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リン資源リサイクル推進協議会 

 会員各位 

リン資源リサイクル推進協議会 

第５回 総会 及び 第７回 リン資源リサイクルシンポジウム 

～リン資源の確保と管理に関する戦略提言に向けて～ のご案内 

 
主催：リン資源リサイクル推進協議会 協賛：公益社団法人日本下水道協会（予定） 

 
平素は協議会活動につきまして格段のご理解とご支援を賜り誠にありがとうございます。 

 
国内で消費するリンの全量を海外からの輸入に頼っているわが国におきまして、産学官の協力

のもと関係者が一体となって、オールジャパンのレベルで戦略的かつ総合的にリン資源リサイク

ルに取り組むことを目的として設立された当協議会の活動も 5年目に入りました。 
当協議会では、リン資源リサイクル推進に向けた情報の共有や回収と利用のマッチング等を目

的としたシンポジウムを定期的に開催しており、このたび、下記により、第 5 回総会並びにリン
資源リサイクルに関する国内外の動向や取組に関するご講演を頂き、産学官連携によるリン資源

の確保と管理に関する戦略提言に向けた意見交換等を行う第 7 回リン資源リサイクルシンポジウ
ムを下記の様に企画致しましたので、会員の皆様におかれましては、ご多用のところ誠に恐縮で

はありますがご出席を賜りますよう、宜しくお取り計らいの程お願い申し上げます。 
シンポジウム終了後には、来賓の方々やご講演者をはじめとして、ご参集頂いた方々による意

見交換及び交流の場を設けましたので併せてご参加頂き、リン資源リサイクルに関わる皆様の連

携・情報交換の場としてご活用頂ければ幸いに存じます。 
また、今回の総会では、リン資源リサイクル推進功績者の平成 24年度の表彰も同時に行う予定
としておりますので、別途募集要項をご参照頂き、多数ご応募頂きますよう宜しくお願い申し上

げます。 
なお、本シンポジウムは、公益社団法人日本下水道協会様のご協力により、下水道展 2012
（ http://www.gesuidouten.jp/ ）期間中に開催させて頂くことになりました。下水道研究発表会
や特別講演会等、下水道展関

連行事も併せてご参加頂きま

すようお願い申し上げます。 
 

記 
 
１．開催日時：平成 24年 7月 25日（水） 総会      ：10時 00分～11時 00分 
                    シンポジウム   ：13時 30分～17時 00分 

意見交換・交流会：17時 30分～19時 30分 
 
２．開催場所：神戸国際展示場（兵庫県神戸市中央区港島中町 6-11-1） 

http://kobe-cc.jp/tenji/ 
         シンポジウム  ： 2号館 3階 3A会議室 

意見交換・交流会： 1号館 1階 レストラン「Kitchen Planet」 
 
３．参 加 費：シンポジウム  ：会員 － 無料（一般 － 4,000円） 
       意見交換・交流会：会員・一般ともに 4,000円 

（参加費は、当日会場にて頂戴いたします。） 



４．内  容： 
（１）平成 24年度 リン資源リサイクル推進功績者表彰 
 
（２）第 5回総会（10:00～11:00） 
    議題：第 1号議案 平成 23年度事業報告及び決算 

（案） 第 2号議案 平成 24年度事業計画及び予算 
第 3号議案 役員の交代について 
第 4号議案 その他 

 
（３）第 7回リン資源リサイクルシンポジウム（13:30～17:00） 

～ リン資源の確保と管理に関する戦略提言に向けて ～ 
 １）開 会（13：30～13：35 ） リン資源リサイクル推進協議会 会長 

大阪大学大学院 工学研究科 生命先端工学専攻 教授 大竹 久夫 
２）来賓挨拶（13：35～13：55 ） （予定）国土交通省、農林水産省、経済産業省、環境省 
３）講演 
講演①（13：55～14：25）「わが国におけるリン資源の確保と管理のあり方」（仮題） 

農林水産省 生産局農産部 技術普及課 生産資材対策室 室長 小川 祥直 氏 
講演②（14：25～14：55）「リンのマテリアルフローとリン資源に対する海外の関心」 

    東北大学大学院 工学研究科 准教授 松八重 一代 氏 
講演③（14：55～15：40）「リン酸、リン酸塩の工業分野での利用」 

原題：「Industrial Use of Phosphorus」 
Dr. Konstantin Panagiotidis 

（コンスタンチン・パナギオティディス 氏） 
Business Unit Bekaphos Research & Development 
ドイツ BK Giulini GmbH（ビーケーギューリニ社） 

 
－ 休憩・交流 20分間（15：40～16：00） － 

 
４）総合討論（16：00～16：55 ）「世界に向けたわが国のリン資源リサイクルの取組」 
５）閉 会（16：55～17：00） リン資源リサイクル推進協議会 副会長 

日本肥料アンモニア協会 事務局長 成田 義貞 
 
（４）意見交換・交流会（17：30～19：30） 

会場：神戸国際展示場 1号館 1階 レストラン「Kitchen Planet」（60名程度） 
 

６．出欠について： 
次頁以降の総会出席確認書及び参加申込用紙に所定事項をご記入の上、平成 24年 7月 23日
（月）までに、リン資源リサイクル推進協議会 事務局（一般社団法人 日本有機資源協会 内）
あてにファックスあるいはE-mailにてお送り下さい。意見交換・交流会の参加費につきまして
は、当日会場にて頂戴いたします。 

以上 



リン資源リサイクル推進協議会 事務局（一般社団法人日本有機資源協会 内 担当：菅原）あて 

FAX：03-3297-5619  E-mail：prpc@jora.jp 電話：03-3297-5618 
                                       

リン資源リサイクル推進協議会 第 5回 総会 出席確認書 

開催日時：平成 24年 7月 25日（水）10時 00分～11時 00分 
開催場所：神戸国際展示場 2号館 3F 3A会議室 

兵庫県神戸市中央区港島中町 6-11-1 
        連絡先 Tel：03－3297－5618（事務局） 
 
第 5回総会に  (    ) 出席します  (    ) 欠席します 
（いずれかに印をお付けください。欠席の場合は、下欄の委任状の提出をお願いいたします。） 
平成 24 年    月     日 
 

 住 所： 

 会員名： 

 氏 名：                              印 

                             
（随行の方については、別紙の参加申込書の提出をお願いいたしします。） 
 

委 任 状 
私は、平成 24年 7月 25日開催のリン資源リサイクル推進協議会 第 5回 総会の審
議事項について、議長を代理人と定め、表決を行使する権限を委任します。 
平成 24 年   月   日  
 

 住 所： 

 会員名： 

 氏 名：                             印 

                                   
以上 



リン資源リサイクル推進協議会 事務局（社団法人日本有機資源協会 内 担当：菅原）あて 

FAX：03-3297-5619  E-mail：prpc@jora.jp 電話：03-3297-5618 

第５回総会 及び 第７回 リン資源リサイクルシンポジウム 

参 加 申 込 書 

開催日時：平成 24年 7月 25日（水）10:00～19:30（意見交換・交流会を含む） 
開催場所：神戸国際展示場（兵庫県神戸市中央区港島中町 6-11-1） 
      総会    （10:00～11:00 ）：2号館 3階 3A会議室 
      シンポジウム（13:30～17:00 ）：2号館 3階 3A会議室 
      意見交換会 （17:30～19:30 ）：1号館 1階 レストラン「Kitchen Planet」 

 
平成 24年 7月 25日（水）開催のリン資源リサイクル推進協議会 第 5回 総会 及び 第 7回リ
ン資源リサイクルシンポジウムに出席します。 

 
区 
分 個 人  法人・団体  

会員名称  

連 
絡 
先 

住所 
〒 

電話番号  FAX番号  

E-mail  

出席者お名前

ふ り が な

 部 署 役 職 
出欠 

総会 シンポ

ジウム 
意見交換 

交流会 
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
※「区分」及び「出欠」欄には、該当箇所に「○」を記入願います。 

※ 出席者に関する連絡先が異なる場合、お名前欄が不足する場合は、別紙にてお申込み願います。 

※ ご記入頂いた個人情報は、本総会及びシンポジウムの受付事務にのみ使用させて頂きます。 


