ＲＰＰＣメール
リサイクルポート推進協議会

第５５４号（平成２６年１１月１２日発行）

【今週号の主な内容】
■《今週の報道発表》
★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
■《RPPC 事務局からのお知らせ》
１．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／５５３号から変更なし）
■《リサイクルポートに関連する最新の情報》
１．平成 27 年度概算要求における環境保全経費１兆９５４４億円
２．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
３．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
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《今週の報道発表》
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
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18869
【環境省】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《事務局からのお知らせ》
１. 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／５５３号から変更なし）

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／553 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．平成 27 年度概算要求における環境保全経費１兆９５４４億円
環境省はこのほど、平成 27 年度概算要求における環境保全経費を取りまとめた。環境保全経
費とは、政府の経費のうち地球環境の保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備に関
する経費の総称。

それによると総額は１兆９５４４億円で、平成 26 年度当初予算比 13・７％増となっている。
このうちリサイクル等に関連する経費では、①物質循環の確保と循環型社会の構築が１１６
９億円（対前年度比 19％増）。内訳は▽循環型社会形成推進交付金（環境省）、▽廃棄物処理
施設整備事業費（国土交通省）、▽災害等廃棄物処理事業費補助金（環境省）など。②放射性
物質による環境汚染の防止が５２２７億円（94％）。内訳は▽放射性物質により汚染された土
壌等の除染（環境省）、▽放射性物質汚染廃棄物処理事業（環境省）等。
【港湾空港タイムス】
－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・
２．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
環境省は、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（産業構造審議会産
業環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会、ならびに中央環境審議会循環型社会部会家電リサ
イクル制度評価検討小委員会の合同会合）をまとめた。
それによると、平成 25 年度の再商品化率はエアコン 91％、ブラウン管式テレビ 79％、液晶式・
プラズマ式テレビ 89％、冷蔵庫・冷凍庫 80％、洗濯機 86％となっている。また製造業者等が引
き取り、リサイクルを行った特定家庭用機器廃棄物の重量は約 51 万１０００トン。これは国民
一人当たり重量で約４ｋｇに相当する。改正前の欧州の廃家電電気電子機器指令における処理
重量の目標（98 品目の合計で国民一人当た４kg）を、家電４品目だけでカバー出来ていること
になる。
【港湾空港タイムス】
－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・
３．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
九州地方整備局下関港湾空港技術調査事務所は、港湾・海岸施設の防災・減災対策、ならび
に維持補修対策に環境配慮技術を付加するための検討を行っている。
港湾事業に対しては近年、粘り強い防波堤の整備などの防災・減災対策、岸壁等の老朽化に備
えた長寿命化対策への要請が高まっている。また、生物共生型港湾構造物の整備を推進する施
策も進められている。
下関技調の取組はこうした視点から、本来の防災・減災等に要求される性能を維持できる範
囲内で、環境配慮付加技術を適用することで、防波堤背後に藻場等が形成されること等による
費用対効果を明らかにする。また環境配慮付加技術の適用コスト縮減を図るなどの検討も行う。
【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
担当：本野、井手、榎並

一般財団法人みなと総合研究財団（内）

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。
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

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。

