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第523号

平成26年4月2日

第524号

平成26年4月9日

第525号

平成26年4月16日

第526号

平成26年4月23日

第527号

平成26年4月30日

第528号

平成26年5月14日

第529号

平成26年5月21日

第530号

平成26年5月28日

第531号

平成26年6月4日

《RPPC及び会員からのお知らせ》

《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》

★RPPCホームページ（リサイクルポート指定港）更新のお知らせ

26年度「新門司沖土砂処分場（2期）施工検討調査」
国土交通省港湾局、平成26年4月1日付人事

★調査研究部会 汚染土壌事業化分科会の開催

国土交通省、「環境行動計画（2014年度～2020年度）」を策定
国土交通省、「国土のグランドデザイン」の骨子まとめ
沖ノ鳥島事故原因究明・再発防止に有識者委員会
次期建設リサイクル推進計画（2014～2018）」を8月に策定
「交通政策基本計画（2015～2021）」の策定に取組
那覇港長期構想検討会委員会の第２回会合を開催
『新たな国土のグランドデザイン』構築へ第7回有識者懇
社会資本メンテナンス戦略小委、点検・診断資格制度で議論
石狩湾新港の港湾計画を今年度改訂、リサイクル関連も
「平成26年度低炭素型静脈物流促進事業」の公募開始
「遠隔離島における海洋関連技術開発」の公募開始

★幹事会（第21回）の開催
★リサイクルポート推進協議会 総会のご案内

「平成２６年度モーダルシフト・輸送効率化による低炭素型静脈物流促進事業の公募について」(平成26年４月24日)

★調査研究部会 土壌汚染事業化分科会の開催
★運営委員会の開催
★リサイクルポート推進協議会 総会のご案内
★運営委員会の開催
★リサイクルポート推進協議会 総会のご案内

山縣港湾局長が港湾政策に係る最近の動向や課題を説明
港湾局が「海とみなとの相談窓口」機能を拡充
広島港廿日市地区の航路・泊地浚渫事業に今年度着手
沖縄県が今年度、中城湾港と先島諸島を結ぶ海上輸送実証試験
八戸港で津波堆積土をケーソンの中詰め材に有効、成果
港湾における中長期の戦略的な環境政策に取組
酒田港リサイクル産業センター、鉄クズの海外向けトライアル輸送検討
境港管理組合、25年のリサイクル貨物の取扱量は前年比26％増で過去最高
山形県、リサイクルポートのアドバイザー派遣
境港管理組合、2件のリサイクル製品のトライアル輸送を検討
新潟港の港湾計画を年度内に改訂予定
「国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」まとめ
資源循環ネットワーク、情報面でリサイクルＰ支援検討
三池港の25年度リサイクル関連貨物は約19万ｔ
リサイクルポート推進協議会が平成26年度総会を開催
愛知県がゼロエミ構想事業化検討業務委託先募集
「次期建設リサイクル推進計画」策定に向けパブコメ開始
「国際コンテナ戦略港湾政策推進室発足式」を開催
阪神国際港湾としての経営統合に合意
環境省、「巨大災害発生時における廃棄物対策行動計画』の策定作業に
エコマックス、焼却残灰等移送に内航船を活用し成果
「交通政策基本計画（2015～2021）」の中間とりまとめ素案を検討
室蘭港のリサイクルポートの動き
八代港外港地区航路の増深・拡幅を重点化
釧路港西港区で土砂処分場護岸整備
平成26年度低炭素型静脈物流促進事業補助の交付相手先決まる
廃棄物リサイクル工場の建設で専用岸壁増深
交通政策審議会「第56回港湾分科会」を開催
中国地整、浚渫土と製鋼スラグ混合材による海域試験
能代港で石炭灰を処分する第2海面処分場を整備
国土交通省港湾局長に大脇技術参事官が就任
新日鐵住金、「カルシア改質土」の海域利用拡大に取組
ＳＣＯＰＥ研究開発報告会で浚渫土砂を用いたブロック製作技術の開発など
国土交通省大脇港湾局長が就任の抱負
「港湾の施設の技術上の基準」改訂に向けた検討開始
「建設汚泥（建設泥土）の適正処理およびリサイクルの手引き」
日建連、「東日本大震災災害廃棄物処理の報告」まとめ
国交省港湾局、生物共生型港湾構造物の整備・維持管理Ｇラインまとめ
日本製紙、石炭灰を有効利用しコンクリート用混和材の生産・発売を計画
環境省、平成26年度低炭素型３Ｒ技術システム実証事業に４件採択
交通政策審議会第57回港湾分科会を開催
ゼロテクノ、高品質フライアッシュで海上輸送も検討

★リサイクルポート推進協議会 総会のご案内
★リサイクルポート推進協議会 総会
★調査研究部会 土壌汚染事業化PTの開催
★調査研究部会 土壌汚染事業化PTの開催
第532号

平成26年6月11日

第533号

平成26年6月18日

第534号

平成26年6月25日

第535号

平成26年7月2日

★次回汚染土壌事業化ＰＴ開催日程について
★循環資源利用促進部会開催日程について

第536号

平成26年7月9日

★次回汚染土壌事業化ＰＴ開催日程について
★循環資源利用促進部会開催日程について

第537号

平成26年7月16日

★次回汚染土壌事業化ＰＴ開催日程について
★循環資源利用促進部会開催日程について

第538号

平成26年7月23日

第539号

平成26年7月30日

第540号

平成26年8月6日

第541号

平成26年8月13日

第542号

平成26年8月20日

号外

平成26年8月21日

第543号

平成26年8月27日

★年会費お振込みのお願いについて
★次回汚染土壌事業化ＰＴ開催日程について

★次回汚染土壌事業化ＰＴ開催日程について
★広報部会開催日程について
★次回汚染土壌事業化ＰＴ開催日程について
★境港にリサイクル工場建設で協定書調印
★次回汚染土壌事業化ＰＴ開催日程について
★第２２回幹事会開催日程について(予定)
★平成２６年度 リサイクルポートセミナーのテーマ及び講演内容の公募について
★平成２６年度 リサイクルポートセミナーのテーマ及び講演内容の公募について

「建設リサイクル推進に係る方策」の公表について(平成26年8月13日)

日本海側拠点港におけるリサイクルポートの現況
環境省、平成26年度エコタウン等高度化モデル事業公募
国交省、建設リサイクル推進に係る方策を公表
苫小牧港の港湾計画の軽易な変更、木質バイオマス発電所建設
国交省の建設産業活性化会議が取組の工程表
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日

《RPPC及び会員からのお知らせ》
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第544号

平成26年9月3日

第545号

平成26年9月10日

第546号

平成26年9月17日

第547号

平成26年9月24日

第548号

平成26年10月1日

★2014地球環境保護 土壌・地下水浄化技術展の開催について
★第２回 循環資源利用促進部会の開催について
★第１回 港湾・空港等リサイクル推進検討会の開催について
★汚染土壌事業化PT（WG）の開催について

第549号

平成26年10月8日

★第１回 港湾・空港等リサイクル推進検討会の開催について
★汚染土壌事業化PT（WG）の開催について

第550号

平成26年10月15日

《今週の報道発表》

★平成２６年度 リサイクルポートセミナーのテーマ及び講演内容の公募について

★汚染土壌事業化PT（ワーキンググループ（WG）別）の開催について
★汚染土壌事業化PT（ワーキンググループ（WG）別）の開催について

「建設リサイクル推進計画２０１４」の策定について（平成26年9月1日）

★汚染土壌事業化PT（ワーキンググループ（WG）別）開催について
★第２回 循環資源利用促進部会の開催について
★第１回平成26年度巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会の開催について

第551号

第552号

第553号

第554号

第555号

第556号

★第１回 港湾・空港等リサイクル推進検討会の開催について
★汚染土壌事業化PT（WG）の開催について
★特殊貨物船舶運送規則の改正に伴う事務手続き等について
★第１回 港湾・空港等リサイクル推進検討会の開催について
★平成26年度 無機系循環資源説明会開催について
平成26年10月22日
★平成26年度 リサイクルポートセミナーの開催について（速報）
★ホームページのリニューアルについて
★平成26年度 無機系循環資源説明会開催について
★平成26年度 調査研究部会の開催について
平成26年10月29日 ★次回汚染土壌事業化PT（WG）の開催について
★平成26年度 リサイクルポートセミナーの開催について（続報）
★ホームページのリニューアルについて
★平成26年度 調査研究部会の開催について
平成26年11月5日 ★次回汚染土壌事業化PT（WG）の開催について
★平成26年度 リサイクルポートセミナーの開催について
★平成26年度 リサイクルポートセミナーの開催について

平成26年11月28日

★平成26年度 リサイクルポートセミナーの開催について（申込期限迫る！！）

号外

平成26年12月1日

★平成26年度 リサイクルポートセミナーの開催について（申込期限迫る！！）

第558号

第559号

第560号

第561号

第562号

号外

27年度港湾局関係概算要求、2872億円（対前年度１・16倍）
自民党の港湾議員連盟が27年度概算要求テーマに総会
環境省、大規模災害発生時における廃棄物処理体制検討
環境省、低炭素型静脈物流促進事業を27年度概算要求
国土交通省、「建設リサイクル推進計画２０１４」を策定
㈱能代港リサイクルセンター、石炭灰の保管業務拡大
能代市ら、日本海静脈物流拡大で連携
徳山下松港の平成25年のリサイクル貨物は約１８７万６０００トン
国土交通省の大脇港湾局長が会見
日立造船ＪＶが廃棄物処理業務（減容化処理）を４５８億円で受注
中間貯蔵施設への除去土壌輸送基本計画（案）を了承
環境省、27年度環境研究総合推進費における新規課題募集
第60回横浜市港湾審議会、横浜港の次期改訂計画案を了承
東京都、「東京港第8次改訂港湾計画」を審議、了承
三島川之江港リサイクルポートの動向
地盤工学会、復興資材の有効活用ガイドラインまとめ
国土交通省港湾局人事、海洋・環境課長に小谷野氏（10月1日付）
中国地整、鉄鋼スラグ等の実海域適用に関する研究
博多港で浚渫土砂と製鋼スラグとの混合による固化体実証試験
国土交通省、「国土審議会計画部会」の初会合
大阪湾港湾の基本構想懇談会」の初会合
新門司沖土砂処分場（Ⅱ期）の環境影響評価の手続き開始
川崎港の次期改訂計画、11月港湾分科会に上程
平成26年度「経済と暮らしを支える港づくり全国大会」
近畿地整が大阪湾窪地における覆砂材に関する検討業務
名古屋港湾、伊勢湾中央部深堀場への土砂投入の検討業務

全国港湾知事協議会総会を開催
港湾・空港等リサイクル推進検討会の第１回会合開催
新門司沖土砂処分場の延命化事業を実施中
第２回平成26年度巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会の開催について（平成26年11月4日） 平成27年度概算要求における環境保全経費１兆９５４４億円
平成26年11月12日
家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書
下関技調、港湾・海岸施設の防災・減災対策等に環境配慮技術を検討
★平成26年度 リサイクルポートセミナーの開催について
自民党港湾議員連盟総会を開催、港湾の整備・振興を決議
平成26年11月19日 ★第４回 酒田港国際資源循環フォーラム開催について（情報提供）
交通政策審議会第58回港湾分科会を開催
★平成２６年度酒田港ポートセミナーの開催について
環境省が産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委開催（予定）
★平成26年度 リサイクルポートセミナーの開催について（申込期限迫る！！） 中央環境審議会循環型社会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
国土交通省、「交通政策基本計画（２０１４～２０２０）」を了承
★次回汚染土壌事業化PT（WG）の開催について
有用金属の再生利用に関する小委員会（第13回）、産業構造審議会産業技術環境分科
名古屋港金城ふ頭地区を完成自動車の輸送拠点に
平成26年11月26日
★平成26年度酒田港ポートセミナーの開催について
会廃棄物・リサイクル小委員会（第27回）合同会合の開催について（お知らせ）（平成26年11月20日）
環境省、平成26年度「小型電子機器等リサイクルシステム構築実証事業」
環境省が中央環境審議会循環型社会部会を開催（予定）

号外

第557号

平成26年度土壌汚染対策セミナーの開催について（平成26年10月3日）

《リサイクルポートに関連する最新の情報》

★平成26年度 リサイクルポートセミナーの開催について（申込最終日！！） 第３回平成26年度巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会を開催について（平成26年12月1日） 那覇空港第２滑走路増設事業の外周護岸工事等が進捗
★次回汚染土壌事業化PT（WG）の開催について
石油資源開発、相馬港ＬＮＧ基地の整備に着手。平成30年操業
★平成26年度酒田港ポートセミナーの開催について
大興、海上静脈物流の輸送分野にも意欲
★次回汚染土壌事業化PT（WG）の開催について
八戸セメント、今年度は約12万のリサイクル材を海上受入
平成26年12月10日
神戸港のリサイクル材取扱量は年間１５０万ｔ規模
石狩湾新港長期構想でリサイクルネットワーク拠点形成プロジェクト
★リサイクルポートセミナー開催について(ご報告）
リサイクルポート推進協議会、平成26年度リサイクルポートセミナー開催
平成26年12月17日 ★次回汚染土壌事業化PT（WG）の開催について
リサイクルポートセミナーで低炭素型静脈物流事業の取組を中間報告
★次回循環資源利用促進部会の開催について
第３次社会資本整備重点計画の見直しへ
★次号５６１号について
北九州港にバイオマス燃料集配基地を建設
平成30年度に「港湾施設の技術上の基準・同解説」を改訂
平成26年12月24日
国土審議会第６回計画部会を開催
「北海道開発の将来展望に関する有識者懇談会」第４回会合を開催
★新年のご挨拶
港湾・空港等リサイクル推進検討会の第２回会合を開催
平成27年1月7日
国土交通省、26年度第1回「品質確保に関する懇談会」開催
港湾工事の大規模仮設工で、技術検討委員会
★中国・九州ブロック交流会開催のお知らせ
平成26年度補正予算案を閣議決定、港湾関係費68億円
平成27年1月14日 ★次回（第６回）汚染土壌事業化PT（WG）の開催について
伏木富山港の富岩運河等のダイオキシン類対策で覆砂工事
秋田県、能代港第２廃棄物海面処分場の整備を促進
★中国・九州ブロック交流会開催のお知らせ
平成27年1月16日
平成26年12月3日
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第563号

平成27年1月21日

号外

平成27年1月23日

第564号

平成27年1月28日

第565号

平成27年2月4日

第566号

平成27年2月12日

第567号

平成27年2月18日

第568号

平成27年2月25日

第569号

平成27年3月4日

第570号

平成27年3月11日

第571号

平成27年3月18日

第572号

平成27年3月25日

第573号

平成27年4月1日

第574号

平成27年4月8日

第575号

平成27年4月15日

第576号

平成27年4月22日

《RPPC及び会員からのお知らせ》
★中国・九州ブロック交流会開催のお知らせ
★次回（第６回）汚染土壌事業化PT（WG）の開催について

《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》
平成27年度の港湾関係予算案、２４７２億８５００万円で前年度比１・０倍
環境省、「わが国循環産業の戦略的国際展開・育成事業」に５億円
環境省、循環産業の国際展開に係る実証支援事業に１・５億円

★中国・九州ブロック交流会開催のお知らせ
第４回平成26年度巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会の開催について（H27年1月27日） 自由民主党港湾議員連盟が総会開催
平成26年度第２回「重要港湾管理者等主幹課長会議」開催
環境省が低炭素型静脈物流促進事業を27年度も継続
★中国・九州ブロック交流会開催のお知らせ
シンポジウム「大規模災害の発生に備えた災害廃棄物対策への取組」の開催及び
川崎市港湾局、リニア建設発生土の搬出で関連調査
★調査・研究部会 国際資源循環ミニセミナー開催のお知らせ
災害廃棄物処理施設の現地見学会について（平成27年2月2日） 山形県、酒田港港湾計画の一部変更計画案を了承
北九州港響灘東地区処分場、新年度に埋立免許申請手続きへ
★中国・九州ブロック交流会開催について（ご報告）
リサイクルポート推進協議会、「中国・九州ブロック交流会」開催
★調査・研究部会 国際資源循環ミニセミナー開催のお知らせ（受付期間延長しました）
平成26年度補正予算補正予算成立、港湾関係予算は３２３億７５００万円
★次回汚染土壌事業化PT（WG）の開催について
★調査・研究部会 国際資源循環ミニセミナー開催のお知らせ（受付期間延長しました）
東洋建設、石炭灰（フライアッシュ）を遮水材に有効活用
★次回循環資源利用促進部会の開催について
茨城県、茨城港常陸那珂港区の石炭灰処分場建設で調査・設計
環境省、福島県下の災害廃棄物等の処理状況をまとめ
★調査・研究部会 国際資源循環ミニセミナー開催（ご報告）
リサイクルポートの動き：①三池港（製鋼煙灰をリサイクル処理）
★汚染土壌事業化ＰＴの次回ＷＧの開催について
大脇崇港湾局長が港湾政策の動きを記者会見で説明
「交通政策基本計画」を２月13日閣議決定
★汚染土壌事業化ＰＴの次回ＷＧの開催について
リサイクルポートの動き：②境港（リサイクル企業活動が活発化、ふ頭再編）
政府、「瀬戸内海環境保全基本計画」変更案を閣議決定
27年度新規事業に茨城港物流ターミナルミナルなど評価に
★汚染土壌事業化ＰＴの次回ＷＧの開催について
リサイクルポートの動き：③中城湾港（定期航路開設で今後に期待）
八代港大築島南側の土砂処分場確保で地盤改良
中国電力が三隅２号機の変更申入れ、百万KWで30年着工
★汚染土壌事業化ＰＴの次回ＷＧの開催について
第５回平成２６年度巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会を開催について
第３回リサイクル推進検討会、新ガイドラインを検討
交通政策審議会第59回港湾分科会を開催
国交省港湾局、日本海側拠点港の取組状況を報告
★ホームページの情報を更新しました
リサイクルポートの動き：④徳山下松港「スーパーエコポート」
★広報部会の次回開催について
港湾分科会第８回事業評価部会が４事業を新規採択評価
那覇空港の滑走路増設事業で、埋立造成工事を公告
リサイクルポートの動き：⑤酒田港「石炭灰の移出等」
循環産業の戦略的国際展開等に５億円
国土交通分野における今後の地球温暖化対策まとめ
井本商運、「低炭素型静脈物流促進事業」を展開中
井本商運、建設発生土を釜石港から八戸港に海上コンテナ輸送
国土交通省港湾局環境政策室長に中原正顕氏
★汚染土壌事業化ＰＴの次回ＷＧの開催について
平成27年度予算が成立、港湾関係費は総額２３７７億７６００万円
★第3回 広報部会の開催について
石狩湾新港の改訂を地方港湾審議会が了承、再生資源の取扱施設など
国土交通省、浚渫土砂利用の技術事例集（案）を検討
★リサイクルポート推進協議会 総会のご案内
北九州市、バイオマス燃料集配基地誘致で準備中
★汚染土壌事業化ＰＴの次回ＷＧの開催について
港湾局、27年度の静脈物流新規テーマを公募予定
★第3回 広報部会の開催について
ＷＦ協会が汚濁防止膜の強度評価制度創設

★中国・九州ブロック交流会開催のお知らせ

