ＲＰＰＣメール
リサイクルポート推進協議会

第５６３号（平成２７年１月２１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.中国・九州ブロック交流会開催のお知らせ
２.次回（第６回）汚染土壌事業化 PT（WG）の開催について
■《リサイクルポートに関連する最新の情報》
１．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
２．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
３．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
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１．中国・九州ブロック交流会開催のお知らせ

リサイクルポート推進協議会では、平成 16 年度より当協議会と地域関係者との交流を図るこ
とを目的として「ブロック交流会」を開催してまいりました。
その後、平成 19 年度までに各ブロック開催が一巡し、休会しておりましたが、この度、リサ
イクルポートを取り巻く環境の変化に鑑み、ブロック交流会を再開することとし、本年度は
北九州市で開催する運びとなりました。
つきましては、会員の皆様はもちろんのこと、会員以外の方の参加も歓迎しておりますので、
ご多用中のところとは存じますが、皆様お誘い合わせの上、ご参加下さいますよう、ご案内申
し上げます。
また、講演会終了後に交流会及び翌日に見学会も予定しておりますので、多数の皆様のご参
加をお願い申し上げます。

記

日程：２月４日（水）
：14：00～講演会、17：30～交流会、
２月５日（木）
： 9：00～12：00 見学会
場所：講演会・交流会：門司港ホテル（福岡県北九州市）
（http://www.mojiko-hotel.com/）
見学会：次世代エネルギーパーク（北九州市エコタウンセンター内）
（http://www.kitaq-ecotown.com/enepa/energy/）

詳細につきましては、開催案内（案）を添付いたしますので、ご査収の上、ご参加・お申込み
くださいますようお願い申し上げます（お申込み期限は１／２３（金）です）
。

【幹事会・事務局】

２.次回（第６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 27 年 1 月 22 日（木）

１３：３０～１５：３０

場所：みなと総研 3 階会議室

【事務局】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１．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

平成 27 年度の港湾関係予算案は総額２４７２億８５００万円で前年度比１・０倍となった。
27 年度の港湾関係事業は昨年 12 月 27 日に閣議決定された「27 年度予算編成の基本方針」に基づ
き、①東日本大震災からの復興加速、②成長力の具体化、③国民の安全・安心の確保、④地域
活性化、の４分野を中心に予算配分する。
予算額は公共事業分が２４２４億５５００万円で、内訳は▽港湾整備事業２３１４億１１００万円
（前年度２３１２億２３００万円）
、▽港湾海岸事業 97 億９２００万円（97 億８２００万円）、
▽災害復旧事業等 12 億５２００万円（同）
、となっており、いずれも対前年度１・０倍。
また非公共事業では国際戦略港湾の競争力強化対策事業 17 億円など、総額 48 億３０００万円
（49 億０４００万円）が認められており、前年度比では０・９８。

【港湾空港タイムス】
－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・
２．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

環境省は平成 27 年度の「わが国循環産業の戦略的国際展開・育成事業」予算として、５億円
（前年度度６億５８００万円）を確保した。
27 年度は 23 年度から 25 年度まで実施してきた循環産業の国際展開支援事業の成果をまとめ、
課題抽出と支援策の改善を行った上で、26 年度以降の３年間を拡充期間として、戦略的に支援して
行く。
また今後途上国が廃棄物最終処分場問題に直面した際の技術支援に向け、容器包装プラスチック

のリサイクル技術の高度化や、エコタウン等既存３Ｒ施設集積地域の徹底利用ネットワーク構築に
ついて戦略的に支援していく。

【港湾空港タイムス】
－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・
３．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

環境省は平成 27 年度の「循環産業の国際展開に係る海外でのＣＯ２削減に向けた実証支援事業」
予算として、１億５０００万円（前年度同額）を確保した。
本事業ではＣＯ２の排出抑制とともに、廃棄物処理問題等の環境汚染対策にも資する廃棄物処理・
リサイクル技術を有する循環産業の国際展開を促進するため、技術確立に必要な実証研究等を実施。
わが国の優れた廃棄物処理・リサイクル技術を通じて循環産業の国際展開を支援していく。

【港湾空港タイムス】
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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２７年１月吉日

各 位
リサイクルポート推進協議会

平成２６年度 リサイクルポート中国・九州ブロック交流会のご案内

拝啓 時下ますます清栄のこととお慶び申し上げます。日頃よりリサイクルポート推進協議
会活動にご協力いただきまして、誠に有り難うございます。
リサイクルポート推進協議会では、平成 16 年度より当協議会と地域関係者との交流を図
ることを目的として「ブロック交流会」を開催してまいりました。
その後、平成 19 年度までに各ブロック開催が一巡し、休会しておりましたが、この度、リ
サイクルポートを取り巻く環境の変化に鑑み、ブロック交流会を再開することとし、本年度は
北九州市で開催する運びとなりました。
つきましては、会員の皆様はもちろんのこと、会員以外の方の参加も歓迎しておりますの
で、ご多用中のところとは存じますが、皆様お誘い合わせの上、ご参加下さいますよう、ご
案内申し上げます。
また、講演会終了後に交流会及び翌日に見学会も予定しておりますので、多数の皆様
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示下さい。
○締切：平成２７年１月２3 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：井手、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
リサイクルポート中国・九州ブロック交流会

講

演

プログラム（案）

会

開催日時：平成２７年２月４日（水） １４：００～１７：１５
場
所：門司港ホテル ４階ジョイア
参 加 費：無料

14:00 開会
14:05 挨拶
14:15 講演Ⅰ
「
（仮称）循環資源のセメント資源化」
講師：一般社団法人 セメント協会 生産・環境部門 リーダー
リサイクルポート推進協議会 運営委員 細川 浩之様

15:00 講演Ⅱ
「プラスチックの再資源化」
講師：一般社団法人 プラスチック循環利用協会 総務広報部部長
リサイクルポート推進協議会 運営委員 神谷 卓司様

15:45 休憩
16:00 行政報告
「リサイクルポート施策について」

16:15 リサイクルポート紹介 （各 15 分）
(1) 境港紹介（境港管理組合、港湾管理委員会事務局、工務課 計画係長 倉本政寛）
(2) 徳山下松港、宇部港紹介（山口県港湾課計画振興班、主査 岡本 勲様）
(3)
三池港紹介（福岡県 県土整備部 港湾課長 松原 国浩様）
(4) 北九州港紹介（調整中）
17:15 閉会

交

流

会

開催日時：平成２７年２月４日（水）17:30 頃～19:00 頃（講演会終了後）
場
所：門司港ホテル ２階スパーツィオ
交流会参加費：3,000 円/人
※参加費は、当日会場受付にて申し受けます

見

学

会

開催日時：平成２７年２月５日（木）9:00～12:00 頃
場
所： 次世代エネルギーパーク
参 加 費： 無料

日
８：５０
９：００
９：３０
１１：３０
１２：００

程

表

小倉駅集合（門司港ホテルの場合は８：２０）
貸切バスにて出発（門司港ホテルの場合は８：３０）
次世代エネルギーパーク到着
概要説明・施設見学
次世代エネルギーパーク出発
小倉駅着、解散

平成２６年度
リサイクルポート中国・九州 ブロック交流会
１．講演会・交流会 会場案内
開催日時：平成２７年２月４日（水）
会

場：門司港ホテル
北九州市門司区港町 9 番 11 号

TEL (093）321-1111

会
場
地
図

２．見学会 集合場所案内
集合場所：門司港ホテル駐車場（1 台）、小倉駅駐車場（1 台）※
日

時：平成２７年２月５日（木） ８：５０（集合）

※２月５日（木）見学会のバスの台数及び集合場所については調整中です。
参加希望者の人数等考慮し、2 台または１台で送迎予定です。
確定次第ご案内申し上げます。

ＦＡＸ申込書兼参加証
（本状を交流会当日、受付にご提示下さい）
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
井手／榎並

宛

ＦＡＸ（０３）５４０８－８７４１

平成２６年度 中国・九州ブロック交流会
日 時：平成２７年２月４日（水）～５日（木）
会 場：北九州市 門司港ホテル
講演会 ４階 ジョイア
交流会 ２階 スパーツィオ

●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、
1 月 23 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

交

流

会

参加

不参加

見

学

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。
※交流会参加費：3,000 円/人

※参加費は、当日会場受付にて申し受けます。

