ＲＰＰＣメール
リサイクルポート推進協議会

第５５３号（平成２６年１１月 ５日発行）
【今週号の主な内容】
■《今週の報道発表》
今週の報道発表はございません
■《RPPC 事務局からのお知らせ》
１. 平成 26 年度 調査研究部会の開催について
２．次回汚染土壌事業化 PT（WG）の開催について
３．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／５５２号と変更なし）
■《リサイクルポートに関連する最新の情報》
１．全国港湾知事協議会総会を開催
２．港湾・空港等リサイクル推進検討会の第１回会合開催
３．新門司沖土砂処分場の延命化事業を実施中
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《事務局からのお知らせ》
１．平成 26 年度

調査研究部会の開催について

平成 26 年度調査研究部会（第１回）を下記日程で開催いたします。
記
①日時

平成２６年１１月６日（木）

１３：３０～１５：３０

②場所

（一財）みなと総合研究財団

３階会議室

２．次回汚染土壌事業化 PT（WG）の開催について
下記日時にて開催予定となっておりますのでご確認ください。
記
日時：平成 26 年 11 月 11 日（火）
13：00～14：30

WG②及び⑥

14：30～16：00

WG③,④

16：00～17：30

WG①

３. 平成 26 年度

場所：みなと総研 3 階会議室

リサイクルポートセミナーの開催について（続報／５５２号と変更なし）

平成２６年度リサイクルポートセミナー（毎年開催）につきまして、
本年度は下記日程での開催予定で準備を進めております。
詳細については、添付の企画案（1027 版／552 号と同じです）をご確認下さい。
記
①日時

平成２６年１２月１０日（水）１４：００～１７：００（セミナー）
１７：１５～１９：００（交流会）

②会場

第一ホテル東京シーフォート

【事務局】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１．全国港湾知事協議会総会を開催
全国港湾知事協議会（会長・橋本茨城県知事、全国 40 の都道府県知事で構成）の平成 26 年度
総会及び意見交換会が 10 月 28 日、都内の会場で開かれた。26 年度事業計画案など所定議案につ
いて了承するとともに、全会一致で「港湾の整備・振興に関する要望」を採択、青木国土交通
大臣政務官に要望書を手渡して、その実現を求めた。
開会にあたり橋本会長は、「国土交通省の平成 27 年度概算要求には、物流の効率化、資源・
エネルギーの安定的かつ安価な輸入の実現に必要な港湾機能の強化、クルーズ船寄港に向けた
環境整備なども盛り込まれている。港湾の整備・振興や復旧・復興事業には十分な予算確保が
必要であり、そのためにも国土交通省を全面的に応援して参りたい」と挨拶した。
来賓の青木国土交通大臣政務官は「地方の活性化のため地域の基幹産業を支える港湾機能を
強化するとともに、わが国の成長エンジンとなる国際コンテナ戦略港湾の機能強化を確実かつ
効率的に進めて参りたい。施策の実現にあたっては港湾管理者として最前線でご活躍頂いてい
る都道府県のご協力が不可欠。一層のご支援をお願いしたい」と述べた。
【港湾空港タイムス】
－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・
２．港湾・空港等リサイクル推進検討会の第１回会合開催
国土交通省港湾局は 10 月 28 日、「港湾・空港等リサイクル推進検討会（委員長・菊池東京理
科大教授）の第１回会合を開催した。年度内に最終報告をまとめてリサイクル関連施策に反映
する。
港湾・空港整備におけるリサイクル材の活用では、平成 13 年に「港湾・空港等整備における
リサイクルガイドライン」が策定されているほか、16 年には「同リサイクル技術指針」が示さ
れている。また同指針は 24 年にその後の新材料なども加えた追加がなされている。
今回設置した検討会では従来、「ガイドライン」と「指針」の２分冊になっていたリサイク
ル材利用にあっての資料をより活用しやすくするため 1 冊に統合するほか、新技術や新材料など
も加えて最新のデータのものに見直し、サイクル材が港湾・空港整備に効率的に使用できるよ
うな推進方策をまとめる。
【港湾空港タイムス】
－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・
３．新門司沖土砂処分場の延命化事業を実施中
九州地方整備局北九州港湾・空港整備事務所は、新門司沖土砂処分場２期施設が出来るまでの
繋ぎとして、現処分場の延命化事業を進めている。処分場内を地盤改良することで圧密沈下を促
進させて投入容量を増やす。改良工事は最終段階になっており、来年度に未改良になっている東
側護岸周辺部の地盤改良を実施して延命化工事を終える予定。

同処分場は関門航路や新門司航路などで発生する浚渫土砂の処分用地として機能している。た
だ予定していた受入容量は既に満杯になっており、過年度より延命化方策を実施している。新た
な処分場になる新門司沖土砂処分場２期計画が出来るまでの概ね平成 30 年代半ばまで処分場とし
て機能させる。
【港湾空港タイムス】
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
発行者：RPPC 広報部会
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リサイクルポート推進協議会事務局 一般財団法人みなと総合研究財団（内）
担当：本野、井手、榎並

URL：www.rppc.jp

E-mail：rppc_jimukyoku@wave.or.jp

※会員主催や会員に関係した催し物（セミナーなど）の情報がありましたらご連絡下さい。
開催案内等の情報をメールマガジンで配信いたします。
※メールマガジンに対する意見、要望がありましたらご連絡下さい。
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平成２６年１０月吉日
各 位
リサイクルポート推進協議会（広報部会）

平成２６年度 リサイクルポートセミナーのご案内
拝啓 時下ますます清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃、リサイクルポート推進協議会活動にご協力頂き、誠に有り難うございま
す。
本協議会で例年開催しております「リサイクルポートセミナー」を、本年度も
12月10日（水）に開催する運びとなりました。
リサイクルポートセミナーは、事業者によるリサイクルポートの活用が進むよ
う、最新の話題をテーマに各方面から講師をお招きして開催しておりますが、今
回は、リサイクルポートの狙いが臨海部におけるリサイクル産業の集積や港湾物
流を通じた地域活性化であることに鑑み、「地方創生及び低炭素社会に寄与する
静脈物流」をテーマに、環境省・国土交通省の連携事業である「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」の事業紹介を絡めて企画しており
ます。
会員以外の方の参加も歓迎しておりますので、ご多用中のところ恐縮ですが、
関係者お誘い合わせの上ご参加下さいますよう、ご案内申し上げます。
また、講演終了後に懇親会も企画しておりますので、多くの方のご参加をお願
い申し上げます。
敬 具

○参加ご希望の方は、別添の「FAX 申込書兼参加証」にご記入の上、
ファクシミリでお送り下さい。
※当日は、
「FAX 申込書兼参加証」をご持参の上受付にご提出下さい。
○締切：平成２６年１１月２８日（金）
○問い合わせ先
リサイクルポート推進協議会事務局
一般財団法人 みなと総合研究財団 内
（担当：井出、榎並、本野）
〒105-0001 東京都港区虎ノ門３丁目１番 10 号
第 2 虎の門電気ビルディング４階
TEL:03-5408-8296 FAX:03-5408-8741

平成２６年度
リサイクルポートセミナープログラム（案）

講

演

会

開催日時：平成２６年１２月１０日（水） １４：００～１７：００
場
所：第一ホテル東京シーフォート ３階ハーバーサーカス

（テーマ：地方創生及び低炭素社会に寄与する静脈物流）
14:00 開会
14:05 来賓挨拶
14:10 基調講演
「
（仮題）環境・生命文明社会の創造と地域創生～地域活性化と静脈物流の役割～」
講師：一般社団法人低炭素社会創出促進協会 代表理事
一般社団法人場所文化フォーラム 名誉理事 吉澤保幸様

15:10 講演
「
（仮題）地球温暖化対策とエネルギー対策特別会計事業」
講師：環境省地球環境局 調整官 名倉良雄様（予定）

15:45 休憩
16:00 行政報告
「最近の港湾環境行政」
講師：国土交通省 港湾局

16:20 採択事業報告
「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報告」
－中間報告（採択事業計画等について）－
１．コンテナ共同輸配送事業 井本商運株式会社 営業部課長 葛西直樹様
２．バルク共同輸配送事業
株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 社会・環境戦略
コンサルティングユニット シニアマネージャー
一般社団法人資源循環ネットワーク 代表理事 林孝昌様

17:00 閉会

会員交流会
開催日時：平成２６年１２月１０日（水）17:15 頃～19:00 頃（セミナー終了後）
場
所：第一ホテル東京シーフォート 28 階 トップ・オブ・ザ・ベイ

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
開催日時：平成２６年１２月１０日（水）
会

場：第一ホテル東京シーフォート
東京都品川区東品川 2-3-15
TEL：03-5460-4411
講演会 ３階ハーバーサーカス １４：００～１７：００
懇親会 28 階 トップ・オブ・ザ・ベイ １７：１５～１９：００頃

会
場
地
図

■東京モノレール「天王洲アイル駅」下車、中央口直結
■りんかい線「天王洲アイル駅」下車、 出口Ａより徒歩 4 分
■JR 品川駅（港南口）より都営バスにて約 5 分
りんかい線「天王洲アイル駅行」バス・「天王洲アイル」下車

ＦＡＸ申込書兼参加証
（本状をセミナー当日、受付にご提出下さい）
送信先：リサイクルポート推進協議会 事務局
一般財団法人 みなと総合研究財団
井出／榎並

宛

ＦＡＸ（０３）５４０８－８７４１

平成２６年度 リサイクルポートセミナー
日 時：平成 ２６年 １２月 １０日（水）
会 場：第一ホテル東京シーフォート
講演会 ３階ハーバーサーカス
懇親会 28 階 トップ・オブ・ザ・ベイ

●参加者等記載欄
リサイクルポート推進協議会のセミナーへの参加について、下記に必要事項をご記入の上、
11 月 28 日（金）までにＦＡＸにてご返信下さるようお願いいたします。なお、参加者名簿を作成しま
すので、所属・役職名等は詳細にご記入下さい。
※○を付けて下さい。

講

演

会

参加

不参加

懇

親

会

参加

不参加

会員

非会員

会員・非会員の別

貴社・貴団体名
ご所属・ご役職
ふ

り

が

な

ご出 席 者 名
〒

ご 住 所
Ｔ

Ｅ

Ｌ

（

）

Ｆ

Ａ

Ｘ

（

）

e-mail
※複数名お申し込みの場合は、この用紙をコピーのうえ、お一人様１枚でお申し込み下さい。
※申込者多数の場合、１会員当たりの人数を制限させて頂く場合がありますのでご了承下さい。
※本申込書兼参加証にご記入頂いた個人情報は、厳正な管理のもとで安全に管理し、本セミナー
実施に関する目的以外には使用いたしません。

