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廃棄物資源循環学会 中国四国支部 ニュースレター 

 
□■報告■□………………………………………………………………………………………… 

＜平成 21 年度支部役員について＞ 
下記の「平成 21 年度支部役員」が本部理事会にて承認されました。よろしくお願いいた

します。 
 

所属 氏名 支部役職 

鳥取大学 工学部 赤尾 聡史 理事 - 
吉備国際大学 国際環境経営学部 井勝 久喜 理事 - 
広島工業大学 環境学部 今岡 務 理事 支部長 
広島県立総合技術研究所 保健環境センター 岡本  拓  理事 - 
広島大学 環境安全センター 奥田  哲士 理事 幹事長 
島根大学 生物資源科学部  佐藤 利夫 理事 - 
復建調査設計（株） 環境技術部 高濱  繁盛 理事 幹事（経理担当） 
（株）東和テクノロジー 友田 啓二郎 理事 幹事 
（財）岡山県環境保全事業団 環境学習センター 中平 徹也 理事 副支部長 
県立広島大学 環境科学科 西村  和之 理事 - 
山口大学 工学部 樋口  隆哉 理事 副幹事長（広報担当）

岡山大学 廃棄物マネジメント研究センター 藤原 健史 理事 - 
高知大学 教育研究部自然科学系農学部門 藤原 拓 理事 幹事 
（株）ウエスコ 環境計画事業部 宗村 邦嗣 理事 幹事 
愛媛大学 農学部 山下 正純 理事 - 
岡山大学 研究推進産学官連携機構 青山 勳 顧問 - 
山口大学 名誉教授 浮田 正夫 顧問 - 
鳥取環境大学 環境マネジメント学科 田中 勝 顧問 - 
岡山大学大学院 環境学研究科 河原 長美   監事 - 
岡山県工業技術センター 吉松 英之 監事 - 

※各役職について五十音順、敬称略 
 
＜支部長挨拶＞ 
平成21年度から中国四国支部長を務めます広島工業大学の今岡です。 
中平副支部長（岡山県環境保全事業団）、奥田幹事長（広島大学）を

始めとする 16 名の理事・監事の方々のご協力をいただいて、2 年間支

部の運営を行っていきます。廃棄物資源循環学会は全国で 2,737 名の

正会員（平成 21 年 8 月末現在）を有していますが、そのうち 179 名が

中国四国地区の正会員となっています。過去、200 名を超えていた時

期もありましたので、若干減少傾向にあると言えるようです。また、

法人等の賛助会員は全国での会員数 127（内 70 会員は関東地区）に

対し、中国四国地区では 6 会員です。 
今年度、すでに水環境学会、大気環境学会各中国四国支部との共催の合同講演会および

見学会（東広島市賀茂環境センター：コンクリートピット・被覆型最終処分場、ペットボ

中国四国支部見学会

に参加時の写真 



トルリサイクル・粗大ごみ処理施設等）などを開催していますが、今後も会員の方々のお

役に立てるような魅力的な企画・行事を、限られた予算を工夫して実施して行く予定です。

このニュースレターの発行も含め、それらの企画を通して、学会支部活動へのご理解・ご

支援と会員数の増加が得られればと考えております。 
今後も、よろしくご協力・ご指導賜りますようお願い申し上げます。 

 
＜平成 21 年度「廃棄物資源循環学会中国四国支部見学会」開催報告＞ 
去る平成 21 年 9 月 11 日（金）、広島県東広島市において一般廃棄物埋立処分場等の施

設の見学会が開催されました。約 20 名が西条駅、東広島駅を昼にバスで出発し、施設を見

学しました。 
まず、賀茂環境センターにて一般廃棄物コンクリートピット・被覆型（クローズドシス

テム）処分場および浸出水処理施設、リサイクルプラ等選別・圧縮施設の概要について説

明があり、活発な質疑応答が行われました。その後、リサイクルプラの選別梱包施設およ

び処分場の見学が行われ、実際のペールや処分場の被覆施設などを間近に見ることができ

ました。処分場では実際に遠隔操作による搬入処理対象物の投入を見ることもでき、ここ

でも活発な質疑応答が行われていました。 
次に、西条駅周辺の酒蔵のうち、白牡丹酒造と賀茂鶴酒造の見学を行い、酒造工程の副

生成物の量や販路、さらに精米やろ過技術とそこから発生する廃棄物の再利用性などにつ

いての話を聞き、質疑応答が行われました。その合間に西条地区の歴史的町並みを散策で

き、西条の文化と歴史に触れることもできました。 
夕方 5 時頃からは西条駅周辺で懇親会が和やかに行われ、リサイクルの話などに花を咲

かせながら、親睦を深めました。 
 

  

   



＜平成 21 年度「第 20 回廃棄物資源循環学会研究発表会」開催報告＞ 
去る平成 21 年 9 月 17～19 日に名古屋大学で開催されました第 20 回廃棄物資源循環学

会研究発表会は、参加者 765 名、意見交換会参加者 161 名で無事終えることができたとの

ことです。各分野において多数の発表や施設見学会（ガス化溶融炉、処分場など）等が行

われましたが、ご参加された方が居られましたら、様子などお聞かせください。幹事長の

奥田も参加いたしまして、ポスター発表を行いました（下写真はそのときの様子）が、ど

なたかご覧になりましたでしょうか。 
現在、支部学生会員の発表に贈られる支部奨励賞を選定中です。該当する方は楽しみに

お待ち下さい。 
 

  

 
□■予告・予定等■□……………………………………………………………………………… 

＜支部行事＞ 
現在、支部講演会の企画を進めております。ご希望のテーマや講演者がありましたらリ

クエストをお寄せください。 
 
＜本部行事＞ 
 現在は特にありません。 
 
＜本部のホームページに掲載されている共催・協賛行事など＞（http://jsmcwm.or.jp/） 
後援■第 4 回容器包装 3R 推進フォーラム（2009 年 10 月 22 日（木）、23 日（金）） 
関西支部■市民と学生のためのセミナー「エコライフと住まい」（2009 年 10 月 24 日（土）） 
協賛■平成 21 年度「第 53 回生活と環境 全国大会」（2009 年 10 月 25 日（日）～27 日

（火）） 
共催■第 43 回化学工学の進歩講習会 最新 燃焼・ガス化技術の基礎と応用 (2009 年 11

月 12 日(木）～13 日(金）） 
協賛■フォーラム 2009 衛生薬学・環境トキシコロジー ～安心・安全、健やかな環境、

そして福寿へ～（2009 年 11 月 5 日（木）～6 日（金）） 
リサイクルシステム・技術研究部会■プラスチックリサイクルに関する合同講演会（2009

年 11 月 20 日（金）） 



協賛■第 28 回溶媒抽出討論会（2009 年 11 月 20 日(金）、21 日(土）） 
協賛■第 15 回流動化・粒子プロセッシングシンポジウム（2009 年 12 月 10 日（木）～11

日（金）） 
共催■第 14 回資源循環型ものづくりシンポジウム＜IMS2009＞（2009 年 12 月 11 日(金）） 
後援■第 31 回全国都市清掃研究・事例発表会（2010 年 1 月 28 日（木）、29 日（金）） 
セミナー■化学物質のリスク評価セミナー「化学物質の今を知る－製品評価技術基盤機構 

NITE による連続セミナー第 1 回」（2009 年 10 月 16 日（金）） 
 
＜本部のホームページに掲載されている公募・募集など＞（http://jsmcwm.or.jp/） 
□法人化に伴う学会ロゴマークの公募（10 月 31 日まで延長） 
■環境省「競争的資金」公募 
■和歌山大学システム工学部環境システム学科教員募集（応募締切：2009年11月30日（月）

必着） 
■第 10 回国際吸着会議（2010 年 5 月 23 日(日）～28 日(金）） 
 
□■お願い■□……………………………………………………………………………………… 

＜会員増強について＞ 
 廃棄物資源循環学会への入会を随時募集しています！ 現在、特に山陰地方、四国地方の

会員の方が少なく、是非周りの方をお誘いいただけますよう、お願いいたします。 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

廃棄物資源循環学会中国四国支部 広報担当 樋口隆哉（山口大学） 
chushi@jsmcwm.or.jp（支部専用アドレス・広報担当行） 

http://jsmcwm.or.jp/chushi/ 
 


