第２６回 廃棄物資源循環学会研究発表会 参加案内
２０１５年９月２日（水）～４日（金） 九州大学伊都キャンパス
主催：廃棄物資源循環学会
後援：九州大学，福岡県，熊本県，福岡市，北九州市，糸島市，久留米市
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参加案内について
研究発表会専用ページからのダウンロード（PDF）のみとなりますが、研究発表会当日に，先着数百名
程度の希望者（参加者に限る）に目次集（講演原稿は含まず）を配布します。
Web での事前参加申込について
意見交換会，施設見学会の申し込みも含めて，研究発表会専用ページから行ってください。
研究発表会専用ページ： http://jsmcwm.or.jp/taikai2015/
電子版講演原稿について
・研究発表会専用ページからのダウンロード（PDF）のみとなります。CD-ROM 版は作成せず，会場での
プリントサービスもございません。
・事前参加申込者には，参加証と共に会場での無線 LAN（Wi-Fi）接続用 ID およびパスワード，電子版
講演原稿の閲覧用パスワードを郵送します。
・当日申し込み者には，受付時に電子版講演原稿の閲覧用パスワードをお知らせします。
緊急連絡先等について
・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，研究発表会専用ページでお知らせ
する予定です（スマートフォンでの最適表示や携帯電話の web 閲覧機能には対応していません）。
・会場での忘れ物にご注意下さい。忘れ物は、開催期間中受付で掲示、大会本部で一定期間保管します。
連絡先
・廃棄物資源循環学会事務局 ： 03-3769-5099 （8 月 31 日（月）まで）
・大会本部 ： 090-7477-9829 （9 月 2 日（水）～4 日（金））
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第２６回 廃棄物資源循環学会研究発表会の開催にあたって
第 26 回廃棄物資源循環学会研究発表会
実行委員会委員長
九州大学 教授 島岡 隆行

九州支部での第 26 回研究発表会の開催は、第 7 回（1996 年、福岡市）、
第 17 回（2006 年、北九州市）に次いで、3 回目となります。福岡市では 2 回
目、19 年ぶりの開催です。九州は廃棄物の研究や技術開発が活発な上、久
し振りの福岡市での研究発表会であることなどから、開催の成功に向けて九
州支部会員に自然と力が入りました。昨年、11 月には 44 名、７つの部会から
なる実行委員会を設置し、4 回の実行委員会を開催いたしました。また、その
間、部会内では詳細についてご検討をいただきました。実行委員会では、①
研究発表会の準備を通して会員相互の交流を図り、支部を活性させること、
②九州地方らしい研究発表会とすること、そして③予算を有効に使うことを掲
げ、準備に取り組んで参りました。
会場は、キャンパスと地下鉄の駅が隣接し利便性が高い福岡大学とキャンパス移転が進められている九州大学が候
補に挙がりましたが、九州大学伊都キャンパスに決定いたしました。九州大学のキャンパス移転は、①分散しているキャ
ンパスの統合、②旧キャンパスの狭小老朽化、③飛行機の航路直下に位置することによる騒音問題の 3 つの懸案事項
を解決するものです。伊都キャンパスの敷地面積は単一のキャンパスとしては国内最大の規模（275ha）となっており、福
岡市西区と糸島市に跨っています。伊都キャンパス周辺は、福岡市で生活している市民にとっては福岡市の西果て、
1970 年代から廃棄物最終処分場が展開されている地域との印象が強い一方、農業振興地域が広がる農業生産地です。
しかし、伊都キャンパスの移転に伴う道路整備や学生用住宅の建設によって、大きく変貌を遂げつつあります。
会場費を抑制するため第 24 回研究発表会以降、原則、会場は大学を利用することとしています。開催日の決定は他
学会の動向を伺ってのことでしたが、学会の開催が 9 月に集中する傾向にあり、関連の深い他学会の開催と重なってお
ります。原稿が集まるかどうか懸念しておりましたが、国内外から 310 編の原稿が集まり安堵しているところです。
キャンパスの名前「伊都」は「魏志倭人伝」に記載が見られる倭国内の国の一つ「伊都国」にちなむものです。キャンパ
ス敷地には 70 を超える円墳、前方後円墳が発見され、我が国最古と言われる元岡製鉄遺跡群も存在します。キャンパス
から少し足を延ばせば、世界最大の銅鏡（国宝）を納めた伊都国歴史博物館、元寇防塁、夕日百選に選ばれた玄界灘
の二見ケ浦もあります。研究発表会に並行して、初日と 2 日目に「伊都スタディツアー」を企画しましたのでご利用下さい。
食材も豊富で、米、野菜、果物、花、牛肉等の一大生産地となっていますので、意見交換会を楽しみにしていただけれ
ばと思います。
実行委員一同、残暑が厳しい九州の 9 月上旬ですが、開催期間中、一人でも多くの会員、関係各位にお越しいただ
き、研究発表会が有意義かつ一層の交流の場となりますことを願っております。
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開 催 行 事 一 覧
行

事 （Event）

日 時 （Date)（すべて 9 月）

発
表

な ど

2 日（水）
13:30 ～ 15:00
Sep.2 (Wed)

第 7 会場 (ｾﾝﾀｰ 2 号館 2407)

使用言語: 英語

2 日（水）
3 日（木）
4 日（金）

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

ポスター掲示期間
9 月 2 日 16:30～
9 月 3 日 16:00

国際シンポジウム
International Symposium

究

考

無料、
参加登録不要

3 日（木）

研

備

椎木講堂ホール

特別講演

一
般 口頭発表
セ
ッ
シ
ョ
ン ポスター発表

会 場 （Room）

16:00 ～ 17:30

10:45 ～ 16:45
9:30 ～ 12:45
9:30 ～ 12:30

ポスター1 コアタイム
2 日（水）
17:00 ～ 18:15
ポスター2 コアタイム
3 日（木）
14:15 ～ 15:40

(ｾﾝﾀｰ 2 号館 2303)
(ｾﾝﾀｰ 2 号館 2304)
(ｾﾝﾀｰ 2 号館 2305)
(ｾﾝﾀｰ 2 号館 2306)
(ｾﾝﾀｰ 2 号館 2308)
(ｾﾝﾀｰ 2 号館 2406)
(ｾﾝﾀｰ 2 号館 2407)

ポスター発表会場
(ｾﾝﾀｰ 1 号館 1302,1303)

Short Oral Presentation
Sep.2 (Wed) 15:15 ～ 16:45
Poster Presentation
Sep.2 (Wed) 17:00 ～ 18:15

第 7 会場 (ｾﾝﾀｰ 2 号館 2407)

2 日（水）

10:45 ～ 12:45
15:15 ～ 16:45
9:30 ～ 12:45

企画セッションのページで会場
（口頭発表会場のいずれか）をご確
認下さい

研究部会企画

市民展示
2 日（水）
10:45 ～ 16:45
市民展示・市民フォーラム 3 日（木）
9:30 ～ 16:00
市民フォーラム
2 日（水）
12:45 ～ 15:00

展示：ｾﾝﾀｰ 2 号館 ｶﾌｪ QASIS
市民フォーラム：ｾﾝﾀｰ 2 号館
2108

無料、
市民ﾌｫｰﾗﾑは受付で
登録が必要

International Hybrid
Session

企画セッション
3 日（木）

ポスター発表会場
(ｾﾝﾀｰ 1 号館 1302,1303)

使用言語: 英語
90 秒の口頭発表＋
ポスター発表

企業展示

2 日（水）
3 日（木）

10:45 ～ 18:15
9:30 ～ 16:00

第 3、第 4 会場前通路

意見交換会

3 日（木）

18:00 ～ 20:00

食堂：ビッグさんど（地下１階）

施設見学会

A/12：30 ～ 16：30
4 日（金） B/11：30 ～ 17：00
C/ 9：00 ～ 16：00

【集合場所】
A、B：伊都ｷｬﾝﾊﾟｽﾋﾞｯｸﾞｵﾚﾝｼ前
駐車場（守衛室横）
C： 博多駅筑紫口

道路状況により
終了が遅れる場合あ
り

伊都スタディツアー

2 日（水）
ｺｰｽ 1 13：00 ～ 14：45
ｺｰｽ 2 15：15 ～ 17：00
3 日（木）
ｺｰｽ 3 10：00 ～ 11：00
ｺｰｽ 1 11：15 ～ 13：00
ｺｰｽ 2 14：00 ～ 15：45

【集合場所】
ｺｰｽ 1、2：伊都ｷｬﾝﾊﾟｽ
ﾋﾞｯｸﾞｵﾚﾝｼﾞ前駐車場
（守衛室横）
ｺｰｽ 3：受付前ピロティ

道路状況により
終了が遅れる場合あ
り

3 日（木）

ｾﾝﾀｰ 2 号館 2404 号室

同時
開催

全国環境研協議
会研究発表会

9:00 ～ 12:00

※受付はセンター2 号館 1 階の 2107 号室に設置します。
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主催者連絡先：
秋田県健康環境ｾﾝﾀｰ

行 事 案 内
特 別 プ ロ グ ラ ム （一般公開企画・無料）

日本文明と環境―古代、近世、近代そして未来―
NPO 法人 日本水フォーラム 代表理事
9 月 3 日（木）16:00 ～ 17:30

竹村 公太郎 氏

椎木講堂ホール

日本文明は奈良盆地で誕生した。外敵に対して安全で、森林が豊富で、水が豊かで、
水運インフラが整っていた奈良盆地で文明が誕生したのは必然であった。２５０年後、桓
武天皇はその奈良盆地を後にして京都へ遷都してしまった。何故か？１６０３年、德川家
康は征夷大将軍になると、さっさと京都を後にして、途方もない田舎の江戸に行ってしま
った。何故か？２５０年間の平和な江戸時代は、本当に持続可能な社会だったのか？近
代とは何だったのか？
この近代社会が持続可能ではないことは自明である。では、ポスト近代社会はどのような方向へ向かえば良い
のか？ポスト近代の持続可能な社会のための鍵はなにか？古代からポスト近代社会の全ての問いに絡んでくる
のが「環境」である。
※竹村先生より参考資料を頂けた場合は数日前をめどに研究発表会専用ページからダウンロード（PDF）できるように致します。

国 際 シ ン ポ ジ ウ ム・International Symposium

「３R・廃棄物管理に関する国際協力」
“International Cooperation for 3R and Waste Management”
9 月 2 日（水）13:30 ～ 15:00

第 7 会場 (ｾﾝﾀｰ 2 号館 2407)

多くの途上国において、廃棄物問題が深刻化する中で、様々な形で、先進国の知見や経験、技術を活かそうと、
国際支援・協力の動きが広がっています。例えば、埋立処分では「福岡方式」の国際的な認知やステイタスが高ま
っていることはよく知られています。そこで、今回の国際シンポジウムでは、3R や廃棄物管理分野での国際支援・
協力について、日本及び韓国の取組実態や課題に関する情報交換を行うと同時に、将来の展望について議論し
ます。
司会（予定） ： 京都大学 教授
酒井 伸一
ソウル市立大学教授
Jai Young Lee ( University of Seoul)
使用言語 ： 英語
プログラム： 講演 1 開発途上国への３R 活動の支援と課題－小島嶼国の視点から
独立行政法人国際協力機構（JICA）国際協力専門員
J-PRISM チーフアドバイザー 天野 史郎
講演 2 Korea-Vietnam International Cooperation for Development of
Metal Recycling Technology from WEEE
Dr.Jinki Jeong (Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources)
講演 3 持続可能な都市化と廃棄物の現状
国連ハビタット福岡本部（アジア太平洋地域担当） 本部長 深澤 良信
講演 4 廃棄物に関する新しい国際協力の枠組み
IGES-UNEP 環境技術連携センターの発足
(公財)地球環境戦略研究機関 小野川和延
討論
※発表内容や順番等は変更になる場合があります。
※参考資料は、８月下旬をめどに、研究発表会専用ページからダウンロード（PDF）できるように致します。
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研究発表 （口頭発表 ・ ポスター発表 ・ International Hybrid Session）
発表予定件数： 310 編 （口頭発表: 178 編、ポスター発表: 94 編、International Hybrid Session： 38 編）
・講演原稿は、研究発表会専用ページからダウンロードする電子版（PDF）のみとなります。
・International Hybrid Session は 90 秒の口頭発表終了後にポスター発表も行います。
・ポスター発表の中から「優秀ポスター賞」、International Hybrid Session から「国際ポスター賞」が選ばれま
す。賞は 9 月 3 日に審査結果の発表・表彰（意見交換会）を行い、「優秀ポスター賞」は後日、ホームページ
にポスターの原稿を掲載いたします。（「発表ガイドライン」の章にも関連記事あり）

【一般セッション 発表プログラム】
ポスター発表(poster presentation) P1: 9 月 2 日（水）17:00 - 18:15;

P 2: 9 月３日（木）14:15 - 15:40

＠ｾﾝﾀｰ 1 号館：1302,1303

※発表者の前にスペースが広く取ってある場合は「無所属」の方を示します

A1 ごみ発生・排出抑制

【2(水)10:45–12:15 第 1 会場】

座長：和歌山大学

金子

A1-1 食品ロス発生に関連する消費者の意識と行動

泰純
1-2

京都大学 ○浅利 美鈴・矢野 順也・酒井 伸一
A1-2 食品ロスの発生要因分析と有効活用策のライフサイクル評価

3-4
北九州市立大学 ○松本 亨・邉見 亮太

A1-3 自治体による使い捨て飲料容器削減の事例調査および今後の可能性
水 Do!ネットワーク ○瀬口 亮子 京都府立大学 山川 肇
A1-4 ごみ減量行動と意識の変容につながる効果的な情報提供の検討
京都市ごみ減量推進会議 ○齋藤 友宣 京都府立大学 山川 肇
A1-5 表現の差異が２Ｒの普及・啓発に与える影響―マイボトル利用促進の事例
京都市 遠藤 晃冬 京都市ごみ減量推進会議 齋藤 友宣 京都府立大学 ○山川 肇
A1-6 1.8 リットルびん（一升びん）の回収率・再使用率向上に関する調査研究
(株)ダイナックス都市環境研究所 ○山本 耕平・北坂 容子・石垣 歩 日本酒造組合中央会 木内 真二
P1 A1-7 生ごみ自家処理行動と家庭菜園に関する研究
宮崎大学 ○河原田 尚紀・関戸 知雄・土手 裕・嶋本 寛

A2 ごみフロー・物質フロー

P2
P1
P2

P1
P2

【2(水)13:30–14:45 第 1 会場】

座長：立命館大学

5-6
7-8
9-10
11-12
13-14

橋本

A2-1 電子マニフェスト情報を活用した産業廃棄物の広域移動状況
日本産業廃棄物処理振興センター ○佐藤 明子・麻戸 敏男・武田 雄志
A2-2 GPS 発信機を用いた河川ごみの漂流漂着経路の実態把握
九州環境管理協会 ○柿本 大典・末津 和典
A2-3 大学内で発生するバイオマス廃棄物量の推計の試み
岡山大学 ○米田 康人・藤原 健史
A2-4 住宅建設時に発生する副産物のゼロエミッション化に関する研究
信州大学 ○池田 尊彦・高村 秀紀
A2-5 埋立廃棄物の資源化と CO2 排出量に関する研究
三菱マテリアル株式会社 ○矢島 達哉 福岡大学 樋口 壮太郎
A2-6 高知県における投入産出表を用いた地域バイオマスフローの評価
国立環境研究所 ○山田 正人 日本環境衛生センター 立尾 浩一 国立環境研究所 石垣 智基 高知大学 藤原 拓
A2-7 不燃ごみ中の化粧品・医薬品等ごみの混入量調査
埼玉県環境科学国際センター ○川嵜 幹生・鈴木 和将・磯部 友護・渡辺 洋一
A2-8 関東圏における産業廃棄物フローに関する研究（千葉県調査）
千葉県環境研究センター ○大石 修 日本環境衛生センター 立尾 浩一
国立環境研究所 山田 正人・遠藤 和人・石垣 智基
A2-9 太陽電池パネル及び周辺機器に使用される元素の将来の需給バランス
立命館大学 ○高柳 達 国立環境研究所 中島 謙一 東京大学 村上 進亮 立命館大学 橋本 征二
A2-10 ナノ材料の生産量推計手法に関する国際比較と廃棄後の存在割合
福岡大学 ○鈴木 慎也・立藤 綾子・松藤 康司

A3 住民意識・環境教育 1

【2(水)15:15–16:30 第 1 会場】

座長：環境カウンセラー

A3-1 山梨県におけるノーレジ袋推進活動と消費者の意識

征二
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30

31-32
33-34

友田

加世
35-36

山梨大学 ○金子 栄廣・古野 卓哉・平山 けい子・平山 公明
A3-2 岡山市における 4R 体験イベントを通じた普及啓発

37-38
岡山大学 ○足立 裕紀・中田 健斗・松井 康弘

A3-3 ワールドカフェによるごみ減量意識の醸成効果に関する検討
(株)エックス都市研究所 ○上田 晴香・山本 攻・青野 肇 神戸市 岡田 浩一
A3-4 ごみ処理施設を広報するインターネット動画へのリアクション（第２報）
大阪工業大学 ○福岡 雅子 大阪産業大学 花嶋 温子
A3-5 地域も元気に、電気屋さんで小型家電リサイクル「分解ワークショップ」
国崎クリーンセンター啓発施設 ○鈴木 榮一
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39-40
41-42
43-44

A4 住民意識・環境教育 2

【3(木)9:30–10:30 第 2 会場】

座長：大阪産業大学

花嶋

A4-1 家電リサイクルにおける情報提供が適正廃棄行動に与える効果

温子
45-46

東京大学 ○増田 明之・村上 進亮
A4-2 小学生のごみ処理施設見学アンケート調査における自由記述欄の考察
廃棄物対応技術検討懇話会 三好 裕司・○橋本 隆史・二澤 保紀・大下
A4-3 熊本大学における全学的な環境教育と学生が興味を持つ環境配慮活動
熊本大学 ○山口 佳宏・外川
A4-4 コンジョイント分析による竹プラスチック製品の消費者調査
九州大学 ○許 晨ヨウ・近藤 加代子・蓮尾
P1 A4-5 ペットボトル消費者の分別廃棄行動に与えるゴミ箱デザインの効果（第 2 報）
東京工業大学 ○泉 拓也・姜 秋恵 福岡大学 鈴木 慎也 東京工業大学 高橋

A5 廃棄物管理・計画 1

【3(木)9:30–10:45 第 1 会場】

47-48
和徹
49-50
健一
51-52
健二
53-54
史武

座長：国立環境研究所

稲葉

A5-1 産業廃棄物管理票交付等状況報告書様式の検討
日本産業廃棄物処理振興センター ○村上 英明・谷川 昇・佐々木 基了
A5-2 Ｗｅｂ-ＥＤＩ機能を利用した電子マニフェスト情報の有効活用について
日本産業廃棄物処理振興センター ○武田 雄志・横川 利之
A5-3 産業廃棄物最終処分場における維持管理情報公表の現状
日本産業廃棄物処理振興センター ○谷川 昇・佐々木 基了・村上 英明
A5-4 都道府県・政令市における産業廃棄物最終処分場の維持管理情報の取扱いと利用の状況
日本産業廃棄物処理振興センター ○佐々木 基了・谷川 昇・村上 英明
A5-5 空間計量経済モデルによる産業廃棄物最終処分場の立地に関する実証研究
神戸大学 ○石村 雄一・竹内 憲司
P2 A5-6 最終処分場建設許容に必要な要件
長崎大学 ○朝倉 宏

A6 廃棄物管理・計画 2

【3(木)11:15–12:30 第 1 会場】

陸太
55-56
57-58
59-60
61-62
63-64
65-66

座長：大阪工業大学 福岡 雅子

A6-1 ごみ処理基本計画における住民参加の効果の検討

67-68
国立環境研究所 ○秋山 貴

P2 A6-2 豊橋市前芝校区バイオマス・生ごみ分別収集社会実験における分別協力率の考察

69-70
大正大学 ○岡山 朋子

A6-3 高齢者を対象としたごみ出し支援：公助と共助の観点からみた制度比較
国立環境研究所 ○小島 英子・多島 良・秋山 貴・横尾 英史
A6-4 地域的資源循環事業の諸活動に関する戦略的類型の整理とヒストリー分析
国立環境研究所 ○稲葉 陸太・田崎 智宏・河井 紘輔・小島 英子 みずほ情報総研(株) 櫛田 和秀・高木 重定
A6-5 プラスチック製容器包装のリサイクル最新動向
プラスチック循環利用協会 ○神谷 卓司・和泉 昭宏
A6-6 行政の審議会で提供される飲料の容器に関する調査
大阪産業大学 ○花嶋 温子
P2 A6-7 拡大生産者責任の概念についての国際アンケート調査
国立環境研究所 ○田崎 智宏 ルンド大学 東條 なお子・リンクヴィスト トーマス

A7 廃棄物管理・計画 3

【4(金)9:30–11:00 第 1 会場】

座長：帝京大学

71-72
73-74
75-76
77-78
79-80

渡辺

A7-1 循環型社会におけるリサイクル施設導入の評価に関する研究
豊橋技術科学大学 ○後藤 尚弘 加山興業株式会社 加山 順一郎 (株)東海分析化学研究所 大場 恵史
永一産商(株)永井 弘児 エコム(株) 石神 勝博
A7-2 ごみ発電ネットワークの有効性と今後の展開について
日本環境衛生センター ○氷上 愛・丸山 友紀・溝田 健一・伊藤 恵治・藤吉 秀昭
A7-3 余熱利用に関する動向調査－豊中市伊丹市クリーンランドにおける余熱利用基本方針の検討事例－
大阪産業大学 ○高浪 龍平 (株)東和テクノロジー 友田 啓二郎・門脇 亮治
A7-4 竪型ストーカ式焼却炉の維持管理実績
(株)プランテック ○伊藤 浩二朗・曽谷 幸広・岩村 近・鮫島 良二
A7-5 静脈施設における安全対応システムの高度化に関する研究
早稲田大学 ○小林 太一・高橋 智行・小野田 弘士・永田 勝也
A7-6 日本の廃棄物処理システムの途上国への適応 -複線的な汚物・有価物回収システムの経験から酪農学園大学 ○押谷 一

A8 LCA・低炭素社会

【4(金)11:15–12:15 第 1 会場】

座長：芝浦工業大学

A8-1 ハイブリッド LCA を用いた食品廃棄物と容器包装廃棄物のリサイクルによる環境負荷削減効果の評価
東京大学 ○丸山 多聞・中谷 隼・森口
A8-2 分別協力度を考慮した事業系生ごみ資源化の環境評価-不良生ごみの覆土助材利用シナリオの検討九州大学 ○張 玉雪・近藤 加代子・侯 博亜・工藤 亜実・松藤
A8-3 使用済み紙おむつのリサイクルによるパルプ再利用の環境影響評価
ユニ・チャーム(株) ○今井 茂夫・和田 充弘・時田 規弘 (株)サムズ 鴨沢 卓郎・岡野
TCO2(株) 牧野 直樹・正畠 宏一 東京都市大学 伊坪
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浩平
81-82

83-84
85-86
87-88
89-90
91-92

栗島

英明
93-94

祐一
95-96
康司
97-98
公美
徳宏

P2
P1
P2
P1
P2
P1

A8-4 副産物利用を考慮したバイオ軽油製造システムのライフサイクルアセスメント
京都大学 ○青木 建樹・矢野 順也 京都高度技術研究所 中村 一夫 京都市 渡邊 晋一郎 京都大学 酒井 伸一
A8-5 家庭系のプラスチック製容器包装及びペットボトルの収集・処理方法の効率化
加藤商事(株) ○佐々木 由佳 立命館大学 橋本 征二
A8-6 岡山県産清水白桃果汁を用いたリユースびん入り飲料の開発
岡山大学 ○中田 健斗・足立 裕紀・松井 康弘 東洋ガラス(株) 吉野 榮一 産業環境管理協会 鶴田 祥一郎
A8-7 産業廃棄物中間処理施設から排出される環境負荷
富山県立大学 ○佐伯 孝
A8-8 地方都市における静脈系インフラの集約と連携のシナリオ構築 －和歌山市を対象として－
和歌山大学 ○中尾 彰文・山本 祐吾・吉田 登
A8-9 産業・環境インフラ連携による下水汚泥からのエネルギー回収に関する研究
和歌山大学 ○奥田 拓也 和歌山大学 吉田 登
A8-10 ごみ焼却施設の更新をふまえた連携施策による低炭素効果
関西大学 ○尾崎 平・盛岡 通

A9 海外のごみ処理

【2(水)10:45–12:15 第 2 会場】

99-100
101-102
103-104
105-106
107-108
109-110
111-112

座長：元東京都環境局

四阿

A9-1 東南アジア大都市における都市ごみリサイクル回収の態様
帝京大学 ○渡辺 浩平 大正大学 岡山 朋子 東京大学 荒木 徹也 マレーシア住宅地方政府省 カディジャ シティ
インドネシア大学 プリジョノ ジプトヘリジャント 地域活性化研究所 リム クリスティーナ
クイーンズランド大学 マテオ・バビアーノ イデルリーナ
リコス アデリア
A9-2 インドネシア・パランカラヤ市における都市ごみと有価物回収ストリームについて
国立環境研究所 ○久保田 利恵子・山田 正人 水圏環境科学研究所 橘 治国
A9-3 インドネシア・ブカシ市におけるダンプサイト・ウェイスト・ピッキング
帝京大学 ○佐々木 俊介・渡辺 浩平 東京大学 荒木 徹也
A9-4 開発途上国における収集・運搬の地域的統合化モデル
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
A9-5 大洋州島嶼国離島におけるコミュニティによるごみ収集システムの検証
国際航業(株) ○坂井 友里江 トンガ国環境省ババウ支所 Feauini Veikoso Laumanu・ Mele Finau
A9-6 台湾の家電リサイクル制度の変遷と処理業
サティスファクトリーインターナショナル ○村上（鈴木） 理映
P2 A9-7 インドネシアのごみ銀行に参加する世帯の分別に対する負担度評価と資源分別率
宮崎大学 ○関戸 知雄 (株)エックス都市研究所 松山 あゆみ
ブラウィジャヤ大学 プラヨゴ トリ・ブディ・メイディアナ クリスティア 宮崎大学 土手 裕

A10 ごみ文化・歴史

【2(水)13:30–14:45 第 2 会場】

座長：JFE エンジニアリング(株)

秀雄

113-114

115-116
117-118
119-120
121-122
123-124
125-126

小林

A10-1 持続可能性概念の系譜と 3 つのエコロジー（SDGs の時代における）

正自郎
127-128

○古澤 康夫
A10-2 様々な収集方法の変化が与える影響についての考察(収集方式が与える地域への影響)
八千代エンジニヤリング(株) ○長岡 耕平・石井
A10-3 衛生的で効率的な収集改善への段階的取り組みについて－社会背景で変化してゆく収集の仕組み－
八千代エンジニヤリング株式会社 石井 明男 ○荒井
A10-4 70 年代の牛乳容器ワンウエイ化について
稲村技術士事務所 ○稲村
A10-5 台北市で発見された岩本式焼却炉について
大阪市立大学 ○水谷 聡 臺北市政府環境保護局 顏

A11 災害廃棄物処理計画

【3(木)11:15–12:45 第 2 会場】

129-130
明男
131-132
隆俊
133-134
光郎
135-136
嘉真

座長：国際航業㈱

A11-1 市町村における災害廃棄物処理計画の策定促進に向けた展望

井土

將博

137-138
国立環境研究所 ○多島 良・平山 修久・大迫 政浩

A11-2 三重県における災害廃棄物対策

139-140
三重県 ○春日井 忍・藤田 修造・中川 和也

P1
P2
P1
P2

A11-3 災害対応リソースからみた災害廃棄物の目標処理期間に関する検討
国立環境研究所 ○平山 修久 (株)熊谷組 永田 尚人 日本プロジェクト産業協議会 吉田 寛
国立環境研究所 大迫 政浩 関西大学 河田 惠昭
A11-4 災害時における自治体の仮設トイレの調達等に関する調査研究
大正大学 ○岡山 朋子 日本トイレ研究所 加藤 篤
A11-5 災害廃棄物の選別過程で発見された「思い出の品等」について
(株)鴻池組 ○橘 敏明 リマテック(株) 深田 雅史 (株)鴻池組 大山 将 広島市 林 篤嗣・奥田 学
A11-6 災害廃棄物分野における研修の特徴を踏まえたワークショップの設計に関する考察
廃棄物・３R 研究財団 ○森 朋子・夏目 吉行・高田 光康 国立環境研究所 平山 修久・多島 良・川畑 隆常・大迫 政浩
A11-7 災害廃棄物処理計画における地理空間オープンデータ・オープンソース GIS の活用に関する研究
福岡県産業廃棄物協会 ○岡 重男・梅田 佳暉
A11-8 人口減少を考慮した市町村の一般廃棄物処理費用の予測モデル構築に関する基礎的研究
九州大学 ○木村 恭子・中山 裕文・島岡 隆行
A11-9 近畿圏での広域連携による災害廃棄物（可燃系廃棄物）処理の対策効果分析
お茶の水女子大学 ○中久保 豊彦 大阪大学 伊川 純慶・東海 明宏
A11-10 東日本大震災の廃棄物処理における二次仮置場の運営課題に関する調査研究
慶應義塾大学 ○丹治 三則
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141-142

143-144
145-146
147-148
149-150
151-152
153-154
155-156

P1 A11-11 災害廃棄物における手選別の効率化の検討
国立環境研究所 山田 正人・落合 知 (株)建設技術研究所 古田 秀雄・○五十嵐 知宏・種浦 圭輔
P2 A11-12 災害廃棄物情報プラットフォームの構築と運営（第二報）
国立環境研究所 ○川畑 隆常・高田 光康・平山 修久・多島 良・大迫 政浩 廃棄物・3R 研究財団 森 朋子・夏目 吉行
P1 A11-13 災害廃棄物の広域処理受け入れに対する住民意識の調査
神戸大学 蔡 佩宜・○田畑 智博 名古屋大学 白川 博章

B1 家電等のリサイクル

【4(金)9:30–11:00 第 2 会場】

座長：京都大学

B1-1 使用済み家電リサイクルプラスチックのマテリアルリサイクル技術～リサイクル ABS 樹脂の白色化検討～
三菱電機(株) ○松尾 雄一・井関 康人
B1-2 自治体が使用済小型家電の回収を効果的・効率的に進めるための一考察
日本環境衛生センター ○大渡 俊典・土谷 光重・古賀 博昭・江口 正章 環境省九州地方環境事務所 木下 朋行
B1-3 福岡市における非鉄金属回収モデル事業
福岡市 ○望月 啓介・野中 研一・北島 保彦
B1-4 電子基板の資源見える化技術の検討 -画像処理による電子基板上の部品検出NTT 先端集積デバイス研究所 ○松永 恵里・三輪 貴志・高橋 和枝 NTT メディアインテリジェンス研究所 新井 啓之
NTT 先端集積デバイス研究所 澤田 孝
B1-5 使用済リチウムイオン電池のリサイクル技術の開発
太平洋セメント(株) ○田村 典敏 松田産業(株) 本多 威暁・重原 智明・境 健一郎
太平洋セメント(株) 花田 隆・石田 泰之・武田 隼一
B1-6 ガラス製品中鉛、ヒ素、アンチモンの揮発除去に対するテトラブロモビスフェノール A および
都市ごみ焼却飛灰の適用
京都大学 ○藤森 崇・吉川 達也・高岡 昌輝
P2 B1-7 使用済みリチウムイオン電池の有害特性に関する検討
国立環境研究所 ○寺園 淳・小口 正弘 仙台高等専門学校 葛原 俊介・秋元 裕太

B2 自動車リサイクル

【4(金)11:15–12:30 第 2 会場】

P2
P1
P2
P1

康宏

163-164
165-166
167-168
169-170

171-172

173-174
175-176

179-180

京都大学 ○矢野 順也・Xu Guochang・酒井 伸一
B2-3 自動車リサイクルにおけるマテリアルフローコスト会計に関する研究序説
沖縄国際大学 ○木村 眞実 熊本大学 外川 健一 東北大学 劉 庭秀 沖縄国際大学 岸本 孝根
B2-4 日本の使用済自動車市場における流通・産業構造の構築：1970 年前後を中心に
山口大学 ○阿部 新
B2-5 韓国における自動車リサイクル制度運用の成果と課題
東北大学 ○劉 庭秀 熊本大学 外川 健一 沖縄国際大学 木村 眞実 北海学園大学 浅妻 裕
沖縄国際大学 岸本 孝根

P1

平井

○李 莎・一久保 晶・小野田 弘士・永田 勝也

B2-2 使用済自動車の解体調査と含有元素の車種間比較

P2

161-162

177-178
早稲田大学

P1

159-160

座長：広島大学 奥田 哲士

B2-1 自動車リサイクル指定 3 品目の再資源化実績の評価

B3 建設廃棄物・無機性廃棄物の資源化

157-158

【2(水)10:45–12:15 第 3 会場】

座長：福岡大学

B3-1 石炭灰の盛土材としての有効利用と環境安全性に関する考察
(株)大林組 ○田島 孝敏・井出 一貴・千野 裕之 相馬環境サービス(株) 熊谷 祐一
B3-2 焼却残渣リサイクル施設の受入基準と製品品質基準の実態調査
復建調査設計(株) ○三上 貴士・縄田 大輔・井上 陽仁 国立研究開発法人国立環境研究所 肴倉 宏史
B3-3 建設廃棄物等を対象とする中間処理施設の統一的な評価基準の構築に関する検討
早稲田大学 ○蓬田 篤史
小野 裕介
上川路 宏 早稲田大学 小野田 弘士
B3-4 溶解ダストに含まれる亜鉛が硫酸還元菌の硫化水素発生に与える影響
福岡大学 ○武下 俊宏・村田 真理 瑞輝科学生物(株) 内田 雅也
B3-5 層状複水酸化物を用いた有害陰イオンの除去
名古屋大学 ○岡本 直樹・市野 良一・神本 祐樹
B3-6 隔膜電解法による脱塩濃縮水のリサイクルに関する研究
クボタ環境サービス(株) ○滝本 太郎・堀井 安雄 福岡大学 樋口 壯太郎
B3-7 石炭灰の有効利用に関する研究
福岡大学 ○藤田 礼寿 福岡大学 内田 正信 福岡大学 樋口 壯太郎
B3-8 石炭灰添加による土壌水分保持能への効果に対する石炭灰の処理方法、土壌および温度への依存性
東京工業大学 ○林 聖蕾・宋 萌珠・高橋 史武
B3-9 既存の最終処分場に設置したヤードにおける焼却灰のエージング（その 2）
復建調査設計(株) ○中島 和希 鳥取中部ふるさと広域連合 上田 智幸 鳥取県衛生環境研究所 成岡 朋弘・門木 秀幸
国立環境研究所 肴倉 宏史 復建調査設計(株) 縄田 大輔・井上 陽仁
B3-10 固化特性を利用した焼却灰の有効利用に関する研究
立命館大学 ○筒井 祐貴・石森 洋行・建山 和由
B3-11 下水汚泥焼却灰からのリン回収工程を利用したホウ素吸着剤の合成
鳥取県衛生環境研究所 ○門木 秀幸・有田 雅一
B3-12 鉱さいと汚泥を有効活用した液状化対策改良土の性能評価
立命館大学 ○岡本 晃尚・石森 洋行・横山 隆明・建山 和由 (株)山崎砂利商店 釜本 英一
B3-13 鉄鋼スラグの固化挙動に及ぼす水質の影響
広島大学 ○奥田 哲士・矢野 ひとみ・片山 貴博・中井 智司・西嶋 渉
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181-182
183-184
185-186

田中

綾子

187-188
189-190
191-192
193-194
195-196
197-198
199-200
201-202
203-204

205-206
207-208
209-210
211-212

P2 B3-14 不燃破砕残渣資源化のための組成および溶出特性調査

213-214
明星大学 ○宮脇 健太郎・平井 克海

P1 B3-15 廃石膏ボード由来の再生石膏の熱処理による硫化水素ガス発生挙動の違い
国立環境研究所 遠藤 和人・○中川 美加子
P2 B3-16 東京都から排出される建設系産業廃棄物の広域移動等の実態
東京都環境公社東京都環境科学研究所 ○小泉 裕靖 東京大学 中谷 隼・森口 祐一
P1 B3-17 建設混合廃棄物の拠点化施設設置によるリサイクル向上率の推定
北海道立総合研究機構 ○丹羽 忍・飯田 憲一・多田 達実・神生 直敏・松村 宇・宮内 淳一・廣田 誠一
P2 B3-18 建設混合廃棄物の中間処理、最終処分コストと地域間移動の実態調査
北海道立総合研究機構 ○宮内 淳一・廣田 誠一・丹羽 忍・松村 宇・飯田 憲一・神生 直敏・多田 達実・鈴木 大隆

B4 食品廃棄物・生ごみの資源化

【2(水)13:30–14:45 第 3 会場】

座長：名古屋大学

215-216
217-218
219-220
221-222

神本

B4-1 韓国と日本の食品関連廃棄物の政策と推進状況の比較・分析
韓国国立環境科学院 ○呉 佶鍾 京都大学 酒井 伸一・矢野 順也
B4-2 事業系生ごみ排出業者における生ごみリサイクル行動要因に関する調査分析-福岡市を対象として九州大学 ○侯 博亜・近藤 加代子・工藤 亜実
B4-3 鳥取県東部における生ごみの液肥化の促進に関する調査研究
公立鳥取環境大学 ○金 相烈・松村 治夫 (株)廃棄物工学研究所 田中 勝・大畑 ゆき
B4-4 富山県における GIS を用いた食品廃棄物発生量分布の把握
富山県環境科学センター ○神保 有亮 富山県立大学 佐伯 孝 富山県環境科学センター 天野 智順・藤崎 進
B4-5 人口減少を見据えた家庭系ごみのメタン発酵の資源化条件に関する研究
石川県立大学 ○楠部 孝誠
P1 B4-6 酵素処理を利用した茶廃棄物の複合利用技術開発（バイオガス化およびボード化）
大阪ガス(株) ○坪田 潤・松下 功 (株)エスウッド 長田 剛和 大阪市立大学 木内 龍彦
P2 B4-7 ラマン分光法を用いたグルコースとグルコース立体異性体の定量分析
日本大学 ○五十嵐 弘樹・沼田 靖・田中 裕之
P1 B4-8 卵殻膜の利活用による発電デバイス材料の開発
米子工業高等専門学校 ○田中 美樹・小西 那奈・小林 周平・可知 佳晃・谷藤 尚貴

B5 下水汚泥の資源化・堆肥化

【4(金)11:15–12:15 第 3 会場】

座長：富山県立大学

B5-1 連続式マイクロ波照射装置による OD 汚泥の高効率メタン発酵技術の開発
(株)アクトリー ○宮後 愛美・田中 孝二郎・田中 努 金沢大学 戸苅 丈仁・池本
B5-2 下水汚泥処理工程からのリンとカリウムの同時回収の試み
大阪市立環境科学研究所 ○中尾 賢志・西尾
B5-3 竹粉末を用いることによる緑化基盤材の土壌活性に関する研究
日本大学 ○有路 恭丈・高橋 岩仁・伊藤
B5-5 屎尿の自家発酵熱型高温好気液肥化処理の理化学及び微生物学特性
九州大学 ○酒井 謙二・程 慧君・朝倉 侑弥・神田 晃佑・田代
P2 B5-6 余剰汚泥の発酵処理に関与する微生物と MVOCs の挙動
県立広島大学 ○沼尻 祐奈・西村 和之・﨑田 省吾 日本ミクニヤ(株) 大森 誠紀・徳岡
国立環境研究所 中島

B6 有機性廃棄物の資源化

【3(木)9:30–11:00 第 3 会場】

223-224
225-226
227-228
229-230
231-232
233-234
235-236
237-238

立田

真文

239-240
良子
241-242
孝之
243-244
康介
245-246
幸寛
247-248
誠人
大介

座長：国立環境研究所

B6-1 もみ殻の高付加資源への変換を基盤とするスマートエネルギーコミュニティーの構築と農・工異分野への資材供給
富山県立大学 ○立田 真文 早稲田大学 山崎淳司 いみず野農業協同組合 中橋雅彦 射水市 竹内美樹
北陸ポートサービス(株) 加治幸大 新潟市 小泉英康
B6-2 次亜塩素酸ナトリウムによる廃糖蜜の処理
県立広島大学 ○赤木 孝太郎・原田 浩幸・岡崎 優・藤東 築
B6-3 事業系食品残さを原料とした飼料化バイオガスプロセスの開発
三井造船(株) ○庄 智裕・中嶋 幸子・斉藤 政宏・中嶋 昭博・小倉 智
B6-4 事業系紙おむつのリサイクルに向けた事業者の排出実態について
九州環境管理協会 ○後藤 祐哉・村橋 輝紀・末津 和典
B6-5 有機質資材を利用したフルボ酸形成の試み
国土防災技術(株) ○田中 賢治・森 千夏
P1 B6-6 陽イオン交換樹脂を用いた羊毛由来タンパク質の加水分解に関する検討
日本大学 ○角田 雄亮・杉元 耕平 成蹊大学 伊藤 拓哉
P2 B6-7 マイクロ波加熱による炭化物の水質浄化に関する研究
中部大学 ○行本 正雄・上野 薫
P1 B6-8 ラマン分光法による不飽和脂肪酸の紫外線劣化評価
日本大学 ○清水 瞭・沼田 靖・田中 裕之
B6-9 通気量自動制御による堆肥化システムの普及開発とその有効性の評価
帯広畜産大学 ○宮竹 史仁・小川 ひかり (株)バイオマスソリューションズ 小林 雅之・藤本 達也
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祐樹

落合

知

249-250

251-252
253-254
255-256
257-258
259-260
261-262
263-264
265-266

B7 バイオガス化・バイオ燃料

P2
P1
P2
P1
P2

【4(金)9:30–11:00 第 3 会場】

座長：工学院大学

小林

潤

B7-1 厨芥と厨房排水処理汚泥を用いた日本初の建物内地下メタン発酵装置の運転状況と効果検証 （あべのハルカスにおける運転実績
から）
267-268
(株)竹中工務店 ○加藤 利崇 (株)神鋼環境ソリューション 塩田 憲明・竹林 徹也
B7-2 防府市クリーンセンター バイオガス施設の運転報告
269-270
川崎重工業(株) ○上原 伸基・竹田 航哉・内田 博之・臼井 勝久・杉原 英雄
B7-3 オオカナダモをメタン発酵した際の温度の影響および微生物相の解析
271-272
創価大学 ○渡邉 啓子・上田 純子・小山 光彦 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 石川 加奈子
滋賀県立大学 伴 修平 創価大学 黒沢 則夫・戸田 龍樹
B7-4 エタノール生成を目的とした酸性条件下における適正菌株の選定
273-274
日本大学 ○大貫 翔馬・高橋岩仁 環境文明研究 木科 大輔 上越総合技術高等学校 大森将希
B7-5 都市域廃棄物からのバイオマス二段階原燃料化システム実証研究
275-276
日立造船(株) ○冨山 茂男・家山 一夫 京都市 山田 一男 熊本大学 木田 建次
B7-6 高含水率廃棄物材料からの水分蒸発速度に及ぼす温度の影響と撹拌の影響
277-278
山梨大学 ○井上 貴仁・金子 栄廣
B7-7 糖化・エタノール化を前処理としたメタン発酵の効率化に関する研究
279-280
大阪工業大学 ○田中 量也・古崎 康哲・石川 宗孝
B7-8 定量 PCR を用いたメタン発酵状態の評価
281-282
県立広島大学 ○尾末 光・西村 和之・﨑田 省吾
B7-9 第二世代バイオ燃料化技術における燃料の詳細分析と評価
283-284
(株)島津テクノリサーチ ○高菅 卓三・倉谷 和代・松下 正和 京都高度技術研究所 中村 一夫
B7-10 バイオディーゼル燃料のマイクロ波合成における金属酸化物触媒の探索
285-286
崇城大 ○池永 和敏・井上 貴博・濱田 彩加
B7-11 バイオディーゼル燃料製造排水の水耕栽培用液体肥料への再資源化における排水濃度の影響
287-288
広島市立大学 ○香田 次郎・中野 靖久・釘宮 章光・鷹野 優・矢野 卓雄

C1 焼却・焼却灰 1

【2(水)10:45–12:15 第 4 会場】

座長：埼玉県環境科学国際センター

C1-1 東京都区部の清掃工場におけるごみ保有エネルギーの回収

鈴木

和将

289-290
東京二十三区清掃一部事務組合 ○篠 靖夫

C1-2 小規模ごみ焼却施設における低空気比運転・高効率発電の実現

291-292
(株)タクマ ○西尾 聡・安榮 健

P1
P2

P1
P2
P1
P2

C1-3 並行流焼却炉の燃焼解析による性能向上
川崎重工業(株) ○橋元 篤志・岩村 宗千代・竹田 航哉・臼井 勝久・村田 英彰
C1-4 都市ごみ焼却炉ボイラ水管の表面温度に関する一考察
東京二十三区清掃一部事務組合 ○基 昭夫・篠 靖夫・鈴木 敏夫・久保 顕一
JFE エンジニアリング(株) 野田 達将・木村 仁
C1-5 竪型ストーカ式焼却炉の安定運転性能
(株)プランテック ○北川 勝・山田 裕史・曽谷 幸広・鮫島 良二
C1-6 促進エージングによる焼却主灰の無害化・アスファルト骨材有効利用検討
大阪ガス(株) ○國松 俊佑・前田 洋・藤井 岳 京都大学 高岡 昌輝
C1-7 排ガス再循環および無触媒脱硝による低 NOx 燃焼
(株)タクマ ○山崎 裕貴・井藤 宗親・安榮 健
C1-8 セメント原料化を想定した一般廃棄物焼却灰の粒径別評価
東京都環境公社東京都環境科学研究所 ○飯野 成憲・辰市 祐久・寺嶋 有史 東京都 茂木 敏・米田 優宇
首都大学東京 荒井 康裕
C1-9 促進エージングによる都市ごみ焼却主灰中鉛の不溶化機構の解明
京都大学 ○植浦 大樹・高岡 昌輝・大下 和徹・藤森 崇・塩田 憲司 大阪ガス(株) 前田 洋・國松 俊佑
C1-10 焼却炉投入廃棄物と焼却灰中金属濃度の関係－木くず焼却の事例－
埼玉県環境科学国際センター ○渡辺 洋一
C1-11 焼却飛灰懸濁水が CO2 を吸収する際の「単位時間あたりの浸透深さ(水相側物質移動係数: kL)」について
大阪工業大学 ○渡辺 信久・籠谷純一
C1-12 セメントを用いない都市ごみ焼却灰の固化法
明治大学 ○岩鼻 雄基・小池 裕也・中村 利廣

C2 焼却・焼却灰 2

【2(水)13:30–15:00 第 4 会場】

座長：国際環境研究協会

C2-1 ストーカ炉における排ガス再循環と無触媒脱硝の併用による NOx 濃度の低減
日立造船(株) ○山瀬 康平・古林 通孝・臼谷 彰浩・徳永 孝之
C2-2 廃棄物焼却炉における NOx 予測モデルの構築
川崎重工業(株) ○柁山 航介・平野 昂志・橋本 篤志
C2-3 EGR を適用したストーカ炉での低空気比燃焼運転（続報）
三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) ○髙橋 克博・澤本 嘉正・滑澤幸司・阿部晋太郎 三菱重工(株) 馬渡匡之
千葉エコクリエイション(株) 潮木守
C2-4 流動床式焼却炉における低空気比運転による低 NOx 化
(株)神鋼環境ソリューション ○砂田 浩志・井上 尚子・多田 俊哉・伊藤 正・木下 民法
C2-5 リン酸廃液の焼却炉内噴霧によるバグフィルター差圧への短期的・長期的影響
北海道大学 ○髙橋 滋敏・黄 仁姫・松藤 敏彦 (株)タクマ 角田 芳忠
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293-294
295-296

297-298
299-300
301-302
303-304

305-306
307-308
309-310
311-312

安田 憲二
313-314
315-316
317-318

319-320
321-322

C2-6 ベンチスケール実験装置を用いたリン酸吹込みによるバグフィルタ差圧低減に関する研究
北海道大学 ○黄 仁姫 (株)タクマ 倉田 昌明 北海道大学 須藤 航・高橋 滋敏・松尾
(株)タクマ 前田
P1 C2-7 都市ごみ焼却灰の脱塩処理に関する基礎検討
福岡県保健環境研究所 ○平川
P2 C2-8 キレート処理飛灰表面の二次生成鉱物による重金属不溶化効果の検討
東京工業大学 ○北村
P1 C2-9 加熱脱塩処理による飛灰中ダイオキシン類の挙動
大阪市立環境科学研究所 ○高倉

C3 熱分解・ガス化・燃料化

【3(木)9:30–11:00 第 4 会場】

323-324
孝之・松藤 敏彦
典生・角田 芳忠
325-326
周作・池浦 太荘
327-328
洋樹・高橋 史武
329-330
晃人・増田 淳二

座長：新日鉄住金エンジニアリング(株) 小野 義広

C3-1 バイオマス系廃棄物のガス化および触媒適用改質プロセス

331-332
岡山大学 ○川本 克也 富山大学

魯 保旺

C3-2 熱分解における木質系バイオマスとプラスチックの相互作用
東北大学 ○藤田 航平・熊谷 将吾・ギド グラウゼ・亀田 知人・吉岡 敏明
C3-3 ビスフェノールＡの熱分解挙動の解析
東北大学 ○小野 俊輔・熊谷 将吾・ギド グラウゼ・亀田 知人・吉岡 敏明
C3-4 既設セメント製造設備と一般廃棄物焼却設備を融合した新型ごみ焼却システムの運転状況
川崎重工業(株) ○小林 大介・村田 英彰・臼井 勝久・吉川 充・片畑 正
C3-5 竪型ストーカ式焼却炉におけるごみ層の燃焼過程分析（第２報）
(株)プランテック ○桝本 貴史・山田 裕史・曽谷 幸広・鮫島 良二
C3-6 発熱メカニズムに学ぶ RDF 製造施設の RDF 発火防止対策
(株)日本リサイクルマネジメント（RMJ) ○石川 貴・松岡 誠・堤 正和・齋藤 弘道・中原 啓介
P2 C3-7 バイオマス系廃棄物ガス化ガスの触媒反応における複合担体の効果
岡山大学 ○川本 克也 富山大学 魯 保旺
P1 C3-8 輻射熱分解炉を用いた家畜ふん堆肥の熱分解による減容化
静岡県畜産技術研究所 ○佐藤 克昭 (株)三富工業 田中 穂積

333-334

C4 発電・熱利用

谷川 昇

【3(木)11:15–12:45 第 4 会場】

【4(金)9:30–11:00 第 4 会場】

【2(水)15:15–16:45 第 4 会場】

341-342
343-344
345-346

347-348

349-350
哲孝
351-352
義一
正行
353-354
正行
355-356
勝久
357-358
宏平
増田 孝弘
359-360
純一
361-362
昭夫
363-364
仁樹
365-366
光也
367-368
和敏
369-370
規博
博久
371-372
克也

座長：岡山大学 川本 克也

C6-1 ラボ試験によるごみ焼却排ガス中の HCl 乾式除去の機構解明
北海道大学 ○木下 亮・黄 仁姫・松藤 敏彦・松尾 孝之 (株)プランテック 鮫島 良二
C6-2 乾式反応集じん装置による HCl、SOx の高効率除去
(株)プランテック ○山田 裕史・北川 勝・曽谷 幸広 (株)プランテック 鮫島 良二
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339-340

義一
正行

座長：(株)タクマ

C5-1 低炭素型シャフト炉における燃焼安定性の向上
香川県東部清掃施設組合 谷口 剛 新日鉄住金エンジニアリング(株) ○名間 瑞樹・永田 俊美・泉屋 亨・高田
C5-2 高温ガス化直接溶融炉における石油コークスによる石炭コークス使用量削減
ＪＦＥエンジニアリング(株) ○堀内 聡・野上 有佳子・胡 日査・奥山 契一・秋山 肇・内山 武・下村
C5-3 CaO 粒子の溶融スラグへの溶解速度に及ぼす Fe 成分の影響の検討
名古屋大学 ○佐藤 大輔・窪田 光宏・松田
C5-4 一般廃棄物溶融スラグを排水充てん材に使用したグランド排水改善工事
新日鉄住金エンジニアリング(株) ○小谷 和彦・関 勇二・宮谷 寿博 (株)エヌジェイ・エコサービス 村田
C5-5 ショットクリーニングによる廃棄物ボイラダスト除去技術
新日鉄住金エンジニアリング(株) ○川田 一輝・泉屋 亨・戸高 光正・權 容旭 岩手沿岸南部広域環境組合 北野
C5-6 ビッグデータ活用による操業支援の高度化への取り組み
新日鉄住金エンジニアリング(株) ○富岡 修一・永田 俊美・山口 徹・矢野 芳穂・南里 和成・田中
日鉄住金環境プラントソリューションズ(株) 梶山
P2 C5-7 廃棄物ガス化改質技術を核とした都市ガス製造システムの評価
埼玉県環境科学国際センター ○鈴木 和将 岡山大学 藤原 健史・川本

C6 排ガス処理・放射性物質の挙動

337-338

座長：日本産業廃棄物処理振興センター

C4-1 高温高圧化ボイラ開発に向けたスーパーヒータ材料の耐食性評価試験 第二報
(株)神鋼環境ソリューション ○谷田 克義・中原 慎太郎・菅藤 亮輔・細田 博之・佐藤
(株)神戸製鋼所 宮村 剛夫 首都大学東京 吉葉
C4-2 廃棄物発電効率向上に向けた過熱器管材料の減肉予測手法の検討
荏原環境プラント(株) ○野口 学・長 洋光・阪本 英之・石川 栄司・井上
C4-3 廃棄物発電用廃熱回収ボイラのスーパーヒータで生じる腐食減肉メカニズム
(株)神戸製鋼所 ○宮村 剛夫 (株)神鋼環境ソリューション 谷田 克義・中原 慎太郎・細田 博之・佐藤
首都大学東京 吉葉
C4-4 廃棄物発電ボイラにおける天然ゼオライトの高温腐食抑制機構
川崎重工業(株) ○下村 育生・亀井 裕次・森田 拓之・竹田 航哉 首都大学東京 吉葉
C4-5 改良型 ACC によるカワサキ・アドバンストストーカの蒸発量安定化技術
川崎重工業(株) ○向井 健・岩崎 陽介・奥田 博史・臼井
C4-6 ＤＢＯによるごみ処理施設の建設費及び運営費に関する考察
日本環境衛生センター ○大和 裕治・古保里 俊夫・岩永

C5 溶融処理・溶融スラグ・溶融飛灰

335-336

373-374
375-376

P1
P2

P1

P2

C6-3 耐火物からの放射性セシウム揮発除去に及ぼす影響要因
龍谷大学 ○水原 詞治 岡山大学 川本 克也 国立環境研究所 倉持 秀敏・大迫
C6-4 低融点塩化物を利用した分離促進剤のセシウム除去効果(第 2 報)
日立造船(株) ○西崎 吉彦・市川 誠吾・濱 利雄・福士 静治 宇部興産(株) 伊藤 貴康・高橋
C6-5 焼却炉周囲における土壌中放射性セシウム濃度の異常上昇
岩見神経内科医院 ○岩見 億丈・中屋 諒大 みなとや調剤薬局 笹井
C6-6 溶融による放射能汚染廃棄物からの放射性セシウムの分離に関する基礎研究
(株)クボタ ○釜田 陽介 国立環境研究所 阿部 清一・倉持 秀敏・大迫
C6-7 都市ごみ焼却飛灰中の金属触媒によるダイオキシン類等の生成に対する水蒸気の影響
京都大学 ○林 星辰・藤森 崇・高岡
C6-8 加熱化学処理法によるごみ焼却主灰からのセシウム揮発除去プロセスの検討
国立環境研究所 ○藤原 大・倉持 秀敏・野村 和孝 (株)神鋼環境ソリューション 井出 昇明・小倉 正裕・竹田
国立環境研究所 大迫
C6-9 都市ごみ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
(3)焼却炉の運転条件による影響
国立環境研究所 ○由井 和子・野村 和孝・倉持 秀敏・大迫
C6-10 焼却灰中放射性ストロンチウム濃度の測定
国立環境研究所 ○山本 貴士・竹内 幸生・大迫

D1 最終処分場の構造・設計

【2(水)10:45–12:00 第 5 会場】

377-378
政浩
379-380
俊之
381-382
康則
383-384
政浩
385-386
昌輝
387-388
尚弘
政浩
389-390
政浩
391-392
政浩

座長：北海道大学

D1-1 準好気性埋立構造におけるガス抜き管近傍の空気流動に関する検討
福岡大学 ○平田 修・竹林 寛晃・松藤 康司・立藤 綾子・柳瀬 龍二
D1-2 準好気性埋立構造における集排水管およびガス抜き管近傍の空気流動に関する研究
-窒素ガスを用いたトレーサー試験による検討福岡大学 ○竹林 寛晃・平田 修・鈴木 慎也・松藤 康司
D1-3 既設廃棄物処分場内に計画された新設廃棄物処分場の設計事例について
東急建設(株) ○有田 剛・椿 雅俊
D1-4 不適正最終処分場に係る支障等除去対策事例について
松山市 大野 彰久・○瀬尾 英孝 九州大学 島岡 隆行
D1-5 クローズド処分場建設工事における遮水工構築時の課題とその対策
鹿島建設(株) ○小澤 一喜・石田 貴顕・加藤 政彦・辻本 宏・正岡 祐一・若林 秀樹
熊本県環境整備事業団 長 尚弥・西岡 和紀
P1 D1-6 巨大地震に耐えうる環境安全で堅牢な最終処分場の新技術開発に関する研究
九州大学 島岡 隆行・○小宮 哲平・中山 裕文 安藤ハザマ 弘末 文紀・秋田 宏行・笠 博義・三反畑 勇

D2 埋立地しゃ水

【2(水)13:30–15:00 第 5 会場】

座長：室蘭工業大学

D2-1 局所沈下させた大型模型ベントナイト混合土層の亀裂発生評価（その３）
八千代エンジニヤリング(株) ○宇佐見 貞彦 大日本プラスチックス(株) 日野林 譲二 (株)大林組 柴田 健司
D2-2 温度を指標とした遮水シート接合部合否判定のための伝熱モデルの構築
九州大学 ○中山 裕文・島岡 隆行・小宮 哲平・作左部 公紀
D2-3 漏洩電流式漏水検知システムの遮水シートへの影響調査
(株)大林組 ○柴田 健司 ・日笠山 徹巳・小竹 茂夫 応用地質(株) 小林 剛
D2-4 吸着機能を有する土質遮水層に用いる吸着材の基礎調査
(株)大林組 ○小竹 茂夫・日笠山 徹巳・柴田 健司・三浦 俊彦
D2-5 液状吹付け遮水シートの管理型最終処分場への適用
飛島建設(株) ○関 眞一・伊藤 良治
D2-6 安定型最終処分場におけるナチュラルブランケット工法の施工事例
(株)エコ計画 柴崎 孝広 NB 研究会 ○佐古田 又規・成島 誠一・大野 文雄・新井 靖典

D3 化学物質の溶出と挙動

【3(木)11:15–12:30 第 5 会場】

座長：東京工業大学

D3-1 産業廃棄物埋立地盤からの塩化物イオンの溶出に関する基礎実験(その２)
ひびき灘開発(株) ○三井 清志 北九州市立大学 伊藤 洋 ひびき灘開発(株) 河内 大輔・前村 昌幸
D3-2 海面処分場の陸域における塩化物イオン浸出に関する基礎実験
北九州市立大学 ○趙 偉・伊藤 洋 ひびき灘開発(株) 三井 清志
D3-3 キレート処理飛灰中に含まれる残存キレート成分等の長期挙動
福岡大学 ○内田 正信・陳 睿明・樋口 壯太郎・為､田 一雄 中國都市建設研究院 宋 雨霖
D3-4 活性炭に吸着保持された PFCs の再生賦活時の無機化
大阪工業大学 ○渡辺 信久 環境省 環境調査研修所 竹峰 秀祐 兵庫県環境研究センター 山本 勝也・羽賀 雄紀
D3-5 高分解能・高質量精度 LC/MS を用いた環境サンプル中の未知物質の探索
鹿児島大学 ○橋本 扶美・有島 由紀子・高梨 啓和・中島 常憲・大木 章・上田 岳彦・門川 淳一
いであ(株) 宮本 信一・石川 英律
P2 D3-6 閉鎖後 2 年が経過した海面処分場余水池の底泥酸素要求量
県立広島大学 ○崎田 省吾・西本 潤・西村 和之
P1 D3-7 間欠散水・通気法における焼却灰中の重金属および有機物の溶出挙動
(株)フジタ ○繁泉 恒河・久保田 洋・山田 裕己・野口 俊太郎

- 12 -

東條

安匡

393-394

395-396
397-398
399-400
401-402

403-404

吉田

英樹

405-406
407-408
409-410
411-412
413-414
415-416

高橋

史武

417-418
419-420
421-422
423-424
425-426

427-428
429-430

P2 D3-8 エージングによる一般廃棄物焼却灰の無害化（その３）実証試験による検証
鳥取県衛生環境研究所 ○成岡 朋弘・門木 秀幸 復建調査設計(株) 中島 和希・縄田 大輔・井上 陽仁
鳥取中部ふるさと広域連合 上田 智幸 国立環境研究所 肴倉 宏史
P1 D3-9 セメント固型化物からの化学物質溶出量に与える試料表面積の影響
立命館大学 ○石森 洋行 応用地質 伊藤 隆志 国立環境研究所 遠藤 和人
P2 D3-10 乾式ナトリウム排ガス処理に伴い排出される焼却残渣の埋立特性に関する研究（2）
福岡大学 ○陳 睿明・呂 航・内田 正信 中國都市建設研究院 宋 雨霖 福岡大学 樋口 壯太郎
P1 D3-11 回収水銀の埋立処分における環境リスク評価（その１）：
モデルパラメータの不確実性を考慮した水銀環境動態シミュレーション
東京工業大学 ○高橋 史武
P2 D3-12 廃金属水銀の安定化・固型化による水銀放出抑制の評価
国立環境研究所 ○佐藤 昌宏・石垣 智基・遠藤 和人・山田 正人・大迫 政浩 (株)エックス都市研究所 岡 かおる

431-432

D4 埋立地浸出水

土手 裕

P1

P2
P1
P2

【4(金)9:30–11:00 第 5 会場】

【4(金)11:15–12:15 第 5 会場】

座長：福岡大学

D5-1 廃棄物最終処分場における表面波探査および常時微動測定による廃棄物層厚推定
香川大学 山中 稔 九州大学 島岡 隆行 松山市 瀬尾 英孝 日本環境衛生センター 八村 智明・○永岡 修一
D5-2 埋立および散水方法を考慮した埋立地安定化の基礎的検討
五洋建設(株) ○古賀 大三郎・鵜飼 亮行 明星大学 宮脇 健太郎
D5-3 準好気性埋立処分場の機能検査と評価事例
福岡大学 ○樋口 壯太郎・長野 修治 (株)イー・アール・シー高城 室井 治・豊久 志朗・中熊 道人・八木 弓博
D5-4 最終処分場から発生する副生塩の有効利用について
松山市 大野 彰久・○伊藤 智祥 福岡大学 樋口 壯太郎
P1 D5-5 安定型処分場における廃棄物層内の温度変化（廃止基準の評価）について
福岡大学 ○柳瀬 龍二 杉田建材(株) 海老原 正人・杉田 昭義 福岡大学 松藤 康司
全国産業廃棄物連合会 香川 智紀
P2 D5-6 管理型最終処分場における観測井内滞留ガス濃度調査
福井県衛生環境研究センター ○田中 宏和・山﨑 慶子・荻野 賢治 福井資源化工(株) 大家 清紀
国立環境研究所 石垣 智基・遠藤 和人・山田 正人 早稲田大学 香村 一夫
P1 D5-7 最終処分場埋立層内におけるメタル類の濃度と賦存形態に関する検討
早稲田大学 ○瀧中 英仁・高田 康平 福井県衛生環境研究センター 田中 宏和 早稲田大学 香村 一夫

D6 埋立地早期安定化・跡地利用

【3(木)9:30–10:30 第 5 会場】

座長：大阪市立大学

D6-1 焼却残渣の土壌還元化促進方法に関する研究(その 2) -塩類の洗い出し促進方法としての固化焼却灰の破砕処理
および破砕不燃残渣との混合処理の有効性福岡大学 ○中村 愛・立藤 綾子・松藤 康司・中村 光宏・赤司 岳也
D6-2 破砕不燃残渣の洗浄前処理に関する基礎的研究
(株)エイト日本技術開発 纐纈 卓也・宮澤 俊介・○川鍋 良治 福岡大学 佐湖 俊之・樋口 壯太郎
D6-3 海面処分場の早期安定化を目的とした一般廃棄物焼却灰からの細粒子区分除去効果に関する研究
九州大学 ○小楠 裕也・梶野 友貴・小宮 哲平・島岡 隆行
D6-4 一般廃棄物焼却残渣のセメント固化による強度特性と環境安全性に関する検討
九州大学 ○村川 大亮・小宮 哲平・中山 裕文・島岡 隆行 安藤ハザマ 弘末 文紀・秋田 宏行・笠 博義・三反畑 勇
P2 D6-5 焼却残渣の埋立前処理に関する研究
福岡大学 ○佐湖 俊之・樋口 壯太郎 南部広域行政組合 山城 匡 (株)沖縄設計センター 雷 曦
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435-436

437-438
439-440

座長：宮崎大学

D4-1 廃棄物最終処分場内部における間隙構造の可視化と間隙中流れの数値的研究
埼玉県環境科学国際センター ○鈴木 和将 岡山大学 水藤 寛
D4-2 廃棄物層間隙における流動域-非流動域間の物質交換係数の定量に関する研究
(株)鴻池組 ○花木 陽人 九州大学 小宮 哲平・島岡 隆行
D4-3 乾燥気候地域に位置する都市ごみ埋立地での長期的な浸出水生成予測
北海道大学 ○野村 弘・東條 安匡・松尾 孝之・松藤 敏彦
D4-4 塩回収浸出水処理の低炭素化技術の開発
鹿島建設(株) ○間宮 尚・岡部 元宣 大和化学工業(株) 土井 潤一・志水 俊也
D4-5 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 4）
福岡大学 ○為､田 一雄・内田 正信・樋口 壯太郎
D4-6 流動担体に付着した微生物による最終処分場浸透水中の 1,4-ジオキサン処理
大阪府立環境農林水産総合研究所 ○矢吹 芳教・小野 純子・小西 弘和
D4-7 一般廃棄物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（４）
東京都環境公社東京都環境科学研究所 ○辰市 祐久・飯野 成憲 東京都 茂木 敏
東京都環境公社東京都環境科学研究所 寺嶋 有史
D4-8 埋立層内環境下での pH が高炉スラグの鉛除去能に与える影響
宮崎大学 ○土手 裕・関戸 知雄
D4-9 浸出水中のカルシウムイオン高度処理に関する研究
福岡大学 ○宮本 尚季・武下 俊宏・樋口 壮太郎
D4-10 熱帯地域での人工湿地による廃棄物埋立地浸出水の窒素除去の特性
国立環境研究所 ○尾形 有香・石垣 智基・蛯江 美孝
カセサート大学 Sutthasil Noppharit・Witthayaphirom Chayanid・Chiemchaisri Chart 国立環境研究所 山田 正人

D5 最終処分場の維持管理・モニタリング

433-434

441-442
443-444
445-446
447-448
449-450
451-452
453-454

455-456
457-458
459-460

柳瀬

龍二

461-462
463-464
465-466
467-468
469-470

471-472

473-474

水谷

聡

475-476
477-478
479-480
481-482
483-484

D7 不法投棄・地下水汚染防止

【3(木)11:15–12:45 第 6 会場】

座長：都築鋼産(株)

D7-1 火山灰土壌と酸化マグネシウムの混合吸着材による塩水の脱塩化とその脱塩メカニズムに関する検討
早稲田大学 ○西入 佳奈子・香村 一夫
D7-2 シラスの重金属吸着特性の検討
早稲田大学 ○持田 喬太 オルガノ(株) 鶴田 正樹 早稲田大学 香村 一夫
D7-3 ファンネルガラスの鉛溶出抑制に関する暴露実験(II)
北九州市立大学 ○山田 百合子・伊藤 洋 (株)西日本ガラスリサイクルセンター 河村 豊 日鉄住金環境(株) 大石 徹
D7-4 プラスチック等を含む廃棄物地盤の沈下と水挙動に関する現場及びカラム実験
産業廃棄物処理事業振興財団 ○山脇 敦 長野県短期大学 土居 洋一 埼玉県環境科学国際センター 川嵜 幹生
長野県短期大学 小林 優子
D7-5 掘り起こし廃棄物土の分別に使用する選別助剤の選定と適用試験について
(株)鴻池組 ○西村 良平 滋賀県 長坂 典昭 (株)建設技術研究所 伊藤 明 (株)鴻池組 大山 将 滋賀県 脇阪 拓彰
(株)鴻池組 武村 直幸
D7-6 災害廃棄物仮置場における堆積廃棄物のガス成分・温度調査事例
室蘭工業大学 ○吉田 英樹
P1 D7-7 汚染溶液の pH に焦点をあてた火山灰土壌の有するほう素吸着特性の検討
早稲田大学 ○黒川 諒悟・香村 一夫
P2 D7-8 静岡県沼津市における不法投棄事案に係るモニタリング結果等について
静岡県 ○伊藤 靜 九州大学 島岡 隆行 宮城大学 岩堀 惠祐
小野 雄策
P1 D7-9 廃棄物処分場におけるヒ素汚染原因について
四日市大学 ○高橋 正昭・武本 行正

E1 廃石綿

【2(水)10:45–12:00 第 6 会場】

座長：国立環境研究所

E1-1 アスベスト常温分解法の分解機構に関する研究
E1-2
E1-3
E1-4
E1-5

E2

【2(水)13:30–15:00 第 6 会場】

座長：明星大学

E2-1 PCB 廃棄物等の大気中 PCB 濃度への寄与の推定

P2
P1
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P2
P1

485-486
487-488
489-490
491-492

493-494

495-496
497-498
499-500
501-502
山本

貴士

503-504

佐賀大学 ○田端 正明 (株)アネトス 庄野 章文
実体顕微鏡及び走査型電子顕微鏡（SEM）による建材中石綿の定量分析（２）
国立環境研究所 ○貴田 晶子・山本 貴士
アスベスト定量法（ISO22262-2）におけるポイントカウント法の実験的検討
(株)アサヒテクノリサーチ ○木村 宣仁
災害廃棄物の処理における石綿含有物に係る自治体アンケート調査
国立環境研究所 ○山本 貴士・遠藤 和人・寺園 淳・大迫 政浩
既存不適格製品の広域継続利用のリスク評価に関する研究 アスベスト(石綿)リスクの認知に関する一調査報告
飛島建設 ○内田 季延

有害化学物質・放射性物質

穂積 篤史

505-506
507-508
509-510
511-512

宮脇 健太郎
513-514

京都大学 ○藤木 祐介・橋本 匠平・平井 康宏・酒井
E2-2 大気 PCB モニタリング調査のパネルデータ分析による発生源の検討
京都大学 ○橋本 匠平・藤木 祐介・平井 康宏・酒井
E2-3 低濃度 PCB 廃棄物としての廃塗膜（塗膜くず）に関する研究 （その２）
(株)島津テクノリサーチ ○岩田 直樹・林 篤宏・井上 毅・高菅 卓三 元福岡女子大学 野馬
E2-4 竪型ストーカ式焼却炉による医療廃棄物の焼却
(株)プランテック ○岸田 一幸・山田 裕史・岩村 近・鮫島
E2-5 特異的な放射性セシウム溶出特性を持つ焼却飛灰の減容・安定化の試みと中間貯蔵施設等における
飛灰洗浄技術適用に向けた研究
清水建設(株) ○谷本 祐一・木下
E2-6 溶媒抽出による A 型ゼオライトからの Cs 脱着
東北大学 ○清水 翔太・熊谷 将吾・亀田 知人・吉岡
E2-7 硫化水素発生条件下で生じる有機酸や可燃性ガスが水銀の形態変化に与える影響
福岡大学 ○武下 俊宏・村田 真理 西日本環境リサーチ(株) 内田
E2-8 熊本県における水銀及び水銀含有製品の現況調査
熊本県 ○徳永 晴樹・廣畑 昌章・大川 正晃・坂本 孝広 九州環境管理協会 保田 武彦・入佐
E2-9 バイオアクセシビリティを用いた子供用玩具中重金属の経口摂取リスク評価
京都大学 ○松井 大・藤森 崇・谷口 雅哉・高岡 昌輝 国立環境研究所 小栗
E2-10 廃液中四酸化オスミウムの酸化還元反応挙動の検討
東京大学 ○梶 伸之介・澤井 理・布浦
E2-11 焼却底灰における結晶粒子周辺の非晶質相へのセシウム濃集機構の解明
北海道大学 坂本 さくら・○東條 安匡・松尾 孝之・松藤
E2-12 廃棄物埋立層に賦存する安定 Cs の挙動
早稲田大学 ○永山 宗一郎・金井 郁弥 国立環境研究所 肴倉 宏史・遠藤 和人・大迫 政浩 早稲田大学 香村
E2-13 都市ごみ焼却飛灰中の炭素分子構造が芳香族塩素化合物の生成に与える影響
京都大学 ○戸田 朝子・藤森 崇・高岡 昌輝・西村 智椰・林
E2-14 産業廃棄物焼却施設におけるＰＦＣの破壊処理について
(株)クレハ環境 大岡 幸裕・○久保 和也・草野
E2-15 フェントン法を用いた難生分解性微量医薬品の除去に関する検討
東京大学 ○佐鳥 博俊・澤井 理・布浦
E2-16 PRTR 届出移動量データを用いた廃棄物処理への化学物質移行フローの特徴整理
国立環境研究所 ○小口
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伸一
515-516
伸一
517-518
幸生
519-520
良二
521-522
哲一
523-524
敏明
525-526
正信
527-528
英紀
529-530
朋子
531-532
鉄兵
533-534
敏彦
535-536
一夫
537-538
星辰
539-540
洋平
541-542
鉄兵
543-544
正弘

【International Hybrid Session Program （国 際 ハイブリッドセッション プログラム） 】
KS: Korea Society of Waste Management

Short oral presentation : Sep. 2nd, Wed. 15:15 - 16:45 @ room2407
Poster presentation
: Sep. 2nd, Wed. 17:00 - 18:15 @ room1302&1303

FA 3R / Waste management
KS
KS

KS
KS
KS

KS

FA-1 Incineration of municipal solid waste (MSW): Accounting on CO2 emissions contribution
545-546
Chonbuk National Univ ○Jang YuNa, Kalantarifard Amin, Jang Jihoon, Byeon Eunsong, Jo Gwanggon, Yang Gosu
FA-2 The effects of malodorous substances from municipal solid waste (MSW) to climate-change as greenhouse-gas:
Calculating GWP of hydrogen sulfide
547-548
Chonbuk National Univ. ○Jo Gwanggon, Kalantarifard Amin, Jang Jihoon, Byeon Eunsong, Jang yuna, Yang Gosu
FA-3 Water quality with submerged weir of Yeongsan River
549-550
Mokpo National University ○Song JeeJune, Lee YongJae Chodang University Hong SoonKang
FA-4 Status and challenges on the application of disposer in S. Korea
551-552
Seoul National University ○Ju Munsol, Kim Jae Young
FA-5 A feasibility study on the pre-treatment for the recycling bottom ash of incineration in S city
553-554
University of Seoul ○Kim Hyeong-Wook, Lee Hoon-Sang, Oh Seung-Jin, Oh Minah, Kim Joon-Ha, Lee Jai-Young,
University of Iduk Lee Myungho
FA-6 Measurement of the potential heat and ash content of the residue from mechanical biological treatment
in Thailand
555-556
National Institute for Environmental Studies ○Ochiai Satoru, Ishigaki Tomonori
King Mongkut's University of Technology Thonburi Wangyao Komsilp
National Institute for Environmental Studies Yamada Masato
FA-7 Material flow analysis (MFA) of mercury in fluorescent lamps in Korea
557
Chungnam National University ○Choi Jonghyun
Hwang Yeonjung
Chungnam National University Jang Yong-Chul
FA-8 Unwillingness we feel when we complete serial recycle-friendly actions for PET bottles disposal
558-559
Tokyo Institute of Technology ○Jiang Qiuhui, Takahashi Fumitake, Izumi Takuya Fukuoka University Suzuki Shinya
FA-9 The Republic Act (RA) 9003 in the Philippines: Factors for successful policy implementation
560-561
Institute for Global Environmental Strategies (IGES)
○Dickella Gamaralalage Premakumara Jagath, Simon Gilby, Kyungsun Lee
FA-10 Weathering mechanisms of municipal solid waste incineration air pollution control residues:
A state of the art review
562-563
National Institute for Environmental Studies ○Naka Angelica, Sakanakura Hirofumi
FA-11 Capacity development for flood waste management in vulnerable Asian cities
564-565
National Institute for Environmental Studies ○Ishigaki Tomonori, Tajima Ryo, Kawai Kosuke, Kubota Rieko
Hue University Lieu Pham Khac, National Institute for Environmental Studies Yamada Masato,
King Mongkut's University of Technology Thonburi Wangyao Komsilp, Towprayoon Sirintornthep,
Chiemchaisri Chart
FA-12 Monitoring source separation of household organic waste in Hanoi, Vietnam
566-567
National Institute for Environmental Studies ○Kawai Kosuke
Institute for Urban Environment and Industry of Vietnam Huong Luong Thi Mai
FA-13 Solid waste management and public private partnership in Palestine
568-569
Ministry of Local Government, Palestine ○Tawafsheh Ziad, Halayqah Walid, Mufreh Suleiman Abu
Japan International Cooperation Agency Yoshida Mitsuo
FA-14 Reduce-Reuse-Recycle: Technology and policy as driving force for economic development
in waste management system
570-571
○Khajuria Anupam

FB Recycling
KS
KS

KS

KS

KS
KS

FB-1

Study on N2O and CO2 emission characteristic in accordance with the incienration of wood waste
Chonbuk University ○Byeon EunSong, Park BiO, Jo GwangGon, Kalantarifard Amin, Yang GoSu
FB-2 High CO2 adsorption on improved ZSM-5 zeolite porous structure modified with ethylenediamine
and desorption characteristics with microwave
Chonbuk National University ○kalantarifard Amin, Byeon Eun-Song, Jo Gwanggon, Jang Yu-Na, Yang Go Su,
Jang Jihun
FB-3 Calcium carbonate production from MSWI fly ash by indirect carbonation
Yonsei univerity ○Jo Hoyong, Lee Min-Gu, Kang Dongwoo
Korea Institute of Science and Technology Jung Kwang-Duk Yonsei univerity Park Jinwon
FB-4 Production of calcium carbonate from desulfurization gypsum using MEA absorbent
Yonsei University ○Lee Min-Gu, Kang Dongwoo, Jo Hoyong, Park Jinwon
FB-5 Comparing the performance of waste electrical and electronic equipment (WEEE) recycling systems
in East Asia
National Institute for Environmental Studies ○Yoshida Aya
FB-6 Recycling and current management practices of used batteries in Korea
Chungnam National University ○Hwang Yeonjung, Jang Yong-Chul
FB-7 Material Flow Analysis (MFA) and Actual Recycling Rate of Construction and Demolition Waste in Korea
Chungnam National University ○Ko Youngjae, Jang Yong-Chul, Choi Jonghyun
FB-8 Soil particle size dependency of water holding capacities of soils amended with/without coal fly ash
Tokyo Institute of Technology ○Song Mengzhu, Lin Shenglei, Takahashi Fumitake
FB-9 Effect of eggshell membrane on limiting food discoloration
National Institute of Technology, Yonago College
○Konishi Nana, Tanaka Miki, Tabara Saori, Maeta Chizumi, Tanifuji Naoki

- 15 -

572-573

574-575

576-577

578-579

580-581
582
583
584-585
586-587

KS

FB-10 Fabrication of nano-sized copper powders in liquid media via high-energy electrical explosion method:
Use of high purity copper recovered from waste jelly-filled cable as a raw material
Plant Engineering & Advanced Materials and Processing Center, Institute for Advanced Engineering, Yo
○Lee Sungkyu, Lee Dukhee, Lee Soo-Young, Cho Sung-Su, Uhm Sunghyun

588-589

FC Thermal treatment
KS

KS
KS
KS

KS

KS
KS
KS
KS

FC-1 The effect of synthetic zeolite on the adsorption of sulfur compounds and ammonia,
and their desorption properties by microwave heating
Chonbuk national university ○Jang jihun, Jo Gwanggon, Amin Kalantarifard, Jang yuna, Yang Gosu
FC-2 Condensation performance of two different heat exchangers for collecting pyrolyzed oil
Yonsei University ○Hwang Jae Gyu, Choi Hang Seok, Park Hoon Chae
FC-3 Characteristics of bio-oil, bio-char production from lignocellulosic biomass under slow pyrolysis system
Yonsei University ○Kim Eunjung, Kang Dongwoo, Park Jinwon
FC-4 The characteristics of biochar by grinding of the food waste
The University of Seoul ○Chung WonDuck, Cho Woo Ri, Oh Minah, Yun Sung-Yeol, KF E&E Co.Ltd Park Seong-Kyu,
The University of Seoul Lee Jai-Young
FC-5 A study on the characteristics of the bio-coal using agricultural by-products
The University of Seoul ○Kim Jin Gwan, Kim Min-Jung, Cho Woo Ri, Kim Jong Bin KF E&E Co.Ltd Park Seong-Kyu,
The University of Seoul Lee Jai-Young
FC-6 Study on a fixed bed gasification of polyurethane SRF from electronic waste
Yonsei university ○Kang Jae-Jun, Seo Yong-Chil, Lee Jang-Soo, Yang Won- Seok, Park Se-Won, Alam Md. Tanvir
FC-7 Environmental assessment of polyurethane gasification residue
Yonsei University ○Alam Md. Tanvir, Lee Jang-Soo, Yang Won-Seok, Park Se-Won, Kang Jae-Jun, Seo Yong-Chil
FC-8 A study on pyrolysis characteristics of torrefied biomass
Yonsei unversity ○Yoo HoSeong, Choi HangSeok, Park HoonChae, Hwang JaeGyu, Lee ByeongKyu
FC-9 For waste to energy, assessment of fluff type SRF (solid refuse fuel) by thermal characteristics analysis
Yonsei University ○Park Se-Won, Seo Yong-Chil, Lee Jang-Soo, Yang Won-Seok, Kang Jae-Jun,Alam Md. Tanvir

590-591
592-593
594-595
596-597

598-599

600-601
602-603
604-605
606-607

FD Landfill
KS

KS

KS

FD-1 Estimation of oxidation factor of methane using landfill gas concentrations from vent pipes and surfaces
in the W landfill, Korea
Seoul National University ○Jeong Sangjae Korea Environment Corporation Nam Anwoo, Kim Tae Hoon
Seoul National University Kim Jae Young
FD-2 Depth characteristic of mercury in a landfill site of Japan
Kyoto University ○Yang Jing, Sano Akira Fukuoka University Yanase Ryuji Kyoto University Takaoka Masaki
FD-3 Development of landfill management systme using 3D measurement system
Ecowillplus Co., Ltd ○Kang Jong-Yun, Park Jin-Kyu
Anyang University Cho Sung-Youn, Kim Kyung, Lee Nam-Hoon
FD-4 Estimation of methane emission flux at landfill surface using laser methane detector
Ecowillplus Co., Ltd ○Park Jin-Kyu, Kang Jong-Yun Anyang University Lee Nam-Hoon

608

609-610
611-612

613-614

FE Hazardous waste
FE-1 Mercury immobilization by chelate-complexation for mswi fly ash: its dependency on chelate/mercury ratio,
chelate storage time, and effect of co-existing ions
Tokyo Institute of Technology ○Fong Cheng Lip National Institute for Environmental Studies Sakanakura Hirofumi
Tokyo Institute of Technology Takahashi Fumitake
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615-616

企 画 セ ッ シ ョ ン
各研究部会による企画セッションや、実行委員会をはじめとする各委員会、若手の会からの企画です。研究発表会の参加者には
これらの企画にも広くご参加いただき、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。
※一部，暫定プログラムとなっています。内容が一部変更される可能性があることをご了解ください。

G1 福岡市におけるごみの夜間収集システムの誕生と現状
9 月 2 日（水）第 7 会場

（ごみ文化・歴史研究部会）

10:45‐12:15

福岡市では、同市特有の背景のもと以前より夜間収集が行なわれてきた。近年、都市のライフスタイルの変化
などを反映し、各都市から同市の取り組みが注目され、また、近隣アジア諸国の関心も高まり多数の研修視察も
行なわれている。
本集会では、同市の夜間収集の歴史的背景と特徴について関係者から話題提供を頂き、今後のごみ収集を考え
てみる。
プログラム（敬称略）
１ 挨拶及び主旨説明
司会 松藤 康司
福岡大学教授
２ 話題提供
「夜間収集の誕生秘話」
中村 勇
㈱ＦＫＫ
「福岡市のごみ収集民間委託の最前線」 横山 悟
元福岡市環境局
「収集車両の改善の歴史」
西嶋 太郎
環境開発㈱
「夜間収集の現状とこれから」
池田 篤美
福岡市環境局
３ 質疑応答
進め方
先ず、司会者より本小集会の主旨説明を 5 分程度、次に、4 名の方より話題提供を各 15 分程度、その後質疑応答
等を行なう。

G2 熱・エネルギー供給と廃棄物処理施設（３）
9 月 2 日（水）第 2 会場

（廃棄物計画部会）

15:15‐16:45

廃棄物処理施設を回収可能な熱・エネルギーを地域に供給する施設と位置付け、従来の枠組みを問い直し新た
な編集作業を廃棄物処理計画へ反映する作業として、一昨年は、“立地”と“規模”について、昨年は、その機
能を十分果たすために、“対象廃棄物”の選択、分別はどうあるべきなのかを議論した。
今年は、部会で行った「ごみ処理と熱・エネルギー供給実態調査」により判明した廃棄物処理施設の種類・分
別政策・コストの現状、過去から現在迄実績のある熱・エネルギー供給施設の条件、小規模町村広域行政におけ
る可燃ごみの熱・エネルギー化の新たな取組について、各パネリストが発表し、施設・分別政策・コストから廃
棄物処理計画のありかたを議論する。

プログラム（敬称略）
司会進行：臼井 直人（エックス都市研究所）
代表挨拶：中村 恵子（健康・環境デザイン研究所）
コーディネーター：三品雅昭（さいたま市）
１．H27 年廃棄物計画部会「ごみ処理と熱・エネルギー供給実態調査」
－熱･エネルギー供給と廃棄物処理施設･分別政策･コストの現状－：尾葉石 優(廃棄物計画部員)
２．実績ある「廃棄物処理施設の熱･エネルギー供給」事例
：阿賀 祐英(北海道立総合研究機構)
３．「羊蹄山麓 7 町村広域廃棄物処理計画」における可燃ごみの RPF 化
－廃棄物処理会社と製紙会社との協働－
：西江 栄二(倶知安町長）
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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G3 バイオマス循環社会の構築 -産学官連携における学に望むこと，学がすべきこと9 月 2 日（水）第 3 会場

（バイオマス系廃棄物研究部会）

15:15‐16:45

バイオマス系廃棄物研究部会では，バイオマス循環社会の構築実現に向けた企画セッションを設けてきた．過
去 3 年間では，国が策定したバイオマス産業都市構想についての内容や構想実現に向けた計画，課題などを「官」
を中心として紹介していただき，バイオマス産業都市構想における実施体制，構想実現に向けた課題などを議論
してきた．バイオマス循環社会の構築には，官のみならず産学との連携が不可欠である．本年度の企画セッショ
ンでは，「官」，「産」，「学」のそれぞれから取り組み事例を紹介していただくとともに，バイオマス循環社
会の構築に対する産学官連携において「学」に何が望まれているのか，何をすべきなのか，「産」，「官」の代
表者からコメントをいただく．さらにパネルディスカッションを通じて，「学」のみならず，「官」，「産」に
望まれていること，すべきこと，等を浮き彫りにしていきたい．
プログラム（敬称略）
講演の部（50 分）（発表順不定）
１．官の取り組みについて
薬師堂 謙一（農研機構 中央農業総合研究センター）
２．産の取り組みについて
平生 陽介（九州産廃株式会社）
３．学の取り組みについて
大門 裕之（豊橋技術科学大学）
パネルディスカッション（40 分）
コーディネーター：岩渕 和則（北海道大学）
パネリスト：上記講演者 3 名

G4 準好気性埋立構造と廃棄物最終処分場の 40 年
9 月 2 日（水）第 5 会場

（埋立処分研究部会）

15:15‐16:45

日本で準好気性構造を持つ廃棄物処分場が福岡で建設されてから 40 年が経過した。この間、準好気性構造は全
国に広まり，一方で埋立廃棄物は有機物主体から不燃物・焼却灰主体そして残渣物主体へと変化した。本企画セ
ッションは，準好気性埋立構造発祥の地の福岡で研究発表会が開催される機会に，いま一度，準好気性の役割と
今後のあり方を議論することを目的として開催する。まず，準好気性埋立構造が導入された初期の理念を説明し，
現場における問題点・改善例を報告し，跡地利用を含めた将来の準好気性埋立構造のあり方を議論する。
プログラム（敬称略）
１.話題提供
話題 1：準好気性埋立構造の概念と 40 年の歴史（福岡大学：松藤 康司）
話題 2：準好気性埋立構造の空気流動のメカニズム（北海道大学：松藤 敏彦）
話題 3：産業廃棄物管理型処分場における維持管理の改善事例（住吉工業㈱：中川 和也）
話題 4：準好気性埋立地の早期安定化手法と維持管理の将来像（福岡大学：柳瀬 龍二）
話題 5：未定
２．ディスカッション及びＱ＆Ａ

G5 廃棄物関連試料の放射能濃度分析における課題について
9 月 2 日（水）第 6 会場

（廃棄物試験・検査法研究部会）

15:15‐16:45

事故由来放射性物質汚染廃棄物の放射能濃度分析に関して、「放射能濃度等測定方法ガイドライン(第 2 版)」
が環境省から平成 25 年 3 月に、「廃棄物等の放射能調査・測定法マニュアル（第二版）」が本学会から平成 26
年 8 月にそれぞれ発出されている。信頼性のある放射能濃度分析のためには、試料の採取や調製、機器測定の各
工程で適切な操作が求められるが、日々実試料の分析に携わる上で蓄積される経験値的なものを話題提供者の
方々にお話頂き、その後参加者全員で議論・共有できる場としたい。
プログラム（敬称略）
1. 趣旨説明
山本 貴士 (国立環境研究所)
2. 試料採取
上東
浩 (島津テクノリサーチ)
3. 溶出試験
肴倉 宏史 (国立環境研究所)
4. 機器測定
吉田 幸弘 (環境管理センター)
5. 分析精度管理
鈴木
剛 (国立環境研究所)
6. 放射性ストロンチウムの分析 川崎 伸夫 (九州環境管理協会)
進め方
各テーマについて 10～15 分程度で話題提供を行い、その後質疑・意見交換を行う。
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G6 産業廃棄物排出現場における情報不足と処理業の目指す今後の方向性
9 月 3 日（木）第 6 会場

（産廃研究部会）

9:30‐11:00

廃棄物処理業は、優良産廃処理業者認定制度の普及や CSR 活動への取組等によって、以前よりも透明性と信用
の高い業態に大きく変貌を遂げつつある。しかしながら排出事業者の現場担当者には処理・リサイクルの技術・
施設に関する情報不足が今なお根深く存在し、現場では不合理な委託契約や廃棄物の危険な取扱等に悩んでいる。
一方、廃棄物処理業そのものも、国内の人口減少、製造業の海外移転等の趨勢のなかで国内の排出事業者との関
係の見直し、グローバル化の視点も必要となってきている。
本セッションでは排出現場での情報不足や誤認識の解消の方策、流通業の協力を得た情報発信の改善提案、さ
らには排出事業者のニーズを改めてヒアリング深掘りした結果を踏まえて排出事業者との関係の再構築、今後の
海外展開のあり方について発表する。
プログラム
【排出事業者等に理解を促したいこと、優良業者情報発信の改善提案】
１．産業廃棄物処理業 ～ 適正価格と規制緩和
２．優良さんぱいナビ＆コミュニケーション
【今後の廃棄物処理業の目指す方向性】
３．排出事業者が求めること
４．未来予想図Ⅲ・・・ＳＡＮＰＡＩ ＴＲＩＢＥ
進め方：
各テーマについて 10 分前後の発表の後、5 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。

G7 高齢化社会における廃棄物処理の問題－遺品整理を例に
9 月 3 日（木）第 7 会場

（行政部会）

9:30‐11:00

社会の高齢化にともない、独居老人宅での日々のごみ出し、在宅医療で発生する医療廃棄物類、さらに遺品整
理などごみに関しても多様な問題が発生している。現状でもさまざまな対策が講じられているが、今後も増加が
予想される事態に対処する体制が追いついていない。
本セッションでは遺品整理・処分を例としてとりあげ、その実態、問題点、今後の展望などについてフロアの
参加者と情報・意見交換したい。
プログラム（敬称略）
1. 『アントキノイノチ』(さだまさし著)に描かれた遺品整理業
岡山 朋子（大正大学）
2. 処理の現場からみた遺品整理の問題点～最前線からの報告～
民間廃棄物処理業者
3. 廃棄物行政における遺品整理の現状と課題
藤波 博（(公財)廃棄物 3R 研究財団）
4. 遺品整理と廃棄物処理法の隙間を埋めるために～ガイドラインの策定を求めて～
北村 亨（北村行政書士・産廃ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ総合事務所)
5. 質疑応答，意見交換
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G8
9 月 3 日（木）第 3 会場

PCB 廃棄物処理の現状と今後
（物質フロー研究部会）

11:15‐12:45

2001 年に制定された PCB 廃棄物特別措置法のもと、高圧トランス・高圧コンデンサ・蛍光灯安定器等の JESCO
による広域 PCB 処理や、柱上トランスの電力会社による自社処理が進められている。処理対象の PCB 廃棄物は、
法施行後に存在が判明した微量 PCB 汚染油を含む電気機器や OF ケーブルに広がり、無害化処理認定制度を活用
して処理が進められている。また、2012 年には、一部の顔料に非意図的に生成する PCB が含まれることが明らか
となり、50 ppm を超える製品の回収・処理が行われ、リスク評価（2013 年 3 月）や、BAT 基準設定に向けた検討
（2015 年 4 月報告書案）がなされている。海外では建材に含まれる PCB からの揮発等による室内 PCB 汚染が問題
となっており、国内においても PCB 保管庫の壁面等についてリスクの程度の把握などが必要と考えられる。本セ
ッションでは、PCB 廃棄物処理事業を進める上で遭遇した種々の課題とその対応策を報告いただき、今後生じう
る課題への対処方法を探っていきたい。
プログラム（敬称略）
司会進行：京都大学

酒井 伸一 教授

１．PCB 廃棄物処理基本計画（環境省廃棄物リサイクル部産業廃棄物課 角倉 一郎 課長）
２．JESCO での広域 PCB 処理（JESCO 由田 秀人 取締役）
３．微量 PCB 汚染変圧器の現地洗浄処理技術（神鋼環境ソリューション）
４．顔料等化成品中の副生 PCB（大阪大学 中野 武 教授）
５．PCB 保管庫の気中 PCB 濃度（京都大学 平井 康宏 准教授）
進め方
各テーマについてパネリストが 15 分程度の話題提供を行ない、引き続き会場との質疑応答、意見交換を行う。

G9 若手にとっての廃棄物業界のニーズとシーズ
9 月 3 日（木）第 7 会場

（若手の会）

11:15‐12:45

「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す。「若手」は年齢では定
義しておりません。学生、企業の若手社員、若手の行政者、若手研究者など、どなたでも参加を歓迎しています。
本セッションでは、２０１５年６月に東京で開催しました若手セミナー「廃棄物業界の若手の連携ワークショ
ップ」の様子を紹介します。具体的には、廃棄物に関わる若手研究者や若手実務者にとっての、廃棄物分野の関
心・課題について整理するとともに、自分達には何ができるのかを議論した成果を発表いたします。セッション
内ではセミナーの成果をもとに、参加して頂いた皆さんと廃棄物業界の若手の将来についてのディスカッション
を予定しています。また、普段は接点が少ない他の大学・研究室だけでなく行政や企業の若手の方と交流を持て
る絶好の機会ですので、みなさま奮ってご参加ください。

- 20 -

市民展示・市民フォーラム （一般公開企画 ・ 無料）
・市民展示
廃棄物・資源循環に関わる活動をされている主に九州支部地域内の市民団体等の日頃の活動内容をパネルな
ど展示物により紹介いたします。また，来場者への説明可能なブースもありますので，相互に情報交換するなど
交流の場にもなります。
○ 日 時：
9 月 2 日（水） 10:45 ～ 16：45， 9 月 3 日（木） 9:30 ～ 16:00
○ 場 所：
センター2 号館 1F カフェ QASIS
○ 展示団体名と企画タイトル： 以下のとおり

団体名
３R・低炭素社会検定
環境学習施設を考える会
廃棄物資源循環学会消費者市民研究部会
NPO 法人 伊万里はちがめプラン（●）
NPO 法人 エコけん
NPO 法人 エコ・テクル
NPO 法人 エコネットふくおか（●）
NPO 法人 環境ネットワークくまもと
NPO 法人 循環生活研究所（●）
NPO 法人 廃棄物管理ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸ福岡
NPO 法人 廃棄物地盤工学研究会
NPO 法人 はかた夢松原の会（●）
NPO 法人 フードバンク北九州ライフアゲイン（●）
大木町（環境課）
環境たくみの会（●）
北九州市コンポストアドバイザーの会
九州環境パートナーシップオフィス EPO 九州
九州グリーン購入ネットワーク
ゴミ問題を考える住民の連合会・宗像
福岡市西部３R ステーション
水俣市 ゼロウェイスト円卓会議
「ラブフォレスト」サポート倶楽部
（●）：市民フォーラム参加団体（6 団体）

企画タイトル
第 8 回検定（2016 年 1 月 10 日）のお知らせ
「地域に元気とやる気を育む環境学習施設」を目指して
①「Ｃ＆Ｇ」「循環とくらし」紹介，②世界のごみ箱展，
③Welcome to 2R !
食資源循環の紹介
家庭系雑がみの再資源化推進活動
活動紹介
3R 活動（リデュース・リユース・リサイクル）で循環型社会
持続可能な熊本地域づくりに向けた活動
半農都会人でつくる半径 2km での資源循環
廃棄物問題に挑む （NPO）SWAN-Fukuoka
みんなの大地。ごみから地盤環境を守ろう！
海と川のフォーラム「サザエプロジェクト」～博多湾に学ぶ～
「もったいない」を「ありがとう」に変えるフードバンクの取り組み

循環のまちづくり
環境活動で地域を元気に
官民連携による生ごみコンポスト化の市民普及活動
ひろげよう 九州・沖縄の協働取組，つなげよう 私たちの
ESD
買うから始めるエコ
生ごみは宝の山！ダンボールコンポスト 大活躍！！
地域と共働で環境啓発
ゼロウェイストのまちづくり宣言とその取組み
広げよう！紙おむつの資源化システム

・市民フォーラム（九州支部企画）
市民展示に出展する 6 団体に，「九州地域における廃棄物・資源循環関連の市民活動」と題して，活動内容を
ご紹介いただくとともに，市民活動に関心のある研究発表会参加者や消費者市民研究部会メンバーとの交流の
きっかけづくりを目的に，以下のとおり開催いたします。
○ 日 時：
9 月 2 日（水） 12：45 ～ 15：00
○ 場 所：
センター2 号館 1F 2108 号室
○ 主なプログラム： 以下のとおり
12：45－
学会活動と市民連携について-学会紹介等13：00－
市民団体・６団体（※）活動紹介及び意見交換 （※上記，市民展示団体表中に●印）
14：45－
学会からコメント ：消費者市民研究部会代表
○ 定 員：
100 名 ※開催時間中の自由な入退室は可能
○ 参加申込： 研究発表会会場受付で氏名，所属団体名を記入して申し込み。（定員になり次第締切）
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意 見 交 換 会
九州で 9 年ぶりに開催される廃棄物資源循環学会研究発表会の意見交換会では、全国から来られる皆様に九州
の名産、特産を堪能して頂こうと考えております。福岡の新鮮なお刺身に始まり、熊本の高菜漬け、辛子レンコン、長
崎の皿うどん、鹿児島のきびなご天ぷら、宮崎のチキン南蛮、等など九州各県の名物に加え、福岡の老舗の明太子
も準備しております。さらに、締めの「博多ラーメン」も忘れていません。お酒は、九州各地の焼酎に加え、九州大学
特別限定醸造酒「九州大吟醸」や、九州大学周辺にある酒蔵の日本酒を用意いたします。意見交換会への皆様の
参加を心よりお待ちしております。
日時
：9 月 3 日（木） 18:00 ～ 20:00
場所
：食堂 ビッグさんど （地下１階）
参加費 ：参加申込方法をご覧ください。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】 9 月 3 日（木）にのみ、開始時間まで受付にて申し込み頂けます。

施 設 見 学 会
今回はバイオマス関連の資源化施設、バイオマスからのエネルギー創出に関する研究施設、建設中の焼却施設
と最終処分場の 3 コースをご用意しました。皆さまのご参加をお待ちしております。
開催日 ：9 月 4 日（金）
申込方法 ：研究発表会専用ホームページからお申込みください。
見学会参加には研究発表会への参加も必要です。
申込締切 ：8 月 4 日（火） ※先着順（締切日以降でも定員以下であれば以下の問合せ先にて受付け
ます。開催間中は受付横で案内を掲示）
注意点 ：申込にあたってはセッションプログラムを十分ご確認の上、お申込みください。
参加者の都合によりキャンセルされる場合、参加費は返金いたしません。
道路状況などによっては解散時間が遅れる場合もありますので、余裕をお持ちください。
A コース、B コースは昼食を準備しておりませんので、ご自分で準備されるかバス搭乗前に
昼食をとるようお願い致します。
問合せ先 ：実行委員会 施設見学会企画担当 土谷 光重 tsuchiya＠jesc.or.jp
※開催期間中の緊急連絡事項がある場合は受付横の掲示板で行いますので、ご参照ください。

内

容

コース A 【鳥栖コース鳥栖環境開発綜合センター】
12：30 九州大学伊都キャンパス ビッグオレンジ前駐車場（守衛室横）集合
13：30 鳥栖環境開発綜合センター
①メタン発酵施設、②堆肥化施設、③木質バイオマス燃料化、④廃食用
油燃料化システム、⑤水素ステーション 等
16：30 福岡空港→博多駅 解散
コース B 【北九州コース 電源開発若松研究所】
11：30 九州大学伊都キャンパス ビッグオレンジ前駐車場（守衛室横）集合
13：00 電源開発若松研究所（燃料・原料用グリーンオイル生産技術：微細藻類
による燃料・原料用グリーンオイルの開発状況）
15：30 小倉駅
17：00 福岡空港→博多駅 解散
コース C 【福岡コース 福岡都市圏南部環境事業組合】
9：00 博多駅筑紫口集合
10：00 クリーン・エネ・パーク南部（ストーカ式焼却施設（510t/日（170t/24ｈ×3
炉）、本格稼働：平成 28 年度（現在建設中））
（昼食）
13：00 グリーンヒルまどか（埋立面積約 2.7ha、埋立容量約 52 万 m3、埋立期間
25 年間、処理対象物：焼却残渣、処分場形式：オープン型処分場、埋立
構造：準好気性埋立構造、本格稼働：平成 28 年度（現在建設中））
16：00 福岡空港→博多駅 解散
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定 員

参加費

30 名

3,000 円

30 名

3,000 円

30 名

3,500 円
(昼食代
込)

A 鳥栖コース（鳥栖環境開発綜合センター）
㈲鳥栖環境開発綜合センターは、佐賀県鳥栖市にあり、有機性廃棄物のリサイクルに幅広く取組んでい
る会社です。食品廃棄物のリサイクル(食品リサイクル法の登録再生利用事業者)をはじめ、廃食用油や
汚泥、廃木材等のリサイクルに取組んでいます。
会社の敷地内にはメタン発酵施設、堆肥化施設、木質バイオマス燃料化施設、廃食用油燃料化施設等、
様々な種類の施設が配置されており、それぞれの施設が連携して効率的なリサイクルを行っています。ま
た、木質バイオマス燃料化施設で製造したガスから水素ガス精製設備（PSA 方式）により水素を回収し、
所内にある水素ステーションから燃料電池車に供給する実証事業にも参画されていました。
今回の見学会では、これらすべての設備を見学することができます。このように多様なバイオマス資源
化施設を一度に見学するチャンスは滅多にありませんので、この機会をご活用下さい。
B 北九州コース（電源開発若松研究所） ※１参加条件付き
電源開発(株)若松総合事業所/若松研究所は昭和 30 年代に運転開始した J-POWER 初の石炭火力発
電所（1989 年に営業運転終了）を前身としています。現在では、石炭利用を中心とした技術開発や、火力
発電所の運転に携わる人材の育成、あるいは様々な新しい取り組みの拠点として重要な役割を果たして
います。
同研究所では微細藻類によるグリーンオイルの一貫生産の研究、陸上風力発電所による所内電力の再
生エネルギー化に取り組んでいます。また、全国にある石炭火力発電所の運転員を対象に実機を模した
シミュレータを使った研修や、石炭火力発電所から発生する石炭灰の埋立、敷地造成事業も行っており、
造成された土地を利用して、大型太陽光発電所のフィールド試験を行っています。
今回は屋外での微細藻類の大量培養を目的とした試験設備を稼働させ、燃料・原料用グリーンオイル
生産技術の開発に取り組んでいる研究施設を見学します。本研究は非食料系原料である微細藻類を用
い、太陽エネルギーのグリーンオイル（バイオディーゼル燃料、ジェット燃料などのバイオ燃料）へ変換す
る最新の研究ですので、この機会をご活用下さい。
※１ 参加条件 ①参加者は、自治体、大学関係者及びコンサルタント等に限ります。
②研究施設については、撮影場所の制限がありますので御了承願います。
C 福岡コース（福岡都市圏南部環境事業組合） ※２参加条件付き
福岡都市圏南部環境事業組合は、平成 18 年 5 月 1 日に、福岡都市圏南部の可燃ごみ処理に関する中
間処理施設・最終処分場の設置及び施設の管理運営等を関係自治体が相互協力のもと展開することを
目的に、福岡市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川町を構成団体として設立された一部事務組合です。
現在、平成 28 年度の稼働開始に向けて焼却施設と埋立場を建設している最中です。
焼却施設（クリーン・エネ・パーク南部）はストーカ式焼却炉 510t/日（170t/24h×3 炉）、発電能力
16,700ｋW であり、排ガス処理設備としてろ過式集じん器、排ガス洗浄設備、触媒脱硝装置、活性炭吸着
装置を備えています。建設期間は平成 23 年 8 月～平成 28 年 3 月 31 日（予定）であり、今回の見学会で
は建設途中の焼却施設の状況を見学することができます。
最終処分場（グリーンヒルまどか）は埋立容量約 52 万 m3、埋立面積 2.5ha のオープン型準好気性最終
処分場で漏水管理システムを備えています。また、浸出水処理には生物処理、凝集沈殿、砂ろ過の他、カ
ルシウム除去設備を備えています。建設中であり埋立開始前ですので、最終処分場の全体構造を見学で
きるチャンスです。
建設中の施設を見学できる機会は滅多にありませんので、この機会をご活用下さい。
※２ 参加条件 ①参加者は，自治体及び大学関係者等に限ります。
②工事の進捗状況等により，撮影場所の制限や見学内容に大幅な変更があります。
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コース A

タ イ ム堆肥化装置
ス ケ ジ ュ ー ル
鳥栖環境開発綜合センター

メタン発酵施設

コース B

電源開発株式会社

鳥栖水素ステーション

若松研究所

グリーンオイル一貫生産プロセス

屋外培養装置

プロセス全体図

コース C

ＶＤＦ製造プラント

福岡都市圏南部環境事業組合

クリーンパーク南部

福岡都市圏南部環境事業組合
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新南部埋立場

伊 都 ス タ デ ィ ツ ア ー
伊都キャンパスおよび糸島周辺を周り、伊都の歴史、文化、環境を学ぶスタディツアーです。参加希望者は、
①お名前、②ご所属、③希望コース、④希望日をメールにて下記担当までにお送りください。
申し込み先：九州大学 中山裕文 nakayama@doc.kyushu-u.ac.jp 学会期間中も受付にて参加を受付けます。

内

容

定 員

参加費

35 名
／回

210 円
博物館
入場料

35 名
／回

無料

35 名
/回

無料

コース 1
【伊都国歴史探訪ツアー】（バス移動）
９月２日（水）
13：00 伊都キャンパス ビッグオレンジ前駐車場 発
伊都国歴史博物館（※1）→ 三雲南小路遺跡
14：45 伊都キャンパス ビッグオレンジ前駐車場 着
９月３日（木）
11：15 伊都キャンパス ビッグオレンジ前駐車場 発
伊都国歴史博物館（※1）→ 三雲南小路遺跡
13：00 伊都キャンパス ビッグオレンジ前駐車場 着
※1 ボランティアのガイドの方が説明します。

伊都国歴史博物館

国宝 内行花文八葉鏡

コース 2
【玄界灘・今津湾環境ツアー】（バス移動）
９月２日（水）
15：15 伊都キャンパス ビッグオレンジ前駐車場 発
二見ケ浦 → 元寇防塁 → 今津干潟（※2）
17：00 伊都キャンパス ビッグオレンジ前駐車場 着
※ 2 干潮時刻は 17:56
９月３日（木）
14：00 伊都キャンパス ビッグオレンジ前駐車場 発
二見ケ浦 → 元寇防塁 → 今津干潟（※3）
15：45 伊都キャンパス ビッグオレンジ前駐車場 着
※ 3 干潮時刻は 18：31

二見ケ浦

元寇防塁

今津干潟

コース 3
【伊都キャンパスエコツアー】
９月３日（木）
10：00 センター2 号館受付前ピロティ 発
水素エネルギー国際研究センター、
トヨタ MIRAI も展示！
キャンパス内遺跡（元岡桑原遺跡群）
生物多様性保全ゾーン
11：00 センター2 号館受付前ピロティ 着

生物多様性保全ゾーン

トヨタ MIRAI
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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今年、出版された「廃棄物関連試料の分析マニュアル」について
の情報提供などをいただき、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

：

9 月 3 日（木）

場

所

：

センター2 号館 4 階

プログラム ：

9:00 ～ 12:00
2404 号室

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
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
（廃棄物関連試料の分析マニュアルについて等）
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タイムスケジュール

第26回研究発表会時間割
第 1 会場
ｾ ﾝ ﾀｰ 2号館
2303
（211名）

第 2 会場
ｾ ﾝ ﾀｰ 2号館
2304
（211名）

第 3 会場
ｾ ﾝ ﾀｰ 2号館
2305
（211名）

第 4 会場
ｾ ﾝ ﾀｰ 2号館
2306
（211名）

第 5 会場
ｾ ﾝ ﾀｰ 2号館
2308
（211名）

第 6 会場
ｾ ﾝ ﾀｰ 2号館
2406
（248名）

第 7 会場
ｾ ﾝ ﾀｰ 2号館
2407
（248名）

企業展示

市民展示

ｾ ﾝ ﾀｰ
2号館
3F

ｶﾌｪ
QA SIS

伊都
ｽﾀ ﾃ ﾞ ｨ
ﾂｱｰ

施設
見学会

10:00- 受付
10:45-12:15

10:45-12:15

A1
ごみ発生・
排出抑制

10:45-12:15

A9
海外のごみ処
理

建設廃棄物・
無機性廃棄物
の資源化

9
13:30-14:45

月
2
日

13:30-14:45

A2
ごみフロー・
物質フロー
15:15-16:30

13:30-14:45

A10

C1
焼却・焼却灰1

13:30-15:00

B4

ごみ文化・歴史

15:15-16:45

10:45-12:15

B3

食品廃棄物・
生ごみの
資源化
15:15-16:45

C2
焼却・焼却灰2

15:15-16:45

A3

(水)
住民意識・
環境教育1

10:45-12:00

D1
最終処分場の
構造・設計
13:30-15:00

D2
埋立地しゃ水

15:15-16:45

G2
計画部会

G3
バイオマス部会

排ガス処理・
放射性物質の
挙動

ポスター発表 (第1グループ：プログラム中に"P1"と表記)

9:30-10:45

9:30-10:30

G4
埋立部会

A5

月

11:15-12:30

9:30-11:00

A4
住民意識・
環境教育2
11:15-12:45

A6
廃棄物管理・
計画2

10:45-18:15

廃石綿

13:30-15:00

市
民
展
示

G1
ごみ文化部会

13:30-15:00

E2
有害化学物質・
放射性物質
15:15-16:45

国際シンポ
ジウム

B6
有機性廃棄物
の資源化
11:15-12:45

A11
災害廃棄物
処理計画

9:30-11:00

C3
熱分解・
ガス化・
燃料化
11:15-12:45

C4
G8
物質ﾌﾛｰ部会

発電・熱利用

G5
試験・検査法
部会

10:45-12:15

企
業
展
示

15:15-16:45

12:45-15:00

13:00-14:45

市民ﾌｫｰﾗﾑ

伊都国歴史

ｾﾝﾀｰ2号館

探訪ﾂｱｰ

2108

15:00-16:45

市
民
展
示

国際セッショ ン

15:15-17:00

玄界灘・
今津湾環境
ﾂｱｰ

ｾﾝﾀｰ1号館 1302、1303

International Hybrid Session (Poster)

9

10:45-12:15

E1

C6

17：00-18：15

廃棄物管理・
計画1

10:45-12:00

9:30-10:30

9:30-11:00

9:30-11:00

9:30-16:00

9:30-16:00

D6
埋立地早期
安定化・
跡地利用
11:15-12:30

D3
化学物質の
溶出と挙動

3

G6
産廃部会

11:15-12:45

不法投棄・
地下水汚染
防止

伊都ｷｬﾝﾊﾟｽ

G7
行政部会

ｴｺﾂｱｰ

11:15-13:00

11:15-12:45

D7
G9
若手の会

10:00-11:00

企
業
展
示

市
民
展
示

伊都国歴史探
訪ﾂｱｰ

14:00-15:45

日
14：15-15：40

ポスター発表

ｾﾝﾀｰ1号館 1302、1303

(第2グループ：プログラム中に"P2"と表記)

(木)

玄界灘・
今津湾環境
ﾂｱｰ

16：00-17：30

特別プログラム （特別講演）

18：00－20：00

意見交換会

9：30-11:00

9：30-11:00

椎木講堂ホール
食堂：ビッグさんど（地下１階）

9：30-11:00

9：30-11:00

9：30-11:00

9

A7

B1

B7

C5

D4

月

廃棄物管理・
計画3

家電等の
リサイクル

バイオガス化・
バイオ燃料

溶融処理・
溶融スラグ・
溶融飛灰

埋立地浸出水

9：00-10：30

一般セッション

4

11:15-12:15

11:15-12:30

A8

11:15-12:15

B2

B5

11:15-12:15

一般セッション
LCA・
低炭素社会

自動車
リサイクル

下水汚泥の
資源化・堆肥化

一般セッション

一般セッション

最終処分場の
維持管理・
モニタリング

G： 企画セッション（研究部会企画)

9/3（木）9:00-12:00
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A鳥栖コース
12:30B北九州コース
11:30C福岡コース
9:00-

全国環境研協議会 研究発表会：ｾﾝﾀｰ2号館4階 2404号室

一般公開 ・ 無料

施
設
見
学
会

10:45-12:15

D5

日
(金)

10:45-12:15

9：00-10：30

参 加 申 込 方 法
参 加 費

研究発表会参加費
事前申込
正会員、シニア会員
公益、賛助会員所属
学生会員
個人市民会員
登録団体市民会員
非会員

意見交換会参加費

当日受付

事前申込

当日受付

8,000 円

10,000 円

4,000 円

5,000 円

4,000 円

5,000 円

2,000 円

2,500 円

12,000 円

15,000 円

5,000 円

6,000 円

事 前 申 込 方 法
１． 研究発表会専用ページ（http://jsmcwm.or.jp/taikai2015/）から、お申込みください。
・
・
・
・
・
・

事前参加申込締切日は、平成 27 年 8 月 5 日（水）です。
参加申込者氏名、メールアドレス、住所をご記入ください。参加証と電子版講演集閲覧用パスワードの送付先
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。学会員の方は 9 桁の会員番号入力が必要となります。
研究発表会、意見交換会、および施設見学会、の申し込みができます。
当日は必ず参加証をご持参ください。
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、研究発表会当日に参加証・領収書をお
持ちの上、総合受付までお越しください。

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。（注）お振込みは参加申込日から 2～3 日以内にお願いいたします。

・

入金確認後、8 月上旬頃より参加証及び電子版講演集閲覧用パスワードを送付します。

＜指 定 銀 行 口 座＞
名：みずほ銀行 芝支店 (店番号：054)
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 27 年 8 月 6 日（木）
銀
口

行
座

・お振込は必ず「参加申込番号」をご記入の上、参加申込者名でお願いします。
・振込み手数料はご負担願います。
【重要事項】
※8 月 6 日（木）を過ぎてもお振込がない場合は、当日受付扱いとさせていただきます。
※参加申込者名と振込人名が違う場合は「参加申込番号・参加申込者名」「振込日」「振込金額」「振込人名」
を事務局までお知らせください。（連絡先：jimu@jsmcwm.or.jp）
※ご入金後のキャンセルにつきましては、 理由を問わず一切ご返金はいたしかねますのでご了承ください。

当 日 申 込 に つ い て
受付にて参加費をお支払いください。参加証と電子版講演集（閲覧用パスワード）をお渡しいたします。

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
口 頭 発 表
発表ファイルの作成
・ 一般口頭発表は、PowerPoint® 2010 を Windows パソコンで液晶プロジェクターで映写しての発表とします。
・ 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® 2010 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、予めウィルスチェックを行った上で、USB メモリーに保存して会場に持参してください。
・ 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。
9 月 2 日午前の発表者
10:00 ～ 10:30
午後の発表者 12:45 ～ 13:15
9 月 3 日の発表者
8:45 ～ 9:15
9 月 4 日の発表者
8:45 ～ 9:15
・ PC にコピーされた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。尚、原則として、発表者が発表予定時刻となっても不在の場合は講演中止としますが、以降の講演
は繰り上げることなく予定通り行います。
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
・ ポスター発表の場所はセンター1 号館１３０２、１３０３号教室です。
・ ポスター会場の受付にて発表者リボン、貼付用テープ（実行委員が用意する専
用のものをお使いください）を受け取り、貼付に際しての注意事項を確認して、
下記時間内に貼り付けてください。
・ 以下の発表時間にはポスターの前で説明を行ってください。
Poster1 ＆ International Hybrid Session (Poster)
Poster2

210cm

1.

9 月 2 日（水） 17：00 ～ 18：15
9 月 3 日（木） 14：15 ～ 15：40

・ ポスターの撤収は以下の時間内に発表者の責任でお願いします。残ったポスターは許可を得ず処分します。
ポスターの貼付時間
ポスターの撤収時間

9 月 2 日（水）
9 月 3 日（木）

12:00 ～ 16:30
16:00 ～ 16:30

※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、ホームページ上でお知らせします。
3. 優秀ポスター賞・国際ポスター賞について
・ ポスター賞審査は学術研究委員が行い、6 件程度選出する予定です。International Hybrid Session は国際委
員会が審査し、国際ポスター賞を 3 件程度選出する予定です。貼付されていないものは審査対象外です。
・ 結果は、9 月 3 日のポスター発表終了後、「総合受付」横の掲示板と「ポスター会場」に掲示します。
・ 優秀ポスター賞は、9 月 3 日夜の意見交換会において表彰を行います。受賞者（各発表から 1 名）は意見交
換会にご招待（無料）いたします。賞に選ばれた方は 9 月 3 日 17:00～17:45 に受付にお越し下さい。
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。
・

・
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・

実

島岡
染谷
真次
中山

氏 名
隆行
孝
寛
裕文

行

委

員

所 属
九州大学
佐賀大学
（公財）ふくおか環境財団
九州大学

役 職
実行委員長
副実行委員長
副実行委員長
幹事長

実行委員（五十音順, 敬称略）

朝倉 宏
石井 俊介
石田 吉浩
伊地知 武郎
和泉 大作
岩永 宏平
梅田 佳暉
岡 重男
梶野 友貴
川鍋 茂
小出 秀雄
小松 健一
小宮 哲平
坂口 伸也
末津 和典
鈴木 慎也
関戸 知雄
平良 浩保
平 由以子
高梨 啓和
田中 綾子
田中 衛
土谷 光重
外川 健一
土手 裕
内藤 英夫
野中 研一
野馬 幸生
花嶋 孝生
馬場 義輝
早田 芳浩
樋口 貴徳
平田 修
藤本 延啓
二渡 了
松岡 信明
松本 亨
柳瀬 龍二
吉村 裕明
若林 秀樹

長崎大学
鹿島建設㈱
新日鉄住金エンジニヤリング㈱
㈲鳥栖環境開発綜合センター
㈱建設技術研究所
（一財)日本環境衛生センター
（公社）福岡県産業廃棄物協会
（公社）福岡県産業廃棄物協会
九州大学
SGL コンサルタント㈱
西南学院大学
㈱川崎技研
九州大学
前田建設工業㈱
（一財）九州環境管理協会
福岡大学
宮崎大学
日立造船㈱
NPO 法人 循環生活研究所
鹿児島大学
福岡大学
福岡市
（一財）日本環境衛生センター
熊本大学
宮崎大学
北九州市
福岡市保健環境研究所
元・福岡女子大学
応用地質㈱
福岡県保健環境研究所
㈱タクマ
福岡建材㈱
福岡大学
熊本学園大学
北九州市立大学
（一財）九州環境管理協会
北九州市立大学
福岡大学
八千代エンジニヤリング㈱
鹿島建設㈱
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広報部会長

協賛広告募集部会長

会場・機材部会長

特別プログラム部会長

施設見学部会長

市民展示部会長

意見交換会部会長

協

賛 団
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体

協

賛 団

体

団体名：口数別・五十音順
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会 場 へ の ア ク セ ス

九州大学伊都キャンパスアクセス情報

http://www.kyushu-u.ac.jp/access/

【福岡空港から】
地下鉄・JR 筑肥線 ＋ 昭和バス （約 55 分、810 円）
福岡空港駅（地下鉄空港線 筑前前原、西唐津または筑前深江行 560 円）
→ 九大学研都市駅（昭和バス 九大工学部前、九大総合グラウンドまたは九大伊都協奏館行 250 円）
→ 九大ビッグオレンジ前バス停 下車
【博多駅から】
地下鉄・JR 筑肥線 ＋ 昭和バス （約 50 分、780 円）
博多駅（地下鉄空港線 筑前前原、西唐津または筑前深江行 530 円）
→ 九大学研都市駅（昭和バス 九大工学部前、九大総合グラウンドまたは九大伊都協奏館行 250 円）
→ 九大ビッグオレンジ前バス停 下車
【天神から】
地下鉄・JR 筑肥線 ＋ 昭和バス （約 45 分、780 円）
天神駅（地下鉄空港線 筑前前原、西唐津または筑前深江行 530 円）
→ 九大学研都市駅（昭和バス 九大工学部前、九大総合グラウンドまたは九大伊都協奏館行 250 円）
→ 九大ビッグオレンジ前バス停 下車
【その他】
上記の経路の他に西鉄が博多駅地区、天神地区から九大行きバスを運行しております。詳細情報は下
記 URL をご覧ください。ただし、バスの本数が少なく、積み残しの発生が予想されます。各自でバス
の発着時刻をご確認の上、時間的余裕を見てください。
西鉄バス時刻表検索ページ ： https://jik.nishitetsu.jp/
※検索キーワードには、
「博多地区」
「天神地区」
「九大ビッグオレンジ前」を使ってください。
【タクシー】
九大学研都市駅周辺で利用可能なタクシー会社の連絡先です。
・周船寺タクシー 0120-001-044
西福岡タクシー092-806-0333
・昭和タクシー
0120-408-365

伊都キャンパス
九大
学研都市

伊都キャンパスへのアクセスマップ
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バ

ス

時

刻 表

（昭和バス）

九大学研都市駅 → 九大ビッグオレンジ前
バス停

九大学研都市駅

行先

九大総合グラウンド（九大伊都キャンパス）、九大工学部前（九大伊都キャンパス）、または 九大伊都協奏館

のりば

のりば①

のりば②

7時
8
9

のりば④

23 33 46 55

12 44 58

04 06 10 15 21 37 46

17 24 42 48 55

01 14 24 42 56

12 26 31 44 50 54

10

55

02 26 40

04 12 28

11

17 26 58

10 19 28 42 56

12

12 27 32 41

10 27 30 39 55

13

22 55

10

14

23

10 40

15

25 55

10 38

16

10 33 56

23 42

17

27 55

10 40

18

24 57

10 43

19

38 55

09

20

43

11

のりば④
九大行き
（周船寺経由、
始発～10:30）

のりば①
九大行き
（周船寺経由、
10:31～最終）

のりば②
九大行き
（横浜西経由、
終日）

のりば③ （九大行きはない）

タクシー乗場

北口
九大学研都市駅
南口

九大学研都市駅バスのりば案内
九大ビッグオレンジ前 →
バス停
行先
10時

九大学研都市駅

九大ビッグオレンジ前
九大学研都市駅
07 17 27 37 45 57

11

02 27 42 52 57

12

05 12 17 42 57

13

07 12 27 37 47 57

14

12 37 42 52 55 58

15

02 12 15 22 27 42 47

16

05 10 21 32 35 45 52 58

17

12 16 25 27 30 40 43 45 58

18

05 17 22 33 42 45 57

19

07 12 22 27 32 37 47 57

20

12 17 32 42

21

02 12 17 42

22

02 07 25 57

備考
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会 場 案 内 図

会場周辺図

九州大学伊都キャンパスマップ
（枠線： 会場周辺図の範囲）

至 今津、志摩

煙
立体駐車場

バス停

（乗車） 停

施設見学会A、B、
伊都スタディツアー1、2
集合場所

食

バス停

ITORI・ITO

（降車）

ゲート

椎木講堂

停

（特別講演会会場）

守衛室

食

ウエスト
1号館

センター1号館
煙 （ポスター発表会場）

ビッグオレンジ
レストラン

凡 例

煙

停 ：九大ビッグ
オレンジ前バス停

カフェQASIS

ビッグさんど
（意見交換会会場（B1F））
（食堂（1F）)

受 ：研究発表会受付

食 受

食 売
煙

センター2号館

センター3号館

（受付、口頭発表会場）
至 九大学研都市駅
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食 ：食堂
売 ：売店
煙 ：喫煙所

会場案内（センター1 号館、2 号館）
センター2号館
2409

4階

2407 2406

階 段

第7 第6
会場 会場

2408

EV

EV

階 段

吹抜

2405

2401

階 段

2404 2403

吹抜

2402

福祉型トイレ

全国環境
研究協議会

センター1号館
休憩室

1304

1305

1306

1308

1307

1309

福祉型トイレ

1302

1303

EV

1301

EV

ポスター会場

階 段

階 段

1号館へ

3階

２号館へ

渡り廊下

1号館へ

センター2号館

2310

企

企業展示

休憩室

2308

階 段

第5
会場

2309

階 段

業

展

示

2304 2303

2306 2305

EV

2307

第4 第3
会場 会場

吹抜

.

吹抜

EV

3号館への渡り廊下

階 段

第2 第1
会場 会場

2301
2302

福祉型トイレ

センター2号館
ビッグさんど
（意見交換会会場）

2214

2階

ス
ロ
ー
プ

階 段

2215 2216

階 段

EV

2203 2204

2201 2202

EV

階 段

吹抜

2213

2212 2211

2210 2209

吹抜

2208 2207

2206

福祉トイレ

事務局

センター2号館

1階

2205

会議室 控室
階 段

2105 2106

受付
階 段

EV

カフェQASIS

2104 2103

EV

2107

市民展示
ピロティ

福祉型トイレ

2108
九州支部市民
フォーラム
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階 段

