Waste Management and 3R in East 
Asian Cities ―Possibility of Policy Innovation through Exchange of Experiences―  

プログラム 

 講演 1    上智大学        教授  柳下 正治  

 講演 2    韓国環境部資源循環局資源循環政策課         事務官  Min Junggi 

 講演 3    中国武漢大学資源環境科学学院              教授  呉 峰 

中国青島市環境保護局                       高級工程師  王軍 

  パネルディスカッション 

使用言語: 英語（日英同時通訳予定） 

 
「東アジアにおける食品廃棄物のリサイクル」 
Recycling of Food Waste in East Asia 

生ごみや加工残さ等の食品廃棄物を適正に管理することは、世界で共通の廃棄物処理の機能です。持続性があ
り低炭素型の社会を創るためには、食品等の有機性廃棄物の管理方法を処分からリサイクルへと転換させる必要
があります。東アジアや世界で食品廃棄物を回収し、再利用しようとする取り組みが行われていますが、一方で
様々な障害に直面しています。リサイクルされた製品の量や質、リサイクルにかかるコストが、それぞれの社会
が求める需要にマッチしないことが多々あります。したがって、様々な状況下での食品廃棄物リサイクルの成功
例や失敗例は、新しいソリューションを導くための有益な情報となります。 
この国際シンポジウムでは韓国、中国および日本における事例を基に、東アジアにおける食品廃棄物リサイク

ルの将来を考えたいと思います。  

プログラム 

 趣旨説明 

 講演: 東アジアにおける食品廃棄物リサイクルの現状 

 講演 1    東京農業大学                                         准教授  岩本 博幸    

 講演 2    韓国首都圏埋立地管理公社 環境エネルギー造成事業本部  本部長   Choi Byung-Chul 

 講演 3    中国 Beijing Technology and Business University           Professor Ren Lian Hai 

       

 討論 

 司会：    Chonnam National University               Professer Lee Weon Joon 

  東洋大学                   教授  北脇秀敏 

使用言語: 英語（日英同時通訳予定） 
 



 

- 6 - 
 

 

 

行 事 案 内 
 

  

研 究 発 表 （ 口 頭 発 表 ・ ポ ス タ ー 発 表） 

発表予定件数：339 編（口頭発表:197 編、ポスター発表:108 編、国際セッション：34 編） 
ポスター発表に対して「優秀ポスター賞」の表彰を行います。 

優秀ポスター賞は、2 日目夜の意見交換会において審査結果の発表・表彰を行なうと共に、 
後日、廃棄物資源循環学会誌等に掲載いたします。 

詳細はセッションプログラム（p.9 - 24）をご覧ください。 

国際セッションは、90 秒の口頭発表終了後にポスターの掲示発表の両方を行います(ハイブリッドセッション)。 

市民展示・企画展示 （一般公開企画 ・ 無料） 

○ 期 間： 11 月 4 日（木）10:30 - 11 月 6 日（土）12:00 
○ 場 所： 金沢市文化ホール内 1 階ホワイエ 
○ 内 容： 石川県の各地から廃棄物資源循環にかかわっている市民グループによる展示を行います。  

 また、北陸 3 県の高校、高等専門学校、大学の学生による取り組みの展示も企画しています。  

環境カレンダー原画展 （一般公開企画 ・ 無料） 

○ 期 間： 11 月 4 日（木）9:30 - 11 月 6 日（土）12:00 
○ 場 所： 金沢市文化ホール内展示室 
○ 内 容： 日本環境保護国際交流会（J.E.E）の協力を得て皆様おなじ

みの石川県立大学教授で環境漫画家の俳夢雲（ハイムー

ン）こと高月紘氏による環境カレンダーの原画 2 年分を展示

します。おもしろく、おかしく、ほのぼのとした気持ちでエコを

考えられる画を、十分にお楽しみください。 
来年度のカレンダーの予約も行います。 

お茶席 

○ 期 間： 11 月 5 日（金）11:00 - 15:00 
○ 場 所： 金沢市文化ホール内お茶室 閑清庵（かんせいあん） 
○ 内 容：  会場には、金沢の伝統文化のひとつであるお茶室が備えられています。期間中、地元の茶道家に 

よるお茶席を準備しますので、お茶券をお求めの上、来席下さい。 
 

     

 



 

- 7 - 
 

 

 

行 事 案 内 
 

  

施 設 見 学 会 

○ 施設見学コース 

コース
No. 日  時 内   容 定 員 参加費 

1 

11 月 3 日（水） 
10：15 - 19：30 

能登地区の廃棄物関連施設と里山めぐり 

10：15 出発予定（バス利用・日帰り） 
珠洲市バイオマスメタン発酵施設と、里山環境保全の拠点とし

て設立された金沢大学能登学舎を見学します。春蘭の里にて

キノコ狩り体験(別途 1000 円)も体験できます。 20 名 
3,500 円 

昼食（能登丼）

含む 

右記にも連動可能 
・ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄﾞ１号 （金沢駅 9:45 着） 
・しらさぎ 51 号 （金沢駅 10:06 着） 
・ANA747 便 （能登空港 11:35 着） 

2 11 月 4 日（木） 
9：00 - 14：15 

RDF 施設見学 
9：00 出発予定 （バス利用） 
クリンクルはくいと石川北部 RDF センターを見学したのち、神

子原地区の棚田をご覧いただきます。 

40 名 
3,500 円 

軽食（神子原米

おにぎり）付き

3 11 月 4 日（木） 
8：40 - 12：00 

金沢の地場産業と資源循環 
8：40 出発予定 （バス利用） 
金箔工芸の体験と、日本酒の酒蔵を見学します（試飲あり）。 

20 名以上の

参加で催行 
3,000 円 
バス料金 

4 
11 月 4 日（木）－6日（土） 

 9：00 - 12：20 
13:00 - 16:20 

産業廃棄物処理・リサイクル施設 
（バス利用・事前申し込み必要・午前、午後） 
＊詳細は参加申し込み用紙(桃色)参照 

各回 25 名 無料 

○ アフターコンベンションコースのご紹介 

コース
No. 日  時 内   容 定 員 参加費 

5 11 月 6 日（土）- 7 日（日）

8:30 - 翌 15:30 

能登半島の魅力満喫！こだわりの 2 日間 
8:30 出発予定 （バス利用） 
輪島朝市の見学、輪島塗の My 箸づくり、郷愁あふれる千枚

田、野生のイルカウォッチングなど、みどころ満載のアフターツ

アーです。 

20 名以上の

参加で催行 

25,000 円 
宿泊・昼食代

含む 

○ コース 1-3 および 5 の申し込み方法 
1． 同封の廃棄物資源循環学会研究発表会 宿泊・施設見学申込書にご記入の上、FAX にてお申し込みください。 
2． 申込締切： 平成 22 年 10 月 15 日（木） ※先着順。 
3． 申し込み・問い合わせ先   JTB 中部 金沢支店   TEL：076-264-2272  FAX：076-262-6156 
4． 申込締切後、各種利用券・請求書等を送付いたします(振込先は請求書に記載)。 
5． コース３、アフターコースはお申込みが 20 名に満たない場合、中止させていただきます。ご了承ください。 
6． 上記の時間は変更となる可能性があります。ご参加の方には最終の日程表にて改めてご案内いたします。 
7． 参加者の都合によりキャンセルされる場合は、参加費の返金は致しません。 

○ コース 4 の申し込み方法 
1． コース 4 (産業廃棄物処理・リサイクル施設の見学は、同封の桃色の申込用紙にてお申し込みください。 
2． 申込締切： 平成 22 年 9 月 30 日（木） ※先着順。 
3． 申し込み・問い合わせ先 環境開発株式会社 新保処理工場 TEL：076-244-5115 FAX：076-244-5711 
4． 先着順に受付します。申込書到着後、連絡担当者様に予約回答を FAX にて返信します。 

○ 施設見学会の参加には研究発表会への参加が必要です。（参加費は、学会からの補助により低く抑えら

れています。）研究発表会の事前申し込みもあわせて行ってください。 

○ セッションプログラムを十分にご確認の上、お申込みくださるようお願いいたします。 
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意 見 交 換 会 

○ 日    時： 11 月 5 日（金） 18：40 - 20：40 
○ 場    所： 金沢ニューグランドホテル内 金扇 
○ 参 加 費： 参加申込方法（p.28）をご覧ください。事前申込割引をぜひご利用ください。 
○ 申込方法： 【事前申込】 同封の研究発表会申込書にてお申込みください。 

  ※事前申込後、不参加の場合でも参加費の返金はいたしません。 
   【当日申込】 2 日目（11 月 5 日）午前から受付します。 
 

  ぜひ、日本海の海の幸と金沢の伝統芸能をご堪能ください！ 
 

金沢素囃子～優美・華麗に格調高く茶屋街に息づく伝統芸能～ 

 

金沢市の無形文化財に指定されている「金沢素囃子(すばやし)」は、長唄、常磐津(ときわづ)、清元(きよもと)などの

邦楽や舞踊から囃子だけが独立した謡(うたい)や舞が入らない音楽で、小鼓(こつづみ)、大皷(おおかわ)、太鼓、笛、

三味線で構成されます。この金沢素囃子は、優雅で艶(つや)のある芸能として市民にも親しまれており、金沢にはレベ

ルの高い演奏者が数多くいます。 

 

日本海の海の幸 

 
 

ズワイガニの解禁には少し早いですが、日本海で水揚げされた新鮮な海の幸をご賞味ください。また、酒処としても

知られる石川のおいしい地酒もご堪能ください。 
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A1  ごみ発生・排出抑制 
【 11 月 5 日（金） 第 5 会場 10:45 – 12:15 】                            座長：大沼 進(北海道大学) 
 

 A1-1 リデュース、リユース活動(脱物質化活動)の類型とその指標 
  (独)国立環境研究所 ○橋本 征二、田崎 智宏  京都府立大学 山川 肇 

(独)国立環境研究所 藤井 実 

 A1-2 肉の袋売りの実態とその発生抑制効果 
  京都府立大学 ○山川 肇  京都大学 佐藤 真行  愛知教育大学 杉浦 淳吉  大阪工業大学 福岡 雅子 

 A1-3 環境政策コミュニティの政治的機会構造の日韓比較―なぜ日韓では 3R に関する国際規範の適用が異なるのか― 
  宇都宮大学 ○高橋 若菜 

 A1-4 札幌市におけるごみ・資源回収ルール変更の多面的評価 
  北海道大学 ○大沼 進、吉田 文和、松藤 敏彦 

 A1-5 事業系ごみの実態把握手法について 
  (株)地域計画建築研究所 ○小泉 春洋、武藤 健司  大阪工業大学 福岡 雅子 

 A1-6 マレーシアにおける家庭ごみ詳細組成調査 
  マレーシア国立大学 ○渡辺 浩平  大阪工業大学 福岡 雅子 

マレーシア国立大学 アッマード ファリズ モハメッド、ヌール エズリン  アッマード バスリ 

Poster1 A1-7 弁当容器回収ボックスの設置とその影響 ―福島大学の例― 
  福島大学 ○沼田 大輔 

Poster2 A1-8 ゲーミング・シミュレーションを用いた発生抑制行動の要因分析 
  愛知教育大学 ○杉浦 淳吉 

Poster1 A1-9 焼却工場搬入ごみの金属含有量調査 
  大阪市立環境科学研究所 ○酒井 護、西尾 孝之、西谷 隆司、北野 雅昭 

Poster2 A1-10 家庭系有害廃棄物の排出および処理状況に関する研究 
  北海道大学(現：北海道ガス(株)) ○佐藤 法世  北海道大学 松藤 敏彦、中村 優 

Poster1 A1-11 三者協働によるレジ袋削減への挑戦(武蔵野市の底上げ方式) 
  亜細亜大学 ○大江 宏  武蔵野市 渕上 祥吾、古林 わか子 

クリーンむさしのを推進する会 白石 ケイ子  パシフィックコンサルタンツ(株) 雨宮 紀子 

Poster2 A1-12 東京都内の不燃ごみに排出される小型電子機器等ごみ組成 
  (財)東京都環境整備公社 ○茂木 敏、山崎 幸一  東京都 塚田 泰久、井上 宏 

首都大学東京 荒井 康裕、小泉 明 

Poster1 A1-13 従量制指定ごみ袋の搬出実態とその季節変動 
  福岡大学 ○鈴木 慎也、立藤 綾子、松藤 康司 

Poster2 A1-14 富山県における家庭からのプラスチック系廃棄物の排出特性 
  富山県立大学 ○岩瀬 俊光、佐伯 孝 

Poster1 A1-15 岡山市の家庭ごみ有料化に伴う市民の行動・意識の変化に関する検討 
  岡山大学 ○松井 康弘  (株)ユーコム 盧 蘭芳  岡山市 甲斐 充 

Poster2 A1-16 ごみ質調査における分類項目と出現量に関する検討 
  大阪工業大学 ○福岡 雅子  (株)地域計画建築研究所 小泉 春洋 

Poster1 A1-17 ベトナムハノイ市における腐敗槽処理水・汚泥調査 
  京都大学 ○原田 英典、藤井 滋穂、松井 三郎  ベトナム環境総局 Nguyen The Dong 

 

A2  回収システム／物質フロー 
【 11 月 4 日（木） 第 3 会場 13:30 – 15:00 】                          座長：阿部 直也(東京工業大学) 
 

 A2-1 日本における使用済パソコンのリサイクルおよびリユースの現状 
  (社)パソコン 3R 推進協会 ○海野 隆、柄崎 晃一 

 A2-2 レアメタルリサイクルを目的とした小型家電の回収方法に関する考察 ―名古屋市・津島市の事例を基に― 
  名古屋大学 ○松野 正太郎、竹内 恒夫、梁 文潔 

 A2-3 使用済み小形電池の分別回収行動に関する都市間比較 
  京都大学 ○丸川 純、浅利 美鈴、酒井 伸一 

 A2-4 制度・参画者分析に基づく使用済み携帯電話リサイクルの日中比較 
  北九州市立大学 ○盧 現軍、松本 亨  中国南開大学 高 頴楠 

 A2-5 日本と欧州の使用済み携帯電話回収システムに関する研究 
       (独)国立環境研究所 ○村上(鈴木) 理映、寺園 淳

 スウェーデンルンド大学 東條 なお子、マノマイヴィブール パネット  東京大学 村上 進亮 

 A2-6 レジーム・アクター分析を用いた中国 ELV リサイクルの現状と課題 
  北九州市立大学 ○高 揚、松本 亨 

Poster2 A2-7 海産生物によるリサイクル製品等の海洋利用に伴う長期影響評価法の検討 
  富山県立大学 ○楠井 隆史  富山県立大学短期大学部 稲沢 慶 

Poster 1:  11 月 4 日（木） 金沢市文化ホール 大集会室(2F) 17:00 - 18:15
Poster 2:  11 月 5 日（金） 金沢市文化ホール 大集会室(2F) 13:15 - 14:30
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A3  産業廃棄物 
【 11 月 6 日（土） 第 3 会場 9:30 – 10:30 】                     座長：香川 智紀((社)全国産業廃棄物連合会) 
 
 A3-1 県外産業廃棄物の指導状況について 

  産業廃棄物処理業経営塾 OB 会 高橋 潤、○穂積 篤史、加納 睦也、藏本 悟、森 雅裕、小島 孝信 

 A3-2 産業廃棄物管理票による富山県の産業廃棄物移動実態の解析 
  富山県立大学 ○佐伯 孝 

 A3-3 産業廃棄物税導入による廃棄物の種類別減量リサイクル効果に関するパネルデータ分析 
  京都大学・京都府 ○池松 達人  京都大学 平井 康宏、酒井 伸一 

 A3-4 産業廃棄物処理資源化ネットワークの技術評価システム 
  岡山大学 ○石田 俊宏、藤原 健史 

 

A4  住民意識・環境教育 
【 11 月 6 日（土） 第 3 会場 10:45 – 12:15 】                            座長：岡山 朋子(名城大学) 
 

 A4-1 エコ活動の実施における意識と行動の関連性に関する調査 
  龍谷大学 ○白川 まりな、占部 武生  (独)国立環境研究所 石垣 智基 

 A4-2 日本と韓国における生ごみリサイクルに対する住民意識の比較研究 
  名古屋大学 ○梁 娜瑛、岡山 朋子 

 A4-3 家庭系生ごみ分別収集参加のロジスティック回帰分析 
  京都大学 ○松田 健士、矢野 順也、平井 康宏、酒井 伸一  京都市 堀 寛明、山田 一男 

 A4-4 企業における参加型環境教育の実践に関する報告 
  鹿児島大学 ○大前 慶和 

 A4-5 企業における廃棄物教育、資源循環教育の現状 ―Nikkei225 指標を用いた取組調査― 
  富山県立大学 ○松岡 志温、高田 有、九里 徳泰 

 A4-6 東南アジアにおける住民参加型廃棄物管理の取組み事例に係る考察 
  東京工業大学 ○小島 英子  (独)国立環境研究所 河井 紘輔、大迫 政浩 

東京工業大学 阿部 直也 

Poster2 A4-7 3R 検定プログラムの開発及び 3R リーダー活動に関する調査 
  京都大学 ○浅利 美鈴、酒井 伸一  (財)日本環境衛生センター 村岡 良介 

Poster1 A4-8 鉄道駅のごみ箱デザインによる分別促進に関する社会実験 
  大阪大学 ○加藤 悟  武庫川女子大学 松村 憲一 

Poster2 A4-9 エコポイント制度による家電製品の環境配慮行動への効果 
  大阪大学 ○織田 朝美  和歌山大学 山本 祐吾  大阪大学 加藤 悟 

Poster2 A4-10 「小学校によるごみ処理施設見学」の環境教育機能について(第 3 報) 
  大阪産業大学 ○花嶋 温子 

 

A5  災害廃棄物 
【 11 月 4 日（木） 第 4 会場 9:30 – 10:45 】                             座長：島岡 隆行(九州大学) 
 

 A5-1 災害廃棄物の仮置き場の設置についての課題とその対応 
  (株)環境地質 ○大野 博之  東京大学 登坂 博行 

(財)日本環境衛生センター 八村 智明、宮原 哲也  京都大学 陳 友晴  香川大学 山中 稔 

 A5-2 首都直下地震における震災廃棄物の輸送による環境影響評価 
  (株)熊谷組 ○永田 尚人  京都大学 平山 修久  彩交通計画(株) 岡村 寛明 

(株)パスコ 糠塚 昌文  関西大学 河田 惠昭 

 A5-3 水害被災家屋からの水害廃棄物排出過程に関する調査研究 
  名城大学 ○岡山 朋子  (株)ピーアイ物流企画 伊藤 秀行  京都大学 平山 修久 

 A5-4 首都圏大規模水害における水害廃棄物発生量の推定手法 
  京都大学 ○平山 修久  九州大学 島岡 隆行  岡山大学 藤原 健史 

名城大学 岡山 朋子  関西大学 河田 惠昭 

 A5-5 水害廃棄物の排出過程モデルと収集シミュレーション 
  岡山大学 ○千崎 佑華  岡山大学 藤原 健史  京都大学 平山 修久 

 

Poster 1:  11 月 4 日（木） 金沢市文化ホール 大集会室(2F) 17:00 - 18:15
Poster 2:  11 月 5 日（金） 金沢市文化ホール 大集会室(2F) 13:15 - 14:30
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A6  資源循環評価 
【 11 月 4 日（木） 第 4 会場 13:30 – 14:45 】                            座長：浅利 美鈴(京都大学) 
 

A6-1 循環型社会に対応した廃棄物詳細品目の類型化の検討(第 4 報) 
  (財)日本環境衛生センター ○立尾 浩一  (独)国立環境研究所 山田 正人、遠藤 和人 

 A6-2 記憶媒体、照明及びカード類の分別回収に関する基礎調査 
  京都大学 ○山下 真貴子、浅利 美鈴、酒井 伸一 

 A6-3 適正な資源循環のための製品含有物質情報共有システムの考察 
  (財)地球環境戦略研究機関 ○十時 義明、林 志浩、粟生木 千佳、堀田 康彦、森 秀行 

 A6-4 環境会計の資源循環コスト情報に基づく企業の廃棄物削減評価手法 
  福岡大学 ○林 直行、松藤 康司 

 A6-5 バイオマスタウン構想と策定自治体の傾向 
  (独)国立環境研究所 ○稲葉 陸太、大迫 政浩 

Poster1 A6-6 循環資源の潜在的汚染性管理に向けた情報的措置に関する一考察 
  (財)地球環境戦略研究機関 ○林 志浩、十時 義明、堀田 康彦、森 秀行 

 

A7  廃棄物管理／安全対策 
【 11 月 4 日（木） 第 4 会場 11:00 – 12:30 】                            座長：平井 康宏(京都大学) 
 

 A7-1 中間処理施設に搬入された廃石膏ボードの組成調査      
福岡大学 ○押方 利郎  (株)三和興業 大山 勝寿  (株)クリーンセンター 酒田 雅央 

(有)大牟田エコクリーン 森田 博史  福岡大学 佐藤 研一 

 A7-2 廃石膏ボードリサイクルを支援する廃石膏中フッ素化合物のポータブル・オンサイト分析システムの検討 
  富山高等専門学校 ○澤井 光、間中 淳、袋布 昌幹、丁子 哲治 

 A7-3 不燃ごみの湿潤化による着火抑制試験 
  (財)東京都環境整備公社 ○橋本 治  日本大学 三橋 博巳 

 A7-4 安全設計評価手法 SAD の高度化と SAD アプリケーションの開発 
  早稲田大学 ○関 悠一郎、伊原 克将、切川 卓也、小野田 弘士、永田 勝也 

 A7-5 輸送の効率化による動植物性残さのリサイクル促進に関する研究 
  (株)イーコス ○山口 健俊、加藤 隆行  (株)エコ・フード 熱田 唯史 

 A7-6 植林によるヒートアイランド減少抑制効果の検証 
  早稲田大学 ○山内 崇裕、松尾 圭一郎、椎橋 祐介、永井 祐二、小野田 弘士、永田 勝也 

 

A8  LCA／低炭素社会 
【 11 月 6 日（土） 第 5 会場 9:00 – 10:30 】                           座長：小野田 弘士(早稲田大学) 
 

 A8-1 炭素同位体比による都市ごみ中バイオマス炭素比率の測定 
  京都大学 ○平井 康宏、酒井 伸一 

 A8-2 環境モデル都市における温室効果ガス排出傾向と取組み内容の比較検討 
  (株)九州テクノリサーチ ○佐藤 明史、池隅 達也  北九州市立大学 松永 裕己、松本 亨 

 A8-3 清掃工場における CO2排出削減 
  JFE エンジニアリング(株) ○松井 聰、鈴木 康夫、奥山 契一、内山 武、岩﨑 敏彦 

(株)早稲田環境研究所 牛山 昴夫  早稲田大学 小野田 弘士 

 A8-4 ガス化溶融炉併設型エタノール化施設の環境負荷評価 
  早稲田大学 ○皆川 雅志、石橋 洋一 

 A8-5 消費電力量あたりゴミ処理量を指標とした清掃工場の性能水準変化に関する分析 
  和歌山大学 ○長岡 耕平、吉田 登、金子 泰純 

 A8-6 廃棄物焼却施設の運転管理におけるライフサイクルアセスメント 
  埼玉県環境科学国際センター ○鈴木 和将  JFE テクノリサーチ(株) 大畠 誠 

(独)国立環境研究所 川本 克也 

Poster2 A8-7 統計資料を用いた一般廃棄物焼却施設の LCI データの簡易算定法に関する検討 
  名古屋大学 ○田畑 智博  韓国産業技術研究所 李 一石  宇都宮大学 菱沼 竜男 

(独)産業技術総合研究所 楊 翠芬 

Poster2 A8-8 下水汚泥および一般廃棄物処理インフラ更新の統合管理による温室効果ガス削減効果の評価 
  和歌山大学 ○山本 祐吾  大成建設(株) 乾 裕紀子  和歌山大学 吉田 登 

関西大学 盛岡 通  大阪大学 東海 明宏 
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A9  海外調査／国際的リサイクル 
【 11 月 6 日（土） 第 6 会場 10:45 – 12:00 】                       座長：山田 正人((独）国立環境研究所) 
 

 A9-1 タイ北部を対象としたバイオマス廃棄物利活用の CDM 可能性評価 
  東京理科大学 ○山成 素子、安達 健一、堂脇 清志 

 A9-2 ベトナム国における近未来の都市廃棄物管理システムのシナリオ分析 
  (独)国立環境研究所 ○河井 紘輔、大迫 政浩、山田 正人 

 A9-3 ごみ処理施設運営管理事業経営の現状と課題:日独比較の観点から 
  京都大学 ○芳賀 普隆 

 A9-4 開発途上国廃棄物分野協力プロジェクトにおける社会調査の導入について 
  (独)国際協力機構 ○吉田 充夫 

 A9-5 国際資源循環におけるトレーサビリティの必要性 
  日本貿易振興機構アジア経済研究所 ○小島 道一 

Poster1 A9-6 ミャンマーにおける米生産・加工副産物からのエネルギー回収の可能性評価 
  日本工業大学 ○ユ ヤ、佐藤 茂夫 

 

A10  国際循環・越境移動 
【 11 月 4 日（木） 第 3 会場 11:00 – 12:15 】                        座長：寺園 淳((独）国立環境研究所） 
 

 A10-1 日本海に流入する外国由来ペットボトルの漂流経路 
  鳥取大学 ○岡野 多門、安東 重樹、池田 圭吾、宮崎 義大 

 A10-2 日中間の廃プラ流動と中国の経済状況との関連に関する分析 
  早稲田大学 ○孟 祥鳳 

 A10-3 有害物質管理・資源回収の観点からの金属スクラップの品目・組成調査 
  (独)国立環境研究所 ○寺園 淳  (株)鉄リサイクリング・リサーチ 林 誠一 

(独)国立環境研究所 吉田 綾 

 A10-4 アジア諸国における鉛フローの検討  
  サステイナブルシステムデザイン研究所 ○和田 英樹 

(独)産業技術総合研究所  恒見 清孝、東野 晴行 

 A10-5 アジア・オセアニア域内の FTA 締結が鉛フローに与える影響 ―国際 CGE モデルと国際 MFA モデルの統合分析― 
  (独)産業技術総合研究所 ○山崎 雅人、布施 正暁、牧野 良次 

Poster2 A10-6 スクラップを考慮した銅市場の多国間一般均衡モデル 
  東京大学 ○榊原 知也、玉西 雄三、村上 進亮、山冨 二郎 

Poster2 A10-7 バーゼル条約体制下での使用済み電気・電子製品の貿易に係る制度的課題の整理 
  (財)地球環境戦略研究機関 ○粟生木 千佳、堀田 康彦、ベングソン マグナス 

 

A11  ごみ文化・歴史 
【 11 月 4 日（木） 第 3 会場 9:30 – 10:45 】                    座長：小林 正自郎（JFE エンジニアリング(株)) 
 

 A11-1 慶安 2 年の江戸町触れに関する一試論 
  稲村技術士事務所 ○稲村 光郎 

 A11-2 第二次大戦下の 3R ―「週報」、「写真週報」に見るごみ、資源回収― 
  ごみ文化研究会 ○溝入 茂 

 A11-3 リサイクルという言葉の誕生から 3R への変遷 
  (財)日本環境衛生センター ○大澤 正明 

 A11-4 3R ガバナンスにおける産業界の活動の変遷と役割(容器包装問題を中心に） 

  (株)ダイナックス都市環境研究所 ○山本 耕平  (財)廃棄物研究財団 八木 美雄 

 A11-5 瀬戸内海における遺跡保護のモデルケース 
  北海道大学 ○遠部 慎、松田 朝由、小野 寿美子、畑山 智史、五十嵐 聡江 

Poster1 A11-6 清掃事業を実施する組織の形態と変遷 
  八千代エンジニヤリング(株) ○石井 明男  (財)日本環境衛生センター 速水 章一 

Poster1 A11-7 戦後日本におけるリサイクルの道程 ―古紙の事例にみる― 
  (財)廃棄物研究財団 ○八木 美雄  稲村技術士事務所 稲村 光郎 

Poster 1:  11 月 4 日（木） 金沢市文化ホール 大集会室(2F) 17:00 - 18:15
Poster 2:  11 月 5 日（金） 金沢市文化ホール 大集会室(2F) 13:15 - 14:30
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B1  容器包装・家電リサイクル 
【 11 月 4 日（木） 第 5 会場 11:00 – 12:30 】                   座長：山脇 隆（(社)プラスチック処理促進協会) 

 

 B1-1 容器包装リサイクルプラスチックをフィルムに再生する技術開発 
  広島県立総合技術研究所 ○塚脇 聡、谷口 勝得 

 B1-2 使用済み電気・電子製品の破砕選別における資源性・有害性金属の分配挙動とフロー解析 
  (独)国立環境研究所 ○小口 正弘、肴倉 宏史、寺園 淳、滝上 英孝 

 B1-3 中国都市部の一般世帯における家電等の保有・使用・廃棄状況 
  (独)国立環境研究所 ○吉田 綾、田崎 智宏、寺園 淳 

 B1-4 容器包装を対象とした循環圏の実態と最適規模に関する研究 
  北九州市立大学 ○藤山 淳史、松本 亨、瀬脇 康弘 

 B1-5 プラスチック製容器包装の収集方法の違いが材料リサイクルの環境負荷と環境効率に与える影響 
  東京大学 ○奥野 亜佐子、山本 和夫、中島 典之 

 B1-6 ISM 法によるプラスチック製容器包装リサイクルの問題構造化 
  東京大学 ○中谷 隼、奥野 亜佐子 

 

B2  使用済み自動車・パソコンリサイクル 
【 11 月 5 日（金） 第 7 会場 10:45 – 12:00 】                            座長：行本 正雄（中部大学) 
 

 B2-1 ノートパソコンとその周辺機器の解体解析 
  早稲田大学 ○中嶋 崇史、小野田 弘士、永田 勝也 

 B2-2 超臨界メタノール流体による廃電基板処理の一考察 
  富山県立大学 ○立田 真文、木田 麻衣  興栄商事(株) 岩本 守 

 B2-3 鉄スクラップ価格および ASR 処理実績による自動車リサイクル法の効果測定の試み 
  早稲田大学 永田 勝也、小野田 弘士、切川 卓也、根岸 貴紀、築山 亮、○平松 信人 

 B2-4 自動車に含まれる鉛の削減効果予測 
  京都大学 ○岡田 彬  京都市 岡本 賢吾  京都大学 平井 康宏、酒井 伸一 

 B2-5 高度選別技術による ASR 中 PP の自動車部品利用技術の開発 
  (社)プラスチック処理促進協会 ○山脇  隆、尾崎 吉美  新第一塩ビ(株) 大和 多実男  住友化学(株) 上村 達也 

Poster2 B2-6 使用済みノートパソコン中の金属量 
  (独)国立環境研究所 ○川口 光夫、貴田 晶子 

Poster2 B2-7 リチウムイオン電池のリサイクル技術の研究 
  東京大学 ○山路 悠太、藤田 豊久、ドドビバ ジョルジ 

Poster1 B2-8 酸抽出-固相吸着法による使用済み液晶パネルからのインジウムの回収 
  大阪市立大学 ○水谷 聡、中田 智美、貫上 佳則  金沢大学 長谷川 浩 

 

B3  建設廃棄物リサイクル 
【 11 月 5 日（金） 第 5 会場 9:00 – 10:30 】                     座長：佐藤 明史（(株)九州テクノリサーチ) 
 

 B3-1 リサイクルのための建設廃棄物の細分類について 
  都市リサイクル工学研究所 ○山田 優 

 B3-2 リサイクル石膏を混合した土木資材の硫化水素発生に関する研究 
  福岡大学 ○武下 俊宏  (株)クリーンセンター 酒田 雅央  (株)三和興業 大山 勝寿 

(有)大牟田エコクリーン 森田 博史  福岡大学 押方 利郎、佐藤 研一、樋口 壯太郎 

 B3-3 廃石膏を用いた消化汚泥脱水ろ液からのリン回収に関する研究 
  広島県立総合技術研究所 ○倉本 恵治、冠地 敏栄、日浦 盛夫、後田 俊直 

 B3-4 再生半水石膏により改良された土質材料の力学・溶出特性 
  福岡大学 ○佐藤 研一、押方 利郎、武下 俊宏 

 B3-5 過熱蒸気を用いたアスベスト含有建材の無害化・再資源化技術の開発 その 1 過熱蒸気の効果 
  大旺新洋(株) ○百代 淳一、高浪 哲郎  戸田建設(株) 澤田 晃也、千葉 脩 

西松建設(株) 石渡 寛之 

 B3-6 流動化処理土を用いたベントナイトブロックの適用性 
  西武建設(株) ○成島 誠一、二村 憲太郎  (株)ホージュン 野村 東一郎 

Poster2 B3-7 建設混合廃棄物への湿式破粉砕法の適用性の評価 
  東京大学 ○ドドビバ ジョルジ、藤田 豊久  日本工機(株) 村田 健司 

Poster1 B3-8 建設混合廃棄物破砕選別施設における資源分離能に関する調査 
  北海道大学 ○東條 安匡、安藤 泰明、モンテロ アロンソ、松尾 孝之、松藤 敏彦 

(独)国立環境研究所 山田 正人 

Poster2 B3-9 破砕選別技術システムによる総費用変動の評価(3) 
(独)国立環境研究所 ○山田 正人、遠藤 和人  (財)日本環境衛生センター 立尾 浩一  日本工業大学 小野 雄策 

Poster1 B3-10 過熱蒸気を用いたアスベスト含有建材の無害化・再資源化技術の開発 その 2 アスベスト含有建材処理物の透過型電 
  子顕微鏡による評価 

  西松建設(株) ○石渡 寛之  大旺新洋(株) 高浪 哲郎  戸田建設(株) 澤田 晃也、千葉 脩 

Poster2 B3-11 過熱蒸気を用いたアスベスト含有建材の無害化・再資源化技術の開発 その 3 
  戸田建設(株) ○澤田 晃也、千葉 脩  大旺新洋(株) 高浪 哲郎  西松建設(株) 石渡 寛之 

Poster1 B3-12 竹廃材を含水比調整材として用いたため池底泥の改良効果の検討 
  福岡大学 ○星野 恭平、佐藤 研一、藤川 拓朗  日本国土開発(株) 中島 典昭 
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B4  焼却灰・石こうボードの資源化 
【 11 月 6 日（土） 第 5 会場 10:45 – 12:15 】                     座長：加茂 徹（（独）産業技術総合研究所) 
 
 B4-1 環境用軽量ブロックの製造に関する研究 

  日本工業大学 ○貫井 光男  西堀タイル工業 西堀 英治 

 B4-2 廃石膏ボード粉砕処理物のフィラー材としての再資源化に関する研究 
  広島工業大学 今岡 務  (株)マエダ 広田 成巳  山陽工営(株) 新畑 貴史 

日本道路(株) 長江 力、菅野 厚行、恵谷 紀文  (株)ヒロコン ○細井 啓示 

 B4-3 建設汚泥・軟弱地盤固化材への適用を指向した廃石こうボードからのフッ素化合物の溶出抑制技術の開発  
  富山高等専門学校 ○袋布 昌幹、間中 淳、丁子 哲治  (株)ETS ジャパン 小森 剛 

チヨダウーテ(株) 中野 宏一、藤田 巧 

 B4-4 アルミニウム系制菌材による 石膏からの硫化水素抑制技術 
  吉野石膏(株) ○三浦 真一、山口 雅人  東北大学 高橋 唯、須藤 孝一、井上 千弘 

 B4-5 下水汚泥焼却灰を利用したアスファルト混合物の特性 
  地方(独)岩手県工業技術センター ○佐藤 佳之、佐々木 昭仁、菅原 龍江 

岩手大学 小山田 哲也  (株)NIPPO 尾形 悟、藤原 忠司 

 B4-6 焼却灰を主原料とした混合セメントで作製した硬化体の溶出特性 
  鹿児島工業高等専門学校  ○前野 祐二、三原 めぐみ、長山 昭夫、山口 善敬 

Poster1 B4-7 廃石膏ボードの地盤工学的有効利用時における硫化水素発生評価法としてのバイアル培養法に関する検討 
  (独)国立環境研究所 ○中川 美加子、遠藤 和人、肴倉 宏史、井上 雄三 

Poster2 B4-8 エトリンガイトを用いたリン回収に関する基礎的研究 
  名古屋大学 ○神本 祐樹、西本 諒、市野 良一、興戸 正純 

Poster1 B4-9 焼却飛灰中に含まれるレアメタル元素のキレート抽出に関する基礎検討 
  金沢大学 ○長谷川 浩、江川 侑志、牧 輝弥  大阪市立大学 水谷 聡 

 

B5  プラスチックリサイクル 
【 11 月 4 日（木） 第 6 会場 13:30 – 15:00 】                           座長：早田 輝信（(株)テルム) 

 

 B5-1 ラマン散乱分光法を用いた廃プラスチックからの単一素材回収 ―多変量解析による高精度識別法の検討― 
  近畿大学 河済 博文  近畿大学・(株)サイム ○土田 哲大 

 B5-2 プラスチックに含有されるハロゲンの成形金型に対する影響 
  岐阜県産業技術センター ○今泉 茂巳、大川 香織、形見 武男 

(独)国立環境研究所 滝上 英孝 

 B5-3 熱融着を利用した容器包装リサイクルプラスチックの分離      
   広島大学 ○奥田 哲士、赤坂 勇哉、レディ エムエス、中井 智司、西嶋 渉、岡田 光正 

 B5-4 デカブロモジフェニルエタン含有耐衝撃性ポリスチレンの湿式脱臭素速度 
  東北大学 ○田中 久順、Grause Guido、亀田 知人、吉岡 敏明 

 B5-5 循環溶媒を用いた使用済みエポキシ製電子基板からの有用資源の回収 
  (独)産業技術総合研究所 ○加茂 徹  千葉大学 鄒 卓裔、鈴木 伸 

(独)産業技術総合研究所 安田 肇  千葉大学 足立 真理子、中込 秀樹 

 B5-6 易分解性ポリ乳酸からのエネルギー変換システム ―ポリ乳酸の酵素分解物とメタン発酵― 
  東洋製罐グループ綜合研究所 ○片山 傳喜、吉川 成志、小暮 正人 

Poster2 B5-7 発泡ポリウレタン廃材のケミカルリサイクル ―ホットメルト接着剤への応用― 
  宇都宮大学 ○真壁 浩二、刈込 道徳、木村 隆夫 

Poster1 B5-8 発泡ポリスチレン廃材を利用した天然ゴム系ホットメルト粘着剤の調製と評価 
  宇都宮大学 ○白井 貴士、刈込 道徳、木村 隆夫  リンレイテープ(株) 太田 篤、荒井 一禎 

Poster2 B5-9 廃棄物を原料とした脱塩素剤の開発研究その 1  
     福岡大学 ○若松 恭一  NPO 法人環境技術支援ネットワーク 川島 正穀 

福岡大学 為田 一雄、坂本 晋太朗、高野 治、樋口 壯太郎 

Poster1 B5-10 塩ビ壁紙廃材から得られる炭化物の特性について 
  (株)クレハ環境 福田 弘之、小倉 伸夫、安藤 暁宏、瀬尾 郁夫、○星 昭夫 

Poster2 B5-11 塩ビ系壁紙廃材からの炭化物を用いた廃水処理について 
  (株)クレハ環境 福田 弘之、○小倉 伸夫、安藤 暁宏、瀬尾 郁夫、星 昭夫 

 

Poster 1:  11 月 4 日（木） 金沢市文化ホール 大集会室(2F) 17:00 - 18:15
Poster 2:  11 月 5 日（金） 金沢市文化ホール 大集会室(2F) 13:15 - 14:30
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B6  食品廃棄物・家畜排せつ物の資源化 
【 11 月 4 日（木） 第 7 会場 11:00 – 12:15 】                          座長：中崎 清彦（東京工業大学)  
 

 B6-1 未利用資源の有効利用に関する研究 
  ものつくり大学 櫻井 大八郎  ものつくり大学(現：(株)タナベ) ○深澤 貴之 

 B6-2 トマト茎葉残渣を用いた消臭ペレットの開発 
  明治大学 ○佐藤 佳奈美、木村 啓耶、池浦 博美  カゴメ(株) 宮下 達也、稲熊 隆博 

明治大学 早田 保義 

 B6-3 水蒸気爆砕を用いた落花生殻の有効利用に関する研究      
   東京農業大学 ○本間 文徳、牧 恒雄 

 B6-4 家畜排せつ物と生ごみの堆肥化における悪臭の軽減 
  福島県安達郡大玉村役場・福島大学 ○武田 栄輝  福島大学 佐藤 理夫 

 B6-5 鶏ふん焼却灰からの硫酸を用いたリン化合物回収に関する研究  
  宮崎大学 ○矢野 浩司、土手 裕、関戸 知雄 

Poster1 B6-6 PBSA 分解細菌の単離と 16S rRNA 系統解析 
  山梨大学 ○落合 知、金子 栄廣 

Poster2 B6-7 食品廃棄物(焼酎粕・でん粉粕)を利用した地域資源循環システム 
  鹿児島工業高等専門学校 ○大田 智也、山内 正仁、山田 真義  

鹿児島県農業開発総合センター 大六野 洋 

Poster2 B6-8 食品廃棄物の再生利用に関する環境影響と経済性の評価 
  創価大学 ○高田 美紀、福嶋 和代、長尾 宣夫、丹羽 千明、戸田 龍樹 

Poster1 B6-9 海上輸送による離島の生ごみ広域処理システムの検討 
  北海道大学 ○谷川 昇、古市 徹、石井 一英、近藤 恭平 

Poster2 B6-10 アンケート調査による食品廃棄物のバイオガス化処理実態の解析 
  北海道大学 ○荒木 英美、古市 徹、谷川 昇、石井 一英 

Poster2 B6-11 有機性排水からの懸濁性懸濁物回収システムの開発 
  (株)フジタ ○石川 光祥、酒井 有希、久保田 洋、吉田 耕治、矢島 聡 

(株)サトミ製作所 里見 仁 

Poster1 B6-12 湿潤バイオマス廃棄物の循環利用適正化に関する研究 
  福岡大学 ○澤村 啓美  (独)国立環境研究所 石垣 智基 

龍谷大学 中村 拓朗、井上 愛子、山本 陽介 

 

B7  有機系・無機系リサイクル 
【 11 月 4 日（木） 第 7 会場 9:30 – 10:45 】                    座長：藤原 周史((財）日本環境衛生センター) 

 

 B7-1 可逆凝集を用いたステップ超高圧圧搾による難脱水性有機汚泥の高速減量化技術の開発 
  名古屋大学 ○入谷 英司、片桐 誠之、鷲津 拓也 

 B7-2 回収アオコのエネルギー化に向けた研究 
  日本大学・ジェコス(株) ○大松澤 季宏  日本大学 大木 宜章、高橋 岩仁、小野 隆幸 

 B7-3 乾式メタン発酵基質としての公共下水道処理汚泥の組成変動調査 
  広島県立総合技術研究所 ○冠地 敏栄、山本 竜治、岡本 拓 

 B7-4 未利用バイオマスの炭化処理による燃料化 
  石川工業高等専門学校 ○神座 豊、高野 典礼  金沢大学 池本 良子 

 B7-5 ごみ焼却飛灰からのリチウム回収 
  立命館大学 武田 信生  ダイネン(株) 向井 明、○内海 尚樹 

Poster2 B7-6 加圧法による湿潤バイオマス炭化物からのリン抽出条件最適化 
  兵庫県立大学 ○西岡 洋、西澤 悠祐、武尾 正弘、村松 康司  (株)白滝有機産業 福永 泰幸 

(財)新産業創造研究機構 大隈 修 

Poster2 B7-7 炭化汚泥からのリン酸アルミニウム回収 
  四日市大学 ○高橋 正昭、武本 行正、村井 丈仁 

Poster1 B7-8 溶剤含有廃棄物の引火抑制技術の開発 
  広島県立総合技術研究所 ○橋本 寿之  広島大学 奥田 哲士 

Poster2 B7-9 沈水植物由来のメタン発酵消化液の肥効評価      
     (株)フジタ ○小林 紀子、酒井 有希、久保田 洋、吉田 耕治、袋 昭太、矢島 聡 

Poster2 B7-10 木質系バイオマスエネルギー利用実態のアンケート調査による分析 
  北海道大学 ○石井 一英、古市 徹、谷川 昇、橋本 翔伍 

Poster1 B7-11 攪拌摩擦熱による食品系未利用資源の高速脱水 
  宇都宮大学 ○北村 里香、岩渕 和則  (株)カワタ 青木 武  グリーンエコ合同会社 安田 忠司 
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B8  バイオマスリサイクル 
【 11 月 4 日（木） 第 7 会場 13:30 – 14:45 】                       座長：井上 雄三((独）国立環境研究所） 
 

 B8-1 食品廃棄物由来飼料を利用した精肉の消費者受容性と情報提供の効果 
  芝浦工業大学 ○栗島 英明  宇都宮大学 菱沼 竜男  (独)産業技術総合研究所 玄地 裕 

 B8-2 乳酸を用いた嫌気性水素発酵に及ぼす有機酸の影響 
  東北大学 ○五十嵐 政成、亀田 知人、吉岡 敏明 

 B8-3 家庭系廃食用油の賦存量と回収量に関する都市間比較 
  京都大学 ○矢野 順也、平井 康宏、浅利 美鈴  (株)アーシン 出口 晋吾 

(財)京都高度技術研究所 中村 一夫  京都大学 酒井 伸一 

 B8-4 循環型社会形成のための社会経済的変換技術に関する考察(メタン発酵消化液の液肥利用を事例として) 

  長崎大学 ○遠藤 はる奈、中村 修 

 B8-5 京都バイオサイクルプロジェクト ガス化メタノール合成技術開発(第 3 報) 

  (財)京都高度技術研究所 中村 一夫  (財)京都高度技術研究所・京都市 堀 寛明  京都大学 酒井 伸一 

(株)タクマ ○原田 等、井藤 宗親、鮫島 良二 

Poster2 B8-6 焼酎蒸留粕からの高温乳酸菌の分離の試みと利用方法の一考察 
  鹿児島工業高等専門学校 ○黒田 恭平、山田 真義  長岡技術科学大学 山口 隆司、川上 周司 

鹿児島大学 八木 史郎  鹿児島工業高等専門学校 山内 正仁 

 

B9  バイオガス化 
【 11 月 5 日（金） 第 7 会場 9:00 – 10:15 】                            座長：木田 建次（熊本大学) 
 
 B9-1 稲わらの膨張軟化処理によるメタン発酵の促進 

  金沢大学 ○大月 紳司、池本 良子  石川工業高等専門学校 高野 典礼 

 B9-2 高温可溶化技術を利用した下水汚泥の高効率メタン発酵技術に関する研究 
  長崎総合科学大学 ○中道 隆広  北里大学 中島 琢自  日本分析科学専門学校 甲斐 穂高 

別府大学 高松 伸枝  北里大学 高橋 洋子  長崎総合科学大学 石橋 康弘 

 B9-3 ソース工場排水を用いたバイオガス発電の連続運転試験 
  ヤンマー(株) ○時 秀樹、畠田 裕久  オリバーソース(株) 道満 善弘、佐藤 学 

 B9-4 先進型高効率乾式メタン発酵システム実験事業(第 4 報) ―3 年間の実験システムの運転状況― 
  穂高広域施設組合 二條 久男  (株)東洋設計 ○西嶋 真幸 

 B9-5 都心型バイオガスシステムの開発 
  (株)竹中工務店 ○加藤 利崇、水谷 敦司、井上 雅庸  (株)神鋼環境ソリューション 塩田 憲明 

Poster1 B9-6 さまざまな有機性廃棄物のメタン発酵処理における炭素および肥料成分収支 
  北海道大学(現：JFE エンジニアリング(株)) ○板倉 彩夏  北海道大学 松藤 敏彦、張 会均、東條 安匡 

Poster2 B9-7 生ごみと下水汚泥の混合有機物による超高温可溶化の効果 
  (株)大林組 ○山本 縁、千野 裕之、溝田 陽子 

 

B10  バイオディ－ゼル／エタノール化 
【 11 月 6 日（土） 第 4 会場 9:00 – 10:30 】                           座長：末原 憲一郎（三重大学) 
 

 B10-1 Ni/Al2O3および Ru/Al2O3触媒によるグリセリンの接触水蒸気改質 
  群馬県立群馬産業技術センター ○鈴木 崇  桐生ガス(株) 村上 恵理、木村 光 

 B10-2 食品卸業を拠点とするバイオディーゼル燃料実証試験 
  福島大学 ○佐藤 理夫、横山 義仁  福島大学(現：福島県双葉郡浪江町役場) 志賀 隆寿 

福島大学 尾形 宏樹、志賀 雄太、山川 晃広、鈴木 矩史  (株)岩見 岩見 政弘、岩見 孝之、斉藤 充志 

 B10-3 多様なバイオマスを原料としたエタノール製造プロセスに関する研究 
  大成建設(株) ○山本 哲史、斎藤 祐二 

 B10-4 ヨシ群落を利用した湖沼の水質改善とヨシ等の有効利用技術(バイオマスエタノール等)に関する研究 
  福井県衛生環境研究センター ○南部 浩孝、片谷 千恵子  福井県 石田 敏一 

福井県衛生環境研究センター 小川 綾子 

 B10-5 食品廃棄物エタノール化リサイクルシステムについて 
  新日鉄エンジニアリング(株) ○前川 夏季、加藤 也寸彦、木内 崇文、Suthasinee Praneetrattananon、日高 亮太 

 B10-6 トラッブグリースの性状評価と第二世代 BDF 化への品質向上化技術の開発 
  (独)国立環境研究所 ○倉持 秀敏  兵庫県立大学 前田 光治  (独)国立環境研究所 大迫 政浩 

Poster1 B10-7 廃グリセリンのメタン発酵に及ぼすメタノールの影響 
  日本工業大学 ○関根 克勇、佐藤 茂夫 

Poster2 B10-8 孟宗竹熱水・エタノール抽出物の植物発芽への影響 
  金沢工業大学 ○土佐  光司  大平洋特殊鋳造(株) 金澤 達実 

Poster1 B10-9 中等度好熱菌 Thermobacillus composti のキシラン分解に関する研究 
  創価大学 ○渡邉 啓子、中根 優子、中川 香奈子  県立広島大学 阪口 利文  創価大学 黒沢 則夫 

Poster2 B10-10 水生植物 Wolffia arrhiza からのバイオエタノール生産方法の検討 
  大阪大学 三嶋 大介、國木 徳、清 和成、○惣田 訓、池 道彦 

Poster 1:  11 月 4 日（木） 金沢市文化ホール 大集会室(2F) 17:00 - 18:15
Poster 2:  11 月 5 日（金） 金沢市文化ホール 大集会室(2F) 13:15 - 14:30
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C1  焼却技術 
【 11 月 4 日（木） 第 6 会場 11:00 – 12:30 】                            座長：高岡 昌輝（京都大学) 
 
 C1-1 次世代型ストーカ式焼却炉の運転状況報告 

  JFE エンジニアリング(株) ○傳田 知広、中山 剛、木ノ下 誠二、中川 知紀、鮎川 将 

 C1-2 多層燃焼技術による下水汚泥流動焼却炉からの N2O 排出抑制効果について 
  メタウォーター(株) ○服部 修策、山本 昌幸、佐々木 統一郎、神谷 幸資 

 C1-3 廃棄物焼却炉等における CH4、N2O 排出係数の追跡調査 
  (独)国立環境研究所 ○安田 憲二  龍谷大学 占部 武生  京都大学 高岡 昌輝 

 C1-4 ダイオキシン類総排出量の低減とプラント運転条件 
  三機工業(株) 宮田 治男、○古橋 誠  (独)国立環境研究所 川本 克也 

 C1-5 焼却施設における低炭素・循環型社会適合性評価指標の開発 
  (独)国立環境研究所 ○川本 克也  JFE テクノリサーチ(株) 大畠 誠 

埼玉県環境科学国際センター 鈴木 和将 

 C1-6 都市ごみ全連続式焼却施設における排ガス処理設備の設置状況 
  北海道大学 ○松藤 敏彦  (株)タクマ 鮫島 良二、松本 暁洋 

Poster1 C1-7 産業廃棄物焼却炉排ガス洗浄排水を対象としたふっ素化合物モニタリング装置の開発 
  (株)クレハ環境 小林 正喜、○北沢 琢也、渡邊 真紀子 

Poster2 C1-8 PVC 燃焼時のガス状有機塩素の発生に及ぼす燃焼速度、酸素濃度、燃焼温度の影響 
  大阪工業大学 ○川畑 義弘、渡辺 信久 

 

C2  熱分解・ガス化 
【 11 月 5 日（金） 第 6 会場 9:00 – 10:15 】                          座長：古林 通孝（日立造船(株)) 
 
 C2-1 下水汚泥および木質バイオマスのガス化挙動に関する研究 

  メタウォーター(株) ○佐々木 統一郎、渡辺 直人  名古屋大学 板谷 義紀、小林 信介、岩津 啓高 

 C2-2 都市ごみ炭化物からの塩素除去を目的とした塩素の存在形態の把握 
  北海道大学(現：新日鉄エンジニアリング(株)) ○西本 薫  北海道大学 黄 仁姫、松藤 敏彦、松尾 孝之 

IHI Europe Ltd. 上野 俊一郎  (株)IHI 環境エンジニアリング 柴田 卓 

 C2-3 RPF・木質バイオマス混合物の熱分解ガス化・水蒸気改質特性 
  工学院大学 ○小林 潤  (独)国立環境研究所 川本 克也 

 C2-4 シャフト炉式ガス化溶融炉における他工場高灰分ごみ処理 PFI 事業の運営状況 
  新日鉄エンジニアリング(株) ○牧志 諒  日鉄環境プラントソリューションズ(株) 真名子 一隆 

新日鉄エンジニアリング(株) 泉屋 亨  (株)鳴海クリーンシステム 俵 洋一 

 C2-5 大型流動床式ガス化溶融施設(相模原市南清掃工場)の稼働状況 
  (株)神鋼環境ソリューション ○島倉 久範、田中 祥起、佐藤 義一、坂田 和昭 

Poster1 C2-6 木質・RPF 混合試料ガス化・改質からのダイオキシン類, PAHs および BTX の排出特性 
  (独)国立環境研究所 ○元木 俊幸  工学院大学 小林 潤  (独)国立環境研究所 川本 克也 

Poster2 C2-7 都市ごみの水熱処理による固形燃料化に関する研究 
  北海道大学 ○黄 仁姫、青山 普哉  北海道大学(現：三機工業(株)) 仲岸 達紘 

北海道大学 松藤 敏彦、松尾 孝之 

 

C3  排ガス処理 
【 11 月 6 日（土） 第 6 会場 9:00 – 10:30 】                           座長：増田 孝弘（(株)タクマ) 
 
 C3-1 CO2分解率に及ぼす衝撃加熱温度及び鉄粉の影響 

  東邦大学 ○石川 恭央、鈴木 実 

 C3-2 小型活性炭吸着塔による微量有害物質の高効率除去 
  JFE エンジニアリング(株) ○平山 敦、長尾 厚志、鮎川 将、木村 陽介、薄木 徹也 

 C3-3 ダイオキシン類生成に及ぼす水蒸気分圧および燃焼物質中の含水率の影響 
  大阪大学 ○小嶋 俊亮、川端 弘俊、小野 英樹  阪和興業(株) 秋田 壮一 

福井工業大学 碓井 建夫 

 C3-4 都市ごみ焼却排ガス中水銀の乾式除去に関する研究 
  北海道大学（現：(株)タクマ） ○美濃谷 広  北海道大学 黄 仁姫、松藤 敏彦、松尾 孝之 

 C3-5 飛灰中重金属の塩化物・酸化物の共存が芳香族有機塩素化合物の生成に与える影響 
  京都大学・(独)国立環境研究所 ○藤森 崇  京都大学 谷野 佑太、高岡 昌輝 

 C3-6 紫外線照射による一般廃棄物焼却飛灰中の鉛の不溶化とその化学形態変化 
  福岡大学 ○吉田 英史、藤川 拓朗  (独)国立環境研究所 肴倉 宏史、藤森 崇 

福岡大学 佐藤 研一 

Poster1 C3-7 都市ごみ焼却排ガスからの金属回収と飛灰の毒性低減に関する基礎的検討 
  山梨大学（現：(株)タクマ） ○田宝 直樹  山梨大学 金子 栄廣 

Poster2 C3-8 都市ごみ焼却施設から排出される PM2.5 等微小粒子の挙動 
  京都大学 ○今井 玄哉、塩田 憲司、高岡 昌輝、大下 和徹、水野 忠雄、森澤 眞輔 
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C4  溶融スラグ／焼却残渣 
【 11 月 5 日（金） 第 6 会場 10:45 – 12:15 】                座長：谷川 昇（(財)日本産業廃棄物処理振興センター)  
 

 C4-1 産業廃棄物溶融スラグ配合アスファルト混合物の試験舗装 
  新日鉄エンジニアリング(株) 伊能 泰夫、○田中 宏和 

 C4-2 焼却灰リサイクルにおける焼成処理の特徴 
  (株)アクトリー ○田中 努、西尾 修、川南 吉弘、西田 直史、増井 芽 

 C4-3 溶融スラグの free-CaO に起因するコンクリートのポップアウト現象に及ぼす石灰石粒径および溶融時間の影響 
  宮城大学 ○北辻 政文 

 C4-4 都市ごみ溶融スラグの重金属溶出に対するサブミクロン微粒子の影響 
  宮崎大学 ○関戸 知雄、土手 裕、尾上 幸造、中澤 隆雄  (独)国立環境研究所 肴倉 宏史 

 C4-5 溶融スラグの結晶性と鉛溶出挙動との関係 
  (株)クボタ ○釜田 陽介、佐藤 淳、上林 史朗、阿部 清一 

 C4-6 焼却・溶融実処理プロセスにおける希少金属等 54 元素の分配と変動 
  (独)国立環境研究所 ○肴倉 宏史、小口 正弘、寺園 淳 

Poster1 C4-7 飛灰の鉛安定化性能を有するリン酸アルミニウムの鶏ふん焼却灰からの合成 
  菱光石灰工業(株) ○貝掛 勝也、角森 道人  宮崎大学 関戸 知雄、土手 裕 

Poster2 C4-8 溶融炉内における処理物中塩化物、可燃物濃度と重金属揮散率との関係 
  (株)クボタ 釜田 陽介、○立道 隆幸、佐藤 淳、上林 史朗、阿部 清一 

Poster1 C4-9 都市ごみ焼却施設煙道で分級捕集された飛灰中鉛、カドミウム、クロムの化学形態分析  
         京都大学 ○塩田 憲司、今井 玄哉、高岡 昌輝、大下 和徹、森澤 眞輔 

Poster2 C4-10 可燃物混合溶融による溶融炉燃比低減効果   
  (株)クボタ ○寳正 史樹、黒石 智、向井 哲一郎、上林 史朗、阿部 清一 

Poster2 C4-11 都市ごみ焼却灰中の放射性核種 
  明治大学 ○岩鼻 雄基  (株)リガク 大渕 敦司  東京大学 小池 裕也 

明治大学 北野 大、中村 利廣 

Poster1 C4-12 ハンディ型のプラズマ発光分析装置を用いた焼却灰・飛灰中の Pb の現場分析手法 
  (株)マイクロエミッション ○山本 保、中山 慶子、皆巳 純、山田 恭子、辰巳 秀二 

(株)アクトリー 田中 孝二郎、増井 芽 

Poster2 C4-13 紫外線照射を用いた焼却残渣中の重金属不溶化法の開発 
  福岡大学 ○藤川 拓朗、佐藤 研一  (独)国立環境研究所 肴倉 宏史 

Poster2 C4-14 一般廃棄物焼却残さ中のパラジウム、白金の分析と賦存量に関する研究 
  京都大学 ○角 壯志、高岡 昌輝、大下 和徹、水野 忠雄、森澤 眞輔 

Poster1 C4-15 マイクロバブル浮選による都市ごみ焼却飛灰中有機塩素化合物の分離除去に関する研究 
  京都大学 ○李 艶林、高岡 昌輝、大下 和徹、水野 忠雄、森澤 眞輔、塩田 憲司 

Poster2 C4-16 酸洗浄灰におけるヒ素及びセレンの再溶出機構及びその防止策の検討 
  東北大学 ○柏倉 俊介  相馬環境サービス(株) 熊谷 祐一  (株)大林組 久保 博 

東北大学 我妻 和明、長坂 徹也 

 

C5  ごみ発電・熱回収 
【 11 月 4 日（木） 第 6 会場 9:30 – 10:45 】                       座長：安田 憲二((独）国立環境研究所） 
 
 C5-1 川越市資源化センター熱回収施設の稼働状況 

  (株)神鋼環境ソリューション 青木 勇、○黒岡 達男、小野 雄基 

神鋼環境メンテナンス(株) 西野 直 

 C5-2 実績運転データの分析に基づくごみ発電の考察 
  東京電機大学 ○菅原 秀雄、加藤 政一、青柳 雄大 

 C5-3 産業廃棄物焼却施設における発電・熱利用の実態 
  (株)アーシン ○吉川 克彦、浦邊 真郎  (株)エックス都市研究所 西川 光善、澤地 實 

 C5-4 高温ガス化直接溶融炉におけるコークス使用量削減に関する研究 
  JFE エンジニアリング(株) ○中山 剛、植竹 規人、秋山 肇、吉田 朋広 

 C5-5 バイオオイルの技術開発評価と普及策に関する検討 
  早稲田大学 ○吉村 玄、高野 惇、西宮 徳一、小野田 弘士、永田 勝也 

Poster1 C5-6 エネルギー自立型堆肥・炭化プロセスの開発(炭化設備の導入) 

  (財)新産業創造研究機構 大隈 修  関西大学 林 順一  (株)白滝有機産業 福永 泰幸、足立 義男 

(株)アクトリー 増井 芽、○西田 直史、田中 努 

Poster2 C5-7 清掃工場排水の排熱利用水再生システム 
  東京ガス(株) ○西尾 晋、土屋 吉巳、片山 州央  東京二十三区清掃一部事務組合 塚越 浩 

(株)ササクラ 紀平 幸則、中野 秀俊 

Poster2 C5-8 運転データから見た一般廃棄物焼却施設における発電効率の向上に関する検討 
  大阪市立環境科学研究所 ○高倉 晃人  大阪市立大学 Craig Farnham 

大阪市立環境科学研究所 桝元 慶子  大阪市立大学 中尾 正喜 



 

- 19 - 
 

 

 

一 般 セ ッ シ ョ ン 
    

D1  埋立地工法・しゃ水 
【 11 月 4 日（木） 第 2 会場 9:30 – 10:45 】                          座長：大野 文良(清水建設（株）） 
 
 D1-1 遮水シートの水圧膨張実験における応力緩和 

  土木シート技術協会 ○近藤 三樹郎  DOWA エコシステム(株) 狩野 真吾 

ダイニック・ジュノ(株) 清水 昭二  土木シート技術協会 岩井 勉  シーアイ化成(株) 渡部 直人 

 D1-2 遮水シートの水圧膨張実験でのクリープ特性 
  DOWA エコシステム(株) ○狩野 真吾  土木シート技術協会 近藤 三樹郎 

ダイニック・ジュノ(株) 清水 昭二  三菱樹脂(株) 鳥居 一春  東洋紡績(株) 石川 雅洋 

 D1-3 基盤の沈下を模擬した大型土槽実験における遮水シートの変形挙動(2) 
  NPO 法人最終処分場技術システム研究協会 ○宇佐見 貞彦、柴田 健司、加納 光 

宇都宮大学 今泉 繁良 

 D1-4 廃棄物最終処分場等における高機能土構造物構築方法の実用化研究(その 2) 
  旭化成ジオテック(株) ○安藤 彰宣  （有）泉商会 松尾 俊和  福岡大学 樋口 壯太郎 

 D1-5 3R とエコ処分場の機能と役割について 
  (株)エイト日本技術開発 ○宮澤 俊介  大成建設(株) 臼井 直人  飛島建設(株) 関 眞一 

(株)建設技術研究所 岡田 敬志  (有)ジョインテック 朴 升鐸  八千代エンジニヤリング(株) 吉村 裕明 

(株)建設技術研究所 福本 二也  パシフィックコンサルタンツ(株) 下村 由次郎 

NPO・LSCS 研 花嶋 正孝、古市 徹 

Poster1 D1-6 材質の異なる遮水層境界の透水性に関する研究 
  (株)大林組 ○柴田 健司、石田 道彦、小竹 茂夫  大林道路(株) 堀 浩明 

Poster2 D1-7 局所沈下を受けるベントナイト混合土層の亀裂発生現象とジオネット敷設効果 
  宇都宮大学 ○今泉 繁良  日本アドックス(株) 工藤 賢悟  宇都宮大学 金子 浩之 

Poster1 D1-8 鉛直ガス抜き管と水平ガス回収層のガス回収効果の違い 
  (独)国立環境研究所 ○石森 洋行、遠藤 和人、山田 正人 

Poster2 D1-9 一般廃棄物最終処分場における水処理施設の最適管理手法 
  千葉県環境研究センター ○大石 修、藤村 葉子、小島 博義、吉澤 正、栗原 正憲 

東葛飾県民センター 伊藤 康子 

 

D2  海面埋立(1) 
【 11 月 5 日（金） 第 4 会場 9:00 – 10:30 】                       座長：遠藤 和人((独）国立環境研究所） 
 
 D2-1 海面処分場における廃棄物管理データベースの構築 

国土技術政策総合研究所 數土 勉、有賀 藍 

 (財)港湾空間高度化環境研究センター 小田 勝也、田中 裕一、○田中 裕作 

 D2-2 海面処分場における保有水等挙動予測モデルのパラメータ適合方法 
  国土技術政策総合研究所 數土 勉、有賀 藍 

(財)港湾空間高度化環境研究センター 小田 勝也、○田中 裕一、田中 裕作 

 D2-3 簡易収支モデルを用いた海面廃棄物処分場の財政収支に関する一検討 
  国土技術政策総合研究所 ○數土 勉、有賀 藍 

(財)港湾空間高度化環境研究センター 小田 勝也、田中 裕一 

 D2-4 廃棄物海面処分場の受益と負担のあり方に関する検討 
  国土技術政策総合研究所 數土 勉、有賀 藍 

(財)港湾空間高度化環境研究センター ○小田 勝也、田中 裕一 

 D2-5 薄層埋立工法における沈降・めり込み現象の数値解析的検討 ―基礎編― 
  (株)地層科学研究所 ○河原 裕徳、磯部 有作  (財)日本環境衛生センター 大野 博之 

東京大学 登坂 博行  (財)日本環境衛生センター 八村 智明 

(財)愛知臨海環境整備センター 武馬 雅志、大嶋 真由子 

 D2-6 薄層埋立工法における沈降・めり込み現象の数値解析的検討 ―現場実験編― 
  (株)地層科学研究所 ○磯部 有作、河原 裕徳  (財)日本環境衛生センター 大野 博之 

東京大学 登坂 博行  (財)日本環境衛生センター 八村 智明 

(財)愛知臨海環境整備センター 武馬 雅志、大嶋 真由子 

Poster2 D2-7 海面廃棄物処分場跡地の安定化状況調査 
  室蘭工業大学 ○吉田 英樹 

 

Poster 1:  11 月 4 日（木） 金沢市文化ホール 大集会室(2F) 17:00 - 18:15
Poster 2:  11 月 5 日（金） 金沢市文化ホール 大集会室(2F) 13:15 - 14:30
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D3  海面埋立(2) 
【 11 月 5 日（金） 第 4 会場 10:45 – 12:15 】                          座長：吉田 英樹（室蘭工業大学) 
 
 D3-1 神戸沖埋立処分場における廃棄物の試験盛土と締固め管理 

  大阪湾広域臨海環境整備センター ○荒池 仁  クリーン神戸リサイクル(株) 栗田 聡也 

応用地質(株) 野並 賢、木村 好延  京都大学 乾 徹 

 D3-2 神戸沖埋立処分場における廃棄物の締固め管理のための透水性および支持力の評価 
  大阪湾広域臨海環境整備センター 荒池 仁  クリーン神戸リサイクル(株) 栗田 聡也 

応用地質(株) ○野並 賢、塚本 登士  京都大学 乾 徹 

 D3-3 神戸沖埋立処分場の内水にかかる鋼構造物の腐食環境 
  大阪湾広域臨海環境整備センター 荒池 仁、高田 光康  クリーン神戸リサイクル(株) 太田 敏一 

日本防蝕工業(株) ○佐藤 俊二、小形 宏一 

 D3-4 基礎杭打設による海面処分場の底面遮水工に与える短期的影響(杭先端部)の考察 
  中電技術コンサルタント(株) ○蔦川 徹  呉工業高等専門学校 森脇 武夫 

(株)日本触媒 服部 晃、岡本 功一  中電技術コンサルタント(株) 平尾 隆行、眞田 一磨 

 D3-5 音波探査を用いた海面廃棄物最終処分場の廃棄物投入状況等の把握 
  (財)愛知臨海環境整備センター ○武馬 雅志、大嶋 真由子 

(財)日本環境衛生センター 大渡 俊典、松本 謙二、宮原 哲也、大野 博之、八村 智明 

 D3-6 廃棄物の海面埋立を想定した段階投入によってモデル廃棄物が底面粘土層に及ぼす影響 
  (財)日本環境衛生センター ○永岡 修一  福岡大学 佐藤 研一  名古屋大学 山田 正太郎 

(財)日本環境衛生センター 八村 智明、大野 博之、大渡 俊典、宮原 哲也 

(財)愛知臨海環境整備センター 武馬 雅志、大嶋 真由子 

Poster1 D3-7 不燃破砕残渣の海面埋め立て時の汚濁成分の溶出挙動 
  明星大学 ○安藤 朋、宮脇 健太郎 

Poster2 D3-8 微生物学的知見に基づく海面埋立処分場安定化評価指標の検討 
  産業医科大学 ○福田 和正  大阪湾広域臨海環境整備センター 高田 光康 

(財)廃棄物研究財団 東海林 俊吉、八木 美雄  産業医科大学 谷口 初美 

福岡県リサイクル総合研究センター 花嶋 正孝 

 

D4  埋立地内有害物質等の挙動 
【 11 月 4 日（木） 第 2 会場 11:00 – 12:15 】                           座長：宮脇 健太郎（明星大学) 
 

 D4-1 最終処分場埋立廃棄物の性状および焼却灰の化学組成 
  早稲田大学 ○片岡 咲恵、北瀬(村上) 晶子、香村 一夫  千葉県環境研究センター 栗原 正憲 

 D4-2 都市ごみ焼却残渣からの多環芳香族炭化水素抽出溶媒の検討 
  北海道大学 ○佐藤 昌宏、東條 安匡  埼玉県環境科学国際センター 倉田 泰人 

北海道大学 松尾 孝之、松藤 敏彦 

 D4-3 浸出水及び埋立廃棄物から抽出される有機物組成の検討 
  福岡県保健環境研究所 ○志水 信弘  (財)福岡県環境保全公社 梶原 佑介、土田 大輔 

福岡県保健環境研究所 濱村 研吾、永瀬 誠、池浦 太荘 

 D4-4 リン酸処理による溶融スラグ中重金属の不溶化メカニズムに関する研究 
  九州大学 ○坂井 仁、高橋 史武、島岡 隆行 

 D4-5 pH 依存性試験に供した一般廃棄物焼却飛灰残渣中の鉛の化学形態変化と溶出性 
  九州大学 ○高橋 史武  パシフィックコンサルタンツ(株) 叶 琢磨  九州大学 島岡 隆行 

Poster2 D4-6 一般廃棄物最終処分場浸出水中の 1,4-ジオキサンに関する考察 
  埼玉県環境科学国際センター ○倉田 泰人 

Poster1 D4-7 CRT ガラスからの鉛溶出挙動に及ぼす土壌の影響 
  (独)産業技術総合研究所 ○杉田 創、井本 由香利、山下 勝  (独)国立環境研究所 肴倉 宏史 

(独)産業技術総合研究所 赤井 智子、駒井 武 

Poster2 D4-8 RO 膜による廃棄物最終処分場浸出水中のホウ素およびフッ素等の除去に関する研究 
  (独)国立環境研究所 ○成岡 朋弘、山田 正人  東レ(株) 中辻 宏治、富岡 洋樹、辺見 昌弘 

Poster1 D4-9 処分場浸出水中の有機フッ素化合物の活性炭処理による除去 
  大阪湾広域臨海環境整備センター ○高田 光康、樋口 進  (財)ひょうご環境創造協会 中野 武 

Poster2 D4-10 水平型浸透性反応層(HPRB)による有害物質捕捉技術の長期性能評価 
  埼玉県環境科学国際センター ○渡辺 洋一、川嵜 幹生、磯部 友護、鈴木 和将 

日本工業大学 小野 雄策  (独)国立環境研究所 山田 正人、遠藤 和人 

Poster1 D4-11 セメント固化された飛灰からの元素溶出挙動におけるバッチ試験とカラム試験の比較 
  早稲田大学 ○竹下 恭平、所 千晴  DOWA エコシステム(株) 川上 智 

Poster2 D4-12 富士・箱根火山起源の関東ロームが有する重金属吸着能について 
  早稲田大学 ○西田 洋平、鶴田 正樹  早稲田大学・(株)東芝 齋藤 真喜 

早稲田大学・(株)清水建設 馬場 直紀  早稲田大学 香村 一夫 

Poster1 D4-13 九州南部に分布するシラスの汚染水浄化特性 
  早稲田大学 ○鶴田 正樹、香村 一夫  早稲田大学・清水建設(株) 馬場 直紀 

早稲田大学・ノバルティスファーマ(株) 山中 麻衣  鹿児島大学 志賀 美英 

 

Poster 1:  11 月 4 日（木） 金沢市文化ホール 大集会室(2F) 17:00 - 18:15
Poster 2:  11 月 5 日（金） 金沢市文化ホール 大集会室(2F) 13:15 - 14:30
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D5  埋立ガス 
【 11 月 6 日（土） 第 4 会場 10:45 – 12:00 】                   座長：渡辺 洋一（埼玉県環境科学国際センター） 
 
 D5-1 廃棄物埋立地における埋立ガス放出に植生が及ぼす影響に関する基礎的研究 

  九州大学 ○高橋 麻由、中山 裕文、島岡 隆行  同済大学 柴 暁利 

 D5-2 廃棄物埋立地からのメタンガス排出量算定に用いられる排出係数の検討 
  龍谷大学 ○東川 拓司、占部 武生  (独)国立環境研究所 石垣 智基、遠藤 和人、山田 正人 

滋賀県環境事業公社 成宮 等 

 D5-3 大型埋立実験槽を用いたガス化率予測モデル式の妥当性に関する研究 
  福岡大学 ○平田 修、松藤 康司、立藤 綾子、柳瀬 龍二 

 D5-4 廃棄物埋立地における亜酸化窒素ガスの排出実態に関する調査 
  (独)国立環境研究所 ○石垣 智基  龍谷大学 古田 祐介、伊賀 友亮 

(独)国立環境研究所 山田 正人 

 D5-5 廃石膏ボードの埋立処分に伴う硫化水素の発生抑制に関する基礎研究(第 3 報) 

  福岡大学 ○正本 博士、橋川 祐樹、石松 卓也、重松  幹二、松藤 康司、柳瀬 龍二 

  

D6  埋立地早期安定化 
【 11 月 4 日（木） 第 2 会場 13:30 – 15:00 】                           座長：東條 安匡（北海道大学） 

 

 D6-1 ドライフォグ状酸化剤注入による最終処分場の早期安定化技術 その 2  
  福岡大学 ○為田 一雄  西日本環境リサーチ(株) 内田 正信  3M Korea Co.,Ltd. 趙 銀娥 

福岡大学 樋口 壯太郎  (財)福岡県環境保全公社 花嶋 正孝 

 D6-2 管理型最終処分場における電気伝導率の深度分布とイオン類の評価 
  福井県衛生環境研究センター ○田中 宏和、森陰 早也香、長谷川 耕治、吉田 耕一郎 

(独)国立環境研究所 山田 正人、遠藤 和人、石垣 智基  福井資源化工(株) 藤井 直幸、大家 清紀 

 D6-3 廃棄物最終処分場の微生物機能評価用 DNA マイクロアレイを用いた安定化特性因子の抽出 
  龍谷大学 ○濱田 真樹、小林 泰士、石田 明希、占部 武生  (独)国立環境研究所 石垣 智基 

大阪大学 澤村 啓美  福岡大学 清 和成、井上 大介 

 D6-4 管理型処分場における産業廃棄物の掘削・移動に伴う対応策について 
  クリーン開発(株) 三浦 洋次、原田 衛、川﨑 耕二、○瀬戸口 正海  福岡大学 柳瀬 龍二 

 D6-5 管理型最終処分場の廃止基準に関する考察(7) 
  埼玉県環境科学国際センター ○長森 正尚  (独)国立環境研究所 山田 正人、石垣 智基 

日本工業大学 小野 雄策 

 D6-6 準好気性埋立地における空気の流れに関する考察 
  福岡大学 ○柳瀬 龍二、松藤 康司  福岡市 境 道啓、田代 武夫、中冨 重雄 

Poster2 D6-7 焼却灰主体の埋立層の有機物量と浸出水 pH に与える通気量と有機物添加の影響 
  復建調査設計(株) ○朝倉 宏  (独)国立環境研究所 遠藤 和人、山田 正人 

日本工業大学 小野 雄策  京都工芸繊維大学 小野 芳郎 

Poster2 D6-8 被覆型最終処分場対応早期廃止技術の実証研究(その 2) 
  松尾設計研究グループ ○海老原 正明、清永 定光、又吉 康治、落合 勝幸、清水 剛、寺嶋 利幸 

福岡大学 武下 俊宏、樋口 壮太郎、押方 利郎  (財)福岡県環境保全公社 花嶋 正孝 

Poster1 D6-9 廃棄物最終処分場のライフサイクルコストに関する一考察 
  (独)国立環境研究所 ○遠藤 和人、山田 正人、井上 雄三  日本工業大学 小野 雄策 

Poster2 D6-10 埋立地安定化促進技術を検証するライシメータ実験手法に関する考察 
  (独)国立環境研究所 ○金 喜鍾、遠藤 和人、山田 正人 

Poster2 D6-11 被覆型最終処分場の散水量に関する研究 
  福岡大学 ○長谷川 雄一、加藤 隆也、樋口 壯太郎、為田 一雄 

 

D7  土壌汚染 
【 11 月 4 日（木） 第 5 会場 9:30 – 10:45 】                             座長：平田 修（福岡大学） 
 

 D7-1 水銀の土壌への吸着における pH の役割 
  大阪市立大学 ○角谷 和志、水谷 聡、貫上 佳則 

 D7-2 地層処分におけるベントナイト保護材の性能評価      
   九州大学 ○高取 佑、高橋 史武、島岡 隆行、出光 一哉 

 D7-3 VOC 汚染サイトの微生物を利用した環境修復方法の検討 
  三重県保健環境研究所 ○巽 正志  三重県 西田 憲一  三重県保健環境研究所 岩出 義人 

産業医科大学 谷口 初美、福田 和正  北海道大学 古市 徹 

三重県保健環境研究所 秋永 克三、吉岡 理、大熊 和行 

 D7-4 通気・防水シートによる廃棄物中の揮発性有機化合物(VOC)の揮散効果に関する実験的検討 
  九州大学 ○小宮 哲平、島岡 隆行  三重県 西田 憲一 

 D7-5 重質油汚染サイトにおける嫌気性バイオレメディエーションの現地実証試験 
筑波大学・(株)鴻池組 ○田中 宏幸  (株)鴻池組 川西 順次 

大阪ガス(株) 牛田 智樹、山下 信彦 筑波大学 内山 裕夫  京都大学 清水 芳久 

Poster1 D7-6 複合汚染不法投棄廃棄物への好気・嫌気バイオレメディエーションの適用に関する基礎的検討 
  八戸工業大学 ○鈴木 拓也  北海道大学 古市 徹、石井 一英  八戸工業大学 福士 憲一 
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E1  廃石綿 
【 11 月 4 日（木） 第 5 会場 13:30 – 14:45 】                       座長：山本 貴士((独）国立環境研究所） 

 

 E1-1 一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設における石綿繊維飛散実態の把握   
      (独)国立環境研究所 ○山本 貴士、貴田 晶子、野馬 幸生 

 E1-2 吹付けアスベスト除去費用簡易推計モデルの構築 
  京都大学 ○水嶋 周一、平井 康宏、酒井 伸一 

 E1-3 赤外線加熱溶融処理を想定したアスベスト含有廃棄物の材料特性研究 
  (独)産業技術総合研究所 ○池田 伸一 

 E1-4 位相差顕微鏡による石綿分析の精度管理手法の構築と実施結果 
  (株)環境管理センター ○豊口 敏之  元兵庫県環境科学研究センター 小坂 浩 

(独)国立環境研究所 山本 貴士、貴田 晶子  (社)日本環境測定分析協会 

 E1-5 走査型電子顕微鏡による石綿の繊維数濃度測定方法の標準化に向けて 
  (独)国立環境研究所 ○貴田 晶子、山本 貴士 

Poster1 E1-6 多硫化カルシウムを用いるアスベストの常温分解・無害化に関する研究 
  佐賀大学 ○田端 正明  京都大学 乾 徹、勝見 武  (株)環境アネトス 庄野 章文、納富 啓一 

 (株)奥村組 大塚 義一 

 

E2  有害廃棄物(1) 
【 11 月 6 日（土） 第 7 会場 9:00 – 10:30 】                       座長：肴倉 宏史((独）国立環境研究所） 
 

 E2-1 可搬型 XRF による各種製品部材中 RoHS 指令対象物質のスクリーニング調査 
  (独)国立環境研究所 ○梶原 夏子、滝上 英孝 

 E2-2 廃プラスチック圧縮過程を模した実験による化学物質放散研究 
  (独)国立環境研究所 ○滝上 英孝、渡部 真文  (株)島津テクノリサーチ 高菅 卓三、久谷 和也 

 E2-3 金属ナトリウムカリウム合金の適正処理と再資源化 
 リマテック(株) ○田中 正敏、田中 靖訓、新見 尚之、河本 一誠 

京都大学 中川 俊幸、橋本 訓、河原 全作 

 E2-4 雰囲気が焼却灰の重金属固定化剤に及ぼす影響 
  大阪工業大学 ○湯 麗君、渡辺 信久 

 E2-5 遊星ミルを用いたメカノケミカル合成による余剰水銀の安定化手法 
  京都大学 ○福田 尚倫、高岡 昌輝、大下 和徹、森澤 眞輔、水野 忠雄 

 E2-6 廃燃料電池中の触媒重金属の環境毒性評価 
  東京工業高等専門学校 ○太田 直人、城石 英伸、庄司 良 

Poster2 E2-7 訪問形態別にみた在宅医療廃棄物処理の現況 
  近畿大学 ○池田 行宏 

Poster1 E2-8 アミンを分子構造に含む吸水ゲルを用いた六価クロムの還元    
  名古屋市工業研究所 ○山口 浩一、木下 武彦、石垣 友三、柴田 信行、秋田 重人、中野 万敬 

Poster2 E2-9 廃棄物・再生材の溶出試験における溶出条件の影響 
  鳥取県衛生環境研究所 ○門木 秀幸、増川 正敏 

Poster2 E2-10 キレート濃縮カートリッジの溶出試験検液への適用について 
  大阪工業大学 ○渡辺 信久、湯 麗君 

Poster1 E2-11 不燃破砕残渣の長期溶出傾向(シリアルバッチ試験) 
  明星大学 ○大里 賢、宮脇 健太郎 

Poster2 E2-12 シュベルトマナイトを用いたホウ酸の吸着 
  名古屋大学 ○西元 梓、市野 良一、神本 佑樹、興戸 正純 

 

E3  有害廃棄物(2) 
【 11 月 6 日（土） 第 7 会場 10:45 – 12:15 】                           座長：水谷 聡（大阪市立大学) 
 

 E3-1 クロム含有耐火物使用による 6 価クロム化合物生成に関わる気孔率の影響 
  龍谷大学 ○水原 詞治、占部 武生  岡山セラミックス技術振興財団 山口 明良、前田 朋之 

 E3-2 放射線遮蔽コンクリートへの石炭灰の利用に関する基礎的検討(1) ―天然放射性物質(NORM)とクリアランスベル― 
(株)フジタ技術センター ○木村 健一  太平洋セメント(株) 田野崎 隆雄 

 E3-3 省エネ型超高圧水中衝撃波発生技術に関する研究 
  東邦大学 ○都築 裕康、安西 竜也、鈴木 実 

 E3-4 超高圧水中衝撃波を用いた大腸菌群の殺菌に関する実験的研究 
  東邦大学 ○山口 沙耶香、安西 竜也、宇田川 洋一、鈴木 実 

 E3-5 水素化脱塩素精製法による微量 PCB 汚染絶縁油処理 
  (株)神鋼環境ソリューション ○立見 友幸、小倉 正裕、箕輪 元 

 E3-6 ダイオキシン類の微生物分解に及ぼす土壌成分の影響 
  福岡大学 ○小拂 美穂、鈴木 慎也、松藤 康司、立藤 綾子  九州大学 近藤 隆一郎、森 智夫 

 

Poster 1:  11 月 4 日（木） 金沢市文化ホール 大集会室(2F) 17:00 - 18:15
Poster 2:  11 月 5 日（金） 金沢市文化ホール 大集会室(2F) 13:15 - 14:30
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International Hybrid Session 
    

FA  3R / Waste management 
【 November 4, Thursday 15:30 - 17:00 Short oral presentation, 17:00 - 18:15 Poster presentation 】 
 

 FA-1 Current status of municipal solid waste management in Phnom Penh, Cambodia 
   ○Bunrith Seng, Hidehiro Kaneko (University of Yamanashi) 

 FA-2 Consideration on the Conversion to Weight-basis from Expenditure-basis for Clarification of the Food 
Material Flow by Consumption Behavior-Case Study of Grains Consumption 

   ○Munsol Ju (Tokyo Institute of Technology, National Institute for Environmental Studies) 
Masahiro Osako (National Institute for Environmental Studies) 

KS FA-3 Development in non-CO2 emissions factors for environmental facilities in South Korea 
   ○Sangwon Park, Jun-Ho Choi, Mingu Lee, Ho-Jun Song, Jin-Won Park (Yonsei University) 

KS FA-4 GHG emissions reduction in cement process －Selection of the best alternative fuel－ 
   ○Sangwon Park, Mingu Lee, Ankur Gaur, Jin-Won Park (Yonsei University)   

Suk Jae Jeong (Kwangwoon University) 
 FA-5 Understanding Manufacturing Waste Treatment Flow in and around Hanoi 

  Masato Yamada, Tomonori Ishigaki (National Institute for Environmental Studies) 
○Ikumi Nakayama, Koichi Tachio (Japan Environmental Sanitation Center) 

 FA-6 Surabaya's context of community involvement in solid waste management 
   ○Akino Midhany Tahir, Sachihiko Harashina (Tokyo Institute of Technology) 

Mitsuo Yoshida (Japan International Cooperation Agency) 
 FA-7 Intervention Time Series Analysis of the Household Solid Waste Generation in Taipei City 

   ○Yu-Chi Weng, Takeshi Fujiwara (Okayama University) 
 FA-8 Seasonal and daily generation and characteristic of household solid waste in a Mekong Delta city, Vietnam  

   ○Nguyen Phuc Thanh, Yasuhiro Matsui, Takeshi Fujiwara (Okayama University) 
KS FA-9 Effect of feeding probiotics on the emissions of VFAs from pig slurry 

   ○Min Hwan Oh, Eun Young Lee (The University of Suwon) 
 

FB  Recycle 
【 November 4, Thursday 15:30 - 17:00 Short oral presentation, 17:00 - 18:15 Poster presentation 】 
 
 FB-1 Recovery of precious metals by using microalgae waste after extracting biofuel 

   ○Kanjana Khunathai, Katsutoshi Inoue, Keisuke Ohto, Hidetaka Kawakita (Saga University) 
Kinya Atsumi, Hisaya Kato (Denso Corporation) 

 FB-2 Building a Cradle to Cradle System for EEE 
 ○ Shiann-Shan Lin (Lan Yang Institute of Technology) Tien-Chin Chang (National Taipei University of Technology) 

 FB-3 Comparison of mass balance and cost of composting facilities for different types of organic waste 
   ○Huijun Zhang, Toshihiko Matsuto (Hokkaido University) 

 FB-4 System analysis for effective use of palm oil waste as energy resources 
   ○Yoon Lin Chiew, Tomoko Iwata, Sohei Shimada (The University of Tokyo) 

KS FB-5 Application on valuable metal recovery from spent lithium ion battery scrap 
   ○Shun Myung Shin, Jeongsoo Sohn (Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources) 

Jingu Kang, Sungho Ju (Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, Korea University of Science & Technology) 
KS FB-6 Extraction of valuable metals from new type of cathodic active material scrap for lithium ion battery 

using supercritical CO2 
 ○Kang In Rhee, Jeongsoo Sohn, Hankwon Chang, ShunMyung Shin (Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources) 

Jingu Kang, Sungho Ju (Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, Korea University of Science and Technology) 
KS FB-7 A Study on Kinetics on the Carbonization of Woody Waste 

   ○Seung-Whee Rhee, Hyo-Hyun Choi, Hun-Su Park (Kyonggi University) 
KS FB-8 Composting of Livestock Wastewater by Indirectly Aerated SBR Process 

   ○Jin-Seok Lee, Tae-Kyu Eom (Kyungsung University) 
KS FB-9 Selective hydrometallurgical recovery of cobalt and synthesis of cobalt oxide powder from cathode 

material of spent lithium-ion batteries 
   ○Hankwon Chang, Jingu Kang, Jeongsoo Sohn, Shun Myung Shin 

(Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources) 
KS FB-10 Maximum Methane Production from Energy Crop (Sorghum) using Thermophilic Anaerobic Plug Flow Reactor  

  Ji-Hyun Jeong, ○Ho Kang (Chungnam National University) 
Frank Schuchardt (Institute of Agricultural Technology and Biosystem Engineering) 

KS FB-11 The study on the using of foodwaste processor for production of methane gas and to reduction of 
organic matters 

   ○Jee-June Song, Jung-min Lee, Sung-eun Kim (Mokpo National University) 
Yun-sang Park (CEO of Beris Bio Co.) Do-ho Song (Umass Amherst Department of Biology) 

KS FB-12 Effect of metal ions on the geopolymer made from MSWI ash 
   ○Ji-Hyeon Lee, Woo-Keun Lee (Kangwon National University) 

KS FB-13 Characteristics of solid-fuel from sludge dried by the evaporative drying in immersed hot oils 
   ○Jongseong Chae, Kwang-Soo Lim, Minji Kim, Jinhee Yoon, Taein Ohm (Hanbat National University) 

Seunghyun Moon (Korea Institute of Energy Reaserch) 
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International Hybrid Session 
   

FC  Thermal treatment 
【 November 4, Thursday 15:30 - 17:00 Short oral presentation, 17:00 - 18:15 Poster presentation 】 
 
 FC-1 Sub-critical hydrothermal treatment of food garbage containing foreign matters 

   ○M. N. Alam Bhuiyan, Toyoko Demachi, Arata Katayama, Tatsuya Hasegawa (Nagoya University) 
Yasuaki Ito, Keizo Sugimoto (Ibiden Co.Ltd.) 

 FC-2 Effects of gas component and diffusion direction on permeation properties of a microporous ceramic 
membrane 

   ○Ligang Wei, Katsuya kawamoto (National Institute for Environmental Studies) 
KS FC-3 Energy Potential of Combustible Wastes in Gyeongnam Province 

   ○Joo-Yong Lee, In-Sick Nam, Byung-Kyu Woo, Gi-Sun Kim, Sung-Keun Bae (Changwon National University) 
 FC-4 Co-gasification of sewage sludge and garbage in supercritical water for energy production 

   ○Takashi Nishihara (The University of Tokyo) 
Teppei Nunoura, Kazuo Yamamoto, Fumiyuki Nakajima (Environmental Science Center, The University of Tokyo) 

KS FC-5 A Study on the Gasification and Pyrolysis of Waste Polymer Insulator (EPDM) 
  ○Chul-Bae Park, Sung-Nam Chun, Byung-Sung Lee, Dong-Ye Min (Korea Electric Power Research Institute) 

KS FC-6 Characteristics of Pyrolysis Oil from Mixed Plastic Wastes by Low Temperature Pyrolysis 
   ○Cheol Yun, Seon-Ki Jeong, Kwang-Yul Kim (Chungbuk National University) 

Ik-Jun Yeon (Chungju National University) 
 

FD  Landfill 
【 November 4, Thursday 15:30 - 17:00 Short oral presentation, 17:00 - 18:15 Poster presentation 】 
 
KS FD-1 A Study on the Characteristics of Waste in S-Landfill in Korea 

   ○Ye-seul Baek, Jai-Young Lee, Kyung-Joo Park, Ji-Hye Park, Hyun-Goo Lee, Seung-Jin Oh, Jong-Bin Kim 
(The University of Seoul) 

KS FD-2 The performance of field applicability with waste mine sludge as a barrier liner 
   ○Seung-Hyun Woo, Jai-Young Lee, Jae-kwang Kim, Munkhtogtokh (The University of Seoul) 

Byung-Taek Oh (Cheonbrk National University), Sae-Gang Oh (Korea Resources Coporation) 
 FD-3 Leaching Characteristics of Organic Compounds from Mixed C&D Waste Residue 

   ○Alonso Montero, Yasumasa Tojo, Matsuo Takayuki, Matsuto Toshihiko (Hokkaido University) 
Masato Yamada (National Institute of Environmental Studies) 

KS FD-4 Injection Effect of the Liquid Residue of Food Waste Recycling Plants into Stabilized MSW Lysimeters 
on Landfill Gas Generation 

   ○Sang-Yeop Lee, Jae-Hwi Sim, Hee-Jung Kim, Eun-Jin Kwon, Sung-Jin Bae, Kyung-Ho Lee, Dong-Hoon Lee 
(The University of Seoul) 

 
FE  Hazardous waste 

【 November 4, Thursday 15:30 - 17:00 Short oral presentation, 17:00 - 18:15 Poster presentation 】 
 
KS FE-1 Basic Analysis of Physico-Chemical Properties and Biotoxicity of Waste Paint Sludge for Biological 

Recyclability 
   ○Eun-Young Park, Seong-Jin Bae, Jung-Hwan Kim, Dong-Hoon Lee (The University of Seoul) 

 Hee-Jung Kang, Hongxian Li, Seong-Jun Kim (Chonnam National University) 
KS FE-2 Biological Treatment of Mining Waste and Estimation of Risk Reduction Using Simple Bioavailability 

Extraction Test (SBET) 
   ○Sang-Woo Lee, Jun-Bae Shin, Kwang-Yul Kim (Chungbuk National University) 

Ik-Jun Yeon (Chungju National University) 
Kyoung-Woong Kim (Gwangju Institute of Science and Technology) 

 

Short oral presentation: November 4, Thursday 15:30 - 17:00 Kanazawasi Bunka Hall 1F Dai-Hall 
Poster presentation: November 4, Thursday 17:00 - 18:15 Kanazawasi Bunka Hall 2F Dai-Shyukai-Shitu 
KS: Korea Society of Waste Management  
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企 画 セ ッ シ ョ ン 
 

 学会設立 20 周年を機に、これまで「研究部会小集会」として親しまれてきた各研究部会による報告会を、セッション G“企画セ

ッション”へ名称を改め、さらには、実行委員会をはじめとする各委員会や、若手の会からの企画を盛り込むこととしました。こ

れにより、研究発表会参加者へ広く参加いただき、研究発表会さらには本学会を通じての研究活動、社会活動が活発になされるこ

とをねらいとしています。 

G1  循環型社会に関する日中対話セッション 
11 月 5 日（金） 第 3 会場 9:00 - 12:15 （実行委員会） 

 中国では、循環経済促進法を制定後、JICA の協力を得て循環資源の更なる活用に向けて、特に食品廃棄物、包

装ごみ、廃タイヤを中心とする資源化の促進に向けた取組みを進めつつあります。その一環として、10～15 名か

らなる中央政府、地方政府の視察団が JICA 研修として金沢を訪問し、4 日の国際シンポジウムにも参加すること

になりました。5 日には、国際シンポジウムの情報を踏まえつつ、我が国における食品廃棄物、包装ごみ、廃タ

イヤを中心とする循環資源利用の現状と課題について説明するとともに、中国が抱える課題等について意見交換

を行います。 

  プログラム： 

 報告 1. 日本における循環型社会形成に向けた施策 （オーバービュー） 
  2. 日本における包装廃棄物、食品廃棄物のリサイクルの現状と課題 
  3. 日本における廃タイヤのリサイクルの現状と課題 

 意見交換 

言語： 日中逐語通訳 

G2  プラスチックリサイクルにおける容器包装リサイクル法の意義 
11 月 4 日（木） 第 2 会場 15:15 - 16:45 （リサイクルシステム・技術研究部会） 

 容器包装リサイクル法が施行され、今では広く社会に定着している一方で、制度内容の検討や要素技術開発へ

の取組みが積極的に行われています。しかしながら、プラスチックにおいてはリサイクル手法の位置づけに課題

があることも指摘されています。今回の企画では、各リサイクル手法と制度のとの関連、リサイクルを委託する

特定時業者側の見解と回収を行っている自治体サイドの取組みについて議論を行う予定です。 

  プログラム： 

 第 1 部： 講演                      
 リサイクル手法と制度との関連  森口 祐一（(独)国立環境研究所） 

特定事業者の見解     プラスチック容器包装リサイクル推進協会（予定） 

廃プラスチック回収における自治体の現状 遠藤 守也（仙台市市役所） 

 第 2 部： パネルディスカッション   
        コーディネーター： 吉岡 敏明（東北大学） 

G3  埋立地の安定化と跡地利用 
11 月 4 日（木） 第 3 会場 15:15 - 16:45 （廃棄物埋立研究部会） 

 最終処分場の廃止基準が 1998 年に施行され、埋立部会では廃止に関する、考え方、調査測定、評価判断につ

いて、研究課題として取り上げ、2002 年に「廃棄物最終処分場廃止基準の調査評価方法」を報告書として作成し

た。その後、欧米では安定化促進、安定化の診断、アフターケア計画などに関して議論が進められている。埋立

地内の変化は他の処理と較べてきわめて緩やかで、長期にわたり、しかもさまざまな物質、反応が関与するため

不確定性が強い。本企画セッションでは、安定化に関わる以下のテーマを取り上げ議論を進める。欧米の状況も

随時紹介する。 

  プログラム：  

報告 1. 安定化をどうはかるか（廃止基準と関連して） 
2. 安定化の促進技術 
3. 跡地利用と長期の安全性 
 

進め方： 各テーマについて 2～3 名が 5 分程度の話題提供を行い、引き続いて意見交換を行う。 
コーディネータ： 松藤 敏彦（北海道大学）  
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企 画 セ ッ シ ョ ン  
 

  

G4  廃棄物減少社会における廃棄物計画のあり方（仮） 
11 月 4 日（木） 第 4 会場 15:15 - 16:45 （廃棄物計画部会） 

 一般廃棄物処理量は経済活動の低迷だけでなく、地球温暖化対策の一環としての廃棄物量の減量化・資源化の

推進、生活系ごみ処理手数料の有料化導入、及び人口減少などにより、今後も減少傾向をたどるものと予測され

る。 
廃棄物計画部会では、このような廃棄物減少社会の姿を描き出し、将来どのような廃棄物計画となるかを検討

し、その結果を会員の皆さんに報告し、今後の廃棄物計画のあり方について会場の皆様との意見交換を予定して

いる。 

  プログラム： 

 発表者： 廃棄物計画会メンバー関東支部会有志 

     コーディネータ： 廃棄物計画部会メンバー 

G5  ｢若手の会総会｣－若手の会マニフェスト発表！！－ 
11 月 4 日（木） 第 5 会場 15:15 - 16:45 （若手の会） 

 「若手の会」とは将来の学会を担う若手会員や学生で構成される活発な若者の集まりです。参加資格などはな

く、自分は若手だと思う人、会の活動に興味がある人はどしどしご参加ください。この会では様々な活動をして

おり、その内容や今後の予定等を総会で報告します。さらに、今年度は若手の会マニフェストと題して、会の公

約事項を発表します。その後、昨年度開催して大盛況だった、「Great Waste Photo」賞の選出、及び表彰を行い

たいと思います。（詳細は近日公開！！）また、学会初日の夜に会の国際交流活動として韓国の若手研究者を招

待した若手研究者国際交流会（飲み会）を催す予定です。海外の若手研究者と情報交換のできる貴重な機会です

ので、皆様の積極的な参加をお待ちしています。 

G6  循環型社会、低炭素社会時代に応える都市ごみ焼却処理（仮） 
11 月 4 日（木） 第 6 会場 15:15 - 16:45 （廃棄物焼却研究部会） 

 都市ごみ焼却処理は、初期には衛生処理・減容化を主目的として出発したが、現在ではそれらの目的に加え、

発電を中心とした高効率なエネルギー回収が期待される施設に変化している。一方で、各種リサイクル法が制定

され、またメタン発酵など焼却以外の中間処理も増えてきており、都市ごみ中間処理方式としての焼却処理の位

置づけにも変化がみられる。 

当研究部会では、現在あるいは近い将来の循環型社会、低炭素社会時代において、都市ごみ焼却処理が担う役

割がどう変化し、それにどう応えていくのか、ごみの量および質、広域処理の導入、各種中間処理の組み合わせ

といった観点から検討し報告する。また、制度面も含めたごみ発電の課題についても問題提起する。 

  プログラム： 

 発表者： 廃棄物焼却部会メンバー(未定) 

質疑応答（ディスカッション） 

G7  これからの衣類の 3R にどう取り組むか？（仮） 
11 月 4 日（木） 第 7 会場 15:15 - 16:45 （消費者市民研究部会） 

 衣類のごみは「もったいない」ごみの代表格であり、生活者にとっては捨てるに忍びず、しばしば困るもので

ある。一方、衣類の再利用率は 2 割程度と言われ、紙類や飲料容器などと比べるとかなり低い。にもかかわらず、

本学会ではこれまで衣類の 3R に関する研究がほとんど見られず、議論されることは少なかった。 

 そこで本企画では、先般の学会誌特集を受けて、衣類・繊維類の 3R に取り組まれている方々をお招きし、そ

の促進のためにはどうしたらよいのか、現場の課題と今後の展望について考えることとした。近年、古着需要の

増加やリサイクル技術の開発など各種の動きが見られるが、こうした動向も見据えた今後の衣類の 2R や回収の

あり方を中心に議論したい。 

  プログラム： 

 報告 1. 衣類の 3R～現状と課題（仮）   岩地 加世（消費者市民研究部会） 
  2. 衣類の再利用で太陽光発電所を建設（仮）  依頼中（NPO 法人エコメッセ） 
  3. ファッション・リユースの最近の動向（仮）  未定（中古衣料関係者） 
  4. 衣類・繊維類の 3R 促進に向けた現場の課題（仮） 依頼中（故繊維回収業者） 

パネルディスカッション 
  パネリスト： 上記の報告者に加えて、自治体関係者を予定 

司会： 山川 肇（京都府立大学） 
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企 画 セ ッ シ ョ ン  
 

  

G8  レアメタル分析手法相互検証への取り組み その 2 
11 月 5 日（金） 第 1 会場 9:00 - 10:30 （物質フロー研究部会） 

 使用済み家電機器からのレアメタル回収に向け、様々な取り組みがなされています。本企画セッションでは、

物質フロー研究部会の研究プロジェクトとして進めている「製品中レアメタル等の分析法の相互検証（第二フェ

ーズ）」の状況について報告します。また関連するテーマについての講演を予定しています。  

  プログラム：未定 

G9  2R を分析・評価するには？（仮） 
11 月 5 日（金） 第 2 会場 9:00 - 10:30 （社会経済部会） 

 現在、循環型社会、低炭素社会の実現がともに求められており、その両立のためには、リデュースとリユース、

すなわち 2R を促進することが一般に有効だと考えられる。 社会・経済部会では、2007 年の小集会で「発生抑

制をどのように研究するか？」と題して 2R 研究の困難さと展開可能性について議論した。その後、この小集会

のパネリストを中心に 2R の分析・評価手法について検討してきた。これまで 2008 年、2009 年と関連の企画セ

ッションを実施したが、今年は再び研究方法をテーマとして取り上げ、これまでの研究成果に基づいて、2R の評

価指標や LCA 手法などの 2R の分析・評価手法を中心に議論する。 

  プログラム： 

報告 1. 2R の分析・評価手法に関する成果と論点（仮） 山川 肇（京都府立大学） 
  2. 2R による発生抑制効果の評価方法（仮）  橋本 征二（(独)国立環境研究所） 
  3. 異なる環境影響間のトレードオフの検討手法（仮） 本下 晶晴（(独)産業技術総合研究所） 
 パネルディスカッション 

司会： 山川 肇（京都府立大学） 

G10  バイオマス利活用の最新事例 
11 月 5 日（金） 第 2 会場 10:45 - 12:15 （バイオマス系廃棄物研究部会） 

 バイオマス系廃棄物研究部会ではこれまでに、バイオマス系廃棄物処理の現状把握、新技術としてのバイオマ

スリファイナリー、バイオマスエネルギーの調査研究や利用構想を小集会・企画セッションのタイトルとして参

加者の皆様とバイオマス利用にかかわる問題点の明確化と要素技術の情報を共有してきました。今回は、進展す

るバイオマスの利活用に関する最新事例の報告と大学研究者によるバイオマスのエネルギー利用に関するこれま

での研究総括的な講演を行うことで、バイオマス利活用に関する現状と課題について、参加者の皆様と議論を行

うことを目的としています。 

  プログラム・講演者： 交渉中（3 名） 
  交渉中の講演に関するキーワード： バイオマスエコタウン、燃料電池、バイオガス発電、バイオマスのエネルギー利用 

G11  日本の 3R 体験を国際貢献に生かすために 
11 月 6 日（土） 第 2 会場 9:00 - 10:30 （ごみ文化研究部会） 

 1980 年代から 21 世紀初頭にかけて、韓国、シンガポール、台湾、香港などかつての新興工業国・地域の台頭

に続き、タイ、マレーシア、BRICs など世界の各地で活発な工業化の波が広がった。この波はとどまることなく

ベトナム、インドネシアなどにも及ぼうとしている。 
工業化の進展著しいアジアの循環型社会構築に向けて、日本の情報発信や支援などの取組みが重要なことは言

うまでもない。一方、途上国ではリサイクルが盛んではあるものの、それが環境や健康に課題を呈している面も

あり、必ずしも日本のめざす循環型社会への取組みと整合しているわけではない。また伝えるべき日本の 3R の

経験も、個々の技術や制度だけでなく、その背景となる価値規範や地域社会のあり様を相互に理解する必要があ

る。3R の施策を安定的に永続させるためには経済的インセンティブや市場とのリンクなど、産業側の取組みが不

可欠であり、その点でも日本の経験は貴重である。 
そこで、本年は以上のような視点に基づき、経験を踏まえた報告と討議により、内容を深めたい。 

  プログラム： 

第一部 報告 
1. 途上国における 3R と日本の目指す循環型社会  
2. 日本の 3R 経験と産業施策           
3. エコタウン事業と国際貢献の経緯      
4. 民間団体による経験移転の可能性        

第二部 ディスカッション 
司会: 八木 美雄((財)廃棄物研究財団) 
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参 加 申 込 方 法 
 

 

同封の参加申込書または学会ホームページに掲載の参加申込書（XLS 形式）に必要事項を記入し、電子メール、

FAX または郵送にて送信し、参加費を下記指定銀行口座にお振込ください。 

電子メールで申込みされる方は、学会ホームページ（http://www.jsmcwm.or.jp/）に掲載の参加申込書（XLS 形

式）をご利用の上、sanka21th@jsmcwm.or.jp まで送信してください。 

指定銀行口座 
       銀 行 名：みずほ銀行 芝支店 (店番号：054) 
       口 座 名：一般社団法人廃棄物資源循環学会研究発表会 
                 ｼﾔ）ﾊｲｷﾌﾞﾂｼｹﾞﾝｼﾞﾕﾝｶﾝｶﾞﾂｶｲｹﾝｷﾕｳﾊﾂﾋﾟﾖｳｶｲ 
       口 座 番 号：普通 4196820 
       振 込 締 切 日：平成 22 年 9 月 27 日（月） ※振込手数料はご負担願います 

・ 申込書の会員資格の該当欄に○印をご記入ください。 
・ 入金を確認後、10 月下旬に参加証及び CD-ROM 版論文集を送付します。 

 ※申込後、発表会及び意見交換会に参加されなかった場合でも参加費は返金いたしません。 
 ※領収書は参加証に添付されています。別途必要な場合は大会当日に参加証をお持ちの上、 
  総合受付までお越しください。 

       【意見交換会事前申込をご希望の方】 
・ 申込書の所定の欄に○印をご記入ください。 
・ 研究発表会参加費との合計金額を一括してお振込みください。 
・ 入金を確認後、10 月下旬に CD-ROM 版論文集とともに受付済みのシールを添付した参加証を送付します。 
   当日はそのまま意見交換会場へお入りください。 

参 加 費 
 

 
研究発表会参加費 

(CD-ROM 版論文集代込) 意見交換会参加費 

事前申込 当日受付 事前申込 当日受付 
正会員 

公益、賛助会員所属 8,000 円 10,000 円  6,000 円 7,000 円

学生会員 
登録団体市民会員 4,000 円 5,000 円 3,000 円 3,500 円

非会員 12,000 円 15,000 円 7,000 円 8,000 円

【論文集の配布に関して】 

・ 研究発表会へ参加申込をされた方全員に、CD-ROM 版論文集を配布します（事前受付、 
当日受付を問いません）。 

・ 製本版論文集は作成いたしません。 

 
申 込 締 切 

平成 22 年 9 月 27 日（月） 
※ 参加申込書の送信、参加費の振込ともに上記日付までにお願いいたします 
※ 事前申込が出来なかった方は、会場にて当日受付をご利用ください。 
 

問 合 せ 先 

廃棄物資源循環学会事務局  TEL：03-3769-5099 FAX：03-3769-1492 
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発 表 ガ イ ド ラ イ ン 
 

 

共通事項： 発表者であっても参加申込、参加費は必要です。 
 

口 頭 発 表 

1. 発表ファイルの作成 
・ 第 21 回研究発表会における一般口頭発表は、PowerPoint® 2007 による液晶プロジェクターでの発表とします。 
・ ファイル名は「セッション番号 演者の氏名．ppt」としてください。 （例： 「A1-1 廃棄物太郎．ppt」） 
・ PowerPoint® 2003 形式で作成する場合は、アニメーションをできるだけ使わずに作成し、受付で PowerPoint® 2007 による

動作確認を行ってください。 
・ ファイルの容量は 10MB 程度に収まるようにしてください。 

2. 発表ファイルの受付 
・ 発表ファイルは、USB メモリー、CD、または DVD で研究発表会会場に持参してください。 
・ 今年度は、ファイル受け付けは設置しません。下記の時間帯に、発表会場に準備したパソコンにインストールしてください。 

会場に担当者がいますので、指示に従ってください。 
11 月 4 日午前の発表者 9:00 - 9:20    午後の発表者  13:00 - 13:20 
11 月 5 日の発表者   8:30 - 8:50 
11 月 6 日の発表者   8:30 - 8:50 

・ 発表ファイルは研究発表会終了後に実行委員会が責任を持って消去します。 

3. 発表 
・ 発表時間は 15 分間とし、発表 10 分間、質疑応答 5 分間を原則とします。 
・ 発表予定のセッションにおいて、最終的な発表順序等は座長の指示に従ってください。 
・ 原則として、発表者自らがノートパソコンを操作し、発表を行ってください。 
・ 発表開始時刻に遅刻した場合は原則発表できません。時間を超過した場合は発表を打ち切られることがあります。  

ポ ス タ ー 発 表 ・ 国 際 セ ッ シ ョ ン 

1. 発表ポスターの作成 
・ パネルのサイズは、タテ 210cm×ヨコ 120cm です。ポスターサイズは、

タテ 150cm×ヨコ 100cm 以内とします。その中に収まれば、大きさは問

いません。 
・ パネルの最上部タテ 10cm 部分には大きな文字で、講演番号、題目、

所属、氏名を明記してください。 
・ 実験サンプル等を持ち込むことは可とします。ただし、かさばるもの、電

源を必要とするもの、商品宣伝の意図を強く題した内容のものは不可と

します。 

2. 発表ポスターの貼付と撤収 
・ ポスター会場の受付にて発表者リボン、貼付用ピン、テープなどを受け

取り貼付に際しての注意事項を確認してください。 
・ ポスターの撤収は発表者の責任でお願いします。 

 
3. 発表 

・ セッションプログラムとタイムスケジュールに指定された発表時間に、ポスターの前で説明を行ってください。「ポスター1」と国際

セッションのポスター発表は 1 日目、「ポスター2」は 2 日目に行います。 
・ 国際セッションは、口頭発表とポスターの掲示発表の両方を行います。口頭発表の発表時間は 90 秒で質疑応答はありません。

発表ファイルは事前に送付していただく予定です。その送付先，発表ガイドライン等は、発表者に追ってお知らせします。 

4. 優秀ポスター賞審査方法について 
・ ポスター賞審査は、学術研究委員が、1 日目終了後より、厳正に行なうこととなりました。6 件前後選出する予定です。国際セッ

ション優秀ポスター賞審査は、国際委員会が行います。3 件前後を選出する予定です。 
・ 審査結果は、ポスター発表終了後に「総合受付」、「ポスター会場」に掲示いたします。 
・ 受賞者 1 名は、2 日目夜の意見交換会へ無料ご招待するとともに、表彰状、盾を授与いたしますので、意見交換会の前までに

総合受付へお越し下さい（参加証をお渡しいたします。事前受付済みの方は払い戻しをいたします）。 

ポスター貼付作業時間      11 月 4 日（木）  9:30 - 13:00  
ポスター撤収時間          11 月 5 日（金） 16:00 - 17:00  

100cm

目的

方法

結果

結論

装置図

グラフ

写真

講演番号/題目・所属・氏名

ポスター作成例

講演番号/題目・所属・氏名

ポスター作成例

21
0c

m

120cm

15
0c

m
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会 場 案 内 図 
 

   

 
 

 
 

第 3 会場 
第 5・6 会議室

大集会室 
ポスタ－展示会場 

大会事務局 

3F 

第 2 会場 
大会議室 

2F 

正面玄関 

企業展示会場 
1 階ロビー 

市民展示・企画展示会場
1 階ホワイエ 

お茶会会場
茶室 

環境カレンダー原画展

展示室 

第 1 会場 
大ホール 

国際シンポジウム・ 

特別シンポジウム会場 

総合受付 
エントランスホール

金沢市文化ホール  

1F 
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会 場 案 内 図 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

金沢ニューグランドホテル 

6F

5F

4F

3F

2F

1F
M2F

B1F

第6会場
意見交換会

第7会場

宴会場

「銀扇」

宴会場

「金扇」 連結通路

連結通路

連結通路

会場案内受付

ホワイエ
宴会場

「相生・高砂・羽衣」

第5会場

ホテル入口
(受付、第4・5会場入口)

フロント 本館ロビー｢ﾊﾟﾚｽ｣ｴﾝﾄﾗﾝｽ

パレス入口
(第6・7会場入口)

金沢ニューグランドホテル（本館）

宴会場「パラッツオ」

第4会場

ニューグランドパレス
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会 場 案 内 図 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                             

第 4 会場 
パラッツオ

4F 5F 

第 7 会場 
銀扇 

昼食のご案内 

 
会場および周辺には 

レストランがございますが、 

当日会場にて、昼食弁当を 

販売する予定です。 

ご利用下さい。 

金沢ニューグランドホテル  

3F 

会場案内受付 

第 5 会場 
相生・高砂・羽衣 

第 6 会場 
金扇 

ホテル・パレス 

連絡通路 

※第 4・5 会場： ホテル(本館)側エレベーターでお越しください。 
※第 6・7 会場： パレス側入口よりお越しください。 
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会 場 へ の ア ク セ ス 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

緊 急 時 の 問 い 合 わ せ 先 
 

◎ 地震や台風などの緊急時における学会の開催等の対応については、学会の臨時ホームページ: http://jsmcwm.or.jp/i/でお知ら

せします。（携帯電話の web 閲覧機能に対応していますが、一部の機種では表示できない可能性があります。） 

◎ その他の場合の連絡先  11 月 2 日（火）まで 廃棄物資源循環学会事務局: 03-3769-5099 (11 月 3 日(水) - 6 日(土) 不在) 
 11 月 4 日（木）～6 日（土） 大会本部        : 080-5094-8963 

・JR 金沢駅からのアクセス 

 タクシー約 5 分、バス約 15 分 
＊バスのご案内 

 金沢駅前(東口ターミナル)7～9 番のりば 
 「南町」下車、徒歩約 3 分 
 ＊バスに関する詳細については、 
 「北鉄バステレホンサービスセンター」にて 
 ご確認ください。 
 
・小松空港からのアクセス 
 空港連絡バス約 60 分 
 「香林坊」下車、徒歩約 5 分 
 ＊金沢駅直通バスは香林坊に停車しません

のでご注意ください。 
 

・高速道路からのアクセス 
 金沢西 IC から約 15 分 
 金沢東 IC から約 15 分 
 
・会場には駐車場はありません。お車でお越し

の方は，周辺の有料駐車場をご利用くさだい。 

金沢市 

文化ホール 

金沢ニューグ

ランドホテル 

石川県 

教育会館 

[南町]

[南町]

香林坊方面

玉川公園前 

中央小学校南 

尾山神社前

南町

金沢市 
文化ホール 

ローソン

新生銀行

ローソン

P

武蔵ヶ辻方面

PP P 

金沢ニューグランド 
ホテル

P 

P 

P
P

石川県教育会館 
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協 賛 団 体 
 

 

イワイ株式会社

オオノ開発株式会社

環境科学研究センター

金沢市一般廃棄物事業協同組合

コマツリフト株式会社

中部カンパニー金沢支店

特定非営利活動法人

最終処分場技術システム研究協会

株式会社 NEプロジェクト

財団法人

産業廃棄物処理事業振興財団

アサヒプリテック株式会社

石川トヨタ自動車㈱

株式会社 寿商会

株式会社 いずみ自動車
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協 賛 団 体 
 

 

 

日立造船株式会社

明治安田生命保険相互㈱
金沢支社

菱光商事株式会社

ダンロップタイヤ
北陸㈱

三菱東京UFJ銀行

社団法人
プラスチック処理促進協会

ニッコー株式会社

玉田工業株式会社

株式会社 タケエイ

株式会社 マイクロエミッション
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タ イ ム ス ケ ジ ュ ー ル 
 

第 1 会場 第 2 会場 第 3 会場 第 4 会場 第 5 会場 第 7 会場

大ホール(1F) 大会議室(3F) 第5・第6会議室(3F) パラッツォ(3F) 相生・高砂・羽衣(4F) 銀扇(5F) ホワイエ

(1F)
ロビー

(1F)

09:00-　受付

09:30-15:00 09:30-10:45 09:30-10:45 09:30-10:45 09:30-10:45 09:30-10:45

D1 A11 A5 D7 B7
International
Symposium

埋立地工法・
しゃ水

ごみ文化・
歴史

災害廃棄物 土壌汚染 有機系・無機系
リサイクル

11:00-12:15 11:00-12:15 11:00-12:30 11:00-12:30 11:00-12:15

D4 A10 A7 B1 B6
埋立地内

有害物質等の
挙動

国際循環・
越境移動

廃棄物管理／
安全対策

容器包装・
家電リサイクル

食品廃棄物・
家畜排せつ物の

資源化

13:30-15:00 13:30-15:00 13:30-14:45 13:30-14:45 13:30-14:45

D6 A2 A6 E1 B8
埋立地

早期安定化
回収システム
／物質フロー

資源循環評価 廃石綿 バイオマス
リサイクル

15:30-17:00 15:15-16:45 15:15-16:45 15:15-16:45 15:15-16:45 15:15-16:45

G2 G3 G4 G5 G7
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾘｻｲｸﾙ

における容器包装
ﾘｻｲｸﾙ法の意義

埋立地の安定化と
跡地利用

廃棄物減少社会に
おける廃棄物計画

のあり方

｢若手の会総会｣
若手の会ﾏﾆﾌェｽﾄ

発表！！

これからの衣類の
3Rにどう取り組む

か？

ポスター発表 (第1グループ：プログラム中に"Poster1"と表記)

International Hybrid Session (Poster)
09:00-10:30 09:00-10:30 09:00-12:15 09:00-10:30 09:00-10:30 09:00-10:15

G8 G9 G1 D2 B3 B9
レアメタル分析手
法相互検証への
取り組み　その2

2Rを分析・評価

するには？
海面埋立(1) 建設廃棄物

リサイクル
バイオガス化

10:45-12:15 10:45-12:15 10:45-12:15 10:45-12:00

G10 D3 A1 B2
バイオマス利活用

の最新事例
海面埋立(2) ごみ発生・

排出抑制
使用済み

自動車・パソコン
リサイクル

13:15-14:30 ポスター発表 (第2グループ：プログラム中に"Poster2"と表記) 金沢市文化ホール　2F 大集会室

14:45-17:45 特別プログラム「資源循環と生物多様性」 金沢市文化ホール　1F 大ホール

18:40-20:40 意見交換会 金沢ニューグランドホテル　4F 金扇

09:30-10:30 09:00-10:30 09:30-10:30 09:00-10:30 09:00-10:30 09:00-10:30

特別プログラム G11 A3 B10 A8 E2
「小中学生による

資源循環の取り組み」
日本の3R体験を

国際貢献に生かす
ために

産業廃棄物 バイオディ－ゼル
／エタノール化

LCA／
低炭素社会

有害廃棄物(1)

10:45-12:15 10:45-12:15 10:45-12:00 10:45-12:15 10:45-12:15

特別プログラム A4 D5 B4 E3

(土)
「台所から考える

資源循環-食品ロスの
発生抑制を考える-」

住民意識・
環境教育

埋立ガス 焼却灰・石こう
ボードの資源化

有害廃棄物(2)

　G1－G11： 企画セッション（実行委員会・研究部会企画) 全国環境研協議会 年会併設研究発表会：

　網掛けされたプログラムは一般公開 ・ 無料であることを表しています。

循環型社会に
関する日中対話

セッション

11

月

6

日

市
民
展
示

企
画
展
示

企
業
展
示

熱分解・ガス化

排ガス処理

10:45-12:00

A9

09:00-10:30

C3

International
Hybrid

Session
(Short Oral)

11

月

5

日

市
民
展
示

企
画
展
示

企
業
展
示

17:00-18:15

09:00-10:15

溶融スラグ／
焼却残渣

10:45-12:15

C4

C2

  金沢市文化ホール   金沢ニューグランドホテル

 金沢市文化ホール

(金)

11

月

4

日

市
民
展
示

企
画
展
示

企
業
展
示

(木)

「Urban Waste
Management

and 3R in East
Asia」

第 6 会場

金扇(4F)

09:30-10:45

C5
ごみ発電・

熱回収

11:00-12:30

C1

プラスチック
リサイクル

B5
13:30-15:00

焼却技術

11/4（木）14:00-16:45 石川県教育会館第１会議室

15:15-16:45

G6
循環型社会、低炭素
社会時代に応える
都市ごみ焼却処理

金沢市文化ホール　2F 大集会室

海外調査／
国際的ﾘｻｲｸﾙ

 


