
第11回「廃棄物処理施設維持管理技術事例研究発表会」のご案内
― 第60回「生活と環境全国大会」公開講座 ―

一般社団法人　廃棄物処理施設技術管理協会

会　長　柳　井　　薫（会長の印略）

　時下　益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

　当協会の事業の推進つきましては、平素より格別のご高配を賜り深謝申し上げます。

　さて、当協会では廃棄物処理施設の維持管理技術の向上を図ることにより、廃棄物処理施

設の安全かつ安定的・効率的な施設管理に貢献することを目的に活動しております。

　本活動の一環として、標記事例研究発表会を本年度も別紙のとおり、第60回「生活と環

境全国大会」の共催行事として開催いたします。

　また、平成28年度の会長感謝状贈呈式ならびに年間論文賞表彰式は、例年どおり同会場

で開催いたします。

　つきましては、業務ご多端の折とは存じますが、廃棄物処理実務者の知識、技術の研鑽並

びに情報交流の場として本発表会を活用いただきたく、ご案内を申し上げます。

各都道府県・市町村廃棄物主管部（局）長　殿
廃棄物処理施設設置者・管理者　殿
廃棄物処理施設技術管理者　各位
環境カウンセラー・産業廃棄物処理責任者　殿
一般社団法人 廃棄物処理施設技術管理協会　会員各位

【お問合せ・事務局担当】
〒210-0828  川崎市川崎区四谷上町10－６
 一般財団法人 日本環境衛生センター内
一般社団法人 廃棄物処理施設技術管理協会
　　TEL． 044（288）2456
　　FAX． 044（270）5566

　　E-mail　　gikankyo-info01@jaem.or.jp
　　担　当　　谷・山根・清水

技管協発第2813号
平成 28年７月15日

　　ホームページ　http://jaem.or.jp/



☆主　催：一般社団法人　廃棄物処理施設技術管理協会

☆共　催：一般財団法人　日本環境衛生センター

☆会　期：平成28年10月28日（金）

　　　　　（第60回「生活と環境全国大会」開催期間：平成28年10月26日～10月28日）

☆会　場：「ソリッドスクエア」地下1Fホール

　　　　　〒212-0013　神奈川県川崎市幸区堀川町580番

　　　　　・JR川崎駅（西口）より北東へ徒歩約5～8分

　　　　　・京急川崎駅（西口）より北東へ徒歩約3～7分

☆参加費：参加費は無料ですが、当日配布資料「抄録集」をご希望される方は、

　　　　　以下の区分で配布費を申し受けます。

　　　　　○当協会会員および講演発表者は配布費が免除されます。

　　　　　○非会員の方は、配布費3,000円となります。（当日支払い）

☆申込方法：別添「参加申込書」を当協会あてにお送りください。

　　　　　　入力用の申込書はHPからダウンロードもできます。

　　　　　  　http://jaem.or.jp/training.html

第11回「廃棄物処理施設維持管理技術事例研究発表会」
の開催について（お知らせ）

― 第60回「生活と環境全国大会」公開講座 ―

@KAWASAKI

再生可能エネルギーと資源循環

　東日本大震災や福島第一原子力発電所の事故を契機として、大規模災害に備えた施設の

防災・エネルギー拠点化など廃棄物処理施設に課せられる役割は大きく変化しています。

　さらに低炭素化社会の形成に向けて、循環資源・バイオマス資源の熱回収や燃料化など

再生可能エネルギーを創出する廃棄物処理分野への期待も高まっています。

　そこで、公開講座では、先進事例や取組内容、課題等について、専門家からご講演いた

だき、事例研究発表会では再生可能エネルギー、施設の維持管理、災害廃棄物関係の事例

を発表し、参加者の理解を深めます。

７月１日現在（変更される場合があります）
詳しいプログラムは、随時ホームページにご案内いたします。予定プログラム

9：00～ 　受付
9：30～ 　主催者挨拶　一般財団法人日本環境衛生センター　理事長　南川　秀樹
　　　　　  開催地挨拶　公益社団法人神奈川県産業廃棄物協会　会長　古敷谷　裕二　
　
■基調講演
9：45～10：05
　「（仮題）廃棄物発電や資源循環への対応と交付金等による支援」
　　環境省大臣官房　廃棄物・リサイクル対策部　廃棄物対策課（予定）
10：05～10：25
　「（仮題）電力自由化と再生可能エネルギー（今後のごみ発電）など」
　　加藤　政一（東京電機大学工学部電気電子工学科 教授）

■事例研究発表会　再生可能エネルギー・ごみ処理関係
10：30～10：50
　特別講演「（仮題）バイオマスの現状と展望」
　　近藤　守（一般社団法人日本環境衛生施設工業会技術委員会 委員長）
10：50～12：05
　一般発表　5題予定

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜昼休憩＞
　
12：20～13：20
■ランチセミナー＜無料昼食付き＞
プラントメーカの最新の処理技術発表5題程度（予定）
　注：参加のご希望は、別添「参加申込書」にて先着受付順150名とさせていただきます。

　
13：25～13：55
■特別行事
　一．一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会　会長感謝状贈呈式
　一．一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会　年間論文賞表彰式

　
14：05～16：30
■事例研究発表会　処理施設維持管理・適正処理、災害廃棄物関係
　一般発表　9題予定

　
16：30　閉会の挨拶　（一社）廃棄物処理施設技術管理協会　会長　柳井　薫



☆主　催： 一般社団法人　廃棄物処理施設技術管理協会

一般財団法人　日本環境衛生センター

☆会　期： 平成28年10月28日（金）

（第60回「生活と環境全国大会」開催期間：平成28年10月26日～10月28日）

☆会　場： 「ソリッドスクエア」　地下1階ホール http://www.jesc.or.jp/training/tabid/141/Default.aspx

212-0013　神奈川県川崎市幸区堀川町580番 　・JR川崎駅（西口）より北東へ徒歩約5～8分

　・京急川崎駅（西口）より北東へ徒歩約3～7分

☆予定プログラム： ８月３０日現在（変更される場合があります）
より詳しい講演内容（概要）をホームページにご案内しております。 http://jaem.or.jp/training.html

進行 時間帯 テーマ
講演者
※座長 講演者所属先

挨拶 09:30～09:35 主催者挨拶 南川　秀樹 （一財）日本環境衛生センター　理事長

開催地挨拶 古敷谷　裕二 （公社)神奈川県産業廃棄物協会　会長

【基調講演】 09:35～09:55 環境衛生における廃棄物処理の進展 南川　秀樹 （一財）日本環境衛生センター　理事長

【基調講演】 09:55～10:15
（仮題）廃棄物発電や資源循環への対応と交付金等
による支援

平松　寛章
環境省 大臣官房　廃棄物・リサイクル対策部
廃棄物対策課　課長補佐

【基調講演】 10:15～10:35 電力新時代における再生可能エネルギー 加藤　政一
東京電機大学　工学部　電気電子工学科　教
授

【事例研究発表】　再生可能エネルギー・ごみ処理関係 ※　伊藤　恵治
（一財）日本環境衛生センター　企画・再生可能
エネルギー事業部　部長

特別講演 10:40～11:00 バイオガス化技術の現状と展望 近藤　守
（一社）日本環境衛生施設工業会
技術委員会　委員長

一般発表 11:00～11:15
省エネルギー、エネルギー利用の観点からの精密機
能検査

藤曲　淳 （一財）日本環境衛生センター

一般発表 11:15～11:30 小型バイナリー発電装置とその活用について 藤本　大輔
㈱IHI　回転機械セクター営業部　バイナリー発
電システムグループ

一般発表 11:30～11:45 生ごみを原料としたバイオマス発電事業の先進性 岸本　悦也 バイオエナジー㈱

一般発表 11:45～12:00
ボイラー発電設備を備えた産業廃棄物処理施設の保
守点検

宮田　治男 ㈱クレハ環境

一般発表 12:00～12:15 廃棄物処理における高俊興業の「こだわり」 高橋　潤 高俊興業㈱

昼休憩 12:20～13:20
ランチセミナー　＜無料昼食付き＞
プラントメーカの最新の処理技術発表
（エントリー順）

【特別行事】 13:25～13:55 来賓挨拶 尾座本　宜一 （一財）日本環境衛生センター　西日本支局長

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会　会長感謝状贈呈式

一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会　年間論文賞表彰式

【事例研究発表】　処理施設維持管理・適正処理関係（ごみ処理） ※　佐藤　幸世
（一財）日本環境衛生センター
東日本支局　環境工学部　部長

一般発表 14:00～14:15
ストックマネジメント導入に向けた機器台帳システム
の構築について

小林　孝至 川崎市環境局　施設整備課

一般発表 14:15～14:30
蒸気タービンの寿命評価による安全性の確保につい
て

山中　晋 横浜市　資源循環局鶴見工場

一般発表 14:30～14:45 ごみ発電による電力売却の取り組み（仮） 下田　晃也 東京二十三区清掃一部事務組合

一般発表 14:45～15:00 都市ごみ焼却施設における排ガス対策について 元田　栄二
日本ゴア㈱
パフォーマンス・ソリューションズ・ディビジョン

※　石黒　智彦
（一社）廃棄物処理施設技術管理協会　専務理
事

一般発表 15:00～15:15
最終処分場ベントナイト遮水層の品質管理に関する
一考察

遠藤　清亮 神奈川県　環境農政局環境部

一般発表 15:15～15:30
浸出水処理施設脱塩設備における消毒剤（エコ次
亜）の生成

篠原　久文
水ing㈱　設計・技術統括資源化技術部
資源化技術一課

一般発表 15:30～15:45 廃液処理施設の維持管理について 杉山　愛 JFE環境㈱　ケミカル工場

一般発表 15:45～16:00
溶融スラグの再生路盤材・再生路床材での活用によ
る100％リサイクル

武藤　正浩 関東道路㈱

【事例研究発表】　災害廃棄物関係 ※　河邊　安男
（一財）日本環境衛生センター　理事・福島環境
支援室長

一般発表 16:00～16:15 川崎市の災害廃棄物処理計画等 石原　賢一 川崎市環境局　生活環境部　廃棄物政策担当

一般発表 16:15～16:30 災害廃棄物対策の支援と今後の備え 中山　育美 （一財）日本環境衛生センター

挨拶 16:30 閉会の挨拶 柳井　薫 （一社）廃棄物処理施設技術管理協会　会長

発表会終了ののち、技管協HP「教育・研修事業」のページに講演資料を公開予定（技管協会員特典）です。

第60回　生活と環境全国大会 公開講座

「再生可能エネルギーと資源循環」共催

第11回「廃棄物処理施設維持管理技術事例研究発表会」

①株式会社タクマ
②日立造船株式会社
③株式会社神鋼環境ソリューション
④JFEエンジニアリング株式会社
⑤新日鉄住金エンジニアリング株式会社

【事例研究発表】　処理施設維持管理・適正処理関係（最終処分場，産業廃棄物）

http://www.jesc.or.jp/training/tabid/141/Default.aspx
http://jaem.or.jp/training.html


第11回 廃棄物処理施設維持管理技術事例研究発表会

お申し込みは、FAX 044-270-5566へ

参加申込書

参加申込 受付確認証

参加者のお名前 会員No （非会員の方は空欄）

参加者のお名前 会員No （非会員の方は空欄）

参加者のお名前 会員No （非会員の方は空欄）

担当者氏名　　　　　　　   　　 　　勤務先

所　　　属

所　在　地　〒

連絡先電話 （ ）

E-MAIL

※事務局記載欄

上記のお申込みを確認し受付いたしましたので本証をお送りいたします。
ありがとうございました。

平成28年　  　月　  　日

受付番号

（一般社団法人 廃棄物処理施設技術管理協会事務局確認欄）

□ 会員の方は当日、本確認証を受付に提示と引き換えに資料「抄録集」を受け取ってください。

□ 非会員の方で資料「抄録集」の購入を希望される場合は、当日「生活と環境全国大会」受付で
お手続きください。

印

1．本受付証の送信先FAX番号をご記入ください。　　 　　（　　 　）

2．参加者のお名前をご記入ください。会員の方は会員番号を必ずご記入ください。

@KAWASAKI

3．ランチセミナーへの参加について　（どちらかに□ ）
　　□ 参加します（人数：　　　　名）　／　□ 参加しません

4．本参加申込に関するご連絡先等   ※技管協会員でご登録の連絡先に同じ場合は記入不要です。
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