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平成 26 年度事業報告 

           
1.総会 

･FSRJ 平成 26 年度総会 (平成 26 年 6 月 2 日) 於:早稲田大学 
 
2.国内研究発表会  

･プラスチックリサイクル化学研究会 第 17 回研究討論会 
日時：平成 26 年 9 月 11 日∼12 日   
場所：名古屋大学 ES 総合館 

 
3.講演会 

･「進化するリサイクル技術とビジネスモデル」 
 日時：平成 27 年 3 月 11 日  

場所：産総研臨海副都心センター 
協賛:日本エネルギー学会･廃棄物資源循環学会 
当日参加人数 ：100 人 

 
4.表彰 平成 25 年度 FSRJ 表彰式(平成 26 年 6 月 2 日) 

･研究功労賞 遠藤剛、 近畿大学 
 ･技術功績賞   昭和電工株式会社 川崎事業所 
 ･研究進歩賞  安田肇、 産業技術総合研究所 
  
5.広報 

･FSRJ ニュースレターNo.24、25 
 ･循環経済新聞 3 月 23 日(月)発行誌に講演会(平成 27 年 3 月 11 日)の記事が掲載 
 ･日本プラスチック工業連盟誌 プラスチックス 2015 5 月号(P.89)に記事掲載 
 ･国会図書館へ資料送付 

FSRJ 討論会予稿集 第 1, 3,4,6,9, 11, 13, 17, (8 冊)、 
FSRJ ニュースレター Vol 1〜22（Vol6 を除く 21 冊）、 
「CFRP のリサイクル技術の最前線」１冊 

 
6.幹事会 

･FSRJ 第 1 回幹事会 (平成 26 年 6 月 2 日)  於:早稲田大学 
･FSRJ 第 2 回幹事会 (平成 26 年 9 月 11 日) 於:名古屋大学 

 ･FSRJ 第 3 回幹事会 (平成 27 年 3 月 27 日) 於:プラスチック循環利用協会 
 
7.共催･協賛 
 ･第 3 回高分子学会グリーンケミストリー研究会シンポジウム  

日時・場所：平成 26 年 8 月 8 日 日本大学理工学部 
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平成27年度事業計画 
 
1.総会 FSRJ 平成 27 年度総会 

日時 :平成 27 年 6 月 10 日(水) 
場所 :日本大学理工学部キャンパス  

 
2.国際会議 (資料 9 参照) 

2.1 8th International Symposium on Feedstock Recycling of Polymeric Materials (8th ISFR) 
日時 ：平成 27 年 9 月 7 日(月)∼10(木) 

    場所 ：オーストリア レオベン モンタン大学 
 2.2 環太平洋国際化会議 2015 Pacifichem 2015 
    日時 ：平成 27 年 12 月 15 日-20 日 
    場所 ：ハワイ ホノルル ヒルトンワイキキビーチ他 
   
3.表彰 平成 26 年度 FSRJ 表彰式(平成 27 年 6 月 10 日) 

・功労賞   中込秀樹、千葉大学 
・技術功績賞 中川尚治、パナソニック(株) 
・研究進歩賞 附木貴行、金沢工業大学 
・研究進歩賞 波岡知昭、中部大学 

 
4.広報 FSRJ ニュースレターNo.26、27 
 
5.幹事会  

・FSRJ 第 1 回幹事会(平成 27 年 6 月 10 日) 於：日本大学 
 ・FSRJ 第 2 回幹事会(平成 27 年 9 月 7 日) 於：オーストリア 
 ・FSRJ 第 3 回幹事会(平成 28 年 3 月)  
  
6.協賛 

第 4 回高分子学会グリーンケミストリー研究会シンポジウム  
平成 27 年 8 月 7 日 日本大学理工学部 
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プラスチックリサイクル化学研究会 平成 27 年 役員 
1 会長  継続 加茂徹 産業技術総合研究所 
      
2 副会長  継続 井田久雄 (一社)プラスチック循環利用協会 
3 副会長  継続 後藤元信 名古屋大学 
      
4 幹事長  継続 安田肇 産業技術総合研究所 
5 幹事  継続 池長和敏 崇城大学 
6 幹事  継続 中谷久之 長崎大学 

7 幹事 広報委員 継続 岡島いづみ 静岡大学 
8 幹事  後任 半場雅志 (一社)プラスチック循環利用協会 
9 幹事 広報委員 継続 角田雄亮 日本大学 
10 幹事  継続 上村明男 山口大学 
11 幹事 広報委員長 継続 亀田知人 東北大学 
12 幹事  継続 沼田吉彦 塩ビ工業・環境協会 
13 幹事  継続 佐古猛 静岡大学 
14 幹事  継続 佐々木満 熊本大学 
15 幹事  継続 柴田勝司 日立化成工業(株) 
16 幹事 東京分室長 継続 関根秦 早稲田大学 
17 幹事  継続 多賀谷英幸 山形大学 
18 幹事  継続 田崎智宏 国立環境研究所 
19 幹事 広報委員 継続 寺門修 函館工業高等専門学校 

20 幹事  継続 中川尚治 パナソニック(株)エコソリューションズ社 
21 幹事  継続 中込秀樹 千葉大学 
22 幹事  継続 中山剛 JFE エンジニアリング(株) 
23 幹事  継続 西田治男 九州工業大学 
24 幹事  継続 本田大作 (株)レノバ 
25 幹事  継続 行本正雄 中部大学 
26 幹事  継続 吉岡敏明 東北大学 
      
27 監査  継続 早田輝信  
28 監査  再任 高橋亮 神奈川県産業技術センター 

      
29 顧問  継続 藤元薫 北九州市立大学 
30 顧問  継続 真下清   
31 顧問  継続 奥脇昭嗣  
32 顧問  継続 阪田祐作 岡山大学 
33 顧問  継続 奥彬 (財)生産開発研究所 
･日本大学 平野勝巳先生がご逝去されました。 
 


