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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

第577号

平成27年4月30日

第578号

平成27年5月13日

号外

平成27年5月15日

第579号

平成27年5月20日

号外

平成27年5月22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》
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
平成27年度予算が成立、港湾関係費は総額２３７７億７６００万円
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
北九州市、バイオマス燃料集配基地誘致で準備中
港湾局、27年度の静脈物流新規テーマを公募予定
ＷＦ協会が汚濁防止膜の強度評価制度創設
酒田港リサイクル産業センター、昨年度の社会実験で成果
陸那珂港区で石炭灰処理の新処分場整備を開始
横浜市、横浜港南本牧ふ頭の廃棄物処分場整備で護岸工
新日鐵住金セメント、昨年度の低炭素型静脈物流促進事業に参加
神戸市、神戸港の将来構想づくりの検討に着手
沖縄開建部、中城湾港の航路、岸壁舗装等を促進

★汚染土壌事業化ＰＴの次回ＷＧの開催について
★第3回 広報部会の開催について
★リサイクルポート推進協議会 総会のご案内
★汚染土壌事業化ＰＴの次回ＷＧの開催について
★第3回 広報部会の開催について
★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 総会のご案内（内容に変更があります）
★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 総会のご案内
★汚染土壌事業化ＰＴの次回ＷＧの開催について

★第1回大規模災害発生時における災害廃棄物対策検討委員会開催について（H27年5月18日）

製鋼スラグと浚渫土の混合による人工石を製作、潜堤の材料に
環境省、廃棄物の海外輸出で審査基準の一部を改正
川崎市港湾局、リニア中央新幹線発生土の運搬調査を今年度末にまとめ

★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 総会のご案内
第580号

平成27年5月27日

★汚土壌事業化ＰＴの次回ＷＧの開催について
第581号

平成27年6月3日

第582号

平成27年6月10日

第583号

平成27年6月17日

第584号

平成27年6月24日

第585号

平成27年7月1日

★平成27年度定時総会のご報告及び年会費納入のお願い
★汚染土壌事業化ＰＴの次回ＷＧの開催について

★平成２７年度低炭素型３Ｒ技術・システム実証事業の公募について（お知らせ） （H27年6月1日）

★汚土壌事業化ＰＴの次回ＷＧの開催について

★建設発生土の官民有効利用の試行マッチングについてについて（お知らせ）（H27年6月11日）

★汚土壌事業化ＰＴの次回ＷＧの開催について
★汚土壌事業化ＰＴの次回ＷＧの開催について

第586号

★循環資源利用促進部会の開催について

★平成２７年度「モーダルシフト等推進事業」（補助事業）の募集について（Ｈ27年7月6日）

★汚染土壌事業化ＰＴの次回ＷＧの開催について

★平成26年度エコシップ・モーダルシフト優良事業者表彰について（H27年7月13日）

平成27年7月8日

第587号

平成27年7月15日

第588号

平成27年7月22日

第589号

平成27年7月29日

第590号

平成27年8月5日

★ＮＰＯ法人庄内リサイクル産業情報センターよりメルマガ発行のお知らせ
★汚染土壌事業化ＰＴの次回ＷＧの開催について

名古屋港高潮防波堤の干潟造成実証実験にスラグ人工石
国際海事機関（ＩＭＯ）第68回海洋環境保護委員会開催
環境省、第１回大規模災害発生時における災害廃棄物対策検討会開催
国土強靭化アクションプラン２０１５」の素案まとめ
名古屋港の新土砂処分場整備に向けた各種調査開始
富山県、富岩運河の公害防止対策事業で今年度から覆砂工事
茨城県、石炭灰次期処分場計画でケーソン式護岸に今年度から着工
環境省、茨城港内公有水面埋立で大臣意見を国土交通大臣に提出
リサイクルポート推進協議会、27年度総会開催
環境省、平成27年度海外展開事業化促進事業に15件を選定
環境省・経産省、自動車リサイクル専門委員会合同会議（第41回）を開催
平成２７年度低炭素型３Ｒ技術・システム実証事業の公募
港湾局、海面処分場跡地の有効活用へ利用高度化技術
国土交通省、建設発生土の官民有効利用へマッチング業務開始
埋立浚渫協会、平成26年度埋立浚渫土量契約実績等まとめ
名古屋港湾事務所、金城ふ頭の再編改良事業に着手
山形県、酒田港臨海工業団地で新たな企業立地の動き
第17回国土審議会、次期国土形成計画策定へ議論
酒田ＦＲＣ有限責任事業組合、ＦＲＣを港湾関連資材に活用
港湾分科会、石狩湾新港の次期港湾改訂計画を了承
名古屋港管理組合、第4回名古屋港基本計画検討委員会開催
港湾空港技術研究所、次期中長期展望（案）をまとめ
千葉県、千葉港の長期構想検討を開始
横須賀港で港湾計画の見直し作業。旅客船ふ頭や臨港道路など
環境省が平成26年度における家電リサイクル実績をまとめ
国土交通省、新たな社会資本整備重点計画（第４次）の素案を提示
小名浜港で次期改訂港湾計画の検討開始
浚渫土砂と高炉スラグによる環境に優しいブロック製作技術
中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術検討会（第１回）を開催
「境港流通プラットホーム協議会」を設立
「大阪湾港湾の基本構想」懇談会で基本構想（案）を議論
東日本大震災からの復興を通じた資源循環型社会へのアプローチ
特港振協議会総会を開催、港を通じて地方を活性化
社整審・交政審環境部会開催、気候変動の影響や適応策を審議
広島県、広島港の物流機能高度化・活性化に向け、次期港湾計画検討
福岡市、博多港の次期港湾改訂計画原案まとめ
国交省、新たな「社会資本整備重点計画（第４次）」の原案
菊地港湾局長、下司技術参事官（国土交通省７月31日付人事）

ＮＯ．
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第592号

第593号
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第595号

第596号

第597号

第598号

第599号
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第602号

第603号

第604号

第605号

第606号

第607号
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《RPPC及び会員からのお知らせ》
★酒田港国際定期コンテナ航路開設20周年記念式典及び
酒田港ポートセミナーの開催について
★ＮＰＯ法人庄内リサイクル産業情報センターよりメルマガ発行のお知らせ

《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》

宇部港湾、徳山下松港土砂処分場の延命化を検討
鹿島港湾、茨城港常陸那珂港区廃棄物埋立護岸に今年度着工
土木資材に用いるリサイクル材の関連技術を報告
平成27年8月19日
国土形成計画（全国計画）の変更を閣議決定
我が国港湾の2014年コンテナ取扱貨物量、過去最高値
菊地国土交通省港湾局長が就任会見
環境省、汚染状況重点調査地域除染の進捗状況（第12回目調査）
下水汚泥焼却灰の南本牧処分場への埋立開始
平成27年8月26日
姫川港・西ふ頭地区の国内物流ターミナル整備事業
武豊火力発電所リプレース計画で環境大臣意見
★平成２７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（H27年8月31日） 27年度低炭素型静脈物流促進事業の公募を開始
★汚染土壌事業化ＰＴの次回ＷＧの開催について
平成27年9月2日
★第３回大規模災害発生時における災害廃棄物対策検討会の開催について（平成27年8月31日）
28年度港湾関係予算概算要求額は２８５３億円（対前年度比１・16倍）
港湾局、28年度の新規制度として５件を要望
★「D.Waste-Net（災害廃棄物処理支援ネットワーク）」への参画及び
「重要港湾管理者等主幹課長会議（平成27年度第1回）」を開催
平成27年9月9日
発足式及びシンポジウムの開催について
主幹課長会議で、静脈物流の一層の効率化を説明
★第１回 汚染土壌事業化ＰＴ 開催のお知らせ
防波堤の耐津波設計ガイドラインを部分改訂へ
平成27年9月16日 ★NＰＯ法人庄内リサイクル産業情報センターよりメルマガ発行のお知らせ
西日本国際コンテナ戦略港湾政策推進協議会」を設立
平成27年度全国港湾空港事務所長会議を開催
★「D.Waste-Net（災害廃棄物処理支援ネットワーク）」の発足式について
社整審・交政審、社会資本整備重点計画案を答申
平成27年9月30日
名古屋港管理組合、次期改訂へ名古屋港基本計画まとめ
名古屋港金城ふ頭地先公有水面埋立で計画段階環境配慮書
★次回汚染土壌事業化ＰＴ ＷＧ②開催のお知らせ
平成27年度低炭素型静脈物流促進事業、今月９日審査委員会
平成27年10月7日
今後の物流政策の基本的な方向性等について中間とりまとめ
港湾調査技術のあり方検討委員会の初会合
★第４回大規模災害発生時における災害廃棄物対策検討会の開催について
須崎港で鉄鋼スラグによる海洋環境改善の現地実証試験
平成27年10月14日
名古屋港地港審で平成30年代後半を目標の改訂計画を了承
秋田県で27年度全国エコタウン会議を開催（11月５・6日）
★ＮＰＯ法人庄内リサイクル産業情報センターよりメルマガ発行のお知らせ
全国港湾知事協が27年度総会、国交省との意見交換会開催
中国地整、浚渫土を活用し干潟造成
平成27年10月21日
石井大臣が会見、観光立国の推進や建設産業の生産性向上
国土交通省の副大臣、大臣政務官が新任
★ＮＰＯ法人庄内リサイクル産業情報センターより
「経済と暮らしを支える港づくり全国大会」を開催
第５回酒田港国際資源循環フォーラム開催のお知らせ
国土交通省の土井副大臣が就任会見
平成27年10月28日
★会員情報の確認について（お願い）
中部地整、港湾工事への破砕瓦のリサイクル利用で実証実験
★次回汚染度事業化ＰＴ ＷＧ③・④開催のお知らせ
★第２回 汚染土壌事業化ＰＴ開催のお知らせ
国家戦略「気候変動の影響の適応計画（案）」まとめ
平成27年度モーダルシフト等推進事業（補助事業）に12件を認定
リサイクルポート中城湾港、28年度から水深11ｍ岸壁暫定供用
平成27年11月11日
第16回「北東アジア港湾局長会議」を神戸市で開催
第１回「福山港利用高度化検討委員会」を開催
「港湾技術基準のあり方検討委員会の27年度第１回会合
下関港新港地区で、浚渫土の土捨て場計画の設計へ
★第２回 汚染土壌事業化ＰＴ開催のお知らせ
★大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針の策定について（平成27年11月16日）
自民党港湾議連が28年度港湾予算確保へ緊急決議
★第１回 広報部会開催のお知らせ
横浜市港湾局が南本牧ふ頭で廃棄物最終処分場を整備中
平成27年11月18日
★ＮＰＯ法人庄内リサイクル産業情報センターよりメルマガ発行のお知らせ
秋田県が秋田港の長期構想の検討へ
★図書のご案内：新刊「災害廃棄物対策強化の要点」のご案内
★第２回 汚染土壌事業化ＰＴ開催のお知らせ
環境省、「大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針」策定
環境省、廃棄物の減量化ならびに適正処理で意見募集
平成27年11月26日
浜田港の港湾計画改訂に向け、長期構想の検討開始
埋浚協会が関東地整と27年度意見交換会
★平成27年度 リサイクルポートセミナーの開催について
横浜港、川崎港で年度内に京浜港の港湾運営会社設立
平成27年12月2日
神戸技調が大阪湾の環境改善策に取組
『明治日本の産業革命遺産』の三池港、専用施設の一部を福岡県に譲渡
★平成27年度 リサイクルポートセミナーの開催について
★平成27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
27年度「低炭素型静脈物流促進事業」交付先決まる
平成27年12月9日
（国土交通省連携事業）の公募結果について（お知らせ） （平成27年12月4日） 国交省、物流政策の方向性議論。合同部会で答申案示す
北九州港新門司地区の泊地、航路の浚渫事業を促進
★平成27年度 リサイクルポートセミナーの開催について
自由民主党港湾議員連盟が、港湾現場の視察会
★ＮＰＯ法人庄内リサイクル産業情報センターよりメルマガ発行のお知らせ
第61回港湾分科会開催、名古屋港改訂、北九州港（一部変更）
平成27年12月16日
『マリンストーン』が、第12回エコプロダクツ大賞受賞
茨城県、鹿島臨海工業地帯の用地を、「かみすパワー」に売却する
★平成27年度 リサイクルポートセミナーの開催について
境港外港竹内南地区の水深10ｍ、来年度現地着工へ
平成28年12月24日
鹿児島県、新たな臨港交通施設を28年度に予算に要望
北陸地整と埋浚支部、港湾・空港の活性化へ意見交換会
★平成27年度 リサイクルポートセミナーの開催について
★港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドラインの改訂について（平成27年12月25日）
「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン」の改訂・統合
平成28年1月6日
28年度港湾関係予算案２４５６億円（対前年度微増）
27年度港湾関係補正予算案１５９億円（港湾整備事業分）
★平成27年度 リサイクルポートセミナーの開催について
平成28年1月8日
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第609号

平成28年1月13日

第610号

平成28年1月20日

第611号

平成28年1月27日

第612号

平成28年2月3日

第613号

平成28年2月10日

第614号

平成28年2月17日

《RPPC及び会員からのお知らせ》

《今週の報道発表》

★平成27年度 リサイクルポートセミナーの開催について
★汚染土壌事業化ＰＴ 次回ＷＧ開催のお知らせ
★第５回大規模災害発生時における災害廃棄物対策検討会の開催について
★平成２７年度リサイクルポートセミナーを開催（１月１５日）
★汚染土壌事業化ＰＴ 次回ＷＧ開催のお知らせ
★ＮＰＯ法人庄内リサイクル産業情報センターよりメルマガ発行のお知らせ

《リサイクルポートに関連する最新の情報》
港湾局、リサイクルガイドライン改訂、材料等を追加・細分化
中国地整、瀬戸内海の干潟整備等10年間で３１６ha修復
能代港第２処分場の整備が進捗、32年度から石炭灰受け入れ
北開局が港湾の包括的災害協定、道内管理者・関係団体と
防災学術連携体が設立、47学協会が集結
神奈川県、石油コンビナート等防災計画を修正
リサイクルポートセミナー、循環資源利用促進へ海上輸送の現状など講演
室蘭港仲町地区埋め立て、新日鉄住金が年度内着工
姫路港の整備・利用のあり方検討会、次回から長期構想
重要港湾管理者など主幹課長会議、主要試作の動向など報告
細島港長期構想検討委員会開催、年度内に港湾計画改訂へ
中部地整、港湾工事に破砕瓦を
国交省 地球温暖化対策計画、港湾での低炭素化等
物流総合効率化法の改正案を閣議決定、モーダルシフト推進へ
岩手県が港湾利用促進プラン案、今年度内に策定へ
中部地整が伊勢湾ＢＣＰを策定
八戸港沼館地区で干潟整備、海辺づくりを考える検討会
尾道糸崎港の百島海老呑地区、干潟造成の潜堤工事着手

★『平成２７年９月関東・東北豪雨による災害廃棄物処理の現地視察（見学会）』開催について

★汚染土壌事業化ＰＴ 次回ＷＧ開催のお知らせ
★汚染土壌事業化ＰＴ 次回ＷＧ開催のお知らせ
★汚染土壌事業化ＰＴ 次回ＷＧ開催のお知らせ
★平成27年度 調査・研究部会開催のお知らせ
★国際資源循環勉強会（仮称）開催のお知らせ
★汚染土壌事業化ＰＴ 次回ＷＧ開催のお知らせ
★平成27年度 調査・研究部会開催のお知らせ
★国際資源循環勉強会（仮称）開催のお知らせ
★NPO法人庄内リサイクル産業情報センター発信のメルマガ2月号のお知らせ

第615号

平成28年2月24日

第616号

平成28年3月2日

★汚染土壌事業化ＰＴ 次回ＷＧ開催のお知らせ
★平成27年度 調査・研究部会開催のお知らせ
★国際資源循環勉強会（仮称）開催のお知らせ
★汚染土壌事業化ＰＴ（全体会議）の開催のお知らせ
★第６回大規模災害発生時における災害廃棄物対策検討会開催について（ご案内）

第617号

平成28年3月9日

第618号

平成28年3月16日

第619号

平成28年3月23日

第620号

平成28年3月30日

★汚染土壌事業化ＰＴ（全体会議）の開催について
★NPO法人庄内リサイクル産業情報センター発信のメルマガ3月号のお知らせ

★循環資源利用促進部会より無機系循環資源説明会開催のご報告
「古紙」及び「ガラスびん」のリサイクル促進に協力をお願いします！（平成28年3月24日）

国交省港湾局技術基準あり方検討委、30年度改訂へ方針まとめ
川崎市、下水汚泥焼却灰を浮島２期地区処分場へ試験的埋立
金城ふ頭の埋立でアセス方法書縦覧中
低炭素型静脈物流促進事業の公募を開始
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、早期公募へ
釧路港、特定貨物輸入拠点港に指定
横浜市が南本牧廃棄物処分場で高密度化工事
交通政策審議会第62回港湾分科会を開催
港湾の中長期政策策定へ検討開始
中津港でカルシア改質土を用いた潜堤試験工事
28年度事業の新規事業に３港湾、１海岸事業
第2回港湾調査技術の在り方検討委員会開催
中部空港沖に新処分場を選定、来年度アセス手続きに
横浜港大黒ふ頭を再編改良へ、28年度新規に
徳山下松港の国際物流ターミナル整備事業を新規
名古屋港飛島ふ頭地区を再編改良事業
国土交通省、交政審交通体系分科会環境部会を開催
千葉県が地港審・第３回千葉港長期構想専門部会開催
八代港で土砂処分場護岸整備を促進

