第 20 回

廃棄物資源循環学会研究発表会
参加案内
2009 年 9 月 17 日（木）〜 9 月 19 日（土）
名古屋大学 豊田講堂・IB 電子情報館・博物館

目

次

○ 第 20 回 廃棄物資源循環学会研究発表会の開催にあたって······································ 2
○ 開催行事一覧 ·············································································································· 3
○ 特別プログラム （無料・一般公開企画） ······························································· 3
・「生物多様性条約 COP10 を 1 年後に控えて」 ····················································· 3
○ 行事案内 ····················································································································· 4
・研究発表（口頭発表・ポスター発表・国際セッション）····································· 4
・国際シンポジウム ································································································· 4
・【特典】名古屋大学博物館の無料観覧 ··································································· 4
・市民展示 （無料・一般公開企画） ······································································ 4
・施設見学会 ············································································································ 5
・意見交換会 ············································································································ 5
○ 一般セッション ·········································································································· 6
○ International Session ······························································································ 19
○ 企画セッション ········································································································ 22
○ 参加申込方法 ············································································································ 26
○ 発表ガイドライン ···································································································· 27
・口頭発表·············································································································· 27
・ポスター発表・国際セッション ·········································································· 27
○ 会場案内図 ··············································································································· 28
○ 会場へのアクセス・緊急時の問合わせ先································································· 30
○ 協賛団体 ··················································································································· 31
○ タイムスケジュール ································································································· 32

クールビズの服装でお越しください！
http://www.jsmcwm.or.jp/ （廃棄物資源循環学会ホームページ）
http://www.jsmcwm.or.jp/taikai2009/ （研究発表会専用ホームページ）

第 20 回 廃棄物資源循環学会研究発表会の開催にあたって
第 20 回廃棄物資源循環学会研究発表会
実行委員会委員長
名古屋大学 エコトピア科学研究所 教授

鈴木 憲司

いと思います。これらの特別セッションを組むことにより参加者の

第 20 回廃棄物資源循環学会研究発

方々への有益な情報提供になればと思います。

表会に参加のみなさん、ようこそ夏の名
古屋大学へ。名古屋で「これぞ夏！」を

市民展示では、東海地方の市民の方々の日常の活動を披露し

体験してみてください。今年は第 9 回廃

ていただきます。また、施設見学は初日の午前中に予定しており、

棄物学会研究発表会が名古屋国際会議

最新鋭の溶融炉で稼動を始めた名古屋市鳴海ゴミ焼却施設や名

場で開催されてから 11 年目、昨年 12 月

古屋市内にある藤前干潟の見学、愛知県内の廃棄物処分場であ

に廃棄物学会が一般社団法人に衣替え

る愛岐最終処分場見学、および徳川美術館、トヨタテクノミュージア

してから初めての全国規模の研究発表会です。研究発表会では、

ム（産業技術記念館）、名古屋城等を巡る産業と文化の探訪の各コ

口頭およびポスターの研究発表に加え、初日・2 日目に開催される

ースを用意しています。

各研究部会の企画セッションと並行して、実行委員会が支部、自治

また、本研究発表会が開催される前日までの 9 月 14 日〜16 日

体、企業、市民団体の「環境教育の取り組み」、「省 CO2 型社会を

に“Rʼ09 Twin World Congress（環境技術および資源マネジメント

目指す新しい技術」と題して、システムの構築とビジネス化に向け

国際会議 2009）”が名古屋大学とスイス・ダボスの 2 会場で同時開

た関連企業からの発表を行います。さらに水害や震災で大きな問
題となる「災害廃棄物について考える」の分科会を計画しています。
特に今年は甚大な被害をもたらした伊勢湾台風が襲来して 50 年目

催されます。3R（Reduce, Reuse & Recycle）をはじめとする環境・エ
ネルギー・資源循環に関する Rʼ09 国際会議は、名古屋とダボス間
を高度な双方向情報通信技術で結び、国際会議に出席するため

にあたります。当時、小生は小学 5 年生で、深夜から明け方にかけ

の航空機を用いた大陸間移動に伴う CO2 排出量を削減しようという

て風雨がとてもひどく、風速 50ｍの風で我が家の屋根が飛んでし

趣旨に基づいて開催されます。史上初めてのＴＶ回線を用いた国

まったとても怖い思いを忘れることができません。また、東海地震へ

際会議への参加もお願いする次第です。

の対策が施されつつある今日、「災害廃棄物」について考えること
はとてもタイムリーなセッションといえます。二日目に開催される特

本研究発表会は例年に比べて 2 ヶ月早い開催ですが、実行委

別プログラムでは、来年愛知県名古屋市で開催される生物多様性

員一同、皆様の来名を心よりお待ちしています。残暑の厳しい名古

条約第 10 回締約国会議（COP10）を前にして基調講演とパネルデ

屋でお会いしましょう。

ィスカッションを行い、参加者のみなさんと大いに考え、語り合いた
＜国際会議へのお誘い＞

R’09 Twin World Congress
- Resource Management and Technology for Material and Energy Efficiency 環境技術および資源マネジメント国際会議 2009

廃棄物資源循環学会 後援
開催日 ： 2009 年 9 月 14 日（月）〜16 日（水）
場 所 ： 名古屋大学 豊田講堂、IB 電子情報館
詳細案内： http://www.r2009.org/
R’09 Twin World Congress は、3R（Reduce, Reuse & Recycle）をはじめとする環境・エネルギー・資源循環に関わる
国際的諸問題を取り扱う学術研究集会です。今回開催される R’09 の最大の特徴は、同時開催されるダボス（スイス）会場と
名古屋会場を高度な双方向情報通信技術で結び、参加者の国際間移動に伴う二酸化炭素排出量の削減を目的とした新しい
環境配慮型の国際会議の形態を提案することです。環境に携わる研究者・実務者自らが率先して新しい環境配慮型の国際
会議のあり方を提示するために、世界で初めての Twin World Congress が開催されることになりました。スイスと日本の共
通時間帯（時差 7 時間）で、双方向通信を用いてプレナリーセッション、パネル討論会等の全体会議を同時開催します。その他
の時間帯は各々の会場において分科会を開催しますが、参加者はあらかじめ関心のある発表をウェブ内覧し、会場のビデオ
ルームで双方向通信による質疑応答を可能としています。また、本会議会期中の最終日の午後、ダボス会場では世界資源フ
ォーラム（World Resource Forum）が開催されますが、名古屋会場では政府・自治体・市民（県民）による資源問題に関する
政治・経済・政策的観点からのパネル討論（同時通訳付き、参加費無料）を行い、その情報をダボス会場にフィードバックする
予定です。
このように、本国際会議では、これまでの常識を環境の観点から見直し、二酸化炭素排出削減効果と同時に、情報通信技
術の有効活用方法の提案、欧州とアジアにおける各主体間の環境・エネルギー・資源に関する学術および政策の交流を同時
に目指します。
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特 別 プ ロ グ ラ ム

「生物多様性条約 COP10 を 1 年後に控えて」
9 月 18 日（金）16:30−18:00

豊田講堂 大ホール

2010 年 10 月に愛知県名古屋市において生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）が開催されます。この会議は、
世界各国の政府代表者など国内外から数千名規模の参加者が集まり「生物多様性」をテーマに、各国が抱える課題やそ
の解決方法、世界的な枠組みづくり等について討議するもので、私たちのそして未来の世代に対して、大変重要な意義
を持つ会議です（COP10 実行委員会パンフレットより）。開催を 1 年後に控えて基調講演とパネルディスカッション、参加
者との質疑応答を行います。皆さんの参加と発言を期待します。

1 部 基調講演「生物多様性とビジネスについて（COP10 に向けて）」
演者： 東北大学 教授 石田 秀輝
（略歴）

1953 年生まれ。78 年伊奈製陶株式会社（現 INAX）に入社。空間技術研究所基礎研究所(新設)所長、技術統括
部空間デザイン研究所(新設)所長などを経て、2004 年より東北大学大学院環境科学研究科教授。専門は地質・
鉱物学を軸とした材料科学。92 年にクローズド生産システムを提唱、INAX 生産部門のゼロエミッションを達成し、
97 年「人と地球を考えた新しいつくり」を提唱、環境を経営に取り込む商品開発システムを構築、2004 年から「ネイ
チャー･テクノノロジー」を提唱、これに関わる研究開発を進めるかたわら、ものつくりのパラダイムシフト推進に国
内外で積極的に活動している。

2 部 パネルディスカッション 「生物多様性保全に向けた企業の役割」
コーディネーター
名城大学 准教授 水尾 衣里
パネリスト
東北大学 教授 石田 秀輝
インターリスク総研（株） 主任研究員 原口 真
・企業の取組 インターリスク総研（株）
・自由意見

3 部 会場との質疑応答
開 催 行 事 一 覧
日

会

時

特別プログラム
9 月 18 日（金） 16:30 - 18:00
「COP 10 を 1 年後に控えて」
口頭発表

研究
発表

ポスター発表

International
Session

9 月 17 日（木） 9:30 – 15:00
9 月 18 日（金） 9:15 – 12:00
9 月 19 日（土） 9:15 – 12:15
ポスター1
9 月 17 日（木）15:15 – 16:30
ポスター2:
9 月 18 日（金）15:00 – 16:15
Short Oral Presentation
9 月 17 日（木）13:30 – 15:00
Poster Presentation
9 月 17 日（木）15:15 – 16:30

場

豊田講堂大ホール

備

考

一般公開企画（無料）
P.3 をご覧ください

P.6 - 21 をご覧ください

豊田講堂ホワイエ

第 6 会場
豊田講堂ホワイエ

P.6 – 19 を
ご覧ください

P.19 – 21 を
ご覧ください
P.4 をご覧ください

International Symposium

9 月 18 日（金） 9:15 - 14:45

第 6 会場

企画セッション

9 月 17 日（木）16:45 – 18:15
9 月 18 日（金）13:15 – 14:45

各研究部会企画（旧称：小集会）、各委員会企画によるものです。

市民展示

9 月 17 日（木）−19 日（土）

施設見学会

9 月 17 日（木） 9:00 – 12:00

同時
開催

全国環境研協議会
企画部会 研究集会

意見交換会

9 月 18 日（金） 9:15 – 12:00
9 月 18 日（金）18:15 – 20:00
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使用言語:英語（同時通訳予定）

P.22 – 25 をご覧ください
一般公開企画（無料）
P.4 をご覧ください
P.5 および同封のお知らせをご覧ください。
17 日午前に発表予定の方は参加できません。
主催者連絡先：
鳥取県衛生環境研究所
第 7 会場
0858-35-5411
豊田講堂第 6 会場・
P.5 をご覧ください
ホワイエ
豊田講堂ホワイエ

行 事 案 内
研 究 発 表 （ 口 頭 発 表 ・ポ ス タ ー 発 表 ・ 国 際 セ ッ シ ョ ン ）
発表予定件数：341 編（口頭発表:192 編、ポスター発表:94 編、国際セッション：55 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、第二日目 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ニュース等に掲載いたします。

詳細はセッションプログラム（P.6 - 21）をご覧ください。
国際セッションは、2 分間の口頭発表終了後にポスターの掲示発表の両方を行います。

国 際 シ ン ポ ジ ウ ム
○
○
○
○
○
○

日 時:
9 月 18 日（金） 9:15 - 14:45
場 所:
第 6 会場 （豊田講堂 1F シンポジオン会議室）
シンポジウムタイトル： “International Symposium by JSMCWM, KSWM and SWAPI”
使用言語:
英語（同時通訳予定）
内 容:
アジア太平洋地域の適正な廃棄物管理・循環型社会形成
発表者：
廃棄物資源循環学会、韓国廃棄物学会、SWAPI (Society of Solid Waste Management
Experts in Asia & Pacific Islands) からの講演者

【 特 典 】 名 古 屋 大 学 博 物 館 の 無 料 観 覧
博物館第１７回企画展
「水辺の宝石 トンボ −東海昆虫保存会コレクション展−」
（トンボの生態のふしぎ、名古屋発ハッチョウトンボ、東海昆虫保存
会コレクション等を紹介）

開催期間： 平成２１年８月４日（火）〜平成２１年１０月３日（土）
開催時間： 午前１０時〜午後４時 （入館は閉館 30 分前までに
お願いします）。
開催場所： 名古屋大学博物館展示室
入 場 料： 無 料
問合先： 〒464-8601 名古屋市千種区不老町
名古屋大学博物館
tel: 052-789-5767 fax: 052-789-5896
ホームページ： http://www.num.nagoya-u.ac.jp

市 民 展 示
一般公開企画として、市民団体等との協働による展示やワークショップ、交流会などを行います。
参加費無料で非会員の方も参加できます。

○ 期 間： 9 月 17 日（木）10:30 – 9 月 19 日（土）12:00
○ 場 所： 豊田講堂内ホワイエ
○ 内 容： 市民に紹介したい研究の情報発信、市民活動からの情報発信、市民団体による環境教育プロ
グラムの実施、市民と学会員の意見交換会 など、多様な企画を計画しています。
プログラムの詳細は、http://jsmcwm.or.jp/
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をご覧ください。

行 事 案 内
施 設 見 学 会
R’09 Twin World Congress （9 月 15 日〜17 日名古屋大学にて開催）と共同で行います。

○ 施設見学コース
日

時

9 月 17 日（木）
9：00-12：00
Technical Visit 1

内

容

定 員

参加費

100 名

3,000 円
バス料金のみ

100 名

3,000 円
バス料金のみ

30 名以上
の参加で
催行

3,000 円
バス料金のみ

30 名以上
の参加で
催行

8,000 円
バス料金、
昼食代含む

鳴海工場（ガス化溶融炉）見学
9：00 出発 （バス利用）
今年度から稼動の始まった名古屋市鳴海ガス化溶融炉を
見学します。同施設は都市ごみや焼却灰を溶融処理しま
す。

9 月 17 日（木）
9：00-12：00
Technical Visit 2

愛岐処分場見学
9：00 出発 （バス利用）

9 月 17 日（木）
9：00-12：00
Optional Tour 1

名古屋の産業と文化の探索（半日）
9：00 出発 （バス利用）

9 月 17 日（木）
9：00-17：00
Optional Tour 2

名古屋の産業と文化の探索（一日）
9：00 出発 （バス利用）

名古屋市の中心地から北東約 25km、岐阜県との県境に
位置する愛岐最終処分場を見学します。

名古屋城（入場料含まず）、トヨタテクノミュージアム（産業
技術記念館）を見学します。

徳川美術館、トヨタテクノミュージアム（産業技術記念館）、
名古屋城、大須商店街を見学します。

○ 申込方法
1.
2.
3.

同 封 の 廃 棄 物 資 源 循 環 学 会 研 究 発 表 会 宿 泊 ・ 施 設 見 学 申 込 書 に ご 記 入 の 上 、 FAX
（052-541-2520）にてお申し込みください。
事前申込みのみ、先着順に受け付けます。申込書到着後、申込み状況を確認し、連絡担当者の方に
FAX にて連絡します。
申込締切後、ご請求書をお送りいたします。参加費の入金方法は、銀行振込となります。振込手数料
はお客様ご負担となりますのでご了承くださいませ。振込口座はご請求書をご確認ください。

○ 申込締切： 平成 21 年 8 月 30 日（日） 先着順。
○ 注意点
・
・

・
・
・

第 1 日目午前に口頭発表が予定されている方は、誠に申し訳ありませんが、参加できません。
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いたします。
Rʼ09 Twin World Congress と共同定員 100 名で受付を行います。締切前でも定員を超えた際はお
断りする場合があります。また、名古屋市内観光は 30 名に満たない場合は中止します。ご了承くださ
い。
施設見学会の参加には、研究発表会への参加が必要です。研究発表会の事前申込みもあわせて行っ
てください。
上記時間は変わる可能性があります。参加の方には集合時間、集合場所を改めてお知らせ致します。
参加者の都合によりキャンセルされる場合は、参加費は返却いたしません。

○ 申込み・問合せ先： 研究発表会 宿泊・施設見学受付係 TEL：052-541-2521

FAX：052-541-2520

意 見 交 換 会
○
○

日 時： 9 月 18 日（金） 18：15〜20：00
場 所： 豊田講堂内 シンポジオン会議室（第 6 会場）＋ホワイエ（ポスター会場）

○
○

参加費： 参加申込方法（P.26）をご覧ください。事前申込割引をぜひご利用ください。
申込方法： 【事前申込】 同封の研究発表会申込書にてお申込みください（P.26 も併せてご参照下さい）。
※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（9 月 18 日）午前から受付します。
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一 般 セ ッ シ ョ ン
A1
【 9 月 17 日（木）

第 6 会場

ごみ発生・排出抑制

9:30 – 10:45 】

A1-1

名古屋におけるリユースびん回収システムの構築

A1-2

なごやリユースステーション実証実験

A1-3

京都における 2R 型エコタウン構築事業の事例報告

名古屋大学 ○松野 正太郎、竹内 恒夫
Poster 1

名古屋大学 ○梁 娜瑛
京都市ごみ減量推進会議 ○野村 直史
京都大学 浅利 美鈴
同志社大学 郡嶌 孝
石川県立大学 高月 紘
Poster 2

A1-4

Poster 2

A1-5
A1-6
A1-7

Poster 1

A1-8

Poster 2

A1-9
A1-10

Poster 2

A1-11

ごみ質分析で乾燥工程が組成の分類に与える影響
大阪市立環境科学研究所 ○酒井 護、山本 攻
地方小都市における可燃ごみの排出実態調査と原単位決定要因に関する研究
宮崎大学 ○関戸 知雄、土手 裕、吉武 哲信
青果物裸売りの要因と実施上の工夫：小売事業者の 2R 行動の要因分析
日本生命保険 高木 理加子
京都府立大学 ○山川 肇
容器包装の発生抑制デザインの可能性：飲料と米菓の事例
ミサワホーム近畿(株) 大橋 可奈子
京都府立大学 ○梶川 崇、山川 肇
都市型廃プラスチック類の排出特性とリサイクル手法
(財)東京都環境整備公社 ○茂木 敏、辰市 祐久
東京都 中浦 久雄
首都大学東京 大久保 伸、荒井 康裕、小泉 明
生ごみ分別収集による生ごみ発生・排出抑制の効果と要因の検討
北海道大学 ○佐藤 剛、古市 徹、谷川 昇、石井 一英
近年の水害廃棄物発生状況と処理における問題点に関する考察
九州大学 島岡 隆行、○中山 裕文
九州大学(現・(株)東京建設コンサルタント) 塚本 唯
福岡市における校区別家庭系ごみ量の推移
福岡市保健環境研究所 ○濱本 哲郎、中村 裕子、前田 茂行

A2
【 9 月 17 日（木）
A2-1

Poster 1

A2-2

Poster 2

A2-3
A2-4

A2-5
A2-6
Poster 2

A2-7
A2-8

第 6 会場

都道府県を対象とした産業廃棄物の中間処理フローの推計
(独)産業技術総合研究所 ○李 一石、布施 正暁

(財)日本産業廃棄物処理振興センター 浅岡 健
(独)産業技術総合研究所 玄地 裕
都道府県・市町村の一般廃棄物処理の現状分析と溶融処理導入による影響評価
(株)クボタ ○寳正 史樹、釜田 陽介、林 広和、佐藤 亨、阿部 清一
日本全体の一般廃棄物処理の現状分析と溶融処理導入による影響評価
(株)クボタ 釜田 陽介、寶正 史樹、林 広和、○佐藤 淳、阿部 清一
一般廃棄物に含まれて廃棄される未分別プラスチックと非大型電気電子製品量の推計
(独)国立環境研究所 ○田崎 智宏、小口 正弘、中島 謙一
(財)日本環境衛生センター 大塚 康治、金子 昌示
(株)循環社会研究所 大久保 伸
消費者調査に基づく小型電気電子機器の静脈フロー推定
京都大学 ○岡田 彬、平井 康宏、浅利 美鈴、酒井 伸一
仙台市における木質資源のストックとフロー推計
東北大学 ○入江 章太、松八重 一代、長坂 徹也
輸送手段を考慮した廃棄物移動モデルによる環境負荷の推計
東京国際大学 ○筑井 麻紀子
東京工業大学 中村 圭佑
ベトナム・ハノイにおける都市廃棄物、有価物、腐敗槽汚泥ストリームの解明
(独)国立環境研究所 ○河井 紘輔、大迫 政浩

A3
【 9 月 19 日（土）
Poster 1

A3-1
A3-2
A3-3

Poster 2

A3-4
A3-5
A3-6

ごみフロー・物質フロー

11:00 – 12:15 】

第 3 会場

有料化・経済的手法

10:45 – 11:45 】

レジ袋有料化と小売店の意識・行動に関する研究

静岡市内の小売店を対象としたアンケート調査
静岡県立大学 ○宿谷 繁三、戸敷 浩介
大学生協における弁当容器デポジット制度について
福島大学 ○沼田 大輔
レジ袋有料化と市民の反応
東洋大学 ○信澤 由之、山谷 修作
使用済み携帯電話の回収に対する消費者行動分析
東京大学 三輪 修平、○村上 進亮
(独)国立環境研究所 村上(鈴木) 理映
ごみ有料化による住民の意識・行動の経年変化
福岡大学 ○平野 仁志朗、鈴木 慎也、立藤 綾子、松藤 康司
韓国における一般廃棄物従量制の政策効果および課題
上智大学 ○趙 ヒジョン
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一 般 セ ッ シ ョ ン
A4
【 9 月 17 日（木）
A4-1
A4-2
A4-3
A4-4

A4-5

Poster 2

A4-6
A4-7

Poster 1

A4-8

第 7 会場

住民意識・環境教育

13:30 – 15:00 】

『ごみ袋減量カレンダー』による減量効果・・幼稚園親子の取組実験 (３)
環境カウンセラー、伊達市循環型社会推進市民本部 ○中村 恵子
京王幼稚園 小倉 拓
3R 活動支援に向けた 3R 検定プログラムの開発及び意識・行動調査
京都大学 ○浅利 美鈴
(株)博報堂 宮崎 一真
京都府立大学 山川 肇
京都大学 酒井 伸一
持続可能な「協働型集団回収」についての考察
(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
産業廃棄物処分場の安全性に係る住民意識のモデル化
岡山大学 ○石坂 薫
鳥取環境大学 田中 勝、五福 明夫
原子力研究開発機構 時澤 孝之、佐藤 和彦、古賀 修
環境問題の啓発を目指した舞台劇の制作と学童に対する教育効果の検討
NPO 日本ファーストエイドソサェティ、北里大学 ○岡野谷 純
(有)遊フロンティア 田畑 忍
集団田中’98 佐藤 栄治
(株)ダイナックス都市環境研究所 山本 耕平
市民参加によるハノイ市の分別収集普及の要因の考察
八千代エンジニヤリング(株) ○山内 尚、石井 明男、
、松原 ひとみ
(独)国際協力機構 村瀬 憲昭
中国における生ゴミの分別の可能性に関する一考察 −寧波市、丹東市を事例に−
宇都宮大学 ○芦 涛、今泉 繁良、陣内 雄次
長期的にみた「小学校による焼却工場見学」の環境教育機能について
大阪産業大学 ○花嶋 温子

A5
【 9 月 19 日（土）
A5-1
A5-2

Poster 2

A5-3
A5-4
A5-5
A5-6

第 1 会場

環境配慮行動の体験を活用した行政による環境啓発活動に関する初歩的研究
鹿児島大学 ○大前
埼玉県の事業系ごみ その 2 事業系ごみ削減キャンペーン
埼玉県環境科学国際センター ○川嵜 幹生
埼玉県 堀口 浩二、藤崎 智子、中山 雅樹、前田
埼玉県環境科学国際センター 磯部 友護、長谷 隆仁
埼玉県 土屋 雅子
日本工業大学 小野
静岡市と浜松市における廃プラスチックの分別回収に関するシナリオ分析
静岡県立大学 ○戸敷
廃棄物関連情報の共有実態に関する考察
東京工業大学 ○阿部 直也
(独)国立環境研究所 大迫
先進自治体における家庭系一般廃棄物の減量対策について
早稲田大学 吉田 徳久、○鎌田
ジャカルタ市の地域環境力に関する研究の続報
名古屋大学 ○岡山

A6
【 9 月 18 日（金）
A6-1
A6-2
A6-3

A6-4
Poster 2

A6-5

Poster 1

A6-6

Poster 2

A6-7

廃棄物行政

9:15 – 10:30 】

第 1 会場

慶和
恵美
雄策
浩介
政浩
真妃
朋子

廃棄物管理・計画(1)

9:15 – 10:15 】

市町村が実施するごみ質調査の現状に関する基礎的研究
大阪工業大学 ○福岡 雅子
廃棄物系バイオマスを利用したエネルギー供給コミュニティの構築と評価モデルの試算
北海道大学 ○渡邊 翔、古市 徹、石井 一英、谷川 昇
処理システム指針を活用したごみ処理基本計画の策定に関する事例調査
(財)日本環境衛生センター ○土谷 光重
(独)国立環境研究所 大迫 政浩
(財)地球環境センター 水谷 好洋
環境省 梁瀬 達也
清掃工場における省エネ、再生可能エネルギー、市民ファンドへの意識調査
和歌山大学 ○吉田 登、長岡 耕平
八千代エンジニヤリング(株)檀 智之、石橋 啓史
JICA 研修プログラムの効果と課題 イラン廃棄物管理研修プログラムを事例として
東京工業大学 池亀 裕一
(独)国際協力機構 ○吉田 充夫
東京工業大学 原科 幸彦
廃棄物管理事業の合意形成におけるステークホルダー間の調整
(独)国際協力機構 吉田 充夫
(有)ラーバンデザインズ ○小川 領一
(独)国際協力機構 南 和江、B Tuguldur
大都市であるダッカ市廃棄物処理改善の試み
八千代エンジニヤリング(株) ○石井 明男、原 尚生、齊藤 正浩
ダッカ市 マクスドル ラフマン チョードリー、ユスフ ビン タリク

Poster 1 : 9 月 17 日（木） 豊田講堂ホワイエ 15:15 –16:30
Poster 2 : 9 月 18 日（金） 豊田講堂ホワイエ 15:00 –16:15
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一 般 セ ッ シ ョ ン
A7
【 9 月 18 日（金）
A7-1
A7-2
A7-3

Poster 2

A7-4
A7-5
A7-6

Poster 1

A7-7

第 1 会場

都市の家計消費に基づく廃棄物排出量の推計：岡山市を対象として
岡山大学 ○顧 斌賢、藤原 健史
循環型社会に対応した廃棄物詳細品目の類型化の検討 (第３報)
(財)日本環境衛生センター ○植木 祥治、立尾 浩一
(独)国立環境研究所 山田 正人、遠藤 和人
破砕選別技術システムによる総費用変動の評価 (2)
(独)国立環境研究所 山田 正人、遠藤 和人
(財)日本環境衛生センター ○立尾 浩一
日本工業大学 小野 雄策
途上国における廃棄物管理改善にかかる環境評価システムの構築に関する研究
龍谷大学 ○橋詰 実佳、石垣 智基
(独)国立環境研究所 山田 正人、Lee Suk-Hui
豊島における情報共創システムの構築に関する検討 (豊島産業廃棄物等処理事業を対象として)
早稲田大学 ○藤井 真秀呂、下村 健太、永井 祐二、中野 健太郎、切川 卓也、小野田 弘士、永田 勝也
最終処分場の構造および維持管理に関する調査(実態把握と産廃・一廃の比較分析)
(社)全国産業廃棄物連合会 ○岡田 起平、杉田 昭義、都築 宗政
北海道大学 松藤 敏彦
廃棄物フローとストックに着目した一般廃棄物最終処分事業の環境会計に関する研究
九州大学 ○澤部 咲余、中山 裕文、島岡 隆行
大阪市立大学 水谷 聡

A8
【 9 月 17 日（木）
A8-1
Poster 2

A8-2

Poster 2

A8-3

A8-4
A8-5
Poster 1

A8-6
A8-7

Poster 2

A8-8

第 1 会場

A9-1
A9-2

A9-3
A9-4
A9-5
A9-6

LCA・産業連関分析

13:30 – 14:30 】

厨芥類および紙類の発生抑制と再資源化に関するライフサイクル分析
京都大学 ○松田 健士、矢野 順也、平井 康宏、酒井 伸一
京都市 山田 一男、荻内 守、堀 寛明
容器包装・生ごみの分別収集及び各戸収集に係るコスト・環境負荷のシナリオ評価
岡山大学 ○松井 康弘、安榮 健、石川 修作
鳥取環境大学 田中 勝
岡山市における廃食用油リサイクルの環境負荷削減効果の評価
岡山市環境局 ○甲斐 充
岡山大学 松井 康弘
パシフィックコンサルタント㈱ 井伊 亮太
岡山市環境局 出井 充
鳥取環境大学 田中 勝
伝統工芸品(容器)の環境影響評価
石川県立大学 ○高月 紘、楠部 孝誠
鉄鋼業を介したレアメタルフロー解析
東北大学 ○長村 裕樹、松八重 一代
(独)国立環境研究所 中島 謙一
東北大学 長坂 徹也
ステンレス鋼の平均使用回数と平均使用時間の推計
(独)国立環境研究所 ○橋本 征二
(国)東京大学 醍醐 市朗
イェール大学 Eckelman Matthew, Reck Barbara
埋立地再生事業における環境負荷評価
早稲田大学 ○皆川 雅志、小西 洋紀、小沢 俊明、胡 浩、小野田 弘士、永田 勝也
(財)日本環境衛生センター 藤吉 秀昭
新日鉄エンジニアリング(株) 長田 守弘
神鋼環境ソリューション(株) 秩父 薫雅
JFE エンジニアリング(株) 石川 知義
灰洗浄処理を題材とした最終処分場の維持管理期間とライフサイクルコストの検討
大阪市立大学 ○水谷 聡
堀部 孝仁
大阪市立大学 貫上 佳則
九州大学 中山 裕文、島岡 隆行

A9
【 9 月 19 日（土）

廃棄物管理・計画(2)

10:45 – 12:00 】

第 1 会場

収集運搬／安全対策

10:45 – 12:15 】

ステーション収集地点の利用実態とごみ搬出行動負荷量の分布
福岡大学 ○鈴木 慎也、平野 仁志朗、立藤 綾子、松藤 康司
ガレキの緊急輸送ネットワーク構築に関する一考察
(株)熊谷組 ○永田 尚人
京都大学 平山 修久
関西大学 河田 惠昭
(社)日本プロジェクト産業協議会 成田 高一
輸送問題及び重力モデルを用いた産業廃棄物の移動に関する実態分析
北九州市立大学 ○藤山 淳史、松本 亨
廃棄物の適正処理と安全管理計画 その 3
(財)東京都環境整備公社 ○橋本 治
日本大学 三橋 博巳
安全設計評価手法 SAD の高度化と SAD アプリケーションの開発
早稲田大学 ○伊原 克将、古市 直斗、切川 卓也、小野田 弘士、永田 勝也
災害廃棄物処理現場にボランティアを起用する際の安全衛生管理体制の構築
(株)ダイナックス都市研究所 ○津賀 高幸
NPO 日本ファーストエイドソサェティ、北里大学 岡野谷 純
大阪大学 菅 磨志保
時事通信社 中川 和之
(株)ダイナックス都市研究所 山本 耕平

Poster 1 : 9 月 17 日（木） 豊田講堂ホワイエ 15:15 –16:30
Poster 2 : 9 月 18 日（金） 豊田講堂ホワイエ 15:00 –16:15
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一 般 セ ッ シ ョ ン
A10
【 9 月 17 日（木）
A10-1
A10-2
A10-3

A10-4
A10-5

第 1 会場

国際循環・越境移動

9:30 – 10:45 】

石炭灰の有効利用に関する国際ネットワーク
(財)石炭エネルギーセンター ○田野崎 隆雄、渡辺 芳史、気賀 尚志、石川 嘉祟
アジア諸国におけるタングステンのマテリアルフロー推計
三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング(株) ○佐々木 創、清水 孝太郎
輸出予定の金属スクラップの品目調査結果と適正管理の課題
(独)国立環境研究所 ○寺園 淳
(株)鉄リサイクリング・リサーチ 林 誠一
(独)国立環境研究所 吉田 綾、中島 謙一
バーゼル条約 BAN とアジアの経済発展
(独)日本貿易振興機構アジア経済研究所 ○小島 道一
海浜漂着ゴミに対する台風の影響
鳥取大学 ○岡野 多門、安藤 重樹、安本 幹

A11
【 9 月 17 日（木）
Poster 2

A11-1

A11-2

A11-3
Poster 1

A11-4
A11-5
A11-6

第 1 会場

京都バイオサイクルプロジェクトの進捗状況 (第２報)
京都高度技術研究所 中村 一夫
京都高度技術研究所、京都市 堀 寛明
京都高度技術研究所、アーシン ○出口 晋吾
京都大学 酒井 伸一
京都市における都市廃棄物由来バイオマス利用の温室効果ガス削減効果
京都大学 ○矢野 順也、平井 康宏
(株)アーシン 出口 晋吾
京都高度技術研究所 中村 一夫
京都市 堀 寛明
京都大学 酒井 伸一
エージング作用による石炭灰フライアッシュの CO2 固定量と有害物質の挙動
(株)間組 ○斉藤 栄一
九州大学 島岡 隆行、叶 琢磨
二酸化炭素の水中溶解とその有効利用
中部大学 村澤 佑樹、今村 翔、平田 裕也、○水野 貴裕、行本 正雄
環境モデル都市 (大都市) に取組み内容の分類に関する試み
(株)九州テクノリサーチ ○佐藤 明史、池隅 達也
北九州市立大学 松永 裕己、松本 亨
廃棄物焼却施設におけるエネルギー回収による CO2 排出量の間接削減に関する検討
京都大学 ○水谷 耕平、森澤 眞輔、高岡 昌輝、大下 和徹、水野 忠雄

B1
【 9 月 17 日（木）
B1-1
B1-2
B1-3

B1-4
B1-5
B1-6

第 4 会場

B2-1
B2-2
B2-3
B2-4
Poster 2

B2-5
B2-6
B2-7

Poster 2

B2-8

容器包装リサイクル

13:30 – 15:00 】

プラスチック廃棄物の現状と LCA によるそのリサイクル手法選定に関する研究
(社)プラスチック処理促進協会 ○西原 一、尾崎 吉美
レジ袋やごみ袋に含まれる鉛についての日韓比較調査
京都大学 ○閔 智賢、浅利 美鈴、酒井 伸一
ケミカルリサイクルにおける投入プラスチックの組成変化を考慮したプラスチック製容器包装廃棄物のカスケードリ
サイクルの環境負荷削減効果
東京大学 ○奥野 亜佐子、山本 和夫、中島 典之
プラスチックの水平リサイクルとカスケードリサイクルの評価
名古屋大学 ○藤井 実
東京大学 中谷 隼
(独)国立環境研究所 大迫 政浩、森口 祐一
ライフサイクル評価に基づくプラスチック製容器包装リサイクルの問題解決への提言
東京大学 ○鈴木 香菜、中谷 隼、平尾 雅彦
品質を考慮したペットボトルリサイクルの多基準意思決定の枠組み
東京大学 ○中谷 隼、平尾 雅彦

B2
【 9 月 19 日（土）

低炭素社会

11:00 – 12:00 】

第 2 会場

電気電子製品・自動車リサイクル

10:45 – 12:15 】

ブラウン管テレビの退蔵・廃棄モデルとアナログ放送停波の影響
京都大学 ○丸川 純、浅利 美鈴、酒井 伸一
二次資源としての使用済み電気・電子製品の類型化
(独)国立環境研究所 ○小口 正弘、肴倉 宏史
東京大学 村上 進亮
(独)国立環境研究所 貴田 晶子
韓国の使用済み電気・電子機器の排出量に関する考察と再活用義務実践の評価
京都大学 ○金 小瑛
国立環境研究所 寺園 淳、吉田 綾、村上(鈴木) 理映
使用済み携帯電話のリサイクル、リユースの現状と課題
(独)国立環境研究所 ○村上(鈴木) 理映
東京大学 村上 進亮
(独)国立環境研究所 寺園 淳
廃電気電子製品 (ノート PC、プリンター、TV) の基板中の金属量調査
(独)国立環境研究所 ○川口 光夫、貴田 晶子
自動車のリサイクル部品の促進における環境貢献ポイントの拡張
早稲田大学 ○根岸 貴紀、山本 祐司、切川 卓也、小野田 弘士、永田 勝也
中国における自動車リサイクル政策の最新動向と解体現場の実態分析
東北大学 ○車 佳、劉 庭秀、大村 道明
日中韓の自動車リサイクル制度における拡大生産者責任とパートナーシップ
東北大学 ○劉 庭秀、車 佳、大村 道明
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一 般 セ ッ シ ョ ン
B3
【 9 月 17 日（木）
Poster 1

B3-1
B3-2

Poster 2

B3-3

B3-4
B3-5

B3-6
B3-7
Poster 2

B3-8
B3-9

Poster 1

B3-10

第 2 会場

建設リサイクル／無機性廃棄物の資源化

13:30 – 15:00 】

家屋解体起源等の木くずチップ中のハロアニソール類
埼玉県環境科学国際センター ○倉田 泰人、渡辺 洋一
LIBS 法を用いた防腐剤 (CCA) 処理木材の判別方法の開発
北海道立工業試験場 ○高橋 徹、富田 恵一、若杉 郷臣
北海道大学 吉川 孝三
色彩情報による建設廃棄物の性状評価
埼玉県環境科学国際センター ○渡辺 洋一、川嵜 幹生
日本工業大学 小野 雄策
(独)国立環境研究所 山田 正人
半水石膏により改良された土質材料の力学及び溶出特性
福岡大学 ○佐藤 研一、伊藤 恵輔、押方 利郎
石炭灰の安全安心な再生資源化を目指した酸洗浄処理技術の開発 −洗浄時間が除去特性に及ぼす影響−
(株)大林組 ○田島 孝敏、久保 博、甚野 智子
相馬環境サービス(株)熊谷 祐一、管野 栄
東北大学 柏倉 俊介
凝集剤循環型リン回収プロセスによるリン回収
龍谷大学 ○横塚 裕也、岸本 直之
ムラサキイガイを用いたメタン発酵・脱窒素同時処理プロセスにおける硝酸態窒素濃度の影響
創価大学 ○秋月 真一、泉 光一、長尾 宣夫、丹羽 千明、戸田 龍樹
アルミ灰を添加した発泡ガラスの作製と吸着性評価
東海大学 ○駒木根 直子、佐々木 雅美
フッ素電解処理装置の実用化に向けた研究
日本大学、ジェコス(株) ○大松澤 季宏
日本大学 大木 宜章、木科 大介
ジェコス(株)岩﨑 伸一
真空紫外光による多孔質炭素の表面改質
名古屋市工業研究所 ○山口 浩一、小島 雅彦
(独)産業技術総合研究所 穂積 篤

B4
【 9 月 19 日（土）
B4-1

B4-2
Poster 2

B4-3

Poster 2

B4-4
B4-5
B4-6
B4-7

Poster 1

B4-8

Poster 2

B4-9

Poster 2

B4-10

Poster 1

B4-11

Poster 2

B4-12

第 2 会場

廃プラスチックの資源化

9:15 – 10:30 】

相溶化技術を用いた廃積層フィルムのダイレクトシート成形技術の開発
(社)プラスチック処理促進協会 ○山脇 隆、尾崎 吉美

新第一塩ビ(株)大和 多美男
信越化学工業(株) 馬場 誠

FRP の亜臨界水分解技術の実用化開発 (3)
パナソニック電工(株) ○矢野 宏、真継 伸、宮崎 敏博
ポリ乳酸廃材を母材としたカルシウム化合物含有複合材料の調製と評価
宇都宮大学 ○加藤 佳史
(株)星プラスチック 星 忠一
宇都宮大学 刈込 道徳、木村 隆夫
資源循環を目指したバイオマスプラスチックの高速酵素分解
東洋製罐グループ綜合研究所 ○片山 傳喜、吉川 成志、小暮 正人
トリアセチルセルロースの再資源化技術の開発
広島県立総合技術研究所 ○塚脇 聡、橋本 寿之、谷口 勝得
耐衝撃性ポリスチレンの熱分解における臭素系難燃剤及び三酸化アンチモンの影響
東北大学 ○柄木田 大樹、Grause Guido、亀田 知人、吉岡 敏明
廃棄物系バイオマスから製造したタール中でのエポキシ基板の可溶化
(独)産業技術総合研究所 ○加茂 徹
千葉大学 鄒 卓裔
(独)産業技術総合研究所 安田 肇
千葉大学 足立 真理子、中込 秀樹
廃プラスチック類洗浄前処理による資源化と最終処分場安定化に関する研究
福岡大学 ○武下 俊宏、程 飛、為田 一雄、高野 治、趙 銀娥、樋口 壯太郎
(財)福岡県環境保全公社 花嶋 正孝
リサイクルに向けたラマン散乱分光による廃棄プラスチック識別
近畿大学、(株)サイム ○土田 哲大
近畿大学 河済 博文
(株)サイム 有方 和義、土田 保雄
塩ビ壁紙廃材から得られる炭化物の諸特性
(株)クレハ環境 福田 弘之、○宍野 淳、宝妻 博、安藤 暁宏、瀬尾 郁夫
塩ビ壁紙廃材の熱処理物を用いたアスベスト処理試験
(株)クレハ環境 福田 弘之、○横山 智宏、宝妻 博、安藤 暁宏、瀬尾 郁夫
オゾンを用いた親水化によるフィルム状塩素系プラスチックの沈降促進
広島大学 ○奥田 哲士、Reddy M.S.、中井 智司、西嶋 渉、岡田 光正

Poster 1 : 9 月 17 日（木） 豊田講堂ホワイエ 15:15 –16:30
Poster 2 : 9 月 18 日（金） 豊田講堂ホワイエ 15:00 –16:15
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一 般 セ ッ シ ョ ン
B5
【 9 月 19 日（土）
Poster 2

B5-1

Poster 1

B5-2

B5-3
Poster 1

B5-4

Poster 2

B5-5

Poster 2

B5-6

Poster 1

B5-7
B5-8
B5-9
B5-10

第 3 会場

食品廃棄物を利用した飼料によって生産された精肉に対する消費者の評価
芝浦工業大学 ○栗島 英明
(独)産業技術総合研究所 菱沼 竜男、玄地 裕
アンケート調査とコンジョイント分析を用いた食品廃棄物のリサイクル推進策の検討:札幌市における分別-バイオガ
ス化のニーズ調査
北海道大学 ○石井 一英、古市 徹、谷川 昇
北海道大学(現：双日) 佐藤 直生
間欠投入型コンポスト処理における生分解性プラスチックの分解
山梨大学 ○三木 健嗣、金子 栄廣
ショッピングセンターから排出される乾燥食品残さを肥料に用いたサラダナの養液栽培法の開発
名古屋大学 ○青山 ちひろ、高野 雅夫
(独)野菜茶業研究所 篠原 信
前処理したディスポーザ破砕生ごみのメタン発酵特性
(株)フジタ ○吉田 耕治、久保田 洋、矢島 聡
ディスポーザ排水からの浮遊固形物回収用固液分離システムの開発
(株)フジタ ○石川 光祥、久保田 洋、吉田 耕治、矢島 聡
(株)サトミ製作所 里見 仁
UASB 法による生ごみ可溶化液のメタン発酵処理における SS 濃度の影響
創価大学 ○米本 光治
創価大学 長尾 宣夫、丹羽 千明、戸田 龍樹
亜臨界処理による有機物分解の挙動に関する研究
日本大学 ○小野 隆幸、大木 宜章、高橋 岩仁、青木 忠尚
食品残渣を利用したアルコール・メタン 2 段発酵の実証試験
東京ガス(株) ○大坂 典子、高橋 徹、小池 洋潤
UASB リアクターによる生ごみ可溶化液を用いたグラニュール形成
創価大学 ○江澤 雄一
創価大学 長尾 宣夫、丹羽 千明、戸田 龍樹

B6
【 9 月 17 日（木）
B6-1

B6-2
Poster 2

B6-3

Poster 2

B6-4
B6-5
B6-6
B6-7

第 2 会場

B7-1

B7-2
Poster 1

B7-3
B7-4
B7-5

Poster 2

B7-6
B7-7

家畜排せつ物の資源化／堆肥化

9:30 – 10:45 】

ブドウ搾り滓を用いた豚ふん堆肥化過程におけるアンモニア発生の抑制
山梨県環境科学研究所 ○吾郷 健一、森 智和、長谷川 達也
山梨県総合農業技術センター 山崎 修平
山梨大学 川 良香、山村 英樹、御園生 拓、金子 栄廣、早川 正幸
大規模コンポスト化システムにおける有機物分解過程と微生物叢解析
静岡大学 中崎 清彦、○三本 紘士
安定同位体希釈法による堆肥連用土壌中の可給性カドミウム量の評価
農業環境技術研究所 ○川崎 晃
農業環境技術研究所、日本学術振興会 箭田(蕪木) 佐衣子
熊本県農業研究センター 柿内 俊輔
鶏ふん焼却灰からのリン化合物回収プラント運転に関する研究
宮崎大学 ○矢野 浩司、土手 裕、関戸 知雄
コンポスト中からの生分解性プラスチック分解菌の探索
山梨大学 ○落合 知、金子 栄廣
コンポスト材料の乾燥に関する検討
山梨大学 ○林 和希、金子 栄廣
家畜排せつ物の堆肥化におけるアンモニアガス発生量の検証
福島大学 ○武田 栄輝、佐藤 理夫

B7
【 9 月 17 日（木）

食品廃棄物・生ごみの資源化

9:15 – 10:15 】

第 2 会場

その他有機性廃棄物の資源化

11:00 – 12:15 】

パイロット規模の膜分離活性汚泥法による余剰汚泥の好気性分解に関する研究
豊橋技術科学大学 ○神本 祐樹、尾崎 敬史
ユニチカ(株) 大地 佐智子、名和 慶東
豊橋技術科学大学 木曽 祥秋
国立保険医療科学院 水道 山田 俊郎
膜分離を伴う溶媒抽出による廃潤滑油の再生処理
名古屋大学 ○三輪 高裕、義家 亮、植木 保昭、成瀬 一郎
イオン液体と固体酸を組み合わせた木質系バイオマス前処理法の検討
神奈川県環境科学センター ○渡邉 久典
皮革廃棄物を利用した多孔質シリカの合成
大阪府立産業技術総合研究所 ○道志 智
未利用間伐材の 2 次製品化を目指した表面加工に関する研究
阿南高専 西岡 守、○岡澤 俊範
ラマン分光法を用いた含水多成分系液混合溶液の定量分析
日本大学 ○青木 健、沼田 靖、田中 裕之
廃木材を利用したリン酸イオン吸着材の開発
秋田県産業技術総合研究センター ○遠田 幸生、佐藤 和美
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一 般 セ ッ シ ョ ン
B8
【 9 月 18 日（金）
Poster 2

B8-1
B8-2
B8-3
B8-4

Poster 1

B8-5

Poster 2

B8-6

Poster 2

B8-7

B8-8
B8-9
Poster 1

B8-10

第 2 会場

水素発酵／バイオディーゼル化

10:45 – 12:00 】

多様な有機性廃棄物から水素生成可能な植種微生物の獲得に向けた検討
龍谷大学 ○中村 拓郎、山本 陽介、井上 愛子
大阪大学 澤村 啓美
龍谷大学 石垣 智基
嫌気性発酵による乳酸からの水素生成
東北大学 ○五十嵐 政成、亀田 知人、吉岡 敏明
アルミナ担持ニッケル触媒によるグリセリンの水蒸気改質反応
群馬県立群馬産業技術センター ○鈴木 崇
桐生ガス(株)村上 恵理、木村 光
アルカリ触媒法によるバイオディーゼル燃料製造における水分除去方法の検討
広島国際学院大学 ○国信 祐樹
埼玉大学 内海 能亜
福山工業高等学校 土生 達朗
広島国際学院大学 中村 格芳
廃油脂類からの第二世代バイオディーゼル燃料製造に関する基礎的検討 (性状調査、前処理の検討および燃料化の可
能性)
(独)国立環境研究所 倉持 秀敏、○大迫 政浩
(独)産業技術総合研究所 鳥羽 誠、葭村 雄二
日本大学 辻 智也
兵庫県立大学 前田 光治
京都バイオサイクルプロジェクト バイオディーゼル原料拡大技術開発
日立造船(株) ○田中 新吾、岡田 正史
(財)京都高度技術研究所 中村 一夫
京都バイオサイクルプロジェクト 不純物混入によるバイオディーゼル燃料合成への影響
(独)国立環境研究所 ○倉持 秀敏
京都大学 矢野 順也、浅利 美鈴
京都高度技術研究所 中村 一夫
京都大学 酒井 伸一
バイオエタノール工場排水処理の省資源化技術に関する試験
ヤンマー(株) ○時 秀樹、板倉 啓人
ホタテガイ酵素を用いた同時糖化発酵によるバイオマスリファイナリー
静岡大学 ○柳澤 満則
北海道大学 尾島 孝男
静岡大学 中崎 清彦
発酵水素生産における廃木質系炭化物の固定化担体としての利用
(独）国立環境研究所 ○佐野 彰
NPO 法人 矢作川と三河武士フォーラム 鬼頭 俊雄

B9
【 9 月 18 日（金）
B9-1

B9-2
B9-3
Poster 2

B9-4

B9-5
B9-6
Poster 2

B9-7

第 2 会場

バイオガス化

9:15 – 10:30 】

京都バイオサイクルプロジェクト 高効率メタン発酵技術開発 (第 1 報)
京都高度技術研究所 中村 一夫
京都大学 酒井 伸一
京都高度技術研究所、京都市 堀 寛明
(株)タクマ 宍田 健一、岩崎 大介、○久堀 泰佑
大阪ガス(株) 坪田 潤
高温メタン発酵による廃乳製品のバイオガス化実証試験
メタウォーター(株) ○清水 康次、佐々木 康成、梅本 真鶴、森 豊
明治乳業(株)松本 浩二、柴田 光一
家畜ふん尿バイオガス化施設におけるバイオガス利用方法の現状分析と普及策の検討
北海道大学 ○山田 雄基、古市 徹、谷川 昇、石井 一英
新規高温メタン発酵リアクターによる無希釈生ごみ処理―滞留時間及び回分方式における処理性能の挙動解析―
長岡技術科学大学 ○賀澤 拓也、小松 俊哉、山口 隆司
大成サービス(株) 中村 明靖、浅海 博基
大成建設(株)帆秋 利洋
「先進型高効率乾式メタン発酵システム実験事業」(第 3 報) ― 平成 20 年度実験システムの運転状況
穂高広域施設組合 二條 久男
(株)東洋設計 ○西嶋 真幸、深澤 愛
微生物集積型リアクターを用いた生ごみの高負荷連続処理に関する研究
創価大学
○田島 伸明、長尾 宣夫、丹羽 千明、戸田 龍樹
生分解性の異なる基質を用いた嫌気性消化プロセスにおける基質粒子径の影響
創価大学
○泉 光一、長尾 宣夫、丹羽 千明、戸田 龍樹

C1
【 9 月 19 日（土）
C1-1
C1-2
Poster 1

C1-3

Poster 2

C1-4
C1-5

C1-6

第 4 会場

焼却

9:15 – 10:15 】

竪型ストーカーにおける廃棄物焼却速度に関する考察
(株)プランテック 勝井 征三、勝井 基明、磯谷 紘、長谷部 泰三、中島 大輔、○増田
DBO 方式による次世代ストーカ施設の運転実績
(株)荏原製作所 佐藤 誉司、山本 充利、○井口 哲治、佐々木 稔、有原
産業廃棄物焼却施設における 1,4-ジオキサン排出量調査 (第 2 報)
(株)クレハ環境 堀口 司、大岡 幸裕、小倉 伸夫、長谷川 真弓、○飯高
一般廃棄物焼却施設排ガス中 N2O、CH4 の排出挙動
龍谷大学 ○占部 武生、森田 尭之、石垣
高温腐食センサによるごみ焼却炉ボイラ伝熱管の減肉モニタリング
カワサキプラントシステムズ(株) ○竹田 航哉、菅田 雅裕、前川 勇、上原 伸基、村田
川崎重工業(株)下村 育生、亀井
マグネシウム-アルミニウム酸化物を用いたごみ焼却排ガスの新規処理プロセス開発
東北大学 ○内山 直哉、亀田 知人、グラウゼ ギド、吉岡
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倹吾
元史
陽介
智基
英彰
裕次
敏明

一 般 セ ッ シ ョ ン
C2
【 9 月 19 日（土）
C2-1
Poster 2

C2-2
C2-3

C2-4
C2-5
C2-6

第 5 会場

バイオマス・プラスチック系廃棄物の熱分解・ガス化反応における生成物の物質収支および基礎特性
(独)国立環境研究所 ○黄 仁姫、川本
克也
水熱処理による炭化汚泥からのリン回収
四日市大学 ○高橋 正昭、武本 行正
京都バイオサイクル PJ ガス化メタノール合成技術開発 (第 2 報)
(財)京都高度技術研究所 中村 一夫
京都市 堀 寛明
京都大学 酒井 伸一
(株)タクマ ○井藤 宗親、鮫島 良二
廃棄物系バイオマス由来タール成分の分離除去における多孔質材料の効果
(独)国立環境研究所 ○小林 潤、川本 克也
名古屋大学 小林 敬幸
尿素を出発原料とする水素製造技術
群馬県立群馬産業技術センター ○小松 秀和、鈴木 崇
小規模廃棄物発電用の低発熱量ガス駆動火花点火機関開発に使用する模擬ガスの生成
大分大学 ○安藤 真、加藤 義隆

C3
【 9 月 18 日（金）
C3-1
C3-2
C3-3
C3-4

C3-5

第 5 会場

C4-1
Poster 1

C4-2

Poster 2

C4-3
C4-4
C4-5
C4-6

Poster 2

C4-7

Poster 1

C4-8

Poster 2

C4-9
C4-10

ガス化溶融・灰溶融

10:45 – 12:00 】

シャフト炉式ガス化溶融炉におけるバイオマスコークスの適用
新日鉄エンジニアリング(株) 西 猛、○柏原 友、星沢 康介、小林 淳志、長田 守弘
流動床式ガス化溶融炉のスラグ化率向上
日立造船(株) 小田切 宏、白石 裕司、古林 通孝、○山植 基裕、堂本 博幸、佐野 順一
ガス化溶融炉運転条件とダイオキシン類量との関連調査研究
三機工業(株) ○宮田 治男
(独)国立環境研究所 川本 克也
三機工業(株)古橋 誠
灰溶融炉耐火物耐久性予測のための新技術運用実績報告
三菱重工業(株) 野間 彰、原田 朋弘
三菱重工環境エンジニアリング(株) 山田 明弘、佐藤 鉄雄、井上 敬太、田澤 辰夫、○藤川 直樹
可燃物混合溶融による燃料式溶融炉のランニングコスト低減技術
(株)クボタ ○黒石 智、宝正 史樹、加納 弘也、向井 哲一郎、上林 史朗

C4
【 9 月 18 日（金）

炭化・ガス化―改質

9:15 – 10:30 】

第 5 会場

排ガス処理／焼却灰・飛灰

9:15 – 10:30 】

石炭中のホウ素の燃焼過程における揮発挙動
東北大学 ○柏倉 俊介
(株)新日本製鐵 高橋 貴文
東北大学 長坂 徹也
フッ素、ホウ素、水銀の処理過程での挙動について (第２報)
大阪市立環境科学研究所 ○高倉 晃人、西尾 孝之、西谷 隆司、山本 攻
都市ごみ焼却灰中の放射性核種−放射能濃度の月間変動−
明治大学 ○岩鼻 雄基
(株)リガク 大渕 敦司
東京大学 小池 裕也
明治大学 北野 大、中村 利廣
焼却灰及びばいじんにおけるレアメタルの賦存量
立命館大学 武田 信生
ダイネン(株) 向井 明、○内海 尚樹
一般廃棄物焼却残渣における銀、パラジウムの賦存量と回収方法の検討
京都大学 ○高岡 昌輝、濱岡 真由、大下 和徹、塩田 憲司、水野 忠雄、森澤 眞輔
各種廃棄物焼却灰を原料とした混合セメントの開発
鹿児島工業高等専門学校 ○前野 祐二、三原 めぐみ、長山 昭夫
(財)鹿児島県環境技術協会 山口 善敬
明星大学 宮脇 健太郎
廃棄物から作成したリン酸アルミニウムを用いた焼却飛灰の鉛固定化処理
菱光石灰工業(株) ○貝掛 勝也、角森 道人
宮崎大学 中尾 拓矢、関戸 知雄、土手 裕
硫化物法による飛灰中重金属の不溶化処理
日立造船(株) ○勝木 誠、原田 浩希、古林 通孝
紫外線照射による一般廃棄物焼却灰に含有される鉛の不溶化メカニズムの検討
福岡大学 ○藤川 拓朗、佐藤 研一
(独)国立環境研究所 肴倉 宏史
溶融飛灰資源化の現状と展望
早稲田大学 ○小西 洋紀、胡 浩
早稲田大学 小野田 弘士
早稲田大学 永田 勝也

Poster 1 : 9 月 17 日（木） 豊田講堂ホワイエ 15:15 –16:30
Poster 2 : 9 月 18 日（金） 豊田講堂ホワイエ 15:00 –16:15
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一 般 セ ッ シ ョ ン
C5
【 9 月 19 日（土）
C5-1
C5-2
C5-3
C5-4
Poster 2

C5-5
C5-6

Poster 1

C5-7
C5-8

Poster 2

C5-9

Poster 2

C5-10

第 4 会場

溶融スラグのアンモニウムイオン吸着剤としての有効利用に関する基礎的研究 (第 2 報)
栃木県保健環境センター
○藤田 幸生
栃木県窯業技術支援センター 見目 誠造
シュレッダーダスト溶融スラグのコンクリート用細骨材としての利用
宮城大学 ○北辻 政文
新日鉄エンジニアリング(株) 伊能 泰夫
北九州エコエナジー(株) 田中 宏和
産業廃棄物由来溶融スラグの性状に関する調査 (一廃スラグとの比較)
(社)全国産業廃棄物連合会 ○日浦 朋子、岡田 起平、渡辺 一平、清水 益人、松岡 庄五、上埜 秀明
不法投棄物溶融処理スラグを用いたコンクリート二次製品の強度特性
地方(独)岩手県工業技術センター ○菅原 龍江、佐藤 佳之
岩手大学 藤原 忠司、小山田 哲也
不法投棄物溶融スラグを細骨材として用いたコンクリートの物性
地方(独)岩手県工業技術センター ○佐藤 佳之、菅原 龍江
岩手大学 藤原 忠司、小山田 哲也
IR スペクトル分析による産廃スラグ中の金属元素の存在様式の推定
千葉科学大学 ○安藤
生大、地下 まゆみ、上野 宏共
DOWA エコシステム千葉(株) 原 雄
ジャパン・リサイクル(株) 荒金 勝義、中野 健一
愛媛大学 逸見 彰男、アビディン ザエナル、松枝 直人
溶融スラグ中 Pb および Ca の化学形態と Pb の溶出特性の関係について
京都大学 ○滝本 陽一、高岡 昌輝、大下 和徹、塩田 憲司、森澤 眞輔、水野 忠雄、藤森 崇
溶融スラグのガラス骨格組成と鉛溶出挙動との関係(実験的検討)
(株)クボタ ○釜田 陽介、佐藤 淳、上林 史朗、阿部 清一
溶融スラグのガラス骨格組成と鉛溶出挙動との関係 (実炉スラグによる検討)
(株)クボタ 釜田 陽介、○加納 弘也、佐藤 淳、上林 史朗、阿部 清一
徐冷溶融スラグ破砕後の化学的特性
応用地質(株) ○猪狩富士夫
宇都宮大学 今泉 繁良

D1
【 9 月 17 日（木）
D1-1
D1-2
D1-3

D1-4

D1-5

第 3 会場

D2-1

D2-2

D2-3

D2-4

D2-5

埋立地しゃ水(1)

13:30 – 14:45 】

ベントナイト混合土層の強度特性評価
宇都宮大学 ○今泉 繁良、渡辺 香菜、吉直
材料の異なる遮水層間のせん断強さからみた一体性について
大林組 ○柴田 健司、小竹 茂夫、高橋 真一
大林道路 堀
乾燥・湿潤状態での貫入性能についての考察
土木シート技術協会 ○近藤 三樹郎
DOWA エコシステム(株) 狩野 真吾
三菱樹脂(株)鳥居
シーアイ化成(株) 渡部
三層遮水シート工の貫入性能についての考察
ダイニック・ジュノ(株)
○清水 昭二
DOWA エコシステム(株) 狩野
土木シート技術協会 近藤 三樹郎
三菱樹脂(株) 鳥居
五層遮水シート工の貫入性能についての考察
DOWA エコシステム(株) ○狩野 真吾
土木シート技術協会 近藤 三樹郎
(株)タツノ化学 徳永
三菱樹脂(株)鳥居

D2
【 9 月 19 日（土）

溶融スラグ

10:45 – 12:15 】

第 6 会場

卓也
浩明
一春
直人
真吾
一春
公男
一春

埋立地しゃ水(2)

9:15 – 10:30 】

基盤の沈下を模擬した大型土槽実験による遮水シートの変形挙動
八千代エンジニヤリング(株) ○宇佐見 貞彦
日本アドックス(株) 工藤
ネオ・ルーフィング(株) 加納 光
宇都宮大学 今泉
高品質粘土を用いた遮水工構築に関する基礎的研究(材料特性の検討)
(株)地域地盤環境研究所 ○藤原 照幸
西武建設(株)成島 誠一
(株)ホージュン 水野
アキュテック(株) 稲元
高品質粘土を用いた遮水工構築に関する基礎的研究(施工品質の検討)
西武建設(株) ○成島 誠一
(株)地盤環境研究所 藤原 照幸
(株)ホージュン 水野
アキュテック(株) 稲元
土質系遮水材料の透水試験と遮水性能について
大阪工業大学 ○岩永 駿平
大阪工業大学 日置 和昭
日本推進建設(株) 紙谷
(財)地域地盤環境研究所 本郷
表面遮水工に使用する保護マットによる浸出水水質への影響
ダイユウ技研土木(株) ○桧垣 光次
福岡大学 柳瀬 龍二、松藤

Poster 1 : 9 月 17 日（木） 豊田講堂ホワイエ 15:15 –16:30
Poster 2 : 9 月 18 日（金） 豊田講堂ホワイエ 15:00 –16:15
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賢悟
繁良
正之
裕二
正之
裕二
恵介
隆夫
康司

一 般 セ ッ シ ョ ン
D3
【 9 月 18 日（金）
D3-1

D3-2

D3-3

D3-4

D3-5

第 4 会場

基礎杭打設時の表面処理が海面処分場の底面遮水工に与える影響(短期的影響)
中電技術コンサルタント(株) ○蔦川 徹
呉工業高等専門学校 森脇 武夫
広島県立総合技術研究所 岡本 拓
(株)日本触媒 服部 晃、岡本 功一
中電技術コンサルタント(株)渡辺 修士、平尾 隆行、眞田 一磨
埋立廃棄物中の汚濁成分の溶出に及ぼす保有水位変動の影響
九州大学 ○小宮 哲平、島岡 隆行
五洋建設(株) 古賀 大三郎
(財)廃棄物研究財団 八木 美雄、西田 卓史
大阪湾広域臨海環境整備センター 高田 光康
海面埋立処分場における内水ポンドの構造と水質浄化能
大阪市立大学 ○貫上 佳則
(株)アーシン 吉川 克彦、西村 想
九州大学 島岡 隆行
(財)廃棄物研究財団 八木 美雄、西田 卓史
大阪湾広域臨海環境整備センター 高田 光康
海面埋立処分場における好気的埋立の基礎実験
神戸市 ○八木 正博、中道 民広
クリーン神戸リサイクル(株) 長屋 滋
(株)アーシン 吉川 克彦、西村 想
九州大学 島岡 隆行
(財)廃棄物研究財団 八木 美雄、西田 卓史
大阪湾広域臨海環境整備センター 高田 光康
水質浄化効果の評価に基づく海面埋立処分場内水ポンドの提案
(株)アーシン ○西村 想
大阪市立大学 貫上 佳則
(株)アーシン 吉川 克彦
九州大学 島岡 隆行
(財)廃棄物研究財団 八木 美雄、西田 卓史
大阪湾広域臨海環境整備センター 高田 光康

D4
【 9 月 18 日（金）
D4-1

D4-2

D4-3

D4-4

D4-5

第 4 会場

D5-1
Poster 1

D5-2
D5-3
D5-4
D5-5

Poster 2

D5-6
D5-7
D5-8

Poster 2

D5-9

海面埋立(2)

10:45 – 12:00 】

海面廃棄物最終処分場における保有水挙動予測モデルの再現性に関する検討
(財)港湾空間高度化環境研究センター 小田 勝也
国土技術政策総合研究所 有賀 藍
中央開発(株) 束原 純、○神原 隆則、橋本 和佳、前田 直也、王寺 秀介
海面廃棄物最終処分場における保有水水位の平面分布
(財)港湾空間高度化環境研究センター 小田 勝也
国土技術政策総合研究所 有賀 藍
中央開発(株) ○束原 純、神原 隆則、橋本 和佳、前田 直也、王寺 秀介
海面廃棄物最終処分場における保有水挙動予測モデルのパラメータに関する検討
(財)港湾空間高度化環境研究センター 小田 勝也
国土技術政策総合研究所 有賀 藍
中央開発(株) 束原 純、神原 隆則、○橋本 和佳、前田 直也、王寺 秀介
廃棄物の海面埋立を想定した試料群の静水中における 2 次元沈降挙動
ダンディー大学(英国) ○永岡 修一
福岡大学 鍋島 勇太
福岡大学 佐藤 研一、山田 正太郎
(財)日本環境衛生センター 八村 智明、宮原 哲也
(財)愛知臨海環境整備センター 武馬 雅志、鈴木 裕之
海面埋立処分場の安定化促進のための基盤システム提案と実施
(株)エイト日本技術開発 ○山口 隆三、松本 真
九州大学 島岡 隆行
(財)廃棄物研究財団 八木 美雄、西田 卓史
大阪湾広域臨海環境整備センター 高田 光康、浜田 圭吾、木下 暢男

D5
【 9 月 17 日（木）

海面埋立(1)

9:15 – 10:30 】

第 5 会場

化学物質の溶出と制御

13:30 – 15:00 】

廃棄物処分場浸出水におけるアンモニアの形態変化を考慮した毒性の解析
東京工業高等専門学校 ○根本 佳介、幡野 亜由美、庄司 良
(独)国立環境研究所 山田 正人、成岡 朋弘
埋立処分される廃棄物中の多環芳香族炭化水素 (PAHs) に関する研究
北海道大学 ○佐藤 昌宏、東條 安匡、松尾 孝之、松藤 敏彦
Ca 系水和物による石炭灰中微量有害物質の溶出抑制に関する研究
九州大学 ○叶 琢磨、斉藤 栄一、島岡 隆行
電気炉スラグ中リン酸カルシウム系鉱物へのフッ素の吸着現象に関する研究
九州大学 ○坂井 仁、高橋 史武、島岡 隆行
都市ごみ破砕不燃残渣の物理組成と各組成の水溶性成分含有量に関する研究
宮崎大学 ○平峯 界生、関戸 知雄、土手 裕
不燃破砕残渣の溶出特性 (環境暴露促進試験)
明星大学 ○大里 賢、宮脇 健太郎
鉄粉による亜鉛イオン除去機構の実験的検討
龍谷大学 ○岸本 直之、岩野 志織
九州南部に分布するシラスの汚染水浄化特性
早稲田大学 ○鶴田 正樹、香村 一夫
清水建設 馬場 直紀
ノバルティスファーマ(株) 山中 麻衣
鹿児島大学 志賀 美英
RO 膜による浸出水中のホウ素の除去に関する研究
(独)国立環境研究所 ○成岡 朋弘、山田 正人
東レ(株) 中辻 宏治
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一 般 セ ッ シ ョ ン
D6
【 9 月 18 日（金）
D6-1
D6-2

D6-3
Poster 1

D6-4

Poster 2

D6-5
D6-6
D6-7

第 3 会場

簡易機械生物処理の導入による温暖化ガス削減 CDM 事業の FS
鹿島建設(株) 間宮 尚、○三浦 一彦
バンドン工科大学 ダマンフリ アンリ
レーザーメタン計を用いた最終処分場内のメタンガス平面濃度分布調査
八千代エンジニヤリング(株) ○大渡 俊典
(独)国立環境研究所 山田 正人
龍谷大学 石垣 智基
大阪府港湾局 國森 雅彦
大阪湾広域臨海環境整備センター 高田 光康
八千代エンジニヤリング(株) 宇佐見 貞彦
廃石膏ボードの埋立処分に伴う硫化水素の発生抑制に関する基礎研究 (第 2 報)
福岡大学 ○正本 博士、川久保 雅人、山本 悠貴、重松 幹二、松藤 康司、柳瀬 龍二
埋立地現場における IPCC 一次分解モデルにおける好気性分解補正係数 (MCF) の評価
(独)国立環境研究所 ○山田 正人、遠藤 和人、ワンヤオ コムシン
復建調査設計(株) 朝倉 宏
龍谷大学 石垣 智基
閉鎖式チャンバー法より計測されるガスフラックスについて
(独)国立環境研究所 ○石森 洋行、遠藤 和人、山田 正人
埋立終了後の廃棄物最終処分場に設置された受動型ガス抜き管内の温度・埋立ガス成分調査 (第３報)
室蘭工業大学 ○吉田 英樹
最終処分場のキャッピングに関する実験的研究
GSC 研究会 鳥居 一春、寺田 泰昌、下田 宏治、○山本 寛一、石坂 修、石川 雅洋、小谷 克己

D7
【 9 月 19 日（土）
D7-1
D7-2

D7-3

D7-4
D7-5
Poster 2

D7-6

Poster 1

D7-7

Poster 2

D7-8

Poster 2

D7-9

Poster 1

D7-10

Poster 2

D7-11

埋立ガス

10:45 – 12:00 】

第 7 会場

埋立地モニタリング

9:15 – 10:30 】

最終処分場を模した廃棄物地盤における降水による性状変化
早稲田大学 ○樋口 健人、河村 陽介、杉崎 真幸、望月 貴史、香村 一夫
管理型最終処分場における埋め立て途中と終了後の浸出水水質挙動比較
福井県衛生環境研究センター ○田中 宏和、森陰 早也香、長谷川 耕治、吉田 耕一郎
(独)国立環境研究所
山田 正人、遠藤 和人
福井資源化工(株) 藤井 直幸、大家 清紀
嫌気的ガス発生ポテンシャルを用いた廃棄物の安定度評価手法の構築
龍谷大学 ○石垣 智基、加藤 光、木村 恭輔
(独)国立環境研究所 山田 正人
大阪大学 澤村 啓美
八千代エンジニヤリング(株) 宇佐見 貞彦、大渡 俊典
大阪湾広域臨海環境整備センター 高田 光康
産業廃棄物最終処分場における廃棄物層の比抵抗について
神奈川県環境科学センター ○福井 博、坂本 広美、高橋 通正
廃棄物地盤を対象とした調査・探査技術の適用性検討
鹿島建設(株) ○小澤 一喜、荒川 研佑、間宮 尚、川端 淳一、染谷 麻優子、横田 泰宏、戸井田 克
管理型最終処分場の廃止基準に関する考察 (６)
埼玉県環境科学国際センター ○長森 正尚
(独)国立環境研究所 山田 正人
龍谷大学 石垣 智基
日本工業大学 小野 雄策
埋立物と比抵抗の比較調査事例
千葉県環境研究センター ○栗原 正憲、大石 修
最終処分場での比抵抗探査における埋立廃棄物の影響評価に関する研究
埼玉県環境科学国際センター ○磯部 友護、川嵜 幹生
日本工業大学 小野 雄策
(独)国立環境研究所 遠藤 和人、山田 正人
廃棄物最終処分場埋立層の可燃分率の違いによる微生物数・微生物群集多様の変化
大阪大学 ○澤村 啓美
龍谷大学 石垣 智基
大阪大学 池 道彦
国立環境研究所 山田 正人、遠藤 和人
大阪大学 惣田 聡
DNA マイクロアレイを用いた廃棄物最終処分場における微生物学的自浄能力の評価
龍谷大学 ○濱田 真樹、小林 泰士、石田 明希、石垣 智基
大阪大学 澤村 啓美、清 和成、井上 大介
毒性評価手法を用いた安定型最終処分場モニタリングシステムの開発
福岡大学 ○趙 銀娥、為田 一雄、樋口 壯太郎
(財)福岡県環境保全公社 花嶋 正孝

Poster 1 : 9 月 17 日（木） 豊田講堂ホワイエ 15:15 –16:30
Poster 2 : 9 月 18 日（金） 豊田講堂ホワイエ 15:00 –16:15
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一 般 セ ッ シ ョ ン
D8
【 9 月 19 日（土）
Poster 2

D8-1

D8-2
Poster 1

D8-3
D8-4
D8-5

Poster 2

D8-6
D8-7

D8-8

D8-9

Poster 2

D8-10

第 6 会場

焼却灰主体の埋立層の有機物の減少に与える通気量と有機物添加の影響
復建調査設計(株) ○朝倉 宏
(独)国立環境研究所 遠藤 和人、山田 正人、井上 雄三
日本工業大学 小野 雄策
京都工芸繊維大学 小野 芳朗
廃棄物の安定化とその評価に関する基礎的研究
鹿島建設(株) ○間宮 尚
北海道大学 古市 徹、谷川 昇、石井 一英
埋立廃棄物への間欠強制空気注入技術における送気期間の影響
(株)大林組 ○黒木 泰貴、峠 和男
北海道大学 古市 徹、谷川 昇、石井 一英
焼却灰の埋め立て管理における前処理の効果 (４)
(株)フジタ ○久保田 洋、矢島 聡
(株)クリーンセンター 酒田 雅央
福岡大学 武下 俊宏、樋口 壯太郎
最終処分場早期安定化技術の開発および安定化指標としての細菌叢解析の適用
クボタ環境サービス(株) ○堀井 安雄
西日本環境リサーチ(株)内田 正信、石橋 修一
福岡大学 樋口 壯太郎、武下 俊宏
(財)福岡県環境保全公社 花嶋 正孝
中国における環境負荷低減型埋立システムの開発に関する研究
中国都市建設研究院 徐
文龍
福岡大学 ○樋口 壯太郎、高 海京、為田 一雄
ドライフォグ状オゾン水注入による最終処分場の早期安定化
福岡大学 ○為田 一雄
西日本環境リサーチ(株)
内田 正信
福岡大学 高野 治、趙 銀娥、樋口 壯太郎
(財)福岡県環境保全公社 花嶋 正孝
焼却灰を主体とした最終処分場の安定化促進方法の検討 (１) 生物分解および洗い出し効果を高めた埋立構造・埋立
方法
(株)間組、NPO 最終処分場技術システム研究協会 ○弘末 文紀
東和テクノロジー(株)、NPO 最終処分場技術システム研究協会 桑本 潔
NPO 最終処分場技術システム研究協会 楢村 郁雄、今井 淳
焼却灰を主体とした最終処分場の安定化促進方法の検討 (２) 埋立前処理を行い、安定化を進めた焼却灰を埋め立て
る方法
(株)フジタ、NPO 最終処分場技術システム研究協会 ○山田 裕己
アタカ大機(株)、NPO 最終処分場技術システム研究協会 一瀬 正秋
NPO 最終処分場技術システム研究協会 今井 淳
焼却灰を主体とした最終処分場の安定化促進方法の検討 (３) 廃棄物の固化不溶化による早期安定化を目指した最終
処分場の構造
(株)竹中土木 ○小嶋 平三
(株)東電通 及川 茂樹
清水建設(株) 大野 文良
日本国土開発(株) 坂本 篤
(株)熊谷組 吉村 丈晴

D9
【 9 月 18 日（金）
Poster 1

D9-1

D9-2
Poster 2

D9-3

D9-4
D9-5
D9-6
D9-7

埋立地早期安定化

10:45 – 12:15 】

第 3 会場

被覆型処分場／跡地利用

9:15 – 10:30 】

被覆型最終処分場対応早期廃止技術の実証研究 (その１)
松尾設計グループ ○海老原 正明、清永 定光、又吉 康治、落合 勝幸、清水 剛、寺嶋 利幸、金田 芳久
福岡大学 武下 俊宏、樋口 壮太郎、押方 利郎
(財)福岡県環境保全公社 花嶋 正孝
クローズドシステム最終処分場におけるメタン発生量の簡便な推定方法の提案
北海道大学 ○神尾 英俊、古市 徹、谷川 昇、石井 一英
クローズドシステム処分場における廃棄物安定化指標の調査研究 (その５)
(株)福田組 ○小日向 隆
北海道大学 石井 一英
福岡大学 柳瀬 龍二
NPO 最終処分場技術システム研究協会 花嶋 正孝、古市 徹
廃棄物最終処分場等における高機能土構造物構築方法の実用化研究
旭化成ジオテック(株) ○安藤 彰宣、野上 恒生
(有) 泉商会 松尾 俊和
福岡大学 樋口 壯太郎
クローズドシステム処分場における散水と埋立方法に関する研究
(株)フジタ ○矢島 聡
北海道大学 石井 一英
NPO 最終処分場技術システム研究協会 花嶋 正孝、古市 徹
被覆施設と消臭剤を併用した埋立廃棄物掘削時の悪臭対策
(株)大林組 柴田 健司、○竹崎 聡、佐波 弘一朗、小竹 茂夫
青森産廃不法投棄事例の跡地利用選択方法のためのシステム解析
北海道大学 ○本間 隆之、古市 徹、石井 一英、谷川 昇
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一 般 セ ッ シ ョ ン
D10
【 9 月 19 日（土）
Poster 2

D10-1
D10-2

D10-3

D10-4
D10-5

D10-6
D10-7

Poster 1

D10-8

Poster 2

D10-9

第 7 会場

不法投棄／土壌・地下水汚染

10:45 – 12:15 】

廃棄物層における電磁探査法の適用事例 (２)
千葉県環境研究センター ○大石 修、佐藤 賢司、栗原 正憲
揮発性有機化合物で汚染された不法投棄現場の浄化に関する研究:原位置空気注入法の浄化メカニズムのモデル化と
実験的検討
北海道大学(現：リコーソフトウェア) ○大塚 美夏
北海道大学 古市 徹、石井 一英、谷川 昇
廃棄物の３次元モデル化におけるＥＭ探査手法の適用性に関する研究
(株)奥村組 ○大塚 義一
北海道大学 古市 徹、石井 一英、谷川 昇
伊藤忠テクノソリューションズ(株) 村中 一意、山根 裕之、新 良子
川崎地質(株) 柘植 孝
産業廃棄物不法投棄等の未然防止に向けた早期発見のためのアンケート分析
札幌市役所 ○中島 佑
北海道大学 古市 徹、金 相烈、谷川 昇、石井 一英
有機酸溶出促進と吸着剤・蒸発処理による重金属汚染土壌の浄化
(株)九州テクノリサーチ ○大川 清和
北九州市立大学 伊藤 洋、門上 希和夫
(株)九州テクノリサーチ 兵道 英男
日鉄環境エンジニアリング(株)宮崎 照美
廃溶剤の不法投棄に起因する土壌・地下水汚染の修復
(独)国立環境研究所 ○川本 克也
岩手県 加藤 陽一
地下水窒素汚染軽減のための家畜ふん尿の適正な牧草地還元方法について:数値シミュレーションによる有機態窒素
の無機化プロセスの検討
北海道大学 ○中村 一樹、古市 徹、石井 一英、谷川 昇
不法投棄現場の環境再生を支援するための大気環境モニタリング方法の検討
北海道大学 谷川 昇、古市 徹、石井 一英、○岩崎 謙二
青森・岩手県境産廃不法投棄現場における汚染拡散防止事業の効果検証
八戸工業大学 ○鈴木 拓也、福士 憲一

E1
【 9 月 19 日（土）
E1-1

E1-2
E1-3
E1-4
E1-5

第 5 会場

過熱蒸気によるアスベスト含有建材無害化物の無害性評価
西松建設(株) ○稲葉 力、石渡 寛之

大旺建設(株) 百代 淳一、高浪 哲郎、前 尚樹
戸田建設(株) 千葉 脩、澤田 晃也

アスベスト熱処理物の透過型電子顕微鏡 (TEM) による評価 (3)
(独)国立環境研究所 ○山本 貴士、貴田 晶子、野馬 幸生、寺園 淳
京都大学 酒井
代替試験片を用いた石綿含有廃棄物等の水中破砕・固化に関する基礎試験検討
飛島建設(株) ○内田 季延、関
アスベスト含有廃棄物の集光加熱溶融処理基盤技術に関する研究
(独)産業技術総合研究所 ○池田 伸一、梅山
吹付けアスベストの除去工事実績に基づく費用及び削減リスクの推定
京都大学 ○水嶋 周一、平井 康宏、酒井

E2
【 9 月 17 日（木）

廃石綿

10:45 – 12:00 】

第 3 会場

伸一
眞一
規男
伸一

有害金属／試験法

11:00 – 12:15 】

Poster 2

E2-1

熱力学的考察に基づく回収水銀の長期保管形態の基礎的検討

Poster 1

E2-2

水銀化合物の溶解度の pH 依存性と土壌への吸着特性

E2-3

地層保管された無機水銀の地下水-土壌分配挙動の実験的検討

(独)国立環境研究所

小口 正弘、○貴田 晶子

大阪市立大学 ○角谷 和志、水谷 聡、貫上 佳則

Poster 2

E2-4
E2-5
E2-6
E2-7

Poster 2

E2-8

Poster 1

E2-9
E2-10

Poster 2

E2-11

九州大学 高取 佑、○高橋 史武、島岡 隆行
無機硫黄系重金属固定化剤の反応メカニズムに関する理論的考察
大阪工業大学 ○渡辺 信久、湯 麗君
(株)ツインテック 中西 幸司
無機硫黄系重金属固定化剤の硫化水素ガスの発生と ORP に関する実験的考察
大阪工業大学 ○湯 麗君、渡辺 信久
(株)ツインテック 中西 幸司
金属スクラップの混入物に対する規制状況と課題
(独)国立環境研究所 ○吉田 綾
海上保安大学校 鶴田 順
(独)国立環境研究所 寺園 淳
Sn-Pb はんだからの Pb の長期溶出挙動と溶出メカニズムに関する実験的研究
(独)国立環境研究所 ○肴倉 宏史
九州大学 白波瀬 朋子
(独)国立環境研究所 川口 光夫、貴田 晶子
ブラウン管ガラスからの Pb 溶出量に対する微細粒子の影響
(独)国立環境研究所 肴倉 宏史
(独)産業技術総合研究所 ○杉田 創、井本 由香利、駒井 武、山下 勝、赤井 智子
廃棄物の有効利用を考慮した溶出試験の前処理方法の検討
福岡大学 ○古谷 仁志、佐藤 研一、藤川 拓朗
上向流カラム通水試験の室内精度評価とカラム内の移流拡散状況の観察
(財)電力中央研究所 ○井野場 誠治
(独)国立環境研究所 肴倉 宏史
再生製品に対する環境最大溶出可能量試験の検討
明星大学 ○胡 夢ジェ、宮脇 健太郎
国立環境研究所 大迫 政浩、肴倉 宏史
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一 般 セ ッ シ ョ ン プ ロ グ ラ ム ・ International Session
E3
【 9 月 17 日（木）
E3-1
E3-2

Poster 2

E3-3
E3-4
E3-5
E3-6

第 3 会場

その他有害廃棄物

9:30 – 10:45 】

マイクロ波非平衡プラズマを用いた難分解性廃液の直接分解
名古屋大学 ○笹井 亮、板谷 義紀
愛知電機(株) 田中 良
誘導加熱を用いた低濃度 PCB 汚染 OF ケーブル無害化処理装置の開発
日立造船(株) ○奥村 諭、山本 常平、佐々木 加津也、家山 一夫
関西電力(株) 野水 景三、小野 善孝、今堀 秀隆
訪問看護ステーションにおける在宅医療廃棄物処理の現状
近畿大学医学部附属病院 ○池田 行宏
MBR および UV/オゾン法による工場排水中の 1,4-ジオキサンの除去
(株)クボタ ○吉崎 耕大、村上 郁、米津 雄一、中河 浩一
6+
Cr2O3 含有耐火物使用の廃棄物溶融炉でのスラグ・耐火物における Cr 化合物の生成機構
龍谷大学 ○水原 詞治、占部 武生
近代における大学構内の廃棄事情：北海道大学の事例
北海道大学 ○遠部 慎
岡山理科大学 畑山 智史

Poster 1 : 9 月 17 日（木） 豊田講堂ホワイエ 15:15 –16:30
Poster 2 : 9 月 18 日（金） 豊田講堂ホワイエ 15:00 –16:15

FA
【 9 月 17 日（木）

KS
KS

KS

SWAPI

SWAPI

3R / Waste management

第 6 会場 13:30 – 15:00、豊田講堂ホワイエ 15:15 –16:30 】

FA-1

A Study on the Unit of Construction Wastes when Demolishing Buildings in Residence Environment
Improvement District
○Byeung-Hun SON, Won-Hwa, HONG (Kyungpook National University)
FA-2
Recent Development in Waste Plastics Recycling in Korea
○Woo Zin CHOI, Eun Kyu PARK (The University of Suwon) Nae Joon PARK, Bam Bit JUNG (Seohung En-Tech)
FA-3
Development of Cost Function for Municipal Solid Waste Management in Taiwan
○Yu-Chi Weng, Takeshi Fujiwara (Okayama University)
Yuzuru Matsuoka (Kyoto University)
FA-4
Solid Waste Management at Neighborhood Level in Jakarta, Indonesia
○Akino Midhany Tahir, Sachihiko Harashina (Tokyo Institute of Technology), Mitsuo Yoshida (JICA)
FA-5
Modeling and Evaluation on Separate Collection of Household Solid Waste in Republic of Palau
○Takeshi Fujiwara, Yuya Fukui (Okayama University)
Mengkur W. Rechelulk (Ministry of Resource and Development, Palau National Government)
Katsuo Fuji (Solid Waste Management Office, Koror State Government)
FA-6
The Study about An Optimization of Arranging Sensor at Automatic Waste Collecting System
○LEE, Sung il, KIM, Sung Hoon, LEE, Geum Suk, LEE, Seung Jae, KIM, Jong Tae, UM, Jin Seok
(GS E&C Research Institute)
FA-7
Climate Change Mitigation Potential of Reduction, Reuse and Recycling in Municipal Solid Waste in
Developing Asian Countries
○Janya Sang-Arun, Magnus Bengtsson, Magnus Bengtsson (Institute for Global Environmental Strategies)
FA-8
Challenges in Management and Transboundary Movement of Hazardous Waste in Malaysia
○Agamutu Periathamby (Institute of Biological Sciences, University of Malaya, Malaysia)
FA-9
Estimation of household solid waste generation and composition in a Mekong delta City, Vietnam
○Nguyen Phuc Thanh, Yasuhiro Matsui, Takeshi Fujiwara (Okayam University)
FA-10 3R and Climate Change Interactions
○Chettiyappan Visvanathan (Asian Institute of Technology, Thailand)
FA-11 A study on Holistic Decision Modeling for Solid Waste Management
○Shungo SOEDA (NIPPON KOEI CO.,LTD.) Sandra Cointreau (THE WORLD BANK)
Susan A. Thorneloe, (US EPA), Keith A. Weitz、Alexandra M. Zapata (RTI International)

KS: 韓国廃棄物学会
SWAPI: Society of Solid Waste Management Experts in Asia & Pacific Islands
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International Session
FB
【 9 月 17 日（木）

SWAPI
KS
KS
KS

KS
KS
KS
KS
KS

KS
KS

FB-1

The Prospect of Energy Recovery from Waste to Biomass
○Orawan Siriratpiriya, The Environmental Reserch Institute (Chulalongkorn University, Thailand)
FB-2
Characteristics of the aggregate sinterd from domestic sewage sludge at oxidation / reduction
surrounding
○Yeong-Seok YOO, Hyo-Jin BAN, Kyeong-Ho CHEON, Eun – Zoo PARK (Korea Institute of Construction Technology)
FB-3
Characteristics of adsorbent prepared by sintering the domestic sewage sludge
○Yeong-Seok YOO, Eun – Zoo PARK, Hyo-Jin BAN, Kyeong-Ho CHEON
(Korea Institute of Construction Technology)
FB-4
A study on the characteristics of carbonization residue of form the complex of woody waste and sewage
sludge
○Seung-Whee RHEE, Hyo-Hyun CHOI, Hun-Su PARK (Kyonggi University)
FB-5
Comparison of leaching characteristics of sulfate and TOC from shredded residue of mixed C&D waste
and some recycled materials
○Jose Alonso Montero Alfaro, Yasumasa Tojo, Takayuki Matsuo, Toshihiko Matsuto (Hokkaido University)
Masato Yamada (National Institute for Environmental Studies)
FB-6
A study of resourcization as clay block using dyeing wastewater sludge
○HWANG, Hyeon Uk, KIM, Hyeon Su, KANG, Dong Uk, KANG, Bo Mi, KIM, So Yeon, KIM, Ji Hoon, KIM, Young Ju
(Kyungpook National University)
FB-7
Evaluation of THC control using the support manufactured by spent foundry sand and loesses
○Hyo-Hyun CHOI, Seung-Whee RHEE, Hun-Su PARK (Kyonggi University)
FB-8
Compressive strength of paste/mortar/concrete prepared from MSWI bottom ash
○Ji Hyeon LEE, Woo Keun LEE, Tae Eun KIM (Kangwon National University)
FB-9
Effect of Coal Fly Ash Particle Sizes on the Slag-based Geopolymeric Monolith
○Jung-Hoon LEE, Se-GU SON, Young-Do KIM (Yeram REEM Research Center)
Woo-Keun LEE (Kangwon National University)
FB-10 Preparation of crystallized artificial marble using fly ash of MSWI
○Yeong-Seok YOO, Kyeong-Ho CHEON, Hyo-Jin BAN, Eun–Zoo PARK (Korea Institute of Construction Technology)
FB-11 Thermal analysis of bromination reactions of heavy metals with degradation product of TBBPA
○Sylwai Oleszek-Kudlak,Mariusz Grabda (IMRAM), (Tohoku University)
(Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences,Zabtze, Poland)
Michal Rzyman, Etsuro Shibata, Takashi Nakamura (IMRAM), (Tohoku University)
FB-12 Mass balance in difference types of composting facility
○HUIJUN ZHANG, TOSHIHIKO MASTUTO (Hokkaido University)
FB-13 Effect of salinity on the bio-ethanol fermentation process from food wastes
○Seung-Mi JEONG, Gil-Sun JIN, Mi-Jin KIM, Yong-Jin KIM,Dong-Hoon LEE
(Mokpo National Maritime University)
FB-14 Characteristics of Bio-solid Fuel produced from the Drying/Pelletization Plant of Sewage Sludge
○Bongjin JUNG, Wonjun NAM, Na-Yeon LEE, Hyun-Tae JOUNG, Hee-Chul YOON, Hyun-Bae KIM, Bo-Won LEE
(The University of Suwon)
KS
FB-15

FC
【 9 月 17 日（木）

KS

Recycle

第 6 会場 13:30 – 15:00、豊田講堂ホワイエ 15:15 –16:30 】

FC-1
FC-2

KS

FC-3

KS

FC-4

KS

FC-5

Thermal treatment

第 6 会場 13:30 – 15:00、豊田講堂ホワイエ 15:15 –16:30 】

Experimental study on the drying of organic sludge for solid fuel by technology of evaporative drying in
immersed hot oil(EDIHO)
○Jeong-Seung CHAE, Tae-In OHM, Seung-Hyun MOON (Hanbat National University)
Survey on current operating state of MSW carbonization facilities in Japan
○Shingo Nakayama (Eight-Japan Engineering Consultants Inc.)
In-Hee Hwang, Katsuya Kawamoto (National Institute for Environmental Studies)
Conversion of Tar during the Gasification of Wastes by using Thermal Treatment System
○Jeong Woo LEE, Sang Shin PARK, Tae U YU (Korea Institute of Industrial Technology)
The changes of sludge volatile compositions by hot gas drying process
○LEE, Weon Joon (Chonnam National University), Oh-Sub YOON (Hanbat National University)
Fuel gas production by gasification of refuse plastic fuel and low quality coal
○Jaehoon LEE, Sangwon PARK, Hyuntae KIM, Jin-won PARK (Yonsei University)
KS
FC-6

KS: 韓国廃棄物学会
SWAPI: Society of Solid Waste Management Experts in Asia & Pacific Islands
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International Session
FD
【 9 月 17 日（木）

FD-1
FD-2
SWAPI

FD-3

SWAPI

FD-4

SWAPI

FD-5

SWAPI

FD-6

KS

FD-7

SWAPI

FD-8

SWAPI

FD-9

SWAPI

FD-10

SWAPI

FD-11

KS

FD-12
FD-13

Estimation of Methane Generation Rate Constant for Tropical Landfills
○Komsilp Wang-Yao, Masato Yamada, Kazuto Endo, Tomohiro Naruoka, (National Institute for Environmental Studies)
Tomonori Ishigaki (Ryukoku University)
Investigation of Methane Oxidation in Tropical Landfills
○Masato Yamada, Komsilp Wang-Yao, Kazuto Endo, Tomohiro Naruoka (National Institute for Environmental Studies)
Tomonori Ishigaki (Ryukoku University)
Biological Mitigation of Methane in Refuse Landfill
○Youcai Zhao, School of Environmental Science and Engeneering (Tongji University, China)
GHG (Greenhouse Gas) Emission Reduction & CDM Waste Management Project Activities
○Albert Altarejos Magalang (Department of Environment and Natural Resources, Philippines)
Reducing Greenhouse Gas Emission by Recycling-Case Study in Taiwan
○Shui-Hway Yen (Taiwan Green Productivity Foundation,Taiwan)
MSW Landfill Leachate Treatment in China: Requirement, Problem and Strategy
○Yong Feng Nie (Department of Environmental Science and Engineering, Tsinghua University, China)
Polybrominated diphenyl ethers in wastewater, sewage sludge and leachate from landfills in Korea
○Ju-Tae SONG, Jong-Dae KIM, Byung-Hwan KIM, Hyae-Min CHOI, Yong-Jin KIM, Dong-Hoon LEE
(Mokpo National Maritime University)
Landfill Management in Vietnam - New Policy to Reduce Land Use for Municipal Solid Waste Disposal
○Nguyen Thi Kim Thai (University of Civil Engineering, Institute of Environmental Science and Engineering, Vietnam)
Construction and Operation of Semi-aerobic Landfill: Experience of Dhaka City Corporation
○Tariq Bin Yousuf (Waste Management Department, Dhaka City Corporation, Bangladesh)
Current Status of Disposal Site in Phnom Penh
○Sethy Sour (Department of Environmental Science, Royal University of Phnom Penh, Cambodia)
Linkages in Landfill Site Development and Operation
○Surya Man Shakya (Research and Development,
School of Environmental Management and Sustainable Development, Nepal)
Effect of leachate recirculation on decomposition of Municipal Solid Wastes in large-scale lysimeters
○Jae-Hwi SIM, Sung-Jin BAE, Eun-Young PARK, Je-Hyun NAH, Dong-Hun LEE (The University.of Seoul)
Study on the long-term carbon balance in an industrial solid waste landfill
○Hee Jong Kim, Toshihiko Matsuto (Hokkaido University)
KS
FD-14

FE
【 9 月 17 日（木）

KS

FE-1

KS

FE-2

SWAPI

FE-3

SWAPI

FE-4

KS

FE-5

Landfill

第 6 会場 13:30 – 15:00、豊田講堂ホワイエ 15:15 –16:30 】

Hazardous waste

第 6 会場 13:30 – 15:00、豊田講堂ホワイエ 15:15 –16:30 】

Chemical treatment of PCBs in an insulating oil of waste transformer using KOH
○In-Sick NAM, Joo-Yong LEE, Byung-Kyu WOO, Sung-Keun BAE (Changwon National University)
A Study on the Dioxin Formation from Phenol Compounds in the Thermal Process
Jae-Yong RYU, ○Seong-Ho JANG (Pusan National University), Nak-Chang SUNG (Dong-A University)
Choo-Yeun MOON, Jin-Sik PARK (Kyungwoon University)
Status of Hazardous Waste Management in India
○Kurian Joseph (Environmental Engineering Centre for Environmental Studies, Anna University Chennai, India)
Current Situation of Hazardous Waste Recycling in Indonesia
○Enri Damanhuri (Head of Air and Waste Management Reserch and Division Institute of Technology Bandung, Indonesia)
Changes in Characteristics of Heavy Metals in Municipal Solid Waste Ashes by Electron-Beam
○Sangchul NAM, Han S. KIM, Wan NAMKOONG, (Konkuk University)
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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
9 月 17 日（木）

伊勢湾台風から半世紀〜災害廃棄物について考える

第 6 会場 16:45 - 18:15

廃棄物資源循環学会シリーズ③「災害廃棄物」刊行記念（実行委員会）

自然災害の発生はある意味で避けようのない現実ですが、課題は災害による被害をできるだけ抑制することです。
最近は防災の概念が、災害による被害を出さないための取り組みという観点から、ある程度の被害の発生を予想し
て、その被害をできるだけ低減していく、いわゆる「減災」という考え方に移ってきています。
災害による廃棄物の発生量は膨大であり、災害廃棄物をできるだけ抑制・減量することが求められています。で
すから減災の対策として、災害廃棄物対策を準備しておくことは極めて重要です。また、災害廃棄物に関する調査
研究も、今後特に注力されるべきでしょう。
2009 年 3 月に刊行された廃棄物資源循環学会シリーズ③「災害廃棄物」は、今後、災害廃棄物問題に取り組むに
あたって、十分な情報を提供しています。そして災害廃棄物対策の重要性をあらためて認識し、各界でこの問題に
関する取り組みが広がっていくことを念願してとりまとめられました。
当セッションでは、この「災害廃棄物」の趣旨を受け、災害廃棄物に関する最新の情報交換を行い、災害廃棄物
対策に関して議論を深めたいと考えています。また、参加者それぞれが、今後、災害廃棄物対策に関する取り組ん
でいくにあたり、その取り組みに資する会になるよう企画しました。

プログラム（案）：
編者挨拶

島岡隆行（九州大学）

事例報告
（案）

1.
2.
3.
4.

濃尾平野における水害廃棄物発生量推計
首都圏大規模水害における災害廃棄物処理モデル
ハリケーン・カトリーナにおける災害廃棄物処理
災害廃棄物処理に関して行政の立場から

パネルディスカッション「災害廃棄物処理計画策定に向けた諸研究」（案）

G2

今「環境教育」について考える ― 学会・自治体・企業・市民団体の取り組みについて

9 月 17 日（木）

第 1 会場 16:45 - 18:15

（実行委員会）

東海・北陸支部では、最近、環境教育に力を入れ、学校訪問などを通して子供らへの環境に関する啓蒙活動を実
践してきました。こうした取り組みは学会だけでなく自治体や企業、市民団体もそれぞれの立場から積極的に取り
組んでいます。本セッションでは、各取り組みを報告すると共に実践のなかで得られた教訓などについて報告して
もらいます。

プログラム（案）：
事例報告

1.
2.
3.
4.

総合討論

フロアとの質疑応答を行う。

G3
9 月 17 日（木）

学会支部の立場から・・・東海・北陸支部
自治体の立場から・・・名古屋市
企業の立場から・・・岐阜信用金庫・中部電力
市民団体の立場から・・・調整中

省 CO2 型社会を目指す新しい技術システムの構築とビジネス化に向けて

第 2 会場 16:45 - 18:15

（実行委員会）

廃棄物焼却炉を始めとする地域内の中小規模排出源の排ガスからＣＯ２を分離回収し、農業や工業の生産活動に
利用する研究開発、下水再生水の温度差を利用してエネルギーを発生させ、地域内で活用する事業など、来るべき
省ＣＯ２型社会における有望なビジネスの可能性を紹介する。

プログラム（案）：

関連企業からの発表（調整中）
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企 画 セ ッ シ ョ ン
G4
9 月 17 日（木）

若手ができる事、若手しかできない事

第 3 会場 16:45 - 18:15

（若手の会）

「若手の会」とは若手会員や学生で構成される、将来の学会を担う若者の集まりです。参加資格など堅苦しい規
定は抜きにして、自分が若手だと思う人、若手の生態に興味がある人が集う場を提供しています。 この会では様々
なアクションを起こしており、その活動内容や今後の予定等は総会で報告します。その後、様々なトピックに関し
て「若手ができる事、若手にしかできない事」をパネルディスカッション形式で議論します。
（詳細は近日公開！！）
また、ディスカッション終了後、場所を変えて韓国の若手研究者を招待し、若手研究者国際交流会（飲み会）を催
します。海外の研究者と情報交換のできる貴重な機会ですので、皆様の積極的な参加をお待ちしています。

G5
9 月 17 日（木）

下取りと 3R の微妙な関係を考える

第 4 会場 16:45 - 18:15

（消費者市民研究部会）

最近、
「下取り」がはやっている。下取りは３Ｒと結びつきやすく、またＥＰＲの典型である製品引取とも類似し
ているところがあり、環境面からは望ましいと考えられるところが多い。その一方で、最近、下取りがはやってい
るのは、新品購入の後押しの取組みのようにも見受けられる。私たちは下取りをどのように受け止めたらいいのだ
ろうか。
本企画では、こうした問題意識から、下取りに先進的に取り組んでいる企業をお招きしてその実態を共有すると
ともに、今後の望ましい下取りのあり方について考えてみたい。

プログラム：
報告

1.
2.
3.
4.

小売店における下取りセールの事例（仮）
メーカーにおける下取り活動の事例（仮）
下取りセールの消費者心理と 3R の関係（仮）
下取りと EPR・3R の関係を考える（仮）

パネルディスカッション

G6
9 月 17 日（木）

レアメタル分析手法相互検証への取り組み（仮）

第 5 会場 16:45 - 18:15

（物質フロー研究部会）

プログラム：未定

G7
9 月 17 日（木）

バイオマス利活用の最新技術とシステム化 パート 2

第 7 会場 16:45 - 18:15

（バイオマス系廃棄物研究部会）

バイオマス部会ではこれまでに、バイオマス系廃棄物処理の現状把握、新技術としてのバイオマスリファイナリ
ー、バイオマスエネルギーの調査研究や利用構想を小集会のタイトルとして参加者の皆様とバイオマス利用にかか
わる問題点の明確化と要素技術の情報を共有してきました。本企画セッションでは、バイオマス系廃棄物の総合的
利活用を考えるときに欠かすことのできない、要素技術の組み合わせと利活用システムの構築をキーワードとした
取り組みについて報告を行うと共に、参加者の皆様との議論を行うことを目的としています。

プログラム：未定
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企 画 セ ッ シ ョ ン
G8
9 月 17 日（金）

廃棄物計画論におけるマネジメントツールの活用について

第 1 会場 13:15 - 14:45

（廃棄物計画部会）

廃棄物処理事業を管理・運営して行くと、新しい事業に着手・推進していく場合や、事業のよりいっそうの効率
化を図るための方策を計画し、実現化していく場合に遭遇します。
そうした場合、現状把握・分析を行い、課題を整理し、関係者の合意形成を図り、具体的な計画を描いて行きま
す。そして、事業実現に向けて必要な作業項目を明らかにし、主要工程を組み、事業実現のための予算化を図り、
事業に着手します。計画論的に時系列の流れを見れば、企画・構想段階、計画・事業化段階、調査・設計段階、工
事施工段階、維持管理段階を踏んでいくことになりますが、それぞれの段階で、多くの検討、分析が必要となりま
す。
本小集会では、計画部会員が研究したマネジメントツール（プランニングツールも含めて）について、適用した
事例と、その時の効果を含めて発表するとともに、マネジメントツールの活用について、その成果、利点、課題等
について報告します。

プログラム：
発表者： 廃棄物計画部会メンバー 谷川、石井、池田、馬場、西川
コーディネータ
西川

G9
9 月 18 日（金）

エコ替えって、大丈夫？ 〜2R を考える

第 2 会場 13:15 - 14:45

（社会経済部会）

環境を切り口とした経済・社会構造の変革を目指して、日本版グリーン・ニューディール政策が提案された。そ
の中の柱の１つに「緑の消費への変革」がある。現在、この方針に基づき、省エネ家電のエコポイント制度やエコ
カー補助金制度などの施策が実施されつつある。また、企業側でもトヨタの「エコ替え」など、同様の考え方が示
されている。しかし、資源消費や廃棄物発生などを考えると「もったいない」と考える消費者もおり、エネルギー
消費と３Ｒ、それから使用時とそれ以外のエネルギー消費など、幅広い視点から十分検討する必要がある。一方、
これらの経済的効果についても議論がある。
そこで本企画では、
「エコ替え」
、
「エコポイント制度」等について、その環境効果や経済効果について議論すると
ともに、これを素材として低炭素社会と循環型社会の両立のあり方を考える。
なお本企画は、２Ｒ研究会（２Ｒとは、リデュース、リユースのこと）との共同企画である。

プログラム：
報告

1. 「エコ替え」と「エコポイント制度」の狙いと実態（仮） （依頼中）
2. 「エコ替え」って、大丈夫？〜家電・自動車のエコ替えの環境評価（仮）
（独）国立環境研究所 田崎智宏 ・ 産業技術総合研究所 本下晶晴
3. エコポイント制度と２Ｒの経済学 〜２Ｒと経済の関係を考える（仮）（依頼中）
4. 「エコ替え」は、環境コミュニケーションとして成功するか？（仮） （株）日本総合研究所 三木 優

パネルディスカッション
コーディネータ ：京都府立大学 山川肇

G10
9 月 18 日（金）

事業系一般廃棄物処理のあり方について

第 3 会場 13:15 - 14:45

（行政研究部会）

多くの市町村では事業系一般廃棄物に着目しその減量化や処理事業への大きな経費負担を避けるための政策を検
討している。しかし事業系一般廃棄物の処理が市町村の廃棄物処理システムの外で行われるようになることで問題
が解決されるわけではない。
行政研究部会では、廃棄物処理システム全体を見据えながら事業系一般廃棄物処理のあり方を考えていきたい。
事業系一般廃棄物問題は清掃法の時代には議論されてはいなかった。
産業廃棄物対策を取りこんだ廃棄物処理法が成立し、OECD が PPP の勧告をおこなった 1970 年以降この問題が取
り上げられるようになったことを踏まえ、まず溝入 茂さんが事業系一般廃棄物問題とは何か、なぜこの問題が発
生したのか、廃棄物処理法制定時点からの歴史的考察の結果得られた成果の発表を行う。続いて四阿秀雄さんが産
廃を含めた廃棄物全体をみすえ、適正処理を確保するためにどのように考えていけばいいかについて発表する。
庄司元さんは、事業系一般廃棄物処理に直接携わっている一般廃棄物処理の許可業者の位置づけについて発表す
る。
また海外では、都市ごみ（Municipal Solid Waste）という分類で対処されているところが多いが先進国、途上国
ではどのように対処されているかについて、それぞれ松村治夫さん、渡辺浩平さんが報告する。また最後に藤井実
さんが、区分にとらわれない効率的なリサイクルを行うためにどうしたらいいかについて発表する。
事業系一般廃棄物処理のあり方について発表の今回のセッションは、現行の法体系での処理システムの妥当性に
対する問題提起でもありぜひ多くの方々に参加していていただきたいと考えている。
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企 画 セ ッ シ ョ ン
G11
9 月 18 日（金）

わが国の日本の３R 経験を海外へいかに伝えるか

第 4 会場 13:15 - 14:45

（ごみ文化研究部会）

わが国では、戦後の高度経済成長、円高、規制緩和などを通じて、伝統的な容器包装がすたれ、旧来の静脈産業
の担い手が退場する一方で、第三次産業の発展、市民と行政との協働、廃棄物処理の高級化など、３R に関わる社
会環境は大きく変わった。そして、この高度に発達した社会を基盤として循環型社会への転換が進められているが、
アジア各国へ、それぞれの国の社会経済状況に応じて適切な３R に関わる情報を提供するには、改めて過去のわが
国の経験から学ぶことが重要と考える。
そこで本セッションでは、アジア地域等で廃棄物処理分野の活動に取組まれてきた方々をお招きし、わが国の経
験と照らし、どのような情報を必要としているか等についてうかがい、討論を行います。
（
「日本の３R 制度･技術・
経験の変遷に関する研究グループ」との共催です。
）

プログラム：
代表挨拶

松藤 康司

パネルディスカッション
司会
八木
パネラー
高畑
吉田
森田
石井

美雄
恒志
充夫
昭
明男

G12
9 月 18 日（金）

（福岡大学）
（（財）廃棄物研究財団）
（（独）国立環境研究所）
（（独）国際協力機構）
（（財）日本環境衛生センター）
（（株）八千代エンジニアリング）

プラスチックリサイクルの最新課題

第 5 会場 13:15 - 14:45

（リサイクルシステム・技術研究部会）

急激な経済変動でプラスチックリサイクルも荒波にもまれています。家電プラの水平リサイクルで循環型社会形
成が大きく進みましたが、ワンステップ上を目指すために、新たな技術・新たなシステムをコアとする新たな取り
組みが必要です。オバマによる環境の世紀が確実に始まります。これに対応するために、当部会では４年連続で行
ったプラスチックリサイクルに関する小集会の結果を本という形にまとめました。今回、これを叩き台にして埋も
れた課題を発掘し、競争力強化の方法論から、日本におけるリサイクルの将来性を議論したい。

プログラム：
主旨説明
松藤敏彦（北海道大学大学院）
第 1 部：講演
座長
松藤敏彦（北海道大学大学院）
家電シュレッダーダスト選別の最新動向
早田輝信（㈱テルム）
ケミカルリサイクルの将来性は？
加茂徹（(独)産業技術総合研究所）
プラスチックリサイクルの現状と課題
山脇隆（(社)プラスチック処理促進協会）
第 2 部：パネルディスカッション
コーディネーター：（北海道大学大学院）松藤敏彦
パネラー：早田輝信（㈱テルム）、加茂徹（(独)産業技術総合研究所）、田崎智宏（(独)国立環境研究所）
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参 加 申 込 方 法
同封の参加申込書または学会ホームページに掲載の参加申込書（XLS 形式）に必要事項を記入し、電子メール、
FAX または郵送にて送信し、参加費を下記指定銀行口座にお振込ください。
電子メールで申込みされる方は、学会ホームページ（http://www.jsmcwm.or.jp/）に掲載の参加申込書（XLS 形
式）をご利用の上、sanka20th@jsmcwm.or.jp まで送信してください。
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 21 年 8 月 7 日（金） ※振込手数料はご負担願います
銀
口

・
・

行
座

申込書の会員資格の該当欄に○印をご記入ください。
入金を確認後、9 月上旬に参加証及び CD-ROM 版論文集を送付します。
※申込後、発表会及び意見交換会に参加されなかった場合でも参加費は返金いたしません。
※領収書は参加証に添付されています。別途必要な場合は大会当日に参加証をお持ちの上、
総合受付までお越しください。

【意見交換会事前申込をご希望の方】
・
・
・

申込書の所定の欄に○印をご記入ください。
研究発表会参加費との合計金額を一括してお振込みください。
入金を確認後、9 月上旬に CD-ROM 版論文集とともに受付済みのシールを添付した参加証を送付します。
当日はそのまま意見交換会場へお入りください。

参 加 費
研究発表会参加費
(CD-ROM 版論文集代込)
事前申込・当日受付共通
正会員
公益、賛助会員所属
学生会員
登録団体市民会員
非会員

意見交換会参加費
事前申込

当日受付

8,000 円

5,000 円

6,000 円

4,000 円

2,500 円

3,000 円

12,000 円

6,000 円

7,000 円

【論文集の配布に関して】
・

・

研究発表会へ参加申込をされた方全員に、CD-ROM 版論文集を配布します（事前受付、当
日受付を問いません）。
製本版論文集は作成いたしません。

申 込 締 切

平成 21 年 8 月 7 日（金）
※ 参加申込書の送信、参加費の振込ともに上記日付までにお願いいたします
※ 事前申込が出来なかった方は、会場にて当日受付をご利用ください。

問 合 せ 先
廃棄物資源循環学会事務局

TEL：03-3769-5099 FAX：03-3769-1492
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発 表 ガ イ ド ラ イ ン
共通事項： 発表者であっても参加申込、参加費は必要です。

口 頭 発 表
1. 発表ファイルの作成
・
・
・
・

第 20 回研究発表会における一般口頭発表は、PowerPoint® 2003 による液晶プロジェクターでの発表とします。
ファイル名は「セッション番号 演者の氏名．ppt」としてください。 （例： 「A1-1 廃棄物太郎．ppt」）
ファイルは必ず PowerPoint® 2003 形式で保存し、この仕様に基づいた動作確認を行ってください。
ファイルの容量は 10MB 程度に収まるようにしてください。

2. 発表ファイルの受付
・ 「発表ファイル受付」は、IB 電子情報館受付 及び 豊田講堂受付
にあります。 詳細は会場案内図 P.28 - 29 を参照ください。
・ 初日午前の発表者は早めの受付をお願いします。
・
・
・

発表ファイルは、USB メモリー、CD、または DVD で研究発表会会場に持参してください。
遅くとも当該セッション（例えば A1、C1 など）開始 15 分前までに「講演ファイル受付」に USB 等を持参してください。担当者
がファイル名等を確認し、インストールします。
発表ファイルは研究発表会終了後に実行委員会が責任を持って消去します。

3. 発表
・
・
・
・

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

ポ ス タ ー 発 表 ・ 国 際 セ ッ シ ョ ン
1. 発表ポスターの作成
・
・
・

ポスター貼り付けスペースは、タテ 118 cm x ヨコ 84 cm
（A0 サイズ）とします。
パネルの最上部タテ 10 cm 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。
ポスター貼付作業時間
9 月 17 日（木） 09：30 〜 13：00
ポスター撤収時間
9 月 18 日（金） 16:00 〜 9 月 19 日（土） 12:00

・

ポスターの撤収は発表者の責任でお願いします。

3. 発表
・
・
・

セッションプログラムとタイムスケジュールに指定された発表時間に、ポスターの前で説明を行ってください。「ポスター1」と国
際セッションのポスター発表は 1 日目、「ポスター2」は 2 日目に行います。
国際セッションは、口頭発表とポスターの掲示発表の両方を行います。口頭発表の発表時間は 2 分で質疑応答はありません。
講演ファイル等の口頭発表の方法は、一般口頭発表の発表ガイドラインに従います。
優れたポスターに対して、優秀ポスター賞を表彰します。2 日目夜に開催される「意見交換会」において受賞者の発表および
表彰を行いますので、力作を以ってご参加ください。
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会 場 案 内 図

名古屋大学
東山キャンパス

6:
6: 豊田講堂
豊田講堂

至 本山

至 八事

市営地下鉄
「名古屋大学」駅

64:
64: IB電子情報館
IB電子情報館

IB電子情報館

59： 博物館
76： 北部厚生会館（生協食堂）
86： 総合案内所

1F
受付

協賛団体パネル展示

IB

101

IB

103

講義室

講義室

IB

104
講義室

IB

105
講義室

→地下鉄・
豊田講堂
方面

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場
階段から2Fへ：
第5会場
(IB大講義室)
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会 場 案 内 図

豊田講堂

1F
第6会場

意見交換会場

ホワイエ

シンポジオン
会議室

ポスター会場
市民展示会場
意見交換会場
協賛団体・企業
パネル展示
ロビー
←地下鉄・
IB電子情報館
方面

総合受付
階段

大ホール
特別シンポジウム会場

（階段・エレベーターから3Fへ）

豊田講堂
第7会場
第1
会議室
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3F

会 場 へ の ア ク セ ス

JR中央線

名古屋

地下鉄 名城線

本山

地下鉄 東山線
地下鉄名城線
地下鉄名城線

名古屋大学駅
名古屋大学駅
八事

地下鉄 鶴舞線

地下鉄
桜通線

金山

鉄
・
・

・

道

市営地下鉄名城線 「名古屋大学」駅 下車すぐ
JR「名古屋」駅、名鉄「新名古屋」駅、近 鉄「名古屋」駅からの場合
市営地下鉄 東山線 「藤が丘（ふじがおか）」行きに乗車し、「本山（もとやま）」駅で市営地下鉄 名城線右回りに乗り換え、
「名古屋大学」駅下車。 所要時間約 30 分 (乗換時間含む)
JR「金山（かなやま）」駅、名鉄「金山」駅からの場合
市営地下鉄 名城線左回りに乗車し、「名古屋大学」駅下車。 所要時間約 25 分

航 空 機
・
・
・

中部国際空港を利用
空港から名鉄特急に乗車し、「新名古屋」駅または「金山（かなやま）」駅で下車、その後市営地下鉄に乗り換え（上記参照）
又は、空港から空港バスにて「栄（さかえ）」または「名古屋」駅に移動して、市営地下鉄に乗り換え（上記参照）

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

9 月 16 日（水）まで 廃棄物資源循環学会事務局: 03-3769-5099 (9 月 17 日(木)〜19 日(土)不在)
9 月 17 日（木）〜19 日（金） 大会本部
: 080-6953-1966
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協 賛 団 体

社団法人
全国産業廃棄物連合会
社団法人全国産業廃棄物連合会

近畿地域協議会

株式会社アクトリー

特定非営利法人

最終処分場技術システム
研究協会

三友プラントサービス株式会社

日立造船株式会社
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タ イ ム ス ケ ジ ュ ー ル
IB 電子情報館

豊田講堂

第 1 会場

第 2 会場

第 3 会場

第 4 会場

011講義室(1F)

013講義室(1F)

014講義室(1F)

015講義室(1F)

第 5 会場

第 6 会場

第 7 会場

市民展示会場

大講義室(2F)

シンポジオン
会議室(1F)

第一会議室(3F)

ホワイエ(1F)

09:00- 受付
09:30-10:45

09:30-10:45

09:30-10:45

A10

B6

E3

A1

9

国際循環・
越境移動

家畜排せつ物の
資源化／堆肥化

その他
有害廃棄物

ごみ発生・
排出抑制

月

5

5

5

5

17

11:00-12:00

11:00-12:15

B7

E2

A2

低炭素社会

その他有機性廃
棄物の資源化

有害金属／
試験法

ごみフロー・
物質フロー

4

13:30-14:30

5

5

13:30-15:00

5

13:30-14:45

13:30-15:00

13:30-15:00

A8

B3

D1

B1

D5

LCA・
産業連関分析

建設リサイクル
／無機性廃棄物
の資源化

埋立地
しゃ水(1)

容器包装
リサイクル

化学物質の
溶出と制御

6

5

6

6

4

13:30-15:00

International
Session
(Short Oral)

13:30-15:00

A4
住民意識・
環境教育
6

15:15-16:30

ポスター発表（第 1 グループ：プログラム中に "Poster 1" と表記）・International Session (Poster)

16:45-18:15

G1-G7

企画セッション (1)

市民展示

11:00-12:15

A11

日
(木)

11:00-12:15

9:0012:00

09:30-10:45

豊田講堂ホワイエ

（各部会・各委員会企画）

G7
G1
G3
G5
G6
G2
G4
今「環境教育」につ 省CO2型社会を目指 若手ができる事、若 下取りと3Rの微妙 レアメタル分析手法 伊勢湾台風から半 バイオマス利活用
す新しい技術システム 手しかできない事
相互検証への取り 世紀〜災害廃棄物 の最新技術とシス
いて考える
な関係を考える
の構築とビジネス化
について考える
組み（仮）
テム化 パート２
09:15-10:15

09:15-10:30

09:15-10:30

09:15-10:30

09:15-10:30

A6

B9

D9

D3

C4

9

廃棄物管理・
計画(1)

バイオガス化

被覆型処分場／
跡地利用

海面埋立(1)

排ガス処理／
焼却灰・飛灰

月

4

5

5

5

5

18
日
(金)

10:45-12:00

10:45-12:00

10:45-12:00

10:45-12:00

10:45-12:00

A7

B8

D6

D4

C3

廃棄物管理・
計画(2)

水素発酵／バイ
オディーゼル化

埋立ガス

海面埋立(2)

ガス化溶融・
灰溶融

5

5

5

5

5

13:15-14:45

G8-G12 企画セッション (2)

09:15-14:45

International
Symposium

09:15-12:00

全国環境研協議会
廃棄物小委員会

市民展示

国際シンポジウム

（各部会・各委員会企画）

G8

G9
G10
G11
G12
廃棄物計画論における エコ替えって、大丈 事業系一般廃棄物 わが国の日本の３R プラスチックリサイク
マネジメントツールの 夫？ 〜２Ｒを考え 処理のあり方につ 経験を海外へいか
ルの最新課題
活用について
る
いて
に伝えるか

9
月
19

15:00-16:15

ポスター発表（第 2 グループ：プログラム中に "Poster 2" と表記）

豊田講堂 ホワイエ

16:30-18:00

特別プログラム「生物多様性条約COP10を1年後に控えて」

豊田講堂 大ホール

18:15-20:00

意見交換会

09:15-10:30

09:15-10:30

A5
廃棄物行政

5

10:45-12:15

B4

豊田講堂 シンポジオン会議室・ホワイエ
09:15-10:15

B5

廃プラスチックの 食品廃棄物・
資源化
生ごみの資源化
5

10:45-12:15

4

10:45-11:45

09:15-10:15

09:15-10:30

09:15-10:30

09:15-10:30

C1

C2

D2

D7

焼却

炭化・ガス化−改
質

埋立地
しゃ水(2)

埋立地
モニタリング

5

4

10:45-12:15

10:45-12:00

5

10:45-12:15

5

10:45-12:15

日

A9

B2

A3

C5

E1

D8

D10

(土)

収集運搬／
安全対策

電気電子製品・
自動車リサイク
ル

有料化・
経済的手法

溶融スラグ

廃石綿

埋立地
早期安定化

不法投棄／土
壌・地下水汚染

6

6

4

6

5

6

6

網掛けされたプログラムは無料・一般公開であることを表しています。
研究発表会へはクールビズの服装でお越しください。

- 32 -

市民展示

施
設
見
学
会

