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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 

 
  

 

  


