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 ご注意     ～例年と異なる点があります。必ずお読みください。～ 
 

 

  1．Web 上での事前参加申込について（p.28） 
・ 研究発表会専用ページ（http://jsmcwm.or.jp/taikai2012/）からの事前参加申込に変わります。 
・ 意見交換会、施設見学会の申し込みも同じページから行ってください。 

  2．講演論文集 
・ CD-ROM 版です。印刷製本版は作成しません。また、当日会場でのプリントサービスも行いません。 

  3．ホテル、お弁当、託児サービスの予約について 
・ 研究発表会専用ページ（http://jsmcwm.or.jp/taikai2012/）にて予約できます。 
・ 託児所は会場内に設けます。0～12 歳までが対象となります。昼食はご持参ください。ご利用希望の 2 週間

前までにご予約ください。利用時間帯と料金については、上記のページをご覧ください。（託児サービスに
関する問い合わせ先：makino@aporg.che.tohoku.ac.jp） 

  4．会場アクセスの注意事項（p.30） 
・ 会場駐車場は収容台数が限られており、予約はできません。周辺にも駐車場は多くありませんので、路線バ

スまたはタクシーのご利用をお願します。 
  5．昼食について  

・ 仙台国際センター内のレストランは、座席数が 96 席しかありません。学会開催時は、混雑が予想されます。
周辺にはスーパー、コンビニエンスストア、飲食店等もありませんので、ご注意ください。 

・ 会場でのお弁当・お茶の販売を行いますが、数に限りがありますので、研究発表会専用ページでの事前申込
をお薦めします。 

 

 
 http://jsmcwm.or.jp/ （廃棄物資源循環学会ホームページ） 
http://jsmcwm.or.jp/taikai2012/ （研究発表会専用ページ） 
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第 23 回 廃棄物資源循環学会研究発表会の開催にあたって 

第 23 回廃棄物資源循環学会研究発表会 
実行委員会委員長  
東北大学大学院環境科学研究科 教授 吉岡 敏明 

 
 

今回は、2005 年の開催以来、7 年ぶりとなる仙台での研究発表会の開催となります。

2012 年（平成 24 年）10 月 22 日（月）～10 月 24 日（水）の 3 日間、青葉城址の麓に

ある仙台国際センターで研究発表会が行われます。蔵王など東北の山々は秋の雰囲気

がいよいよ濃くなり、杜の都仙台は紅葉が素晴らしい季節です。廃棄物資源循環学会

東北支部が主体となって開催する研究発表会に、ぜひ多くの方々に参加して戴きたく、

ご案内申し上げます。 

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の発生により、東北地方の太平洋沿岸部は壊滅的な

津波被害を受けました。一方、福島第一原発の事故による放射性物質の拡散の問題は、いまだに私たちの生活に

悪影響を与え続けています。現在、震災からの復旧・復興に向けた様々な取り組みが行われております。その一

環として、震災復興の名目の元、急遽、第 23 回廃棄物資源循環学会研究発表会を東北の仙台で開催する運びと

なりました。 

今回の研究発表会では特別プログラム「東日本大震災が描く廃棄物処理・資源化の未来予想図」を企画して

います。前半の基調講演では、財団法人国際高等研究所所長の尾池和夫氏に今後想定されている地震から派

生する災害のリスクについてお話頂きます。また、後半では、阪神・淡路大震災での経験が東日本大震災で

各被災自治体にどのように反映されたのか、今後起こり得る災害に対して具体的にどのような準備をしてい

るのか、さらに、平常時においても我々がなすべき事前対応のあるべき絵図をどのように描かねばならない

かなど、パネルディスカッションを行います。 

施設見学会は、10 月 24 日（水）に東日本大震災の災害廃棄物処理施設等の見学を企画しています。半日見

学コース、1 日見学コースに分け、現地における災害廃棄物の分別・破砕・焼却等の中間処理やリサイクル

施設の状況、石巻市～南三陸町～気仙沼市を巡る被災地視察を予定しています。意見交換会は 10 月 23 日（火）

夕方に、仙台国際センター至近のアークホテル仙台で開催致します。 

仙台国際センターは仙台駅から幾分離れているためアクセスに不便をお掛けするかと存じますが、仙台国際セ

ンター内での各発表会場間の移動は便利かと思います。実行委員一同、多くの方がお越しになって研究交流と懇

親とを深めていただけ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 
10 月 22 日（月） 9:15 - 15:00
10 月 23 日（火） 9:00 - 10:30
10 月 24 日（水） 9:00 - 12:15

p.7 – 21 をご覧ください 

ポスター発表 

ポスター1 
10 月 22 日（月） 17:00 - 18:15
ポスター2 
10 月 23 日（火） 13:15 - 14:30

ポスター発表会場 
2F 桜 

p.7 – 21 を 
ご覧ください 

International Hybrid 
Session  

Short Oral Presentation 
Oct.22 (Mon)  16:00 - 17:00
Poster Presentation 
Oct.22 (Mon)  17:00 - 18:15

第 3 会場 
2F 橘・Tachibana 
ポスター発表会場 
2F 桜・Sakura 

p.22 – 23 を 
ご覧ください 

企画セッション 
10 月 22 日（月） 15:15 - 16:45
10 月 23 日（火） 10:45 - 12:15
10 月 24 日（水） 10:45 - 12:15

p.24 – 27 をご覧ください 
学術研究委員会、各研究部会の企画に 

よるものです 

市民展示・企業展示 10 月 22 日（月）－ 23 日（火） 2F 桜 
一般公開企画（無料）

p.5 をご覧ください

同時 
開催 

全国環境研協議会  
研究発表会 

10 月 23 日（火）  9:00 - 12:00 3F 小会議室 6 
主催者連絡先： 
奈良県保健環境研究セ

ンター 0742-20-2882 

意見交換会 10 月 23 日（火） 18:30 - 20:30
アークホテル仙台 
2F ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ 

p.5 をご覧ください

施設見学会 p.6 をご覧ください 
   

行 事 日  時 会  場 備 考 な ど

特別プログラム 10 月 23 日（火） 14:45 - 17:45 2F 大ホール 
一般公開企画（無料）

p.4 をご覧ください

国際シンポジウム 
International Symposium 

10 月 22 日（月） 14:30 - 16:00
第 3 会場 

2F 橘・Tachibana 
p.4 をご覧ください

使用言語: 英語 
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特 別 プ ロ グ ラ ム （一般公開企画・無料） 
 

 

東日本大震災が描く廃棄物処理・資源化の未来予想図 

10 月 23 日（火）14:45－17:45  仙台国際センター 大ホール 

東日本大震災で発生した膨大な災害廃棄物処理では、初期対応、処理指針と処理計画の立案、現場対応等、様々
な混乱と課題が直面しました。一方、対応の仕方によっては順調に処理が進む場合もあります。また、平常にお
ける廃棄物対応事例が今回の災害廃棄物処理に大きな役割を果たした面も明らかになりつつあります。 

今回の企画シンポジウムでは、尾池和夫氏に今後想定されている地震から派生する災害のリスクについて基調
講演をいただきます。また、後半では、阪神・淡路大震災での経験が東日本大震災で各被災自治体にどのように
反映されたのか、今後起こり得る災害に対して具体的にどのような準備をしているのか、我々がなすべき事前対
応のあるべき姿はどのようにあるべきかを討論し、さらに災害時だけでなく、平常時においても廃棄物処理・資
源化に取組むに当たって重要な視点を明らかにし、未来予想図を描きます。 

プログラム： 

14:45－15:45  基調講演 「東日本の巨大地震に学ぶこと」 

      財団法人国際高等研究所 所長  尾池 和夫 氏（元 京都大学総長） 

15:55－17:45  パネルディスカッション 

 

コーディネーター： NHK 解説委員  松本 浩司 氏 
 

パネラー：    宮古市副市長   

       仙台市副市長   

       静岡市副市長   

       国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター長  大迫 政浩 氏 

       東北大学大学院環境科学研究科 教授  吉岡 敏明 氏 

 
 

 

国 際 シ ン ポ ジ ウ ム・International Symposium 
 

「災害廃棄物管理」 

Disater Waste Management 
10 月 22 日（月）14:30－16:00  第 3 会場 2F 橘・Tachibana 

2011年3月11日の東日本大震災を機に、日本においても改めて、災害廃棄物への対応が見直されています。同時に、
国際的にも、様々な学会やネットワークにおいて議論が行われており、特にアジア地域における知見の共有と集積に向
けた取り組みが緒に就いたと言えます。まさに、東日本大震災からの復興のただなかにある仙台での開催となった今回
の国際シンポジウムでは、日韓でも意見交換を進めてきた災害廃棄物管理の進展と課題について、それぞれの国内の
状況を確認すると同時に、国際的、特にアジア地域における今後の取組方針を検討し、意見交換を行うことを目的とし
ています。 

プログラム： 

講演 1  地震・津波からの災害廃棄物及び災害廃棄物の分別・処理に関するマニュアル 
                  京都大学環境科学センター 助教  浅利 美鈴 氏 

Disaster Waste Generated from Earthquake & Tsunami, and Manual on Separation and 
treatment of Disaster Waste                  Kyoto University  Dr. Misuzu Asari 

 

講演 2   韓国 TBD                          Yonsei University  Prof. Yong-Chil Seo 
 

講演 3  洪水廃棄物の適正管理に向けた報告及び提案 ―アジア多雨地域における協調関係―  
                  国立環境研究所 主任研究員  石垣 智基 氏 

Report and Proposal for Appropriate Management of Flood Waste ―Cooperative 

Relationship among Pluvial Asian Region―             NIES  Dr. Tomonori Ishigaki 
 

講演 4   韓国 TBD     Korea National Institute of Environmental Research  Dr. Gil-Jong Oh 
 

討論 
 
司会：   Yonsei  University  Prof. Yong-Chil Seo （President of KSWM）  

京都大学 教授  酒井 伸一 氏 
 
使用言語:  英語 
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行 事 案 内 
 

  

研究発表 （口頭発表 ・ ポスター発表 ・ International Hybrid Session） 

発表予定件数：326 編（口頭発表:211 編、ポスター発表:89 編、International Hybrid Session：26 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・表彰を行うと共に、 

後日、廃棄物資源循環学会ホームページに受賞者リストとポスターを掲載いたします。 

詳細はセッションプログラム（p.7 - 23）をご覧ください。 

International Hybrid Session は、90 秒の口頭発表終了後にポスター発表の両方を行います。 

市民展示・企業展示 （一般公開企画 ・ 無料） 

○ 日  時：   10 月 22 日（月）10:30 - 10 月 23 日（火）17:45 
○ 場  所：   2F 桜 
○ 内  容：  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、協賛企業による 

パネル展示も行います。   

全国環境研協議会研究発表会 

地方環境研究所で構成される全国環境研協議会（全環研）と廃棄物資源循環学会廃棄物試験・検査法研究部会

との共催による研究発表会です。全環研からは地方環境研究所が行っている廃棄物に関連した研究発表を、廃棄

物試験・検査法研究部会からは産業廃棄物の検定方法改定などの情報提供をいただき、お互い活発な意見交換を

通じて廃棄物などに関する諸問題について考えます。 

○ 日  時：  10 月 23 日（火） 9:00 - 12:00 
○ 場  所：  3F 小会議室 6 
○ プログラム 

      1．廃棄物研究発表会 
         地方環境研究所による廃棄物関連の研究発表（5 演題程度） 
       2．情報交換会 

廃棄物試験・検査法研究部会による情報提供（産業廃棄物の検定方法改定など） 
 

意 見 交 換 会 

○ 日   時： 10 月 23 日（火） 18:30 - 20:30 
○ 場    所： アークホテル仙台 2F 「グランド・コート」 
○ 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】研究発表会専用ページ（http://jsmcwm.or.jp/taikai2012/）からお申込みください。 

  ※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（10 月 23 日（火））午前から受付します。 
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行 事 案 内 
 

  

施 設 見 学 会 

東日本大震災の災害廃棄物処理施設等見学会 

東日本大震災から 1 年 5 ヵ月が経過し、震災からの復旧・復興に向けた様々な取り組みが行われていますが、

計画どおり進んでおりません。中でも膨大な量の災害廃棄物の処理が喫緊の課題となっております。宮城県では、

被災市町村の委託を受けて、県が主体となって災害廃棄物の分別・破砕・焼却等の中間処理を行っているものの、

災害廃棄物の処理については、進捗率が未だ 2 割程度と言われております。今回、学会の研究発表会が宮城県で

開催されることから、現地の状況等を視察し、改めて問題点を考えてみたいと企画しました。皆様方のご参加を

お待ちしております。 

○ 開 催 日：  10 月 24 日（水） 
 

○ 集合解散場所：  仙台国際センター 1F ロビー集合／仙台国際センター前解散 
 

○ 見学コース   

日 時 内  容 定  員 参加費 

半日コース 
 

10 月 24 日(水) 
 

班ごとに出発時間が

異なります 

コース 1 
宮城県亘理処理区 
災害廃棄物 86 万トン、津波堆積物 60 万 m3

を処理。

亘理町吉田字砂浜外地内。 
 

出発・帰着時間： 
(1-1) 一班  8:30 - 12:00    
(1-2) ニ班 10:00 - 13:30   
(1-3) 三班 13:00 - 16:30   

各班 45 名 
先着順に 
受付 

無料 

1 日コース 
 

10 月 24 日(水) 
9:00 - 16:30 

 
9:00 出発 

コース 2 - 1 
宮城県石巻ブロック処理区 
災害廃棄物 685 万トン、津波堆積物 200 万 m3

を処理。

石巻市潮見町地内。 
セイホク物流㈱、セイホク㈱ 
木くずの破砕、チップ化、合板に利用。石巻市重吉町内。

 

※昼食場所（ドライブイン等）を用意致しますので、各自

お取り下さい。 

45 名 
先着順に 
受付 

2,500 円

コース 2 - 2 
被災地視察 
石巻市～南三陸町～気仙沼市 

 

※昼食場所（ドライブイン等）を用意致しますので、各自

お取り下さい。 

45 名 
先着順に 
受付 

 
○ 申込方法： 研究発表会専用ページ（http://jsmcwm.or.jp/taikai2012/）からお申し込みください。 

施設見学会参加には研究発表会への参加が必要です。研究発表会の事前申込も併せて

行ってください。 
 

○ 申込締切： 9 月 28 日（金） 
※各コースまたは各班の先着 45 名の方には、個別連絡致します。 
 

○ 注 意 点： 申し込みにあたっては、セッションプログラムを十分にご確認の上、お申し込みくだ

 さるようお願いします。（10 月 24 日（水）に発表が予定されている方は、誠に申し訳あり

 ませんが、「コース 1 の（1-3）三班」以外は、お申し込みできません） 
参加者の都合によりキャンセルされる場合は、参加費は返金いたしません。 
 

○ 問合せ先： 実行委員会 施設見学会担当  stu-mgk@miya-kan.or.jp 
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一 般 セ ッ シ ョ ン 
 

  

A1  ごみ発生・3R 
【 10 月 22 日（月） 第 2 会場 10:45 – 12:15 】                          座長：岡山 朋子（名古屋大学） 
 
   A1-1 生ごみの発生とライフスタイルに関する調査  

(株)エックス都市研究所 ○秦 三和子、伊藤 綾、中村 優  京都市 三浦 貴弘       

   A1-2 食料品小売店における省容器包装販売の消費者受容性 ―惣菜容器包装と持参容器販売―  
京都市ごみ減量推進会議 ○齋藤 友宣  京都府立大学 山川 肇       

   A1-3 古着の購入状況と衣類の環境負荷情報提示による利用促進の可能性  
京都府立大学 ○山川 肇       

   A1-4 一般廃棄物の減量化・再資源化促進を目的とした一般家庭への情報提供に関する研究  
九州大学 ○植木 裕輔、中山 裕文、島岡 隆行  西南学院大学 小出 秀雄       

   A1-5 多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の報告に基づく感染性廃棄物排出量の検討  
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター ○大久保 伸、谷川 昇、浅岡 健       

   A1-6 地元から流出した浮遊ごみの沿岸域滞留現象  
鳥取大学 ○岡野 多門、安東 重樹       

Poster1 A1-7 小都市における一般廃棄物中の生ごみの自家処理に関する調査研究  
岩手大学 ○石田 賢、晴山 渉、藤沢 洋明、中澤 廣、鳴海 貴之、小野 育成   

久慈市 宮澤 誠、夏井 正悟 
 

A2  ごみフロー・物質フロー 
【 10 月 22 日（月） 第 2 会場 13:30 – 15:00 】                           座長：橋本 征二（立命館大学） 
  

A2-1 日本と海外における電子マニフェストシステムの比較  
北海道大学 ○金 相烈  (公財)日本産業廃棄物処理振興センター 谷川 昇、濱田 義久、尾崎 弘憲       

A2-2 日本の物質フロー・ストックモデルの構築とその適用  
立命館大学 ○橋本 征二  (独)国立環境研究所 稲葉 陸太、田崎 智宏、南斉 規介、藤井 実、大迫 政浩 

東京農工大学 加用 千裕  みずほ情報総研(株) 高木 重定、藤井 崇、吉川 実  東京大学 森口 祐一       

   A2-3 TMR に基づく材料の包括的自給率評価手法の提案 
       京都大学 ○山末 英嗣、諸冨 恵一朗、奥村 英之、石原 慶一  東京大学 村上 進亮       

   A2-4 紙管リサイクルによるフロー改善がもたらす効果 
近畿大学 ○坂田 裕輔  田中紙管(株) 服部 雄一郎、平野 研一 

A2-5 家庭で消費された記憶媒体の廃棄実態  
京都大学 ○李 鎔一、矢野 順也、浅利 美鈴、酒井 伸一  京都市 濱口 弘行       

   A2-6 マテリアルフローデータに基づいた焼却残渣からの金属類の回収可能性の検討  
大阪市立大学 ○阪井 幸太、水谷 聡、貫上 佳則  金沢大学 長谷川 浩       

Poster2 A2-7 産業廃棄物 終処分場におけるマニフェスト記載情報の信頼性の検討の結果および考察  
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター ○浅岡 健、谷川 昇、馬場 寿       

Poster2 A2-8 高知県におけるバイオマス系廃棄物フローを表現する投入産出表の構築 
(独)国立環境研究所 ○山田 正人、石垣 智基  (一財)日本環境衛生センター 立尾 浩一  高知大学 藤原 拓       

Poster1 A2-9 都市ごみ焼却工場焼却灰中の金属含有量調査  
    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  

 

A3  有料化・経済的手法 
【 10 月 24 日（水） 第 2 会場 9:00 – 10:30 】                           座長：笹尾 俊明（岩手大学） 
  
   A3-1 家庭ごみ有料化における減免措置に関する実態調査  

東洋大学 ○山谷 修作       

   A3-2 使用済み弁当容器の回収促進策の実証分析 ―全国の大学生協へのアンケート調査から―  
福島大学 ○沼田 大輔       

   A3-3 小型家電のボックス回収とピックアップ回収の選択モデル  
西南学院大学 ○小出 秀雄       

   A3-4 廃棄物処理施設のライフサイクルコストと 適更新時期に関する研究  
八千代エンジニヤリング(株) ○入佐 孝一  東北大学 高橋 弘       

   A3-5 産業廃棄物の広域移動と搬入規制：47 都道府県間の広域移動要因分析  
岩手大学 ○笹尾 俊明       

   A3-6 環境会計を用いた環境経営戦略が企業業績に与える影響に関する研究  
静岡県立大学 ○橋山 勇人、尹 大榮       

Poster2 A3-7 レジ袋削減のための有料化政策の有効性及び構造変化の分析と評価 
       関東学院大学 ○安田 八十五、白 永梅       

  

 

 

                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poster 1:  10 月 22 日（月） 桜 2F  17:00 - 18:15
Poster 2:  10 月 23 日（火） 桜 2F  13:15 - 14:30
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一 般 セ ッ シ ョ ン 
 

  

A4  住民意識・住民参加 
【 10 月 24 日（水） 第 2 会場 10:45 – 12:15 】                              座長：山川 肇（京都府立大学） 
 
    A4-1 家庭系食品廃棄物の排出実態に関する基礎研究  

大阪工業大学 ○半田 拓也、福岡 雅子       

   A4-2 ペットボトル分別に伴う住民の“煩わしさ”の定量的評価法に関する研究  
福岡大学 ○鈴木 慎也、吉岡 宏樹、立藤 綾子、松藤 康司  東京工業大学 高橋 史武 

   A4-3 イベントでのリユース食器利用 ―参加者への働きかけと影響―  
京都府立大学 ○岡田 真衣、山川 肇       

   A4-4 ライフステージに着目した一般廃棄物管理に対する住民ニーズ調査  
東京工業大学 ○小島 英子、阿部 直也  (独)国立環境研究所 大迫 政浩       

A4-5 循環指標に関するアンケート調査の手法間結果比較と傾向スコア法を用いた補正のための共変量の探索  
京都大学 ○桜井 健太、平井 康宏、浅利 美鈴、酒井 伸一       

   A4-6 徳島県上勝町における廃棄物政策の歴史と「34 分別」の背景  
熊本学園大学 ○藤本 延啓       

Poster2 A4-7 ペットボトル分別に伴う住民の“煩わしさ”の定量的評価法に関する研究(2)  
東京工業大学 ○高橋 史武  福岡大学 鈴木 慎也、立藤 綾子、松藤 康司       

Poster1 A4-8 3R 推進政策のごみ減量・リサイクル促進ポテンシャルの推定  
岡山大学 ○松井 康弘  神戸市 伊藤 遙  岡山市 甲斐 充      

 

A5  廃棄物行政・管理 
【 10 月 23 日（火） 第 5 会場 9:00 – 10:30 】                            座長：渡辺 浩平(帝京大学） 
 
    A5-1 沖縄県の離島におけるごみ処理とリサイクルの課題  

(株)ダイナックス都市環境研究所 ○山本 耕平、南 明紀子  沖縄リサイクル運動市民の会 古我知 浩、湧田 廣       

   A5-2 離島自治体における容器包装リサイクルルート効率化の可能性  
(株)ダイナックス都市環境研究所 ○南 明紀子、山本 耕平  スチール缶リサイクル協会 酒巻 弘三、細田 佳嗣       

   A5-3 家電リサイクル制度の評価・設計のためのマルチエージェントシミュレーション  
東京大学 ○菅原 聖史、村上 進亮、山冨 二郎       

   A5-4 3R 対象物の対策優先度に係るポジショニング方法の開発  
国立環境研究所 ○田崎 智宏  筑波大学 村上 理映  三菱総合研究所 萩原 一仁、森部 昌一、新井 理恵       

   A5-5 地方自治体における廃棄物・3R をとりまく状況の変化について  
(公財)廃棄物・3R 研究財団 ○中村 裕子、八木 美雄       

   A5-6 東日本大震災復旧活動から学ぶ災害廃棄物処理体制の提言  
仙台環境開発株敷会社 ○舟山 重則  北海商科大学 大内 東       

Poster2 A5-7 小型家電リサイクル制度施行に向けた現状と課題分析 ―酒田市の粗大ごみ解体実験結果を事例に―  
東北大学 ○齋藤 優子、劉 庭秀  (株)青南商事 安東 元吉       

Poster2 A5-8 エコタウン構想に向けた生ごみバイオガス化事業実現性の評価  
日本工業大学 ○孰賀 理斗、佐藤 茂夫       

  

A6  廃棄物計画 
【 10 月 22 日（月） 第 2 会場 9:15 – 10:30 】                           座長：金 相烈（北海道大学） 

 
    A6-1 エゾシカ死骸の好気性発酵による減量化 ―枝幸式発酵減量法の開発―  

ホクレン農業総合研究所 ○新発田 修治、木谷 祐也、松田 從三   

北海道枝幸町役場 阿部 勝義、高瀬 孝弘、高橋 宗介、岩谷 光晃、遠藤 正勝       

   A6-2 観光を主産業とする島国の廃棄物排出量将来推計に関する研究 ―グアムを例として―  
岡山大学 藤原 健史  八千代エンジニアリング ○伊藤 依理       

   A6-3 発展途上国における廃棄物の分別シナリオと代替処理技術  
(独)国立環境研究所 ○河井 紘輔、大迫 政浩、山田 正人       

   A6-4 IT 利活用による 3R の活性化に関する一考察  
専修大学 ○下村 有加、森本 祥一       

   A6-5 静脈ビジネスの海外技術移転の特徴 ―動脈ビジネスとの比較から―  
(株)九州テクノリサーチ ○佐藤 明史、池隅 達也       

Poster1 A6-6 一般廃棄物不燃・粗大ごみの適正処理に関する研究 ―乾式比重差選別機を用いた処理不燃残さの選別試験―  
埼玉県環境科学国際センター ○川嵜 幹生、磯部 友護、鈴木 和将、渡辺 洋一       

Poster2 A6-7 清掃工場における長寿命化計画への認知に影響を及ぼす要因の分析  
和歌山大学 更田 崇史、○吉田 登、金子 泰純       

Poster2 A6-8 地域特性を考慮したバイオガス発電施設の事業可能性の検討  
東洋大学 ○川見 毅、村野 昭人       

Poster1 A6-9 マニフェストの使用数と電子化率の推計  
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター ○谷川 昇、馬場 寿、浅岡 健、竹内 敏   
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A7  LCA・低炭素社会 
【 10 月 24 日（水） 第 7 会場 10:45 – 12:15 】                           座長：平井 康宏（京都大学） 

 

    A7-1 近未来における容器包装の資源循環モデルの開発とシナリオ予測  
みずほ情報総研(株) ○藤井 崇、高木 重定   

(独)国立環境研究所 田崎 智宏、藤井 実、大迫 政浩、橋本 征二、稲葉 陸太  東京農工大学 加用 千裕       

   A7-2 プラスチック製容器包装処理システムにポリ乳酸素材への転換が及ぼす温室効果ガス削減効果に関するシナリオ分析  
   京都大学 ○矢野 順也、平井 康宏、酒井 伸一  大阪ガス(株) 坪田 潤  

   A7-3 建築廃木材中の 14C 比率推定  
京都大学 ○瀬田 寿一郎、平井 康宏、酒井 伸一       

   A7-4 木造家屋解体木材のリユースのライフサイクル CO2評価  
広島修道大学 ○三浦 浩之       

   A7-5 汚泥再生処理センターにおける再資源化のライフサイクルインベントリ分析 ―原単位の精査について―  
和歌山工業高等専門学校 ○鶴巻 峰夫  (公財)廃棄物・3R 研究財団 東海林 俊吉、八木 美雄       

   A7-6 下水処理施設による下水汚泥・厨芥の混合消化事業のライフサイクル評価  
大阪大学 ○中久保 豊彦、東海 明宏  国立保健医療科学院 大野 浩一       

Poster2 A7-7 バイオディーゼル燃料製造副生グリセリン廃液の排水処理脱窒工程への有効利用  
クボタ環境サービス(株) ○安部 剛、橘 峰生  福岡大学 武下 俊宏       

Poster2 A7-8 豊島廃棄物等処理事業における環境性・経済性に関する評価  
早稲田大学 永田 勝也、切川 卓也、○絵内 祐樹、飯塚 壮平、松山 涼子、築山 亮、小野田 弘士、永井 祐二      

  

A8  収集運搬・輸送 
【 10 月 22 日（月） 第 4 会場 9:15 – 10:30 】              座長：谷川 昇（（公財）日本産業廃棄物処理振興センター） 

 
    A8-1 従量制指定袋の導入下におけるペットボトル搬出行動の実態  

福岡大学 ○吉岡 宏樹、鈴木 慎也、立藤 綾子、松藤 康司       

   A8-2 実施設における破砕選別プロセス前後の使用済み小型家電製品等の資源的価値の評価  
早稲田大学 ○若林 英佑、中嶋 崇史、小野田 弘士、永田 勝也       

   A8-3 ETC を活用した建設廃棄物の運搬管理システムの開発と導入(第 2 報)  
(一財)関西環境管理技術センター ○水田 和真、武甕 孝雄  阪神高速道路(株) 建部 実 

阪神高速技術(株) 富澤 康雄、山口 良弘  (株)高速道路開発 筧 和弘 

京都大学 勝見 武  香川高等専門学校 嘉門 雅史 
   A8-4 事業系一般廃棄物の臨時収集運搬対応能力の評価モデルの確立  

福島大学 ○樋口 良之、一重 卓男、石川 友保       

   A8-5 事業系一般廃棄物の臨時収集運搬対応能力の評価モデルの適用方法と有用性の確認  
あいづダストセンター ○一重 卓男  福島大学 樋口 良之、石川 友保       

Poster1 A8-6 一般廃棄物収集運搬業務における委託形態の効率性評価 
        福井環境事業(株) ○杵島 裕子  筑波大学 氷鉋 揚四郎  麻布大学 早川 哲夫       

  

A9  安全対策・リスク管理 
【 10 月 23 日（火） 第 1 会場 9:00 – 10:30 】                      座長：滝上 英孝（（独）国立環境研究所） 
 

    A9-1 廃棄物関連試料の放射能分析に係る精度管理およびクロスチェックについて(1)  
(独)国立環境研究所 滝上 英孝、山本 貴士、○鈴木 剛、竹内 幸生、田野崎 隆雄、大迫 政浩   

             愛媛大学 貴田 晶子  京都大学 酒井 伸一       

   A9-2 腐敗性廃棄物(草本類)の減容化と保管時温度変化に関する検討(速報)  
(株)竹中工務店 ○加藤 利崇、水谷 敦司、川島 哲文  (株)竹中土木 白井 克己、吉開 博幸   

(独)国立環境研究所 遠藤 和人       

   A9-3 湿潤不燃ごみ中のリチウム電池発火について    
          (公財)東京都環境公社 ○橋本 治  日本大学 三橋 博巳       

   A9-4 超高圧水中衝撃波を受けた赤潮の形態変化に関する研究  
東邦大学 ○徳永 久美子、鈴木 実  (株)ミツウロコ 松田 優美 

A9-5 凝集沈殿法によるホウ素除去の基礎的検討  
仙台環境開発(株) ○高谷 敏彦、大内 東       

   A9-6 電気炉スラグ環境影響処理によるフッ素溶出量変化の検討  
京都大学 ○中村 謙吾、米田 稔       
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A10  海外調査 
【 10 月 23 日（火） 第 2 会場 9:00 – 10:30 】                 座長：速水 章一（（一財）日本環境衛生センター） 

 
    A10-1 中華人民共和国における都市廃棄物の現状と循環利用に向けた課題  

(独)国際協力機構 ○村瀬 憲昭       

   A10-2 中国の廃プラスチックの再生利用に関する分析研究  
早稲田大学 ○孟 祥鳳、吉田 徳久       

   A10-3 中国における都市鉱産プロジェクトの実態分析 ―唐山市を事例に―  
東北大学 ○習 開鵬、劉 庭秀、張 政陽  日本学術振興会 車 佳 

   A10-4 パレスチナ西岸地域における廃棄物管理分野の協力支援アプローチの比較  
(独)国際協力機構 ○青木 一誠、水谷 徹哉、吉田 充夫       

   A10-5 廃棄物分野における開発途上国支援のプログラム・アプローチの効果と課題 ―ウランバートル市に対する協力の事例から― 
          (独)国際協力機構 ○吉田 充夫、南 和江      

A10-6 途上国地方自治体による廃棄物リサイクル・センター運営の実例とその分析 ―スリランカの地方自治体を事例に―  
東京工業大学 ○清水 研  国際協力機構 吉田 充夫       

Poster2 A10-7 バンタルグバン 終処分場におけるインフォーマルリサイクル  
東京大学 ○佐々木 俊介       

Poster2 A10-8 ベトナム北部へのわが国の静脈産業の移転戦略について  
(株)エックス都市研究所 ○山口 直久  (株)サステイナブルシステムデザイン研究所 和田 英樹  

(独)国立環境研究所 山田 正人  (株)市川環境エンジニアリング 倉澤 壮児、高野 友理       

  

A11  ごみ文化 
【 10 月 24 日（水） 第 6 会場 9:30 – 10:30 】                    座長：小林 正自郎（JFE エンジニアリング(株)） 

 

    A11-1 Municipal housekeeping とその反復／変形  
○古澤 康夫       

   A11-2 大正 9 年「国勢調査職業名鑑」にみる再資源化関連業と近代産業  
稲村技術士事務所 ○稲村 光郎       

   A11-3 世界 初のごみ焼却炉特許には何が書いてあるか  
○溝入 茂  帝京大学 渡辺 浩平       

   A11-4 ダッカ市における住民参加型廃棄物管理の歴史と JICA 廃棄物管理能力強化プロジェクト ―文献レビュー―  
北陸先端科学技術大学院大学 ○大迫 正弘  八千代エンジニアリング(株) 石井 明男       

  

A12  放射性物質・重金属の挙動 
【 10 月 22 日（月） 第 4 会場 13:30 – 15:00 】                     座長：高田 光康（（独）国立環境研究所） 

 

   A12-1 災害廃棄物仮置場における重金属の挙動  
岩手大学 ○晴山 渉、岸本 光平、鳴海 貴之、山口 勉功、大河原 正文、中澤 廣       

   A12-2 放射性物質汚染廃棄物の仮置保管施設の開発と展開  
大成建設(株) 海老原 正明、○大久保 英也  昭和コンクリート工業(株) 橘 修、坂井 悟       

   A12-3 一般廃棄物焼却処理への放射性物質の移行と焼却灰への濃縮に関する傾向の分析  
(独)国立環境研究所 ○小口 正弘、森 朋子、大迫 政浩、山田 正人  東京大学 森口 祐一       

   A12-4 焼却プロセスにおける放射性セシウムの挙動について  
(独)国立環境研究所 ○山本 貴士、滝上 英孝、竹内 幸生、田野崎 隆雄、鈴木 剛、大迫 政浩   

      愛媛大学 貴田 晶子  京都大学 酒井 伸一       

   A12-5 震災がれきの焼却発電を 被災地潤いと PREC のために地元で ―CsCl 等はガス状では存在せず 焼却時に大気中に排出しない―
  

環境保全工学研究所 ○福本 勤       

   A12-6 一般焼却飛灰からのセシウム溶出特性に関する研究  
九州大学 ○澤田 貴矢、渡邉 優香、宋 麗華、島岡 隆行       

Poster1 A12-7 リグニン誘導体のセシウム吸着に関する研究 ―セシウム初期濃度及び吸着時間の関係―  
九州大学 ○李 雪、島岡 隆行  東アジア環境研究機構 渡邉 優香       

Poster2 A12-8 各種粘土鉱物及び自然土壌を用いたセシウム・ストロンチウムの吸脱着反応 

日本工業大学 ○加古 賢一郎、小野 雄策  埼玉県環境科学国際センター 鈴木 和将、川嵜 幹生 

 北海道大学 東條 安匡 
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A13  災害廃棄物の処理 
【 10 月 22 日（月） 第 4 会場 10:45 – 12:15 】                               座長：北辻 政文（宮城大学) 
 

    A13-1  津波による仙台平野の塩害被害の状況と廃棄物を出さない浄化方法の提案  
早稲田大学 ○香村 一夫、宗田 和希、野口 周平  千葉県環境研究センター 栗原 正憲       

   A13-2  地震・津波により発生した廃棄物混じり土砂の特性と有効利用  
京都大学 ○勝見 武  岩手大学 大河原 正文  (独)国立環境研究所 遠藤 和人   

東北工業大学 今西 肇  東北大学 風間 基樹       

   A13-3  繊維質固化処理土工法による津波堆積物の再資源化と人工地盤造成  
東北大学 ○高橋 弘、栗原 弘樹、里見 知昭  (株)森環境技術研究所 森 雅人       

   A13-4  仮設焼却炉運転経験からの災害廃棄物処理について  
川崎重工業(株) 村田 英彰、○藤本 裕史、遠藤 良輔、杉原 英雄、田中 宏史       

   A13-5  釜石市災害廃棄物処理に向けたシャフト炉式ガス化溶融炉の再稼動状況  
日鉄環境プラントソリューションズ(株) ○真名子 一隆、野田 康一 

新日鉄エンジニアリング(株) 越田 仁、長田 守弘  釜石市 岩間 成好       

A13-6  施工者の立場から見た災害廃棄物処理(その１)事業概要と課題全容  
鹿島建設(株) ○間宮 尚、加納 実、本田 豊、八村 幸一、岡 和彦  産業振興(株) 吉浦 潤一       

Poster1 A13-7  大阪市における建物ストックと災害廃棄物発生量の推定 
                  大阪市立大学 ○水谷 聡、阿部 能也、貫上 佳則       

Poster2 A13-8  東日本大震災により発生した災害廃棄物処理に関する一考察  
九州大学 ○川畑 雄大、島岡 隆行、中山 裕文       

Poster2 A13-9  水害廃棄物の仮置場選定支援システムの試作  
岡山大学 ○藤原 健史  浜松市 中村 彰太       

Poster1 A13-10  施工者の立場から見た災害廃棄物処理(その２)効率化に向けて  
鹿島建設(株) ○加納 実、間宮 尚、本田 豊、八村 幸一、岡 和彦  産業振興(株) 吉浦 潤一       

Poster2 A13-11  つくば市で発生した竜巻による災害廃棄物とその処理  
(独)国立環境研究所 ○稲葉 陸太、高田 光康、多島 良、滝上 英孝、寺園 淳、山本 貴士、佐野 和美、大迫 政浩      
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B1  家電・電子機器等のリサイクル 
【 10 月 22 日（月） 第 6 会場 10:45 – 12:15 】                                   座長：雨宮 隆（(株)テルム) 

 

    B1-1 アジア圏における国際資源循環システムの高度化に関する研究 ―日中における環境負荷統合化指標の開発とE-wasteリサ 
        イクル評価への適用―  

早稲田大学 ○周 洋、李 霖、胡 浩、黒岩 翔、小野田 弘士、永田 勝也       

   B1-2 ICT 機器用 LSI パッケージに含有される金属資源分析  
(株)富士通研究所 ○中澤 克仁、胡 勝治       

   B1-3 使用済み携帯電話の顧客接近型回収の試行および破砕工程における貴金属(Au、Ag)の濃集現象  
大阪大学 ○姉崎 正治、三好 恵真子、山本 高郁       

   B1-4 乾式揺動テーブルによる廃棄物粉砕物の比重分離 
岩手大学 ○中澤 廣、晴山 渉  仙台市 勝尾 俊也       

   B1-5 EDTA 溶液を用いた廃液晶パネルからのインジウム抽出  
大阪市立大学 ○菊野 賢、水谷 聡、貫上 佳則  金沢大学 長谷川 浩       

   B1-6 廃電子基板中の有価金属の回収を目的とした塩化揮発挙動の調査  
秋田大学 ○渡辺 勝央、高崎 康志、細井 明、柴山 敦       

Poster1 B1-7 使用済み電気電子機器の破砕・選別処理実態と物質フローの推計  
山口大学 ○清水 彬行、豊後 敦士、樋口 隆哉       

Poster2 B1-8 ルースパウダー/蛍光 X 線分析法を用いた電子基板中の貴金属 ・レアメタルの定量分析  
明治大学 ○廣川 悠哉、中村 利廣   

 

B2  自動車リサイクル 
【 10 月 22 日（月） 第 6 会場 9:15 – 10:30 】                     座長：加茂 徹（（独）産業技術総合研究所) 

 

    B2-1 日本からの使用済み自動車輸出量推定法の開発  
(独)産業技術総合研究所 ○布施 正暁、恒見 清孝       

   B2-2 中国における使用済み自動車リサイクルの 近動向  
日本学術振興会 ○車 佳  東北大学 張 政陽、習 開鵬、劉 庭秀       

   B2-3 自動車の実解体試験に基づく環境配慮設計(DfE:Design for Environment)の定量化の試み  
早稲田大学 平松 信人、宇津木 隼、○黒岩 翔、中嶋 崇史、小野田 弘士、永田 勝也       

   B2-4 自動車リサイクル部品の活用促進を目的とした環境貢献ポイントシステムの高度化   
早稲田大学 平松 信人、黒岩 翔、○宇津木 隼、中嶋 崇史、小野田 弘史、永田 勝也       

   B2-5 電気炉製鋼プロセスにおける自動車スクラップ利用を介したレアメタルフロー  
東北大学 ○松八重 一代、大野 肇、飯塚 陽祐、三木 貴博、平木 岳人、長坂 徹也、竹田 修   

               (独)国立環境研究所 中島 謙一      

Poster2 B2-6 自動車静脈産業の海外展開に関する一考察  
山口大学 ○阿部 新  一橋大学 平岩 幸弘      

  

B3  建設廃棄物・石膏ボードのリサイクル 
【 10 月 24 日（水） 第 5 会場 9:00 – 10:30 】                         座長：田中 義朗（（独）タケエイ） 

 

   B3-1 ロールスクリーンを用いた解体時に発生する建設系産業廃棄物の選別方法  
東急建設(株) ○中村 宗隆、上野 隆雄、井上 大輔、後久 卓哉、中村 聡、柳原 好孝       

   B3-2 廃石膏ボードを塗料フィラーとして用いた場合の断熱効果に関する研究 
広島工業大学 ○高草 聖司、島川 雄三、今岡 務       

   B3-3 廃石膏ボードのポリ塩化ビニル用充填剤への適用検討と硫化水素発生評価  
(株)トクヤマ ○片岡 誠  サン・アロー化成(株) 安澤 保人、福田 晋也、嶋原 佑介   

                福岡大学 武下 俊宏       

B3-4 溶解ダストに含まれる硫化水素発生抑制物質の同定と抑制メカニズムの解明  
福岡大学 ○武下 俊宏  アイシン高丘(株) 服部 敏裕  (株)ケー・イー・シー 谷口 壯一郎       

B3-5 建築廃木材由来の飛灰中における塩素の化合形態の同定と除去に関する研究  
九州大学 ○酒匂 一樹、島岡 隆行、Amirhomayoun Saffarazadeh       

   B3-6 海水中における製鋼スラグの固化挙動  
広島大学 ○奥田 哲士、吉次 宏二、矢野 ひとみ、片山 貴博、秋山 吉寛、中井 智司、西嶋 渉  

神戸大学 浅岡 聡  放送大学 岡田 光正      

Poster1 B3-7 環境配慮型コンクリートによる放射線遮蔽効果の予測と検証  
(株)フジタ ○久保田 洋、木村 健一、野口 俊太郎、岡谷 周治、宮﨑 文徳   

(株)麻生 近田 孝夫  東栄コンクリート工業(株) 白川 貴美  京都大学 荒木 慶一       

Poster2 B3-8 流動床による砂状建設混合廃棄物からの素材分離技術開発  
長崎大学 ○朝倉 宏  (独)国立環境研究所 山田 正人  日本工業大学 小野 雄策       

Poster2 B3-9 循環資材の化学物質溶出特性評価における撹拌流速の影響  
(独)国立環境研究所 ○石森 洋行、肴倉 宏史、遠藤 和人、石垣 智基、山田 正人       

  

 
  



 

- 13 - 
 

 

一 般 セ ッ シ ョ ン 
    

B4  金属分離・回収 
【 10 月 23 日（火） 第 6 会場 9:00 – 10:15 】                    座長：澁谷 榮一 （JFE エンジニアリング(株)） 
 
    B4-1 福岡県における使用済み蛍光管からのレアアースリサイクルの取り組み 

            (財)福岡県リサイクル総合研究センター ○梶原 佑介、永野 英男、中村 裕康  

B4-2 東京都内の焼却・溶融処理における希少金属の挙動  
(公財)東京都環境公社 ○辰市 祐久  東京都 茂木 敏  東京都二十三区清掃一部事務組合 井上 宏       

   B4-3 製錬ダストからの金属回収時におけるアルシンの発生特性  
大阪市立大学 ○村岸 弘基、水谷 聡、貫上 佳則  金沢大学 長谷川 浩       

   B4-4 溶融技術による都市ごみ焼却残さ、下水汚泥、土壌からのセシウム分離  
(株)クボタ ○釜田 陽介、西村 和基、佐藤 淳、上林 史朗、阿部 清一       

   B4-5 化成処理スラッジを原料としたリン酸鉄リチウム合成および電極特性  
東北大学 ○佐々木 薫、亀田 知人、本間 格、吉岡 敏明       

 

B5  無機性廃棄物の資源化 
【 10 月 22 日（月） 第 3 会場 9:15 – 10:30 】                          座長：奥田 哲士（広島大学） 

   
B5-1 RO 膜を用いた焼却処理施設における排水リサイクル技術の開発 

        JFE エンジニアリング(株) ○冨田 洋平、平山 敦、山本 浩、鈴木 康夫       

   B5-2 水洗浄による都市ゴミ焼却灰の塩素除去に関する研究  
立命館大学 ○矢野 伸幸、高松 憲史、吉原 福全、向井 明       

   B5-3 廃棄物処理プロセスより発生する副生塩を用いたエコ次亜塩素酸ソーダ生成に関する研究Ⅱ  
住友電工ファインポリマー(株) ○牛越 健一  NPO法人環境創造研究機構 花嶋 正孝  福岡大学 樋口 壯太郎、平角 貴明   

(株)エイト日本技術開発 横山 睦正  (株)ササクラ 平野 悟  ダイソーエンジニアリング(株) 原 金房       

   B5-4 メカノケミカル反応に基づくペーパースラッジ炭化物による PVC からの脱塩素法  
東京農工大学 ○松下 清文、岡山 隆之  東京都立産業技術センター 島田 勝廣       

   B5-5 一般廃棄物溶融スラグの藻場育成材への適用研究  
新日鉄エンジニアリング(株) ○村田 光也、宮谷 寿博  (株)エヌジェイ･エコサービス 関 勇治       

Poster1 B5-6 希土類磁石からの希土類元素の選択的浸出処理法の開発 
     名古屋大学 ○神本 祐樹、吉村 元貴、遠藤 朗、市野 良一       

Poster2 B5-7 海水中での捕集率を高めたケイ酸カルシウム系セシウムイオン吸着材の合成と評価  
兵庫県立大学 ○西岡 洋、五百住 優太、井上 達央、小舟 正文  フジライト工業(株) 田路 順一郎       

Poster2 B5-8 軽金属のリサイクル性に関する熱力学的検討  
東北大学 ○平木 岳人、松八重 一代、長坂 徹也  北京科技大学 シン  ルー   

(独)国立環境研究所 中島 謙一  早稲田大学 中村 愼一郎       

  

B6  プラスチックの資源化 
【 10 月 22 日（月） 第 6 会場 13:30 – 15:00 】                     座長：稲葉 陸太（（独）国立環境研究所） 

 

   B6-1 使用済家電混合プラスチック石油化学原料化プロセスの開発  
(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       

   B6-2 擬似酵素型光触媒システムを用いたプラスチック・木材系廃棄物の易分解化  
北見工業大学 ○中谷 久之、宮田 祐樹、宮崎 健輔、三浦 雅弘、青山 政和       

   B6-3 食品付着廃プラスチックの燃料化プロセスの開発  
三菱マテリアル(株) ○矢島 達哉、松崎 隆浩、中村 慎、藤江 潤二、立屋敷 久志       

   B6-4 ポリ塩化ビニル(PVC)の脱塩素廃液からの塩素回収  
東北大学 ○庄司 知里、ギド グラウゼ、亀田 知人、吉岡 敏明       

   B6-5 マイクロ波を用いる PET のアルカリ分解における圧力の効果  
崇城大学 ○池永 和敏、伊東 祐輔  大和製罐(株) 山本 雅洋、出蔵 剛、亀山 武彦       

   B6-6 溶融混合炭酸塩共存下の水蒸気ガス化における試料粒子径の影響  
(独)産業技術総合研究所 ○加茂 徹、小寺 洋一  千葉大学 中込 秀樹  東京工業大学 吉川 邦夫、張 尚中       

Poster1 B6-7 廃プラスチック類中間処理施設から排出される VOC 類の光触媒分解装置による処理特性  
(独)国立環境研究所 ○元木 俊幸、川本 克也       

Poster2 B6-8 廃棄タイヤ回収油の自動車燃料化の試み  
(株)三交通商 ○高橋 剛  四日市大学 高橋 正昭、武本 行正  活水プラント(株) 飯田 克己     
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B7  食品廃棄物・生ごみの資源化 
【 10 月 22 日（月） 第 5 会場 9:15 – 10:30 】                       座長：大門 裕之（豊橋技術科学大学）  
 

B7-1 卵殻膜を活用した光機能性材料の開発  
米子工業高等専門学校 ○谷藤 尚貴、渡邉 健太  岡山大学 清水 香穂       

   B7-2 食品廃棄物からのエタノール生成に関する研究  
大阪工業大学 ○小西 利幸、古崎 康哲、石川 宗孝       

   B7-3 既設下水処理場への複合バイオマスの受入れと混合消化の取組み  
鹿島建設(株) ○八村 幸一、塩山 欣春、阿部 芳久、菅野 一敏       

   B7-4 集合住宅における生ごみリサイクルへの参加促進策の効果分析  
(財)福岡県環境保全公社リサイクル総合研究センター ○土田 大輔、田村 聡、新郷 和弘、渡辺 誠   

           楽しい(株) 松尾 隆貴、松永 弥久       

   B7-5 スウェーデン・ヘルシンボリ市域と東三河地域の廃棄物系バイオマスの資源化  
名古屋大学 ○岡山 朋子  愛知県東三河建設事務所 青山 知弘   

豊橋科学技術大学 蒲原 弘継、熱田 洋一、大門 裕之       

Poster2 B7-6 ラマン分光法による廃棄物中に含まれるアミノ酸の定量分析法の開発  
日本大学 ○大塚 麻莉亜、沼田 靖、田中 裕之       

Poster1 B7-7 海洋性食品廃棄物を原料とした医療用材料の抽出プロセスの開発  
日本大学 ○齋藤 宗一郎、北山 智也、篠原 悠太、沼田 靖、田中 裕之       

Poster2 B7-8 卵の内皮が持つ機能を活用した色素増感太陽光電池の改良  
米子工業高等専門学校 ○渡邉 健太、平岡 拓洋、竹内 祐太、松井 郁也、重永 皐月、安部 希綱、谷藤 尚貴       

 

B8  下水汚泥・家畜排せつ物の資源化 
【 10 月 24 日（水） 第 5 会場 10:45 – 12:15 】                       座長：熱田 洋一（豊橋技術科学大学） 

 

    B8-1 豚ふん堆肥炭化物からのカリウム回収における溶出液再利用の効果に関する研究  
宮崎大学 ○土手 裕、関戸 知雄  日立造船(株) 上田 浩三、阪本 亮一       

   B8-2 家畜ふん堆肥への鉛収着特性と堆肥の化学性 
      岐阜大学 ○加藤 雅彦、北原 亘  (株)アイ・エス・ソリューション 佐藤 健       

   B8-3 汚泥燃焼灰からの燐回収に関する基礎研究  
新潟大学 ○林 直希、我孫子 拓郎、清水 忠明、金 熙濬  名古屋大学 神本 祐樹       

   B8-4 下水灰のリン肥料化に向けた重金属類の塩化揮発除去  
名古屋大学 ○外狩 洋希、西元 亜珠香、窪田 光宏、松田 仁樹  (財)下水道新技術推進機構 落 修一       

   B8-5 廃アルカリ利用によるリン回収実証試験及びリン回収プラント稼働コスト試算 
          (地独)岩手県工業技術センター ○菅原 龍江、佐々木 昭仁、阿部 貴志  岩手県 佐藤 佳之   

メタウォーター(株) 守屋 由介、初山 祥太郎      

   B8-6 アルカリ抽出法で脱リン処理した下水汚泥焼却灰のアスファルト混合物用フィラーとしての適用性  
岩手県 ○佐藤 佳之  岩手大学 小山田 哲也、羽原 俊祐  (株)NIPPO 菊池 明浩  

(地独)岩手県工業技術センター 佐々木 昭仁、阿部 貴志、菅原 龍江       

Poster2 B8-7 地域におけるリン含有廃棄物リサイクルの検討   
(地独)岩手県工業技術センター 菅原 龍江、○佐々木 昭仁、阿部 貴志  岩手県 佐藤 佳之  

 岩手県環境保健研究センター 菅原 隆志、嶋 弘一  岩手県農業研究センター 大友 英嗣  

岩手大学 工藤 洋晃、河合 成直、小山田 哲也、羽原 俊祐、晴山 渉、中澤 廣  （株）NIPPO 菊池 明浩  

コープケミカル（株）森国 博全  メタウォーター（株）初山 祥太郎、守屋 由介、柳瀬 哲也 

 

B9  有機性廃棄物の資源化 1 
【 10 月 22 日（月） 第 5 会場 10:45 – 12:15 】                           座長：金子 栄廣（山梨大学） 

 

    B9-1 もみ殻の完全循環利用による自然循環型農業の確立  
富山県立大学 ○立田 真文  いみず野農業協同組合 中橋 雅彦  富山県 竹内 美樹  

北陸ポートサービス(株) 加治 幸大  富山県高岡農林振興センター 尾島 輝佳       

   B9-2 使用済み紙おむつ再資源化システムの効率化とビジネスモデルに関する研究(１)  
福岡大学 ○大串 美嗣、柳瀬 龍二、立藤 綾子、松藤 康司   

   B9-3 圧搾および熱によるキノコ廃菌床の乾燥 
       新潟大学 ○山田 健太、李 留云、清水 忠明、金 熙濬       

   B9-4 高温・高圧による竹繊維の分離と利用方法への検討  
日本大学 ○江村 和朗、高橋 岩仁、任 中華  道都大学 大沢 吉範       

   B9-5 とうもろこし茎部廃材を利用したグリーンコンポジット用強化繊維の引張強度特性評価  
首都大学東京 ○坂牧 昌、吉葉 正行、栗原 慶  北海道農業研究センター 濃沼 圭一       

   B9-6 廃棄物利用による屋上緑化基盤材に関する研究  
日本大学 ○高橋 岩仁  道都大学 大沢 吉範       
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B10  有機性廃棄物の資源化 2 
【 10 月 22 日（月） 第 5 会場 13:30 – 15:00 】                          座長：神本 祐樹（名古屋大学) 

 
   B10-1  微生物によるセルロース系バイオマスの分解・資化  

東京工科大学 ○小林 聖人、鈴木 義規、斎木 博、下村 美文       

   B10-2  模擬生ゴミを用いた連続プロセスによるエタノールおよびメタン発酵特性の検討  
NPO 法人環境文明 21 ○木科 大介  日本大学 大木 宜章、高橋 岩仁、大森 将希       

   B10-3  エクセルギー効率に基づくバイオマス廃棄物の変換スキーム評価法の検討  
 京都大学 ○前 奈緒子、勝見 武、乾 徹、前 一廣 

   B10-4  下水汚泥の嫌気性消化に及ぼす亜臨界水による前処理の影響  
大阪大学 ○濱田 浩志、池 道彦  リマテック(株)  田中 靖訓、吉見 勝治、杉本 貴志       

   B10-5  水熱反応を前処理技術として用いた高濃度下水汚泥の高効率嫌気性消化  
豊橋技術科学大学 ○熱田 洋一、蒲原 弘継、佐合 悠貴、大門 裕之  名古屋大学 岡山 朋子       

   B10-6  水熱ガス化技術による工場廃水処理プロセスの開発  
大阪ガス(株) ○松本 信行、板倉 啓、山崎 健一  月島環境エンジニアリング(株) 鯵岡 大樹、菊地 孝広、安達 太起夫      

Poster1 B10-7  亜臨界水反応を用いた廃棄物の多目的有価物への変換と循環  
国際環境政策研究会 ○宮代 知直  (株)松井三郎環境設計事務所 松井 三郎       

Poster2 B10-8  ビール工場の有機性残渣からのエネルギー回収  
日本工業大学 ○魏 錦、佐藤 茂夫       

Poster2 B10-9  酵母菌による木質バイオマスの分解・資化  
東京工科大学 ○菰田 直八、小林 聖人、長谷川 智彦、下村 美文、鈴木 義規、齋木 博       

Poster1 B10-10  ラマン分光法によるバイオエタノール製造過程の定量分析方法の開発 
 日本大学 ○篠原 悠太、北山 智也、須藤 龍太郎、齋藤 宗一郎、沼田 靖、田中 裕之       

Poster2 B10-11  ヒノキチオールの抽出と超音波霧化技術による有効利用  
桐蔭横浜大学 ○菅野 匠、佐野 元昭、石河睦生  文化学園大学 米山雄二   神戸工科芸術大学 野口正孝   

IPU・環太平洋大学 川島 德道  東京工科大学 小林 聖人、下村 美文      

Poster2 B10-12  セルロース系バイオマスからの資源回収技術の評価  
長岡技術科学大学 ○齋藤 耕平、中村 明靖、志田 洋介、幡本 将史、小笠原 渉、山口 隆司 

国際石油開発帝石(株) 若山 樹、今田 美郎      

Poster1 B10-13  密閉型ガス化炉によるヒノキ廃材の間接ガス化に関する研究 ―生成ガス組成に及ぼす水分率と圧力の影響―  
松江工業高等専門学校 ○岡 雅浩、本間 寛己、西田 直哉      

 

B11  堆肥化・飼料化 
【 10 月 23 日（火） 第 7 会場 9:00 – 10:30 】                           座長：加藤 雅彦（岐阜大学) 

 
    B11-1  通気反応塔を用いた生物系廃棄物の乾燥過程のシミュレーション  

山梨大学 ○金子 栄廣  共信冷熱(株) 林 和希       

   B11-2  高水分有機性廃棄物の加圧反応による乾燥および堆肥化  
北海道大学 ○岩渕 和則  (株)谷黒組 野呂瀬 幸政  宇都宮大学 下河原 秀文  帯広畜産大学 宮竹 史仁       

   B11-3  植種の種類および量がコンポスト化反応に及ぼす影響  
山梨大学 ○落合 知、金子 栄廣  春日部市 東 勇稀       

   B11-4  堆肥化の初期過程で発生する一酸化二窒素(N2O)の排出挙動  
帯広畜産大学 ○宮竹 史仁、寺井 咲百合、谷 昌幸、加藤 拓、小池 正徳 

農研機構北海道農業研究センター 前田 高輝  岩手大学 前田 武己  北海道大学 岩渕 和則       

   B11-5  福島第一原子力発電事故で汚染された堆肥の汚染原因と処分方法  
福島大学 ○佐藤 理夫、尾形 宏樹、塩谷 昌之、佐藤 幹雄、武田 栄輝  福島県 橋本 久雄       

   B11-6  焼酎かすの飼料化事業の効果測定に関する一考察  
三菱重工メカトロシステムズ(株) ○北村 幸夫  早稲田大学 小野田 弘士、清水 康、大村 健太       

  

B12  バイオガス化・水素発酵 
【 10 月 24 日（水） 第 4 会場 9:00 – 10:30 】                                 座長：金子 栄廣（山梨大学） 

 
    B12-1  セルロースの水素発酵における微生物群集活性に及ぼす培養温度の影響  

東北大学 ○蒋 紅与、サミール エブラヒム ガ－ドゥ、北條 俊昌、李 玉友       

   B12-2  シロップ廃液の UASB メタン発酵における操作条件と微生物叢変化の関係  
東京工業大学 ○中崎 清彦、クオン サンハク、八田 恒平       

   B12-3  高塩分濃度・高 pH 石鹸工場廃液の UASB 処理に関する研究  
大阪ガス(株) ○大隅 省二郎、中山 勝利、坪田 潤  大阪産業大学 津野 洋       

   B12-4  OD 汚泥と廃油揚げの中温混合消化  
金沢大学 ○中出 貴大、池本 良子、戸苅 丈仁、西田 裕之、古 婷婷、中木原 江利       

   B12-5  厨芥オンサイト分散処理のための小型バイオガス化装置の開発  
大阪ガス(株) ○坪田 潤、中西 裕志  (株)ダイキアクシス 大森 大輔、門屋 尚紀       

   B12-6  乾式メタン発酵に関するコスト低減の検討  
栗田工業(株) 三﨑 岳郎、柴田 健、石橋 保、○古賀 哲雄       

Poster2 B12-7  缶詰工場のシロップ排液を利用したメタン発酵システムの開発  
静岡県工業技術研究所 ○酒井 奨  山梨罐詰(株) 松村 英功、望月 光明       

Poster2 B12-8  バイオマスガスを対象としたラマン定量分析技術の開発  
日本大学 ○北山 智也、篠原 悠太、齋藤 宗一郎、沼田 靖、田中 裕之 
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B13  バイオ燃料 
【 10 月 24 日（水） 第 4 会場 10:45 – 12:15 】                              座長：坪田 潤（大阪ガス（株）） 

 
    B13-1  木質系廃棄物を対象とした酵素糖化反応を促進する前処理技術の開発  

大成建設(株) ○山本 哲史、斎藤 祐二、大場 美保、酒井 佳人   

大栄環境(株) 山田 眞、下田 守彦、江口 崇 

   B13-2  精製バイオガスの吸着貯蔵及び燃焼特性試験の実施報告  
栗田工業(株) 石橋 保、三崎 岳郎、古賀 哲雄  (株)東洋設計 ○西嶋 真幸、齋藤 伴哉       

   B13-3  高衝撃粉砕による秋田スギからのバイオエタノール製造プロセスの低コスト化の検討  
秋田県産業技術センター ○遠田 幸生、竹村 卓也、佐藤 和美、沓名 潤子   

秋田県立大学 伊藤 新、高橋 武彦、小林 淳一  中央化工機商事(株) 郷地 元博       

   B13-4  農産廃棄物カスケード型循環利用バイオエタノール製造システムの構築  
(地独)北海道立総合研究機構工業試験場 ○北口 敏弘、三津橋 浩行、山越 幸康 

神戸大学 山田 亮祐、近藤 昭彦  北海道大学 宮下 和夫       

   B13-5  FTS 反応による木質バイオマス資源の有効利用  
東京工科大学 ○坂間 雄一郎、鈴木 義規、齋木 博、下村 美文、軽部 征夫       

   B13-6  接触分解法により製造したバイオ軽油燃料の車両への適用評価  
(株)タクマ ○佐藤 和宏、林 一毅、角田 芳忠       

Poster1 B13-7  バイオディーゼル燃料洗浄排水を用いた微生物生産の高効率化  
広島市立大学 ○豊田 竜、香田 次郎、中野 靖久、矢野 卓雄       

Poster2 B13-8  タンニンを用いた高効率エタノール生成技術に関する研究  
山形大学 ○菅野 青伊、高畑 保之、高橋 幸司      

Poster2 B13-9  油脂熱分解法による BDF の製造と評価 
             鶴岡高専 ○高橋 克彦、佐藤 司、宍戸 道明  金綱バイオ燃料研究所 金綱 秀典  

イワテック 宮崎 正  オー・エフ・シー 岡田 信司  長岡技術科学大学 竹中 克彦  
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C1  焼却技術 
【 10 月 22 日（月） 第 3 会場 10:45 – 12:15 】                           座長：高岡 昌輝（京都大学) 

 
    C1-1 画像解析によるストーカ式焼却炉内の燃焼挙動の把握  

(株)タクマ ○山崎 裕貴、井藤 宗親  大阪大学 林 潤、赤松 史光       

   C1-2 数値シミュレーションによるストーカ炉内燃焼挙動解析(第二報)  
JFE エンジニアリング(株) ○傳田 知広、中山 剛、内山 武、岩﨑 敏彦  東北大学 小林 秀昭       

   C1-3 焼却処理過程における放射性セシウムの挙動解析のためのマルチゾーン平衡計算の開発  
(独)国立環境研究所 ○倉持 秀敏、大迫 政浩       

   C1-4 焼却施設における耐火材内へのセシウムの浸透調査  
(独)国立環境研究所 ○水原 詞治、川本 克也       

   C1-5 高速燃焼型ストーカ式焼却炉による高効率ごみ発電運転事例  
荏原環境プラント(株) 塚本 輝彰、○佐瀬 正光、佐々木 稔       

   C1-6 中国山東省威海市向け大型ストーカ式焼却炉設備の納入・運転状況  
荏原環境プラント(株) ○黒澤 和重、塚本 輝彰  青島荏原環境設備有限公司 作 大介、田 書営、王 正兵       

  

C2  排ガス処理 
【 10 月 23 日（火） 第 3 会場 9:00 – 10:30 】                    座長：瀬川 道信（（株）エックス都市研究所) 

 
    C2-1 重曹の脱塩・脱硫性能の推定  

日立造船(株) ○古林 通孝、臼谷 彰浩、濱 利雄、杉村 枝里子       

   C2-2 塩化水素ガスによるトリカルシウムアルミネートの塩化反応に関する基礎的検討  
東北大学 ○飯塚 淳、粕谷 光希、小野寺 直美、柴田 悦郎、中村 崇       

   C2-3 活性白土を用いたごみ焼却排ガス中クロロベンゼンの脱塩素効果に関する研究  
北海道大学 ○高橋 滋敏、黄 仁姫、松尾 孝之、松藤 敏彦、東條 安匡       

   C2-4 励起アンモニアによる低温無触媒脱硝法の開発  
(株)アクトリー ○増井 芽、村田 豊、田中 努  岐阜大学 神原 信志       

   C2-5 都市ごみ焼却飛灰中鉛による芳香族有機塩素化合物の生成への寄与  
京都大学 ○藤森 崇、谷野 佑太、大下 和徹、高岡 昌輝       

   C2-6 ピストン圧縮による有害ガスの分解基礎特性  
東邦大学 ○手塚 隆一、橋川 麻由、鈴木 実       

Poster1 C2-7 排水処理における負荷軽減を考慮した運転手法  
大阪市立環境科学研究所 ○高倉 晃人、西谷 隆司      

Poster2 C2-8 都市ごみ焼却施設からの微小粒子状物質の排出実態把握  
京都大学 ○塩田 憲司、今井 玄哉、水野 忠雄、大下 和徹、高岡 昌輝  

  

C3  ごみ発電・熱利用 
【 10 月 24 日（水） 第 3 会場 10:45 – 12:00 】                    座長：安田 憲二（（社）国際環境研究協会) 

 

C3-1 廃棄物発電ボイラの減肉特性  
川崎重工業(株) ○竹田 航哉、松下 康樹、内田 博之       

   C3-2 廃棄物発電ボイラの高温腐食に及ぼすダスト粒子径の影響  
川崎重工業(株) ○下村 育生、竹田 航哉       

   C3-3 低空気比高温燃焼における熱回収と焼却炉耐久性の考察  
川崎重工業(株) 村田 英彰、臼井 勝久、岩﨑 陽介、○谷口 暢子       

   C3-4 高効率廃棄物発電プラントボイラの環境解析と過熱器管の高温腐食損傷解析  
首都大学東京 ○竹村 和真、吉葉 正行、森田 拓之  JFE エンジニアリング(株) 鈴木 康夫   

日本電子(株) 高倉 優      

   C3-5 全連続式一般廃棄物焼却施設におけるエネルギー回収状況の分析  
北海道大学 ○松藤 敏彦、劉 小鳳       

Poster2 C3-6 東日本大震災後の発電設備を有する一般廃棄物焼却施設の対応  
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       

Poster1 C3-7 セラミックス伝熱管を用いた低温廃熱回収システム  
東京ガス(株) ○井川 純子、土屋 吉巳、片山 州央  コバレントマテリアル(株) 安藤 正博、小島 泰治       
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C4  焼却主灰・飛灰 
【 10 月 24 日（水） 第 3 会場 9:00 – 10:30 】                    座長：西谷 隆司（大阪市立環境科学研究所) 

 
   C4-1 ガスエンジン排ガスを用いた焼却主灰の無害化促進(エージング)技術に関する研究  

大阪ガス(株) ○前田 洋、石倉 健志、藤井 岳  京都大学 高岡 昌輝       

   C4-2 都市ごみ焼却灰溶融処理時の石灰の影響  
大阪工業大学 ○水口 弘務、渡辺 信久       

   C4-3 石炭フライアッシュへのホウ素移行過程の追跡  
東北大学 ○柏倉 俊介、溝口 修史、張 嘉婧、長坂 徹也       

   C4-4 溶融飛灰の山元還元への取り組みの現状  
早稲田大学 ○竹原 裕人、宇津木 隼、胡 浩、中嶋 崇史、小野田 弘士、永田 勝也       

C4-5 灰溶融炉付設焼却施設における放射性元素等の挙動  
(独)国立環境研究所 ○川本 克也、倉持 秀敏、田野崎 隆雄、竹内 幸生       

   C4-6 焼却処理におけるセシウム挙動の把握と揮発防止技術の開発  
JFE エンジニアリング(株) ○多田 光宏 宮越 靖宏 辻 猛志 澁谷 榮一 

Poster2 C4-7 リン酸アルミニウムで処理した飛灰安定化物中鉛の溶出挙動  
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 福島原子力発電所事故後における都市ごみ焼却灰中の放射性核種  
明治大学 ○岩鼻 雄基、小池 裕也、北野 大、中村 利廣      

Poster1 C4-9 カラム試験による都市ごみ溶融スラグを利用した土木資材の重金属溶出に関する研究  
宮崎大学 ○芳野 弘和、関戸 知雄、尾上 幸造、土手 裕  宮崎県衛生環境研究所 森下 敏朗、中村 公生   

(独)国立環境研究所 肴倉 宏史       

Poster2 C4-10 土壌溶融スラグからのセシウムなどアルカリ金属の溶出挙動  
(株)クボタ 釜田 陽介、○西村 和基、佐藤 淳、上林 史朗、阿部 清一       
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D1  浸出水処理／モニタリング 1 
【 10 月 22 日（月） 第 1 会場 10:45 – 12:15 】                                  座長：関戸 知雄（宮崎大学） 
 
    D1-1  大型実験槽を用いた埋立地からのメタン発生量予測手法に関する検討  

福岡大学 ○平田 修、松藤 康司、立藤 綾子、柳瀬 龍二  JFE エンジニアリング(株) 松永 仁史       

   D1-2  準好気性廃棄物処分場で発生する埋立ガスのガス成分・温度特性 
室蘭工業大学 ○吉田 英樹       

   D1-3  循環式準好気性埋立における循環浸出水の曝気効果に関する研究(その 2)  
福岡大学 ○坂田 明光、立藤 綾子、松藤 康司、澤村 啓美       

   D1-4  適正管理下における準好気性埋立構造の浸出水浄化効果に関する考察  
福岡大学 ○柳瀬 龍二、平田 修、松藤 康司  福岡市 小山田 謙二、梶原 宏、丹生 和則       

   D1-5  循環式準好気性埋立システムを用いた浸出水の簡易浄化法に関する研究  
福岡大学 ○小林 亮、立藤 綾子、松藤 康司、柳瀬 龍二  福岡市 小山田 謙二、村上 哲哉       

   D1-6  エコファン(ECO-FAN)等による浸出水簡易浄化システムに関する研究(その１)  
福岡大学 ○吉村 之仁、荻本 晃弘、立藤 綾子、松藤 康司       

Poster2 D1-7  終処分場における塩類溶出制御システムに関する研究(その 3)  
福岡大学 ○平角 貴明、為,田一雄、樋口 壮太郎  クボタ環境サービス(株) 矢羽田 聡彦       

Poster1 D1-8  横型人工湿地法による浸出水処理 
       東北工業大学 ○江成 敬次郎、矢野 篤男、小浜 曉子、岡沼 美香、熊谷 芳樹、佐藤 和明   

仙台環境開発（株） 下川 洋介  リコー東北（株） 鈴木 大輝      

Poster2 D1-9  一般廃棄物埋立処分場における浸出水のアナモックス反応による脱窒素処理について  
(公財)東京都環境公社東京都環境科学研究所 ○山﨑 実、辰市 祐久 

(公財)東京都環境公社環境計測センター 和田橋 勝       

Poster2 D1-10  集排水管近傍での浸出水 pH 低下メカニズムの検討  
明星大学 ○宮脇 健太郎、高根沢 雄希       

Poster1 D1-11  埋立地ガス放出緩和技術の温室効果ガス排出抑制機能評価モデルの開発  
(独)国立環境研究所 ○石垣 智基、石森 洋行、山田 正人  京都府 東川 拓司 

Poster2 D1-12  家畜埋却模擬カラム実験から発生するガスとカラム内の物質収支に関する研究  
宮崎大学 ○藤原 尚洋、関戸 知雄、土手 裕、鈴木 祥広、稲垣 仁根、森田 哲夫       

Poster2 D1-13  厚さの異なるベントナイト混合土層に関する落とし戸・浸透量実験  
宇都宮大学 ○今泉 繁良、藤田 泰之、小野 泰樹  八千代エンジニヤリング 宇佐見 貞彦 

  

D2  浸出水処理／モニタリング 2 
【 10 月 22 日（月） 第 1 会場 13:30 – 15:00 】                            座長：立藤 綾子（福岡大学） 

 

    D2-1  キレート剤に起因する浸出水中の難分解性物質の対策技術 その 2  
福岡大学 ○為,田一雄、内田 正信、樋口 壯太郎       

   D2-2  キレート処理飛灰が埋立管理に与える影響(その 3)  
福岡大学 ○内田 正信、為,田一雄、樋口 壯太郎   

西日本環境リサーチ(株) 西尾 宗馬、濱崎 義浩、柚田 恭志  北九州市立大学 楠田 哲也       

   D2-3  多機能盛土 R 型による放射性物質汚染汚泥の放射線遮蔽効果  
旭化成ジオテック(株) ○安藤 彰宣  北九州市立大学 伊藤 洋  日鉄環境エンジニアリング(株) 大石 徹   

   NPO 法人環境技術支援ネットワーク 加藤 隆也      

   D2-4  終処分場廃棄物埋立層における金属類の賦存形態と性状変化の検討  
早稲田大学 ○奥野 愛実、片岡 咲恵、香村 一夫  福井県衛生環境研究センター 田中 宏和       

   D2-5  電気探査 IP 法を用いた廃棄物埋立層内メタル濃集ゾーンの把握  
早稲田大学 ○桜間 俊典、中田 純平、小山 研也、若林 恭子、伊藤 貴宏、香村 一夫   

                  福井県衛生環境研究センター 田中 宏和      

   D2-6  複数の物理探査を用いた 終処分場における内部構造の把握手法の検討  
埼玉県環境科学国際センター ○磯部 友護  千葉県環境研究センター 大石 修    

(一財)日本環境衛生センター 大野 博之  (独)国立環境研究所 遠藤 和人 

Poster1 D2-7  産業廃棄物 終処分場におけるマニフェスト運用の状況分析  
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター ○武田 雄志、谷川 昇、馬場 寿、浅岡 健       

Poster2 D2-8  省力型３次元電気探査による埋立地盤の調査・探査方法の適用性について  
東急建設(株) ○椿 雅俊、笠谷 政仁、有田 剛、後藤 正司  (株)ジオ・ヴェスト 竹内 睦雄   

                平塚地質(株) 平塚 賢二郎      

Poster2 D2-9  管理型産業廃棄物処分場の埋立層内に賦存するイオン類に関する一考察  
福井県衛生環境研究センター ○田中 宏和  福井資源化工(株) 藤井 直幸、大家 清紀   

(独)国立環境研究所 石垣 智基、遠藤 和人、山田 正人 

Poster1 D2-10  模擬実験による埋立廃棄物の比抵抗および充電率に関する検討  
早稲田大学 ○小山 研也、片岡 咲恵、中田 純平、櫻間 俊典、若林 恭子、伊藤 貴宏、香村 一夫 

         福井県衛生環境研究センター 田中 宏和 

Poster2 D2-11  廃棄物層調査における電磁探査法の適用事例(3)  
千葉県環境研究センター ○大石 修  早稲田大学 香村 一夫  埼玉県環境科学国際センター 磯部 友護   

福井県衛生環境研究センター 田中 宏和 

Poster2 D2-12  終処分される産業廃棄物の分類ごとの性状調査と管理方法の検討  
(有)環境資源システム総合研究所 ○浦野 真弥  埼玉県環境科学国際センター 渡辺 洋一 

日本工業大学 小野 雄策  (公財)日本産業廃棄物処理振興センター 谷川 昇 
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一 般 セ ッ シ ョ ン 
    

D3  埋立地早期安定化 
【 10 月 23 日（火） 第 4 会場 9:00 – 10:30 】                         座長：高橋 史武（東京工業大学） 

 

    D3-1  海面 終処分場の集水暗渠モデルによる pH 等挙動調査  
大阪湾広域臨海環境整備センター 樋口 進、森本 佳宏  中央開発(株) 束原 純、○前田 直也、太田 勇希       

  

   D3-2  閉鎖した海面 終処分場に適用可能な安定化促進工法への取り組み (その 1)  
(一財) 日本環境衛生センター ○永岡 修一、八村 智明  福岡大学 佐藤 研一、藤川 拓朗、杉山 詠一 

(財)愛知臨海環境整備センター 飛田 靖之、富田 洋平 

   D3-3  海面廃棄物 終処分場における中間処理内製化に関する考察  
国土交通省国土技術政策総合研究所 ○根木 貴史、渡邉 祐二、淺井 正 

(一財)みなと総合研究財団 小田 勝也、築地 健太朗 

   D3-4  海面廃棄物 終処分場経営シミュレーションの感度分析  
国土交通省国土技術政策総合研究所 根木 貴史、渡邉 祐二、淺井 正 

(一財)みなと総合研究財団 ○小田 勝也、築地 健太朗 

   D3-5  簡易なガス抜き管による埋立地メタンガスの削減効果 ―マレイシアにおける事例研究―  
福岡大学 ○松藤 康司、柳瀬 龍二、立藤 綾子 

   D3-6  終処分場埋立層における金属類の資源的価値の検討  
早稲田大学 ○大森 雅史、奥野 愛実、片岡 咲恵、香村 一夫  福井県衛生環境研究センター 田中 宏和 

(独)国立環境研究所 石垣 智基 

Poster1 D3-7  霧状酸化剤による環境修復技術の開発と実施研究  
福岡大学 ○川鍋 良治、樋口 壮太郎、内田 正信、為,田一雄  (有)ジェイ環境 米村 孝介       

Poster2 D3-8  焼却主灰の固結化が塩類洗い出しに与える影響に関する基礎的検討  
北海道大学 ○東條 安匡、石井 美香子、松尾 孝之、松藤 敏彦       

Poster2 D3-9  産業廃棄物処分場跡地における有用植物栽培試験(第 2 報)  
福井県衛生環境研究センター 田中 宏和、山崎 慶子  福井資源化工(株) 藤井 直幸、○大家 清紀       

Poster1 D3-10  廃棄物処分場跡地の掘削・選別処理工事例  
(株)大林組 ○柴田 健司、鯉田 昭雄、小竹 茂夫       

Poster2 D3-11  鉄酸化細菌の電気還元培養による廃棄物 終処分場埋立物中の金属可溶化に関する検討  
(独)国立環境研究所 ○中川 美加子、石垣 智基、山田 正人  福井県衛生環境研究センター 田中 宏和 

Poster2 D3-12  焼却残渣埋立地における多環芳香族炭化水素の長期的な放出予測  
(独)国立環境研究所 ○佐藤 昌宏  北海道大学 東條 安匡、松尾 孝之、松藤 敏彦       

Poster1 D3-13  紫外線照射による一般廃棄物焼却飛灰中の鉛不溶化促進に寄与する触媒・含水比・紫外線波長の影響  
福岡大学 ○隈本 祥多、藤川 拓朗、佐藤 研一  (独)国立環境研究所 肴倉 宏史、藤森 崇       

Poster2 D3-14  閉鎖した海面 終処分場に適用可能な安定化促進工法への取り組み(その 2)  
福岡大学 ○杉山 詠一、佐藤 研一、藤川 拓朗  (一財)日本環境衛生センター 永岡 修一、八村 智明 

(財)愛知臨海環境整備センター 飛田 靖之、富田 洋平      
 

D4  不法投棄・土壌汚染 
【 10 月 24 日（水） 第 7 会場 9:00 – 10:30 】                         座長：吉田 英樹（室蘭工業大学） 
 
    D4-1  廃棄物埋立地盤中に含まれる帯状廃棄物の応力伝達に関する基礎的実験  

九州大学 ○川井 晴至、島岡 隆行  前田建設工業 坂口 伸也 

(公財)産業廃棄物処理事業振興財団 山脇 敦 

   D4-2  豊島における情報共創システムの開発と高度化および周辺海域における水質の変遷の分析  
早稲田大学 ○飯塚 壮平、絵内 祐樹、築山 亮、永井 祐二、切川 卓也、小野田 弘士、永田 勝也       

   D4-3  ダイオキシン類の微生物分解に及ぼす土壌成分の阻害影響  
福岡大学 ○河島 弘治、鈴木 慎也、立藤 綾子、松藤 康司       

   D4-4  埋立地での水銀保管における環境リスク評価  
東京工業大学 ○小桧山 早帆、高橋 史武      

   D4-5  熱処理・燃焼分解による活性炭に保持された F 分の計測とその阻害要因  
大阪工業大学 ○山本 周作、渡辺 信久、高田 光康、西岡 良太 

(財)ひょうご環境創造協会兵庫県環境研究センター 竹峰 秀祐  京都大学 藤井 滋穂、田中 周平       

   D4-6  火山灰土壌の汚染水浄化資材としての可能性 ―北海道地域に分布する火山灰土壌についての基礎的検討―  
早稲田大学 ○平岩 良太、吉良 彰悟、香村 一夫       

Poster2 D4-7  不法投棄等現場の廃棄物を用いた安息角試験による簡易法面安定評価手法  
NPO 法人最終処分場技術システム研究協会 ○土居 洋一  (公財)産業廃棄物処理事業振興財団 山脇 敦 

埼玉県環境科学国際センター 川嵜 幹生 

Poster1 D4-8  環境修復サイトでの細菌叢を利用した安定化評価方法の検討  
三重県保健環境研究所 ○巽 正志、岩出 義人、宇佐美 敦子、新家 淳治、柘植 亮、秋永 克三、山口 哲夫 

三重県 西田 憲一  産業医科大学 福田 和正、谷口 初美  三重大学 粟冠 和郎 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poster 1:  10 月 22 日（月） 桜 2F  17:00 - 18:15
Poster 2:  10 月 23 日（火） 桜 2F  13:15 - 14:30
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一 般 セ ッ シ ョ ン 
    

E1  廃石棉 
【 10 月 22 日（月） 第 7 会場 13:30 – 15:00 】                  座長：川嵜 幹生（埼玉県環境科学国際センター） 

 

E1-1 石綿含有成形板の破砕実験による石綿飛散状況の把握  
京都大学 ○川端 信裕、平井 康宏、酒井 伸一 

E1-2 一般廃棄物処理施設における石綿含有物及び石綿飛散状況の調査  
(独)国立環境研究所 山本 貴士、○貴田 晶子  (一財)日本環境衛生センター 小田原 伸幸、藤吉 秀昭 

   E1-3 スレート建材中のアスベストの常温分解法の研究  
佐賀大学 ○田端 正明  (株)環境アネトス 庄野 章文 

   E1-4 アスベスト含有保温材の効率的溶融無害化のための研究 ―破砕機及び投入用スクリュウコンベアの選定試験―   
飛島建設(株) ○内田 季延、関 眞一 

   E1-5 東日本大震災アスベスト含有建材判別報告  
北海道立総合研究機構 高橋 徹、飯島 俊匡、高橋 裕之  北電総合設計(株) 松原 高司   

(株)ドーコン 阿部 公一  (株)環境科学開発研究所 ○齊藤 進  うえてつ(株) 上野 敬恭   

(株)アールアンドイー 齊藤 富明  (株)リガク 岸 證 

   E1-6 震災による建物倒壊現場におけるアスベスト含有建材の迅速判別方法の開発  
 北海道立総合研究機構 ○髙橋 徹、飯島 俊匡、髙橋 裕之  北電総合設計(株) 松原 高司   

(株)ドーコン 阿部 公一  (株)環境科学開発研究所 齊藤 進  うえてつ(株) 上野 敬恭 

(株)アールアンドイー 齊藤 富明  (株)リガク 岸 證 

Poster2 E1-7 アスベスト含有建材の迅速判定法(建材断面画像の解析法検討) 
 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 

 

E2  有害廃棄物 1 
【 10 月 22 日（月） 第 7 会場 9:15 – 10:30 】                      座長：肴倉 宏史（（独）国立環境研究所） 

 

E2-1 ニカド電池(Cd)及びリチウムイオン電池(Co)のフロー解析  
京都大学 ○浅利 美鈴、酒井 伸一 

E2-2 飛灰中のセシウムの洗浄分離に関する研究  
福岡大学 ○樋口 壯太郎、加藤 隆也、為,田一雄、内田 正信  (独)国立環境研究所 大迫 政浩   

(株)神鋼環境ソリューション 野下 昌伸  

E2-3 都市ごみ焼却飛灰中セシウムのジオポリマー化による不溶化処理  
京都大学 ○中村 尊郁、高岡 昌輝、大下 和徹、塩田 憲司 

E2-4 転動ミルによる余剰水銀の硫化技術の開発  
京都大学 ○高岡 昌輝、福田 尚倫、大下 和徹、塩田 憲司 

E2-5 焼成ギブサイトによる白金の回収および再資源化に関する基礎的研究  
    近畿大学 ○井上 健二、緒方 文彦、川﨑 直人      

   

E3  有害廃棄物 2 
【 10 月 22 日（月） 第 7 会場 10:45 – 12:00 】                 座長：藤原 周史（（一財）日本環境衛生センター） 

 

E3-1 超高圧水中衝撃波を受けた微細藻類の電子顕微鏡観察  
東邦大学 ○鈴木 実、徳永 久美子、宇田川 洋一、小野 貴美 

E3-2 有機合成用廃ウラン触媒の塩化揮発処理における塩化水素および酸素濃度の検討  
名古屋大学 ○澤田 佳代、平林 大介、榎田 洋一 

E3-3 「空気流動真空蒸発法」による VOC を含有した廃溶剤の新たな再生技術  
慶應義塾大学 ○田中 茂、司馬 里佳 

E3-4 廃安定器の部位別 PCB 汚染実態調査の結果について  
日本環境安全事業(株) ○黒澤 淳  (公財)産業廃棄物処理事業振興財団 山下 正芳       

E3-5 インドの e-waste リサイクル労働者における微量元素曝露の実態  
愛媛大学 ○阿草 哲郎、Annamalai Subramanian、高橋 真、岩田 久人、田辺 信介 

E-Parisaraa Pvt. Ltd., India Peethambaram Parthasarathy  Nijalingappa College, India Keshav Bulbule       
Poster2 E3-6 シロアリ駆除剤(クロルピリフォス)及び前駆物質の焼却処理による熱分解生成物のメダカへの生物毒性影響に関する研究  

千葉県環境研究センター ○半野 勝正、吉澤 正  東京大学 尾田 正二、三谷 啓志  大阪大学 中野 武 

Poster1 E3-7 産業廃棄物焼却施設における PFOS 含有泡消火薬剤の分解処理について(第２報)  
(株)クレハ環境 堀口 司、大岡 幸裕、阿部 美明、○白土 典広 

Poster2 E3-8 産業廃棄物焼却施設における廃クロルデン剤の分解処理について  
(株)クレハ環境 小林 正喜、大岡 幸裕、○草野 洋平 

Poster1 E3-9 石炭灰中の有害元素の封じ込め技術の開発  
東北大学 小川 泰正、須藤 孝一、○井上 千弘 

Poster2  E3-10 重金属類を対象とした発光バクテリアによる土壌汚染評価手法の開発 ―メッキ金属(Sn, Zn, Ni, Cu, Ag)に関する急性毒性評価― 
(独)産業技術総合研究所 ○杉田 創、駒井 武、井本 由香利、今泉 博之 
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International Hybrid Session 
    

FA  3R / Waste management 
【 October 22, Monday 16:00 - 17:00 Short oral presentation, 17:00 - 18:15 Poster presentation 】 
 
KS  FA-1 Conversion of waste sawdust to value added carboxymethylcellulose (CMC)  

○Ishan Gulati, Beomsoo Kim, Min-Gu Lee, Jinwon Park (Yonsei University) 
KS  FA-2 Production of liquid fertilizer from livestock wastewater by anaerobic-autothermal aerobic process 

○Tae-kyu Eom, Sang-min Han, Jin-seok Lee (KyungSung University) 
  FA-3 Bangkok Thailand 2011 flooding waste management 

○Maryono Maryono, Hirofumi Nakayama, Takayuki Shimaoka, Kiyoshi Omine (Kyushu University)       
  FA-4 Waste characterisation of household waste in Iskandar Malaysia  

○Siti Norbaizura MD. Rejob, Takeshi Fujiwara (Okayama University) 
  FA-5 Estimation of solid waste generation and recycling potential on commercial and institutional sectors in Hue city, Vietnam 

○Trang Thi Thu Do, Phuc Thanh Nguyen, Yasuhiro Matsui (Okayama University) 
  FA-6 Comparison of operational efficiency among waste collection systems in Da Nang city, Viet Nam  

○Tran Thi Yen Anh, Yasuhiro Matsui, Do Thi Thu Trang (Okayama University) 
 

FB  Recycle 
【 October 22, Monday 16:00 - 17:00 Short oral presentation, 17:00 - 18:15 Poster presentation 】 
 

FB-1 Preparation of NiO/SBA-15 for producer gas conversion  
○Baowang Lu, Katsuya Kawamoto (National Institute for Environmental Studies) 

  FB-2 Resident willingness of food waste separation in Phnom Penh, Cambodia 
○Bunrith Seng, Satoru Ochiai, Hidehiro Kaneko (University of Yamanashi) 

KS  FB-3 Strength properties of mortal according to types of binders and curing method for development of construction      

       material to CO2 reduction 
○Ha-Seog kim, Sea-Hyun Lee (Korea Institute of Construction Technology) 

  FB-4 Feasibility of hydrothermal treatment for recovery of liquid fertilizer from scallop entrails  
○In-Hee Hwang, Takayuki Matsuo, Toshihiko Matsuto, Yasumasa Tojo (Hokkaido University) 

Hiroya Aoyama (Hitachi Engineering & Service Co., Ltd.) 
FB-5 Extraction equilibrium of dysprosium from inorganic acid solutions with 2-ethylhexylphosphonic acid mono-2-ethylhexyl ester 

  ○Ying Huang (Southeast University), Mikiya Tanaka (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)       

FB-6 A Study on Anaerobic co-digestion using biomass wastes  
○Yifei Sun, Dian Wang (Beihang University), Xiyin Chen (Beijing Sustainable Development Center) 

Jidong Chen (Shenzhen Municipal Waste Disposal Center), Wei Qiao (China University of Petroleum), Wei Wang (Tsinghua University) 
  FB-7 Recovery of phenols from bisphenol A polycarbonate in the presence of MgO  

○Rikard Kärrbrant, Guido Grause, Tomohito Kameda, Toshiaki Yoshioka (Tohoku University) 
 

FC  Thermal treatment 
【 October 22, Monday 16:00 - 17:00 Short oral presentation, 17:00 - 18:15 Poster presentation 】 
 
KS  FC-1 The condensation characteristics of bio-oil from waste wood in a direct contact condenser  

Hun Chae Park, ○Hang Seok Choi (Yonsei University) 
  FC-2 Evaluation of the steam decomposition process for the recycling of polyvinyl chloride   

○Juan Diego Fonseca, Guido Grause, Tomohito Kameda, Toshiaki Yoshioka (Tohoku University) 
  FC-3 Mass flow of fluorine, chlorine and bromine in an industrial waste incinerator 

○Nobuhisa Watanabe, Mitsuyasu Tanaka (Osaka Institute of Technology), Ken-ichi Hayakawa (Kobe Kankyo Create Co., Ltd.)       

KS  FC-4 A study on thermal characteristics of mercury in sludge waste  
○Seung-ki Baek, Seung-Jae Jung, Jin-Ho Sung, Dhruba Bhatta, Na-Young Kang, Yong-Chil Seo (Yonsei University) 

 Jung-Hun Kim (National Institute of Environmental Research) 
KS  FC-5 Bio-oil production from empty fruit bunch of palm using a fluidized bed pyrolysis reactor 

○Heung Min Yoo, Sung-Jin Cho, Jang-Su Lee, Ki-Bae Lee, Yong-Chil Seo (Yonsei University) 
Chang-Ho Oh (Dae Kyoung ESCO Company) 

KS  FC-6 Studies on physicochemical and melting characteristics of automobile shredder residue for enhancing end of life  
       vehicles (ELVs) recycling rate 

○Won seok Yang, Sung-Jin Cho, Ki-bae Lee, Yong-Chil Seo (Yonsei University) 
Woo-Hyun Kim (Korea Institute of Machinery and Materials)       

KS  FC-7 Stabilization assessment of waste containing asbestos treated by melting technology  
○Jun Kyung Park, Sung-Jin Cho, Ki-Bae Lee, Byung-Hyun Han, Ja-Kon Koo, Yong-Chil Seo (Yonsei University) 

Se-Young Park (Halla Energy & Environment) 
KS  FC-8 H2 production from simulated waste-derived synthesis gas through high temperature water-gas shift reaction over Fe/Al/Cu/Ni  
        Oxide Catalyst  

○Jae-Oh Shim, Dae-Woon Jeong, Won-Jun Jang, Hyun-Seog Roh (Yonsei University) 
Yong-Taek Lim, Jae-Hoi Gu (Institute for Advanced Engineering) 
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International Hybrid Session 
 

  
FD  Landfill 

【 October 22, Monday 16:00 - 17:00 Short oral presentation, 17:00 - 18:15 Poster presentation 】 
 

FD-1 Assessment of condition in roofed landfill of organic waste  
○Xin Zhang, Toshihiko Matsuto (Hokkaido University) 

  FD-2 Quantification of dissolution coefficient and equilibrium concentration of organic carbon with different waste composition  
and volumetric ratio of solid waste  

○Thi Hoa Ha Nguyen, Teppei Komiya, Takayuki Shimaoka (Kyushu University) 
  FD-3 Behaviour of landfill gas emitted from test cells with horizontal permeable reactive barrier  

○Hee-jong Kim, Katsuto Endo, Masato Yamada (National Institute for Environmental Studies) 
 

FE  Hazardous waste 
【 October 22, Monday 16:00 - 17:00 Short oral presentation, 17:00 - 18:15 Poster presentation 】 

 
FE-1 Flow and stock study of radioactive cesium and its impact on waste treatment systems  

○Tomoko Mori, Masahiro Oguchi, Masahiro Osako, Masato Yamada (National Institute for Environmental Studies) 
FE-2 Removal of lead from cathode ray tube glass by chloride volatilization  

○Guido Grause, Takahisa Yamamoto, Tomohito Kameda, Toshiaki Yoshioka (Tohoku University) 
    

 
 
 
 
 
 
 

 KS: Korea Society of Waste Management  
 
 

 

 
 

  

Short oral presentation: October 22, Monday 16:00 - 17:00 Tachibana 2F
Poster presentation: October 22, Monday  17:00 - 18:15 Sakura 2F 
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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 新たな若手の会に向けて 

10 月 22 日（月） 第 1 会場 15:15 - 16:45 （若手の会） 

 「若手の会」とは、正会員だけでなく学生会員も参加できる、若手のための集いで年齢制限等はなく、どなたの参加で

も歓迎しています！本企画セッションでは、総会で本年度の活動報告を行い、さらに来年度の新しい事務局メンバーの紹

介等を行います。そして毎年恒例である「廃棄物に関する写真コンテスト」も開催し、本年度の「Great Waste Photo 賞」

を選考します。応募写真は、コメント付きで下記アドレスにお送りいただくか、当日会場へ持参してください。また、セッショ

ン終了後、韓国の若手研究者・学生との交流会を予定しています(10/22)。この交流会は、毎回多くの学生・研究者が参

加し、両国の国際交流を図る場となっています。皆様の積極的な参加をお待ちしています。 
 
写真コンテスト応募先： mizuhara.shinji@nies.go.jp  

G2 震災廃棄物のリサイクル技術 

10 月 22 日（月） 第 4 会場 15:15 - 16:45 （リサイクルシステム・技術研究部会） 

 震災廃棄物の処理が各地域で着手され、徐々に進んできている。基本は分別しながら適正に処理、可能な限りリサイ

クルを進める方向である。しかしながら、廃棄物の種類や性状に地域性があり、2 次仮置場での技術的なハードルが異

なる。本企画セッションでは、震災廃棄物処理・リサイクルの技術的な課題とそれをクリアするための取組みに焦点を当

て、議論を進める。 
 

     プログラム： 

    1.  震災廃棄物の地域毎の性状評価 
    2.  処理・リサイクルのための技術課題 
    3.  処理・リサイクルのための技術的取組み状況 

 
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。 
パネラー： 東北大学  久田 真      
   鹿島建設  青山 和史 
   JFE エンジニアリング  宮越 靖宏   
   大林組  新開 千弘 

コーディネーター： 東北大学  吉岡 敏明 

G3 持続可能なバイオマス系廃棄物利活用 

10 月 22 日（月） 第 5 会場 15:15 - 16:45 （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発足 10 周年を機に、これまでの活動と社会の変遷を振り返ると同時に、現在も様々な

形で取り組みが行われているバイオマス系廃棄物の利活用が持続可能な手法として社会に定着するためには何が必要

かを議論する。本企画の狙いは、各技術・手法の現状を紹介するだけではなく、事業化へ向けた課題や問題点を明らか

にすることにある。これにより、バイオマス資源の有効活用の途をさらに拡げるのに役立つと考えられる。同時に、震災廃

棄物への対応や再生可能エネルギーへの転換か叫ばれる中で注目を集めているバイオマスのエネルギー利用や、現在、

農林水産省で議論されているバイオマス事業化戦略を踏まえ、今後のバイオマス系廃棄物研究部会の位置づけや方向

性を議論する。 

     プログラム：  

1． バイオマス系廃棄物研究部発足 10 年の総括 
2． 震災後、社会の変化とバイオマスへの期待とバイオマス事業化戦略 
3． 上記を受けてトピックスとして最近の取り組み 
4． 今後への提言 

 
進め方： 上記のテーマについて 10 分程度の話題提供を行い、引き続いて意見交換を行う。 

コーディネーター： 豊橋技術科学大学  大門 裕之   
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G4 3・11 事例を踏まえて有害危険ごみの管理と対応を考える 

10 月 22 日（月） 第 6 会場 15:15 - 16:45 （消費者市民研究部会） 

 3・11 以降、廃棄物管理に関しては様々な課題が新たに認知され、社会問題化している。しかしその課題のなかには、

通常時から潜在的に存在していた課題もあると考えられる。有害危険ごみ管理の問題はその一つと言える。 
そこで本企画では、3・11 以降の象徴的なリスク認知・伝達・対策事例についての話題提供の後、災害時及び平常時

の有害危険ごみ管理の問題を事例として取り上げ、3・11 の経験を踏まえて、今後の対応のあり方について議論する。 

プログラム： 

    1.  福島第一原発の事故検証を経て     国際高等研究所 所長  尾池 和夫 氏 （地震学者） 
    2.  リスクの捉え方・伝え方（仮）      毎日新聞 記者  小島 正美 氏 （「正しいリスクの伝え方」著者） 
    3.  災害における有害廃棄物問題     仙台市  遠藤 守也 氏 
    4.  一般廃棄物のリスク問題（発火危険物を例に） （公財）東京都環境整備公社  橋本 治 氏 
 

   コーディネーター： 京都大学環境科学センター  浅利 美鈴 

G5 災害廃棄物のアスベスト対策の現状と課題 

10 月 22 日（月） 第 7 会場 15:15 - 16:45 （廃棄物試験・検査法部会） 

 東日本大震災におけるガレキ等の災害廃棄物処理におけるアスベスト問題については、震災後 1 年以上たった現時

点においてもまだ十分な対策がとられていないのが現状である。 
 このような状況の中、被災地での建築物の解体はまだ継続中であり、今後もアスベストを含有する廃棄物の発生が見

込まれる。ガレキ処理における災害廃棄物中のアスベスト含有建材の分別や、ガレキ以外の廃棄物（FRP 廃船等）に使

用されているアスベストの処理等の課題も多く、本セッションでは現在の災害廃棄物のアスベスト対策の現状及び現地で

の様々な取り組みを紹介し、参加者と意見交換する。 

     プログラム： 

    1. 災害廃棄物処理におけるアスベスト処理の現状 
 2. 被災地における建築物解体の現状とアスベスト対策 
 3. 廃 FRP 船のアスベスト対策 
 4. 災害廃棄物からのアスベスト含有建材分別の取り組み（オンサイト分析に関する事例紹介を中心に） 

  
コーディネーター： （株）環境管理センター  豊口 敏之 
※講演者については調整中 

G6 地震列島日本の「災害廃棄物処理計画」―過去から未来へ伝えるべきこと(3) 実施・運用編― 

10 月 23 日（火） 第 3 会場 10:45 - 12:15 （廃棄物計画部会） 

「災害廃棄物処理計画」にターゲットを当て、昨年の研究発表会、今年の研究討論会と 2 回にわたり、阪神・淡路大震

災、東日本大震災の災害廃棄物処理担当者、関係者に「災害廃棄物処理計画」の事前に準備するべき必須事項につい

て議論してきた。 
3 回目は実施・運用編として、東日本大震災を受け、どのように「災害廃棄物処理実行計画」を策定、実施、運用してい

るのか、県の「災害廃棄物処理実行計画」策定担当者、中規模市の実施・運用担当者、市町村ヒアリング調査を行った

研究者等に各テーマについて発表、討論していただき、今後の日本の災害廃棄物処理に役立てるものとする。 

     プログラム：  

    司会進行： 大成建設  臼井 直人 

 代表挨拶： 健康・環境デザイン研究所  中村 恵子 

 コーディネーター： 国際航業  井土 將博 
 

    1. 宮城県の「災害廃棄物処理実行計画」策定・実施・運用    宮城県環境生活部 震災廃棄物対策課 
                                                        処理推進第一班長  藤原 成明 技術補佐          

         

     2. 名取市における東日本大震災災害廃棄物の処理事業     名取市生活経済部  木村 敏 次長  

               

     3. 被災市町村の災害廃棄物処理ヒアリング調査     東北大学大学院 国際文化研究科 
                   国際環境システム論講座  劉 庭秀 准教授 
 

進め方： 各テーマについてパネリストが 15 分程度の意見発表を行い、引き続きテーマについてパネリストによる意見交

換、及び会場との質疑応答を行う。 
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G7 廃棄物埋立が抱える現場的問題と課題 

10 月 23 日（火） 第 4 会場 10:45 - 12:15 （埋立処理処分研究部会） 

廃棄物処理は構造基準、維持管理基準に従って適正処理が図られていることになっている。しかし現実には、廃止

に向けた安定化状況の把握ができていない、長期的管理をどうするかの方針がない、準好気性埋立地の機能が十分に

果たされていない、資源化促進等による埋立廃棄物の変化が埋立処分にどのような影響を及ぼしているかなど、現場に

は多くの課題がある。本企画は、埋立処分にかかわる問題を総ざらいし、研究の必要性を整理する。 

     プログラム： 

   【話題提供（70 分）】 
1. 準好気性埋立の浸出水集排水管とガス抜き管の機能と役割  福岡大学  柳瀬 龍二、田中 綾子、松藤 康司 
2. 早期安定化に向けた循環式準好気性埋立システムのこれから  福岡大学  松藤 康司、田中 綾子、柳瀬 龍二 
3. （Bio-）Reactor 型埋立 vs Dry Tomb 型埋立      国立環境研究所  山田 正人 
4. 準好気性埋立処分場の現状と課題         ダイユウ技研土木  桧垣 光次 
5. 準好気性埋立地の不適切な管理状況        北海道大学  松藤 敏彦 
6. アジアの準好気埋立の失敗事例          （独）国立環境研究所  石垣 智基 
7. インドネシア・ジャカルタの埋立地が抱える問題      九州大学  中山 裕文 
8. 不燃ごみ処理不燃残さ埋立の問題・課題                   埼玉県環境科学センター  川嵜 幹夫 
9. 海面・陸上埋立地における高 pH 浸出水の長期流出    明星大学  宮脇 健太郎 

 
ディスカッション（50 分）： すべての話題提供のあと、フロアを交えてのディスカッションを行う。 

G8 廃棄物処理における自治体の役割 ―広域処理について考える― 

10 月 23 日（火） 第 5 会場 10:45 - 12:15 （行政研究部会） 

日本のみならず諸外国でも都市ごみ(一般廃棄物)への対処は市町村といった基礎自治体の役割とされてきた。しかし

今般の災害廃棄物の処理処分にみるように、市町村では対応しきれない課題も多い。循環利用、効率の高い熱利用を

目的とした焼却処理や、家庭系有害廃棄物への対処も市町村を超えた規模でないと実現は難しい。一方で地方自治(ガ

バナンス)の観点や「自分たち」が排出した物以外は受け入れがたいといった「迷惑施設」への住民感情から考えると広

域化には難点がある。本セッションでは行政研究部会のメンバーによる問題提起をもとに参加者と意見交換などを通じ

議論を深めていきたい。 

     プログラム： 

    1.  廃棄物管理と資源循環に係る広域化の視点      廃棄物 3R 研究財団  藤波 博 
    2.  廃棄物処理における自治体の役割        NPO 環境文明研究所  庄司 元 
    3． 演題未定               (株)エックス都市研究所  澤地 實  

G9 産業廃棄物処理業を取り巻く法制度と運用面での課題、災害対策に関する課題について 

10 月 23 日（火） 第 6 会場 10:45 - 12:15 （学術研究委員会） 

産業廃棄物業界に関する法制度は、過去に発生した不適正処理（不法投棄等）の影響もあり、他産業とは逆に、年々、

規制強化の方向に向かっている。一方、最終処分場の延命化や廃棄物を資源として有効利用していくためには、廃棄物

を出す排出事業者側と処理業界との連携や所轄行政の法制度面での理解が必要不可欠である。 
当セッションでは、我々が企業活動を行っていく上で法制度・許認可面での不合理や業務面で非効率となっている部

分、課題となっている部分を洗い出し、特に重要なものをピックアップして提言活動を行ってきた。その成果を発表するも

のである。 
また 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災を受けて、廃棄物処理業者として何ができるかを検討した成果も発表する。 

     プログラム： 

【廃棄物処理を行う上での課題】 

 1. 廃棄物種類の判断の統一化・品目事例の明示について 
 2. 委託契約書の電子化と電子マニフェストの一体化について 
 3. 資源有効利用に向けた中間処理のあり方 
【自然災害対策の課題 ―廃棄物処理業者として―】 
 4. 震災の経験をふまえて―廃棄物業界特有の経験や情報を共有し、今後に備える― 
 5. 東海大震災発生を想定したリスク抽出 
 

進め方： 各テーマについて、15 分前後で研究発表をした後、3 分程度の質疑応答を設け、諸課題に関するディスカッション

を行う。 
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G10 水銀の物質フローと政策の動き 

10 月 23 日（火） 第 7 会場 10:45 - 12:15 （物質フロー研究部会） 

水銀条約の 2013 年制定に向け、国際交渉や国内対策の検討が活発に進められている。同条約では、鉱山からの水

銀供給の制限から、各種用途での水銀需要削減、大気放出の低減、余剰水銀の長期保管に至るまで、水銀の物質フロ

ーのライフサイクル全般を見通した対策が検討されている。本企画セッションでは、まず、水銀政策の国内外における動

向を紹介していただき、続いて、水銀含有製品の物質フロー・水銀の排出インベントリ・水銀の長期保管に関して 3 名の

研究者より報告していただく。さらに、これらを踏まえた総合討論を行い、国内外で求められる水銀対策を展望する。 

     プログラム：  

 1. 水銀政策の動向（仮）          環境省環境保健部環境安全課  上田 康治 課長 
 2. 水銀のフロー（仮）                 京都大学  浅利 美鈴 助教 
 3. 水銀の排出インベントリ（仮）           愛媛大学  貴田 晶子 教授 
 4. 水銀の長期保管（仮）                京都大学  高岡 昌輝 教授 
 

   進め方： 4 名の講演者から各 15 分程度の発表をしていただき、その後 30 分ほどの総合討論を行います。 
司会： 京都大学  酒井 伸一 

G11 「災害復興への対応を歴史から学ぶ」―関東大震災、神戸大震災そして水害への対応― 

10 月 24 日（水） 第 6 会場 10:45 - 12:15 （ごみ文化研究部会） 

東日本大震災後の災害復興については、巨大地震と津波災害に加え原子力発電所の被災が重なり難しい対応が求

められる一方で、過去の教訓や事例などが必ずしも十分に活かしきれているとは言えません。そこで、関東大震災、神戸

大震災、加えて水害など過去の災害復興への対応などを歴史から学び、今後の復興に役立てるとともに、将来への備え

や継承すべきものなどについて議論を深めていきたいと思います。 

     プログラム： 

【話題提供】 

 1. 関東大震災への対応          溝入 茂 
      2. 神戸震災の教訓             井上 求 
       3. 災害廃棄物処理への支援体制       香川 智紀 

 

パネルディスカッション： 「今、何が求められるか」 

コーディネーター： 松藤 康司 
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参 加 申 込 方 法 
 

 

Web からの登録に変わりました。 

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、シニア会員 
公益、賛助会員所属 

8,000 円 10,000 円  6,000 円 7,000 円

学生会員 
個人市民会員 

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

 

事 前 申 込 方 法 

１． 研究発表会専用ページ（http://jsmcwm.or.jp/taikai2012/）から、Web 上で申し込んでください。 

・ 参加申込者氏名、メールアドレス、住所をご記入ください。参加証と CD-ROM 版論文集の送付先となります。 
・ 同時に最大 5 名の同行者の申し込みができます。 
・ 参加者全員の会員番号が必要です。 
・ 研究発表会、意見交換会、見学会、託児サービスの申し込みができます。 

２． 下記指定銀行口座に、合計金額を一括してお振込ください。 

・ 参加費の入金をもって申込完了となります。振込期限を過ぎますと、当日受付扱いになりますのでご注意ください。 
・ 入金を確認後、事務局より参加証及び CD-ROM 版論文集を送付します（10 月上旬頃）。 

 

＜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 24 年 9 月 28 日（金）  
        ※振込用紙の通信欄に「参加申込者氏名」、「参加申込受付番号」を必ずご記入ください。 
        ※振り込み手数料はご負担願います。 

 

・ 当日は直接会場へお入りください（受付での確認は不要）。 
・ 領収書は参加証に添付されています。別途領収書が必要な場合は、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。 
・ 発表会及び意見交換会に参加されなかった場合でも返金はいたしません。 

 
当 日 申 込 

 
受付にて参加費をお支払いください。参加証と CD-ROM 版論文集を配布します。 

 

問 合 せ 先 
 

紙版の申込書が必要な方は、事務局にお問合わせください。 

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 23 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「講演番号 演者の氏名．pptx」としてください。 （例： 「A1-1 廃棄物太郎．pptx」） 
・ PowerPoint® 2003 以前の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 メモリーに保存して会場に持参してください。なお、あらかじめウィルスチェックを行った上で持参してくだ

さい。 
・ ファイルは、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、動作確認を行ってください。 

10 月 22 日午前の発表者 8:45 - 9:05    午後の発表者  13:00 - 13:20 
10 月 23 日の発表者    8:30 - 8:50 
10 月 24 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。 
・ 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 ・ International Hybrid Session 

1. 発表ポスターの作成 

・ パネルとポスターのサイズは、右の「ポスターパネル例」を参考にして下さい。 
・ 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。 

 
・ ポスター発表時間は、以下のようになります。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。 

 
 
 

※International Hybrid Session 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。 

3. 優秀ポスター賞審査について 

・ ポスター賞審査は、1 日目終了後に行い、6 件選出する予定です。International Hybrid Session のポスター賞審査は、国際

委員会が行い、3 件選出する予定です。貼付されていないポスターは、審査対象外となります。結果は、2 日目のポスター発表

終了後、「総合受付」、「ポスター会場」に掲示します。 
・ 受賞者 1 名は、2 日目夜の意見交換会に無料ご招待いたします。 
・ 学会終了後、受賞ポスターの PDF ファイルを、学会 HP に掲載します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

ポスターの貼付作業時間 10 月 22 日（月）  9:30 – 16:45 
ポスターの撤収時間   10 月 23 日（火） 14:45 – 18:00 

 

講演番号・題目･所属･氏名
11

9c
m

84cm

ポスターパネル例

120cm

18
0c

m

21
0c

m

Ａ０サイズ

Poster1・International Hybrid Session (Poster)  10 月 22 日（月） 桜 2F 17:00 - 18:15 
Poster2                10 月 23 日（火） 桜 2F 13:15 - 14:30 
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会 場 へ の ア ク セ ス 
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会 場 案 内 図 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

大ホール

小会議室1

クローク

小会議室2
第2会場

第1会場

託児施設

和室
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会 場 案 内 図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

大ホール

第4会場

橘

萩

第3会場

小会議室5

ポスター発表会場
市民展示・企業展示

学会
会議室

桜

総合受付

小
会
議
室
4

学会本部
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会 場 案 内 図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

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  10 月 19 日（金）まで 廃棄物資源循環学会事務局: 03-3769-5099 (10 月 20 日(土) - 24 日(水)不在) 
 10 月 22 日（月）～24 日（水） 大会本部       : 090-3082-6074 

 

 
 

大ホール

第5会場

白橿1

白橿2

第6会場

萩
（傍聴席）

橘
（傍聴席）

小
会
議
室
8

第7会場
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協 賛 団 体 
 

 

 

 
  

公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団

平成24年10月1日より新日鉄住金エンジニアリングに社名変更致します。
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協 賛 団 体 
 

 

 

 

 
   

(株)エコナビ・リファイン

(株)ジャパンクリーン

JWMCA

一般社団法人 日本廃棄物コンサルタント協会
    Japan Waste Management Consultant Association

 J  W  R  F
公益財団法人 廃棄物・３R研究財団
 Japan Waste Management & 3Rs Research Foundation
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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 6 会場 第 7 会場 展示

小会議室1

1F

小会議室2

1F

橘

2F

萩

2F

白橿1

3F

白橿2

3F

小会議室8

3F

桜

2F

8:45-　受付

9:15-10:30 9:15-10:30 9:15-10:30 9:15-10:30 9:15-10:30 9:15-10:30

A6 B5 A8 B7 B2 E2
廃棄物計画 無機性廃棄物の

資源化

収集運搬・輸送 食品廃棄物・

生ごみの資源化

自動車リサイクル 有害廃棄物１

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

D1 A1 C1 A13 B9 B1 E3
浸出水処理／

モニタリング１

ごみ発生・３R 焼却技術 災害廃棄物の

処理

有機性廃棄物の

資源化１

家電・電子機器等

のリサイクル

有害廃棄物２

13:30-15:00 13:30-15:00 14:30-16:00 13:30-15:00 13:30-15:00 13:30-15:00 13:30-15:00

D2 A2 A12 B10 B6 E1

浸出水処理／

モニタリング２

ごみフロー・

物質フロー

International
Symposium

放射性物質・

重金属の挙動

有機性廃棄物の

資源化２

プラスチックの

資源化

廃石綿

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

G1 G2 G3 G4 G5
新たな若手の会に

向けて

震災廃棄物の

リサイクル技術

持続可能な

バイオマス系廃棄物

利活用

3・11事例を踏まえて

有害危険ごみの管理

と対応を考える

災害廃棄物の

アスベスト対策の現状

と課題

17:00-18:15 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)
9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:15 9:00-10:30

A9 A10 C2 D3 A5 B4 B11

安全対策・

リスク管理

海外調査 排ガス処理 埋立地

早期安定化

廃棄物

行政・管理

金属分離・回収 堆肥化・飼料化

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

G6 G7 G8 G9 G10
地震列島日本の「災害廃

棄物処理計画」－過去か

ら未来へ伝えるべきこと

（３）実施・運用編－

廃棄物埋立が抱える

現場的問題と課題

廃棄物処理における

自治体の役割

－広域処理について

考える－

産業廃棄物処理業を取り

巻く法制度と運用面での

課題、災害対策に関する

課題について

水銀の物質フローと

政策の動き

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) 桜　2F

14:45-17:45 大ホール　2F

18:30-20:30 意見交換会 アークホテル仙台　2F　「グランドコート」

9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 9:30-10:30 9:00-10:30

A3 C4 B12 B3 A11 D4

有料化・

経済的手法

焼却主灰・飛灰 バイオガス化・

水素発酵

建設廃棄物・

石膏ボードの

リサイクル

ごみ文化 不法投棄・

土壌汚染

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

A4 C3 B13 B8 G11 A7

住民意識・

住民参加

ごみ発電・熱利用 バイオ燃料 下水汚泥・

家畜排せつ物の

資源化

「災害復興への対応を

歴史から学ぶ」

－関東大震災、神戸大震

災そして水害への対応－

LCA・

低炭素社会

G： 企画セッション（学術研究委員会・研究部会企画)  全国環境研協議会 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。

桜　2F

特別プログラム
「東日本大震災が描く廃棄物処理・資源化の未来予測図」

 10/23（火）9:00-12:00  小会議室6 （3F）

市
民
展
示

企
業
展
示

市
民
展
示

企
業
展
示

施
設
見
学
会

10
月

22
日

(月)

10
月

24
日

(水)

10
月

23
日

(火)

International
 Hybrid
Session

(Short Oral)


