ＮＯ．

発

行

《RPPC及び会員からのお知らせ》

日

★リサイクルポート推進協議会 総会決まる

《今週の報道発表》
港湾法施行令の一部を改正する政令について（平成23年3月31日）

《リサイクルポートに関連する最新の情報》
１．国土交通省、「港湾の開発、利用に係る基本方針」の見直し作業へ
２．「四日市港戦略計画2011～2014」の策定作業へ

第378号 平成23年4月6日

３．堺泉北港で鉄鋼スラグ活用の実海域実験
４．港湾局国際・環境課港湾環境政策室長に小池慎一郎氏
★リサイクルポート推進協議会 総会決まる

第379号 平成23年4月13日

中央環境審議会第５８回及び第５９回総合政策部会の開催について（お知らせ）
（平成23年4月5日）

１．日本港湾協会らが民主党国土交通部門会議に震災復興で要望書
２．新門司沖土砂処分場で今年度アセス手続き等
３．第２回道央圏港湾の広域連携のための協議会を開催

第380号 平成23年4月20日

★リサイクルポート推進協議会 総会決まる

平成23年版環境統計集の発行について（お知らせ）（平成23年4月15日)

１．平成23年度第1回「重要港湾管理者等主幹課長会議」を開催

★情報募集

交通政策審議会第４１回港湾分科会の審議について（平成23年4月14日）

２．国交省港湾局、24年度予算要求の検討方針をまとめ
３．交通政策審議会第41回港湾分科会を開催

号外

平成23年4月26日

★震災支援に関する情報提供のお願い

★リサイクルポート推進協議会 総会決まる

第381号 平成23年4月27日

平成２３年度静脈産業の海外展開促進のための実現可能性調査等支援事業の

１．23年度第1次補正予算、国土交通省分は１兆１４８９億円

公募について（お知らせ） （平成23年4月19日）

２．東日本大震災で被災した港湾の復旧スケジュールまとめ

「エコアクション２１ガイドライン ２００９年版（改訂版）」（案）に関する

３．四日市港の新たな港湾改訂計画を国の港湾分科会が了承

に関する意見の募集について（お知らせ）（平成23年4月21日）

４．三河港港の新たな港湾改訂計画を国の港湾分科会が了承

港湾・空港・漁港技術講演会－東日本大震災による港湾・空港・漁港の
地震・津波災害調査報告－の開催について（平成23年4月21日）

第382号 平成23年5月11日

★情報共有と情報提供のお願い

平成２３年度補正予算の概要について

１．東日本大震災、復旧復興へ設計強度等の技術検討

★リサイクルポート推進協議会 総会決まる

平成２３年度国土交通省関係補正予算の配分について(平成23年5月2日)

２．東日本大震災に伴う港湾の災害復旧工事で、入札・契約手続きを簡素化

平成23年度経済産業省関連一次補正予算の概要(平成23年5月6日)

３．名古屋港の新たな処分場計画、「中部国際空港沖」を候補地に選定

★リサイクルポート推進協議会 総会を開催します！！

１．独法港空研らが東日本大震災での港湾、空港等調査報告会

第383号 平成23年5月18日

２．国土交通省、港湾施設の災害復旧に向け、現地の被害額査定調査へ
３．境港管理組合、リサイクルポート振興施策を展開
★リサイクルポート推進協議会 総会を開催します！！

福島県内の仮置き場における災害廃棄物の放射線モニタリング調査結果

１．国際バルク戦略港湾、日本海側拠点港の検討を再開

★情報共有と情報提供のお願い

の公表について（お知らせ）（平成23年5月17日)

２．今後の津波対策のあり方で防災部会を設置

「国際バルク戦略港湾検討委員会」及び「日本海側拠点港の形成に関する検討委員会」を

３．2010年の外貿コンテナ貨物量は約1687万ＴＥＵ（速報値）

第384号 平成23年5月25日

開催します(平成23年5月19日)
自治体における小型家電リサイクルの先進的取組事例を公表！(平成23年5月23日)
★リサイクルポート推進協議会 総会を開催します！！

産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況（平成20年度実績）について（お知らせ）

１．山形県がリサイクルポート酒田港活用し瓦礫処理

★情報共有と情報提供のお願い

（平成23年月24日）

２．交通政策審議会「第43回港湾分科会」を開催

平成23年度 「廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業（廃棄物エネルギー導入事業）」の公募の開始について(お知らせ)

３．国土交通省、国際バルク戦略港湾を選定

第385号 平成23年6月1日

（平成23年5月30日）
交通政策審議会第４３回港湾分科会の審議について（平成23年月24日）
「第１５回 国際バルク戦略港湾検討委員会」の概要について（平成23年5月27日）
★平成23年度『リサイクルポート推進協議会』総会開催

中央環境審議会第６０回総合政策部会の開催について（お知らせ）(平成23年5月31日）

１．国土交通省、日本海側拠点港の公募開始

★情報共有と情報提供のお願い

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行状況（平成22年）について（お知らせ）(平成23年5月31日）

２．名古屋港管理組合、次期港湾計画改訂へ作業

廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出確認及び輸入許可（平成22年）について（お知らせ）(平成23年5月31日）

３．シグマテックが東京港城南島に埋設廃棄物処理施設

「平成２３年度静脈産業の海外展開促進のための実現可能性調査等支援事業」対象事業の選定結果について(お知らせ)

４．リサイクルポート推進協議会が23年度総会を開催

第386号 平成23年6月8日

(平成23年5月31日）
国際バルク戦略港湾の選定結果について)(平成23年5月31日）
「第４回 日本海側拠点港の形成に関する検討委員会」の概要について)(平成23年5月31日）
日本海側拠点港の募集について（平成23年6月2日）
特定有害廃棄物等の輸出入の規制に関する法律の施行状況（平成２２年）について(平成23年5月31日）
○「東日本大震災からの復旧・復興に向けた決議」について
去る６月６日開催のRPPC総会において、以下の決議が採択されました！！

平成２３年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書について

１．山形県、酒田港振興戦略ロードマップ案を提示

「地球との共生に向けた確かな知恵・規範・行動」（お知らせ）（平成23年6月7日）

２．「防災国土づくり委員会」の初会合開催、リダンダンシーの重要性

○情報共有と情報提供のお願い
第387号 平成23年6月15日

３．第２回「東北港湾における津波・震災対策技術検討委員会を開催

★国土交通省港湾局からの情報提供 【NEW！】
★RPPC事務局からの情報提供 【NEW！】
★RPPCメーリングリストの運用開始と参加者募集のお知らせ 【NEW！】
★震災支援に向けた取組みに関する情報提供のお願い
○（財）廃棄物研究財団より、成果発表会のご案内
○情報共有と情報提供のお願い

第388号 平成23年6月22日

「白書を読む会」の開催について（お知らせ）（平成23年6月14日）

１．国土交通省が、東日本大震災の復旧・復興に向けた対応方針策定

★メーリングリスト（ML）の運用開始と参加者募集のお知らせ

環境研究総合推進費による平成23年度新規研究課題の採択決定について（お知らせ）(平成23年6月17日）

２．広島県らが福山港を対象とする戦略港湾育成プログラムづくりへ

★震災支援に向けた取組みに関する情報提供のお願い

第2回「海外港湾物流プロジェクト協議会」開催結果概要について(平成23年6月15日)

３．下関技術調査事務所が、「底質浄化処理」の実証実験を実施

中央環境審議会第61回総合政策部会の開催について（お知らせ）（平成23年6月27日）

１．山形県が瓦礫処理支援スキームを策定。酒田港で木屑を海上受入

平成23年度土壌汚染対策セミナーの開催について（お知らせ）（平成23年6月27日）

２．博多港で浚渫土砂を窪地に投入

○情報共有と情報提供のお願い
第389号 平成23年6月29日

★メーリングリスト（ML）の運用開始と参加者募集のお知らせ
★震災支援に向けた取組みに関する情報提供のお願い

３．中国地方整備局、味野湾の鉄鋼スラグによる改良土を追跡調査

ＮＯ．

発

行

《RPPC及び会員からのお知らせ》

日

○情報共有と情報提供のお願い
第390号 平成23年7月6日

《今週の報道発表》

《リサイクルポートに関連する最新の情報》

土壌汚染の未然防止等マニュアル」の公表について (平成23年6月28日)

１．民主党港湾振興議員連盟（細野豪志会長）が第５回総会を開催

★RPPCメーリングリストの運用開始と参加者募集のお知らせ

携帯電話リサイクル推進協議会の設立について（お知らせ） (平成23年6月28日)

２．交通政策審議会第44回港湾分科会を開催

★震災支援に向けた取組みに関する情報提供のお願い

平成23年度土壌汚染調査技術管理者試験について（お知らせ）( 平成23年6月30日)

３．一般財団法人みなと総合研究財団（略称：みなと総研）スタート

★メルマガによる提供情報 募集のお知らせ

地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会（第２回）の開催について（お知らせ） (平成23年7月4日)

★RPPC震災復興支援メーリングリストの運用開始について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について（お知らせ） (平成23年7月5日)

１．防災部会が津波対策のあり方で中間とりまとめ

★平成23年度未来のみなとづくり助成(港・海辺活動／調査研究助成)募集の

「土壌汚染対策法の自主申請活用の手引き」の公表について (平成23年7月8日)

２．大阪港の航路浚渫で、土砂を阪南港沖窪地へ

お知らせ

土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布について（お知らせ） (平成23年7月8日)

３．北九州港の次期改訂計画を手続き中

第391号 平成23年7月13日

「東日本大震災により生じた廃棄物の処理の特例に関する法律案」の閣議決定について（お知らせ） (平成23年7月8日)
港湾における総合的な津波対策のあり方（中間とりまとめ）の公表について (平成23年7月6日)
「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」の変更案について再意見募集を
開始しました (平成23年7月6日)

第392号 平成23年7月20日

平成２３年度「静脈産業海外展開促進フォーラム」総会（第１回）の開催について(お知らせ) (平成23年7月11日)

１．国交省社会資整環境部会、第16回合同会議開催

中央環境審議会第６２回総合政策部会の開催について（お知らせ） (平成23年7月14日)

２．境港管理組合、今年度に循環資源取扱い支援施設整備等

土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等に対する意見の公募（パブリックコメント）の結果について

３．㈱苫東は第５次中期目標を策定、生物多様性保全型産業拠点等

(平成23年7月15日)

４．清水港湾事務所、田子の浦港で航路泊地浚渫

「平成２３年度 特定港湾施設整備事業基本計画」について (平成23年7月12日)
交通政策審議会第４５回港湾分科会の審議について (平成23年7月22日)
第393号 平成23年7月27日

１．第45回港湾分科会で港湾の基本方針を了承
２．東日本大震災の復興プランについて財務省への説明を開始
３．関門航路六連西側地区航路、これから第２ステップ工事に着手

○能代港・姫川港・酒田港三港合同勉強会について

１．民主党港湾議連が大畠国交相に港湾整備促進の要望書

第394号 平成23年8月3日

２．リサイクルポート舞鶴港前島地区、岸壁改良整備進む
３．国際バルク戦略港湾の育成プログラム検討が進む
★能代港・姫川港・酒田港三港合同勉強会におけるセミナー配付資料について

第395号 平成23年8月10日

「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂版）」の公表について(お知らせ) (平成23年8月2日)

１．日本海側拠点港に23港（19管理者）から44の計画

土壌汚染対策に係る「区域内措置優良化ガイドブック」の公表について(お知らせ) (平成23年8月2日)

２．社会資本整備重点計画の見直しに関する中間とりまとめ

「汚染土壌の運搬に関するガイドライン（改訂版）」及び「汚染土壌の処理業に関するガイドライン（改訂版）」の公表について

３．京都府、舞鶴港の長期構想をまとめ

（お知らせ） (平成23年8月5日)
日本海側拠点港への応募港湾について (平成23年8月1日)
「日本海側拠点港の形成に関する検討委員会」第５回／第６回／第７回／第８回委員会（応募港湾からの
プレゼンテーション）を開催します（傍聴不可です） (平成23年8月3日)
★境港リサイクルポートセミナーの開催報告について

号

外

平成23年8月10日

第四次環境基本計画策定に向けた中間とりまとめの公表及び中間とりまとめに関する意見の募集について（お知らせ）
第396号 平成23年8月17日

(平成23年8月9日)
第四次環境基本計画策定に向けた意見交換会の参加団体の募集について（お知らせ） (平成23年8月9日)

１．政府、「東日本大震災からの復興の基本方針」まとめ
２．名古屋港の新土砂処分場で年内に中空沖を対象に基本計画を作成
３． 「オホーツク海側港湾の広域連携」で合意
１．国交省港湾局、臨海部埋立地の土壌汚染対策調査へ

第397号 平成23年8月24日

２．災害復旧に伴う財務省協議が進展
３．23年度３次補正予算の編成作業が進む
○NPO法人循環型経済社会推進機構より、シンポジウムのご案内

日本海側拠点港」における各応募者からの計画書の概要について (平成23年8月26日)

第398号 平成23年8月31日

１．日本海側拠点港でプレゼン終了、秋に対象港湾決定
２．山形県、放射能汚染瓦礫処理の考えをまとめ
３．北九州港新門司沖土砂処分場２期の位置、形状を決定

8,000Bq/kgを超え100,000Bq/kg以下の焼却灰等の処分方法に関する方針について(お知らせ) (平成23年8月31日)
第399号 平成23年9月7日

１．国土交通省、公共事業の24年度概算要求作りへ
２．政府が各府省の復興施策の事業計画並びに工程表まとめ
３．伏木富山港から北海道向け貨物を海上輸送に切り替え

★メルマガによる提供情報 募集のお知らせ

第400号 平成23年9月14日

中央環境審議会循環型社会計画部会（第63回）の開催について(お知らせ) (平成23年9月6日)

１．前田国土交通大臣が就任会見

中央環境審議会の委員の交代について（お知らせ） (平成23年9月8日)

２．山口県、国際バルク戦略港湾育成プログラムを国交省に提出

「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質（告示）の一部を改正する告示」（仮称）

３．道央圏港湾が「道央圏港湾連携による防災機能強化方策検討会」設立

に対する意見の募集（パブリックコメント）について（お知らせ） (平成23年9月9日)
コンテナターミナルのゲートオープン２４時間化モデル事業の実績 (平成23年9月12日)
産業廃棄物焼却施設における焼却灰の放射性セシウム濃度測定結果について(お知らせ) (平成23年9月15日)

１．港湾の民営化に向けた関連作業進む
２．社会資本整備審議会等の環境部会を開催

第401号 平成23年9月21日

３．中城湾港の航路・泊地の浚渫を開始
４．国土交通省の16日付幹部級人事

第402号 平成23年9月28日

★震災支援関連情報リンク集の開設について

平成24年度環境保全経費の見積りの方針の調整の基本方針について（お知らせ） (平成23年9月20日)

１．松原国土交通副大臣、港湾政策の重要性を強調

★２０１１建設リサイクル技術発表会・技術展示会のご案内

PCBを含む廃棄物の焼却実証試験の実施について（お知らせ） (平成23年9月20日)

２．国土交通省港湾局、24年度概算要求づくりの作業へ
３．国際バルク戦略港湾を来年度要求に

ＮＯ．

発

行

日

《RPPC及び会員からのお知らせ》

《今週の報道発表》
「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン（改訂版）」の公表について
(お知らせ)(平成23年9月29日)
平成23年度環境研究総合推進費研究成果発表会の開催について(お知らせ) (平成23年9月29日)

《リサイクルポートに関連する最新の情報》
１．平成24年度港湾関係概算要求、総額２４９７億円で対前年度比３５％増
２．境港外港中野地区にマイナス12ｍ国際物流ターミナル
３．港湾分科会第3回事業評価部会を開催、新規直轄事業を了承

「リデュース・リユース・リサイクル推進月間」における地方環境事務所による廃棄物等の不法輸出入監視に係る取組強化
について（お知らせ） (平成23年9月30日)

第403号 平成23年10月5日

被災地の海洋環境のモニタリング調査結果の公表について（お知らせ） (平成23年9月30日)
「平成23年度自動車リサイクル連携高度化支援事業」の公募について（お知らせ） (平成23年9月30日)
平成24年度環境研究総合推進費における新規課題の募集について(お知らせ) (平成23年10月3日)
交通政策審議会港湾分科会第３回事業評価部会の開催について (平成23年9月27日)
「第９回 日本海側拠点港の形成に関する検討委員会」の概要について (平成23年9月29日)
１．被災地港湾の復旧・復興、国際競争力の強化等を重点化
２．国際コンテナ、バルク戦略港対象に荷役機械の高規格化補助

第404号 平成23年10月12日

３．24年度港湾海岸事業、対前年度比１・64倍の総額１７０億円を要求
４．岡山県、水島港を総合特区に申請
★環境資源工学会第127 回例会のご案内

第405号 平成23年10月19日

平成23年度「廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業（廃棄物エネルギー導入事業）」の２次公募の開始について

１．全国港湾知事協議会の平成23年度総会

(お知らせ)（平成23年10月11日）

２．東日本大震災の復旧・復興に、ＰＰＰ／ＰＦＩなど官民連携手法

平成23年度 環境配慮契約法基本方針検討会廃棄物ワーキンググループ(第２回)の開催と傍聴案内について（お知らせ）

３．「社会資本整備重点計画」の見直し作業が進む

（平成23年10月11日）
アジア３Ｒ推進フォーラム第３回会合の結果について（お知らせ） （平成23年10月11日）

第406号 平成23年10月26日

環境省における平成22年度政策評価書（事後評価）について（お知らせ） （平成23年10月20日）

１．日本海側拠点港で第10回検討委開催、11月半ば選定

「第１０回 日本海側拠点港の形成に関する検討委員会」の概要について （平成23年10月20日）

２．酒田港を「国際循環型社会を先導するリサイクル拠点港」に
３．室蘭港利用促進懇談会を都内で開催

第407号 平成23年11月2日

★「平成23年度 リサイクルポートセミナー」開催のご案内

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について（お知らせ） （平成23年10月28日）

１．「港湾を考える全国集会」が10月27日に開かれる

★「酒田港ポートセミナー」開催のご案内

第２回ＰＣＢ廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の開催について（お知らせ） （平成23年10月31日）

２．民主党港湾議員が前原政調会長に港湾振興の要望書

神戸港において「コンテナターミナルゲートオープン２４時間化モデル事業」を開始 （平成23年10月27日）

３．第３次補正予算案の港湾局関係予算は事業費１００８億円規模

「平成２２年度ものづくり基盤技術の振興施策」（ものづくり白書）について （平成23年10月25日）
★「平成23年度 リサイクルポートセミナー」開催のご案内

放射性物質汚染対処特措法に基づき国が除染を実施する地域における詳細モニタリングの開始について（お知らせ）
(平成23年11月4日）

第408号 平成23年11月9日

平成23年度循環型社会形成推進研究発表会の開催について(お知らせ) （平成23年11月7日）

１．東北地整港湾空港部、港湾施設の復旧・復興に全力
２．東日本大震災の瓦礫等処理で、廃棄物埋立護岸
３．「環境未来都市」に30件の応募

平成２３年度第３次補正予算 建設技術研究開発助成制度の公募について （平成23年11月1日）
第１０回グリーン物流パートナーシップ会議の開催について （平成23年11月7日）
★「平成23年度 リサイクルポートセミナー」開催のご案内

放射性物質汚染対処特措法関係省令案に対する意見の募集 （平成23年11月8日）

１．国土交通省、日本海側拠点港として19港を選定

★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質

２．「鉄鋼スラグ等の実海域適用に関する研究会」が発足

による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく基本方針」の閣議決定及び意見募集の結果について （お知らせ）

３．「津波防災地域づくりに係る技術検討会」の第1回会合開催

第409号 平成23年11月16日

（平成23年11月11日）
日本海側拠点港の選定結果について （平成23年11月11日）

第410号 平成23年11月22日

★「平成23年度 リサイクルポートセミナー」開催のご案内

「港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」

１．日本海側拠点港、リサイクル貨物に酒田港

★大連国家生態工業モデル園区（静脈産業類）の企業誘致説明会のご案内

及び「港湾法施行令の一部を改正する政令」について （平成23年11月15日）

２．国交省、持続可能で活力ある国土・地域づくりの推進へ

★メルマガによる提供情報 募集のお知らせ

３．独法港空研、防波堤等の粘り強い構造への検討進める

★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について
★「平成23年度 リサイクルポートセミナー」開催のご案内

１．港湾関係第３次補正予算、事業費１００８億円で実施

第411号 平成23年11月30日

２．交通政策審議会第46回港湾分科会を開催
３．東京都、東北の災害廃棄物受入開始
★「平成23年度 リサイクルポートセミナー」開催報告

「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集（パブリックコメント）

１．リサイクルポート推進協議会、23年度リサイクルポートセミナー開催

について（お知らせ）（平成23年11月29日）

２．宮城県、港湾計画変更で石巻港雲雀野地区に災害廃棄物処分場

平成24年度環境保全経費概算要求額について（お知らせ）（平成23年11月30日）

３．国土交通省海事局、呉港でシップリサイクル事業に

コンテナ物流情報サービスシステム「Colins」の中国との連携について（平成23年11月30日）

４．東京都が浚渫土の減量化実証試験調査を予定

第３回ＰＣＢ廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の開催について（平成23年12月6日）

１．民主党港湾振興議員連盟が藤田財務副大臣に24年度予算要望

交通政策審議会第47回港湾分科会に係る環境省意見について（お知らせ）(平成23年12月8日）

２．港湾分科会、８港の埠頭貸付区域を了承

平成２３年度「静脈産業海外展開促進フォーラム」分科会（第１回）（平成23年12月9日）

３．第47回港湾分科会で、北九州港の改訂計画を審議

★循環資源利用促進に関するミニ講演会 開催報告

廃棄物等の不法輸出入監視に係る取組強化の結果について（平成23年12月13日）

１．民主党の港湾議員が総会開催

★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について

第１１回NGO/NPO・企業の環境政策提言の募集について（お知らせ）（平成23年12月13日）

２．茨城県、常陸那珂港区中央ふ頭地区で廃棄物埋立護岸

「除染関係ガイドライン」の公表について（お知らせ）（平成23年12月14日）

３．23年度第２回海域の物質循環健全化検討委員会開催

第412号 平成23年12月7日

号

外

平成23年12月5日

★循環資源利用促進に関するミニ講演会の開催について

★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について
第413号 平成23年12月14日

第414号 平成23年12月21日

放射性物質汚染対処特措法施行規則等の公布について（お知らせ）（平成23年12月14日）
★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について
第415号 平成23年12月28日

国際環境技術見本市「ＩＥ expo 2012」廃棄物処理・リサイクル技術ジャパンブースへの出展企業の募集について(お知らせ)

１．名古屋港港湾計画の一部変更を審議

（平成23年12月22日）

２．浚渫土を湾域の深掘跡地に埋め戻す取組が拡大
３．四日市港湾事務所が、がれき処理方法などの検討へ

ＮＯ．

発
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《RPPC及び会員からのお知らせ》
★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について

第416号 平成24年1月11日

《今週の報道発表》

《リサイクルポートに関連する最新の情報》

第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第４回点検結果（案）に関する意見の募集について(お知らせ)

港湾局関連予算は約10％の大幅増

（平成23年12月27日）

24年度新規事業に茨城港常陸那珂港区国際物流ターミナル等

「廃棄物関係ガイドライン」（事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理等に関するガイドライン）の公表について

境港外港中野地区の国際物流ターミナルに予算

(お知らせ）（平成23年12月27日）
産業廃棄物の不法投棄等の状況（平成22年度）について（お知らせ）（平成23年12月28日）
改正水質汚濁防止法全国説明会の開催について（平成24年1月6日）
★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について

平成２３年度「静脈産業海外展開促進フォーラム」分科会（第2回）の開催について(お知らせ）（平成24年1月12日）

第417号 平成24年1月18日

前田国土交通大臣が職員に年頭挨拶
前田国土交通大臣が新春インタビュー
新日鐵が改質津波堆積土を災害復旧工事に活用

★京都舞鶴港におけるリサイクルポート機能の強化について

「アジア資源循環研究公開シンポジウム～アジアにおける循環型社会構築へ向けた取組とグリーン経済～」の開催について

平成23年度第２回重要港湾管理者等主幹課長会議開催

★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について

（お知らせ）（平成24年度1月16日）

吉田おさむ・新副大臣が就任挨拶

環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会報告書（案）に対する意見募集（パブリックコメント）について

「閉鎖性海域における水環境技術」、みなと総研が募集開始

（お知らせ）（平成24年1月17日）

第６回「全国海の再生会議」開催

「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集（パブリックコメント）

「徳山下松港・宇部港国際バルク戦略港湾」で連携協議会の設立総会

第418号 平成24年1月25日

の結果について（お知らせ）（平成24年1月17日）
第４回ＰＣＢ廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の開催について（お知らせ）（平成24年1月17日）
改正水質汚濁防止法全国説明会の開催及び参加募集について（平成24年1月20日）
復旧・復興支援制度データベースの公開について～利用者視点の制度検索（平成24年1月17日）
★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について
第419号

港湾関係団体新春賀詞交歓会を開催
全国市長会港湾都市協議会が役員・幹事合同会議を開催

平成24年2月1日

福山港箕沖地区を次世代エネルギーパークに認定
中環審総合政策部会、第四次環境基本計画を審議

第420号

★メルマガによる提供情報 募集のお知らせ

エコアクション２１業種別ガイドラインの公表について（お知らせ）（平成24年1月31日）

バルク貨物取扱機能、コンビナート防災の強化へ

★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利

新門司沖土砂処分場２期、24年度に環境アセス方法書の告示・縦覧

用に関する小委員会「小型電気電子機器リサイクル制度の在り方について（第一次答申案）」に対する意見募集の結果及び環

大阪港北港南地区ＹＣバースで事業化検証調査

平成24年2月8日

境大臣への答申について（お知らせ）（平成24年1月31日）
PCBを含む廃棄物の焼却実証試験（平成23年11月～12月実施分）の実施結果について（お知らせ）
（平成24年2月3日）
★メルマガによる提供情報 募集のお知らせ

第421号 平成24年2月15日

中央環境審議会第６７回総合政策部会の開催について（お知らせ）（平成24年2月6）

港湾関係第４次補正は事業費１４７億７６００万円

平成24年度予算案における環境保全経費の概要について（お知らせ）（平成24年2月10日）

国際コンテナ戦略港湾検討委員会」第９回会合開催

平成２４年度静脈産業の海外展開促進のための実現可能性調査等支援事業の公募について(お知らせ)

博多港振興セミナーを開催

（平成24年2月13日）

名古屋港管理組合ら、名古屋港懇談会を開催

中央環境審議会循環型社会計画部会（第69回）の開催について（お知らせ）（平成24年2月13日）
★RPPCホームページ

復興庁の創設に伴い、ホームページを更新しました

室井国土交通大臣政務官が、北九州港、下関港、博多港を視察
横浜市資源循環局、ごみ焼却飛灰のセシウム対策で埋立護岸工事

第422号 平成24年2月22日

富岩運河のダイオキシン類対策で費用負担計画の策定作業
北九州市が都内で「北九州港セミナー」を開催
仙台国際貿易港首都圏セミナーを都内会場で開催
★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について

第423号 平成24年2月29日

第５回ＰＣＢ廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の開催について（お知らせ）（平成24年2月21日）

室井国土交通大臣政務官、金沢港を視察

産業廃棄物の排出及び処理状況等（平成２１年度実績）について（お知らせ）（平成24年2月23日）

第１１回「社整審・交通政策審計画部会」開催
東亜建設、津波堆積土砂の分級実証実験を予定
下関市が「下関港東京セミナー」開催

第424号

平成24年3月7日

★リサイクルポート推進協議会 総会の日程が決定致しました

交通政策審議会港湾分科会第４回防災部会開催

★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について

「港湾施設の技術上の基準」見直し作業へ
中国地整、鉄鋼スラグ等の実海域適用で第２回会合開催

第425号 平成24年3月14日

★リサイクルポート推進協議会 総会の日程が決定致しました

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会（第50回）の開催について（お知らせ）

国土交通省港湾局、国際バルク戦略港湾ならびにコンビナート防災を強化

★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案の閣議決定について（お知らせ）

土木学会が防災シンポを開催

東日本大震災により流出した災害廃棄物の総量推計結果の公表について（お知らせ）

愛媛県、三島川之江港ふ頭用地を今年４月から暫定供用

交通政策審議会第４８回港湾分科会の開催について
★リサイクルポート推進協議会 総会の日程が決定致しました
第426号 平成24年3月21日 ★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について

第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第４回点検結果について（お知らせ）

3月12日、国土交通省港湾局が第1回港湾懇談会を開催

交通政策審議会第４８回港湾分科会の議事概要

3月12日、交通政策審議会第48回港湾分科会を開催
日建連海洋開発委員会が技術講演会

★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について
第427号 平成24年3月28日

平成22年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果について（お知らせ）

民主党港湾議連、上海洋山深水港等を視察

一般廃棄物の排出及び処理状況等（平成22年度）について（お知らせ）

長崎県、第３回長崎港長期構想検討委員会開催

堺泉北港堺2区基幹的広域防災拠点を供用開始

水産庁が災害廃棄物のコンクリートがらを漁場施設に再利用

