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APLASとは

• 開催目的

アジア太平洋地域の廃棄物問題に対処し、持続可能な開発の実
現を目指し、廃棄物の埋立及び再資源化分野等の専門家が集い、
それぞれの有する技術、理論または経験を共有し、地域全体の
環境向上の資することを目的として開催される国際会議

• 過去開催

福岡(2000)，ソウル(2002)，北九州(2004)，上海(2006)，

札幌(2008)，ソウル(2010)，バリ（2012)，ホーチミン(2014)

香港(2016)

TOKYO 2018



開催概要

• 開催日時・場所
日時：2018年11月24日（土）、25日（日）、26日（月）
（26日施設見学会）
場所：明星大学

• 主催・共催等
主催 Organizers ：NPO最終処分場技術システム研究協会（LSA），

明星大学
共催 Co-organizers：一般社団法人廃棄物資源循環学会

• 後援 Supporting organization：
• 環境省，東京都， 国立研究開発法人国立環境研究所資源循環・廃棄
物研究センター、一般財団法人 日本環境衛生センター、埼玉県環境科
学国際センター、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター、公
益社団法人 全国都市清掃会議、公益財団法人 産業廃棄物処理事業振
興財団、公益財団法人 廃棄物・3R研究財団、公益社団法人全国産業
資源循環連合会、一般社団法人 日本環境衛生施設工業会、一般社団法
人 日本廃棄物コンサルタント協会、日本遮水工協会



運営体制など

Chairperson等

創設者 Founder of APLAS 花嶋正孝

議長 Chairpersons 古市 徹

（NPO最終処分場技術システム研究協会、最高顧問）

大橋有弘 （明星大学 学長）

Local organizing committee 運営委員会

運営委員長 宮脇 健太郎（明星大学，教授）

副運営委員長 山田正人（国立環境研究所，学術委員会委員長）

副運営委員長 溝田健一

（日本環境衛生センター，プログラム委員会委員長）

アドバイザー 大迫政浩

（国立環境研究所，廃棄物資源循環学会関東支部支部長）



○学術委員会

委員長 山田正人（国立環境研究所）

副委員長 中山裕文（九州大学）

委員 石垣智基、尾形有香，肴倉宏史(国立環境研究所) 

吉田英樹（室蘭工業大学），荒井康裕（首都大学東京） ，高橋史武（東京工業大学），

小林潤（工学院大学），鈴木和将（埼玉県環境科学国際センター），

飯野成憲（東京都環境科学研究所）

○プログラム委員会

委員長 溝田健一（日本環境衛生センター）

副委員長 山口直久（(株)エックス都市研究所）

委員 池本久利（日本環境衛生センター），

大久保伸（日本産業廃棄物処理振興センター）

渡辺洋一、磯部友護、川嵜幹生、鈴木和将（埼玉県環境科学国際センター）

大石修（千葉県環境研究センター），小竹茂夫（(株)大林組），

湊三和子（(株)エックス都市研究所）、

長谷川亮、牛鑫（(株)環境管理センター）、金松雅俊（三友プラントサービス(株)）、

齋藤啓輔、木村恭子（日本工営(株)）、

穴吹凌、渡邉唯亜、平山涼一、勝見慧（(株)エイト日本技術開発）

山田剛司（(株)ボルクレイ・ジャパン）、呉曽楨（パシフィックコンサルタンツ(株)）

○APLASパーマネント事務局（LSA）

事務局長 纐纈卓也，事務局次長 則松 勇，海老原正明

国際委員会委員長 石井一英，副委員長 大野文良，副田俊吾

○監事 谷川昇(国立環境研究所客員研究員)，加納光（LSA）



Exhibition（企業展示）

• A-1 株式会社エイト日本技術開発

• A-2 応用地質株式会社

• A-3 鹿島建設株式会社

• A-4 日立造船株式会社

• A-5 株式会社ボルクレイジャパン

• A-6 八千代エンジニヤリング株式会社（口頭発表辞退）

• A-7 LSA

• A-8 EEAT 

(Environmental Engineering Association of Thailand)

A-○ ビジネスセッション（口頭発表）も参加



• B-1 株式会社 アクトリー

• B-2 株式会社エックス都市研究所

• B-3 株式会社大林組

• B-4 株式会社建設技術研究所

• B-5 清水建設株式会社

• B-6 大成建設

• B-7 太陽工業株式会社

• B-8 タキロンシーアイ株式会社

• B-9 帝人エコ・サイエンス株式会社

• B-10 東洋紡株式会社

• B-11 日本工営株式会社

• B-12 日本遮水工協会

• B-13 株式会社フジコーポレーション

• B-14 株式会社ホージュン

• B-15 前田工繊株式会社



協賛団体

C-1 株式会社奥村組

C-2 環境・遮水管理リモートセンシング研究会

C-3 水ing株式会社

C-4 通気・防水シートキャッピング工法研究会

C-5 日本国土開発株式会社

C-6 パシフィックコンサルタンツ株式会社

C-7 三ツ星ベルト株式会社

C-8 株式会社ヤマゼン

C-9 FPAシート遮水システム研究会



企業展示

A-1 株式会社エイト日本技術開発 A-2 応用地質株式会社 A-3 鹿島建設株式会社

A-4 日立造船株式会社 A-5 株式会社ボルクレイジャパン

A-6 八千代エンジニヤリング株式会社 A-7 LSA

A-8 EEAT (Environmental Engineering 
Association of Thailand)



B-1 株式会社 アクトリー B-2 株式会社エックス都市研究所 B-3 株式会社大林組

B-4 株式会社建設技術研究所 B-5 清水建設株式会社 B-6 大成建設

B-7 太陽工業株式会社 B-8 タキロンシーアイ株式会社 B-9 帝人エコ・サイエンス株式会社



B-10 東洋紡株式会社 B-11 日本工営株式会社 B-13 株式会社フジコーポレーション

B-14 株式会社ホージュン B-15 前田工繊株式会社 会場の様子



参加者

• 総数 208人

• 参加国数 15カ国

• 外国人参加者数 59名

• 国内参加者数 149名



Opening ceremony

司会 志々目正高 アシスタント 川合智穂子

オープニング 弦楽四重奏

ご挨拶

①明星大学 大橋有弘（明星大学 学長）

②古市 徹（NPO最終処分場技術システム研究協会、最高顧問)

③吉岡敏明（廃棄物資源循環学会 会長）

④小沼信之（環境省 環境再生・資源循環局総務課 循環型社会
推進室 室長補佐）

挨拶 大橋有弘（明星大学 学長）明星大学室内合奏部
司会 志々目正高（LSA）
アシスタント 川合智穂子（LSA）



挨拶 古市 徹（LSA, 最高顧問）

挨拶 吉岡敏明（廃棄物資源循環学会 会長）挨拶 小沼信之（環境省 環境再生・資源循環局
総務課循環型社会推進室 室長補佐）



Keynote lecture 基調講演

司会 志々目正高

①Raffaello Cossu （イタリア）

Role of Landfilling in the Circular Economy

病欠のためビデオレター

②田中 勝 （日本）

Trend of and Required Revolution for Solid Waste 
Management

③Enri Damanhuri （インドネシア）

Solid and hazardous waste in Indonesia - challenges for 
sustainability



Keynote lecture 基調講演

Raffaello Cossu （イタリア）Role of Landfilling in the Circular Economy

田中 勝 （日本）
Trend of and Required Revolution for Solid Waste Management

Enri Damanhuri （インドネシア）
Solid and hazardous waste in Indonesia - challenges for sustainability

10回目APLAS基調講演の記念品



10回記念企画

司会 則松勇、大野文良

①挨 拶 花嶋先生からのメッセージ

②写真で振り返るAPLAS（写真協力：福岡大学）

挨拶 花嶋先生からのメッセージ（大野代読）

写真で振り返るAPLAS（写真協力：福岡大学）（則松勇）
Introduction of our international activities

Isamu Norimatsu (NPO･LSA)



ビジネスセッション

司会 則松勇、大野文良

1. Municipal Solid Waste Treatment Project of E-J Group in Asia in 
2018

Nguyen Thi Hoa Ha (Eight－Japan Engineering Consultants Inc.)

2. Our Experiences of Disaster Waste Treatment and Disposal

Ryohei Tsukada and Hiroshi Ogawa (Kajima Corporation)

3. Projects and Experiences of Leachate Treatment

Naoko Setsune (Hitachi Zosen Corporation)

4. CETCO Product

Nan Yang (CETCO/VOLCLAY JAPAN)

5.  Introduction of our international activities

Isamu Norimatsu (NPO･LSA)



Municipal Solid Waste Treatment Project of 
E-J 
Group in Asia in 2018
Nguyen Thi Hoa Ha (Eight－Japan 
Engineering Consultants Inc.)

Our Experiences of Disaster Waste Treatment 
and Disposal
Ryohei Tsukada and Hiroshi Ogawa (Kajima 
Corporation)

Projects and Experiences of Leachate 
Treatment
Naoko Setsune (Hitachi Zosen Corporation)

CETCO Product
Nan Yang (CETCO/VOLCLAY JAPAN)

ビジネスセッション



口頭発表及びポスター発表

アブストラクト申込数 95件

プログラム掲載数80件（口頭50件、ポスター30件）



口頭発表及びポスター発表



Farewell party
場所：パレスホテル立川

人数：約100人

司会 副田俊吾、関原由起枝

プログラム

①オープニング（和太鼓 鼓夢青梅）

①挨拶

大迫政浩（運営委員会顧問、国立環境研究所）

松永竜太（東京都環境局資源循環推進課長）

②乾杯 上田滋夫（NPO･LSA理事長）

③セレモニー

司会 纐纈卓也

挨拶 石井一英（NPO･LSA国際委員長、北海道大学）

ポスター賞発表 山田正人（運営委員会学術委員長）

プレゼンター 古市 徹

タイプレゼンテーション（EEAT Wanpen副理事長）

トロフィー引継ぎ（宮脇からAchariya事務局長へ）

締めの挨拶 宮脇健太郎（運営委員長、明星大学）



Farewell party

司会 副田俊吾、関原由起枝

オープニング（和太鼓 鼓夢青梅） 大迫政浩（運営委員会顧問、国立環境研究所）

松永竜太（東京都環境局資源循環推進部長） オープニング（和太鼓 鼓夢青梅）



セレモニー司会 纐纈卓也 挨拶 石井一英（NPO･LSA国際委員長、北海道大学）

ポスター賞発表 山田正人（運営委員会学術委員長）

タイプレゼンテーション（EEAT Wanpen副理事長）

トロフィー引継ぎ（宮脇からAchariya事務局長へ） 締めの挨拶 宮脇健太郎（運営委員長、明星大学）



Site visiting 施設見学

視察場所：都内2コース

A：武蔵野市クリーンセンター（半日） 9人参加 （通訳 坂
田（エックス都市研究所））

B：中央防波堤＋東京スーパーエコタウン（昼食付））33人参加
（通訳 吉田（室蘭工大））

Aコース：武蔵野市クリーンセンター（半日）



Bコース：中央防波堤
＋東京スーパーエコタウン


