ＲＰＰＣメール
リサイクルポート推進協議会
第５９９（平成２７年１０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.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》
１．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
２．中国地整、浚渫土を活用し干潟造成
３．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
４．国土交通省の副大臣、大臣政務官が新任
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《RPPC 事務局からのお知らせ》
１.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
当協議会会員のＮＰＯ法人庄内リサイクル産業情報センターより、日本海側のリサイクル
ポート・酒田港、能代港、姫川、堺港を紹介をするメールマガジン・サンプル３号が発行され
ましたのでご紹介します。詳細は添付のサンプル４号をご覧ください。
毎月 15 日に配信されており、事務局メルマガにも定期的に掲載しております。
【事務局】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《リサイクルポートに関連する最新の情報》
１．全国港湾知事協が 27 年度総会、国交省との意見交換会開催
全国港湾知事協議会（会長・橋本昌茨城県知事）は 10 月 13 日、都内会場で 27 年度総会、
及び国土交通省との意見交換会を開催した。総会では所定議案について審議するとともに、
東日本大震災からの復旧・復興の加速、産業の国際競争力強化と個性ある地方の創成、な
どを骨子とする「港湾の整備・振興に関する決議」を満場一致で採択。同決議書を石井啓
一国土交通大臣、望月義夫自由民主党港湾議員連盟会長に手渡し、その実現を要望した。
意見交換会には、石井国土交通大臣、港湾局幹部、ならびに来賓として望月自民党港湾
議連会長が出席。石井大臣は「今回の新内閣発足にあたって安倍総理は１億総活躍という
旗を高く掲げ、ＧＤＰ６００兆円の達成という目標の基、新たな３本の矢を打ち出した。
国交省ではこの目標実現に向け、経済の再生、豊かな地域づくり、国民の安心安全施策を
強化していく。施策の推進にあたっては、港湾管理者として最前線で活躍している都道府
県知事のご理解とご協力が不可欠であり、一層のご支援をお願いしたい」と挨拶した。
また来賓の望月港湾議連会長は「安倍内閣が新たに打ち出した目標の達成には、地域振
興や経済の発展に資する港の整備無くして為し得ない。経済の国際競争力、地域創生、国
民の安全安心など様々な面で港湾の果たす役割は非常に大きい。来年度予算確保に向け港
議連として最大限努力して参りたい」と挨拶した。

【港湾空港タイムス】
－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・
２．中国地整、浚渫土を活用し干潟造成
中国地方整備局広島港湾・空港整備事所は、尾道糸崎港機織地区で事業を進めている水
深 12ｍ航路・泊地浚渫事業で発生する土砂を活用し、土砂処分を兼ねた干潟造成事業を進
める。
干潟整備を計画しているのは尾道市百島町地先の海老呑地区で、前面水域をコの字型に
潜堤で囲み、その中に浚渫土砂を入れ、最終的には上部に良質砂を入れて干潟とする。
造成する干潟面積は約 13・４ha、整備する潜堤の延長は約１１００ｍ。投入する浚渫土
は約 70 万立方ｍ。計画では潜堤を整備する海底地盤をＳＣＰで改良し、その上に石積み構
造で潜堤を築造、潜堤天端は水深３ｍ程度として計画している。
【港湾空港タイムス】
－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・
３．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
石井啓一国土交通大臣は 10 月９日、専門紙向けの記者会見を行い、観光立国の推進、建
設産業における生産性向上等について考えを語った。
このうち建設産業については、担い手の確保・育成とともに生産性向上の取組みが重要
であると指摘。
「土工、コンクリート工で生産性を向上する余地がある」としたほか、Ｉ
ＣＴ技術の活用や現場施工の合理化の推進、工事発注時期の平準化等の取組みを重要施策
として挙げた。
【港湾空港タイムス】
－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・
４．国土交通省の副大臣、大臣政務官が新任
第３次安倍改造内閣の発足に伴い国土交通省の副大臣、大臣政務官が交代した。副大臣
には山本順三氏と土井亨氏、大臣政務官には宮内秀樹氏、津島淳氏、江島潔氏が着任した。
港湾関連施策を担務するのは、土井副大臣と江島大臣官房政務官。
山本順三副大臣の担務は土地・建設産業、水管理・国土保全、国際、気象、災害対策等の
関連施策。土井副大臣は港湾のほか、航空、海事、国土政策、観光等の施策を統括する。大
臣政務官の担務は、宮内大臣政務官が災害対策、土地・建設産業等、津島大臣政務官が国土
策、航空、観光等、江島大臣政務官が港湾、海事、国際関係施策等となっている。
【港湾空港タイムス】
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
発行者：RPPC 広報部会
部会長：徳田 英司
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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。
※メルマガ配信先に変更がある場合は事務局までご連絡下さい。
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みなさん、こんにちはメルマガ編集担当の齋藤です。日本海側リサイクルポート、能代
港、酒田港、姫川港、境港、各港の最新情報をどんどん皆さんにお伝えしていきたいと思
います。活気に満ちた日本海側リサイクルポートの動きを是非最後までご覧ください。
それでは PORTTOWN MAGAZINE スタートです。
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能代港ニュース
・
「秋田県北部洋上風力発電勉強会」開催

②

酒田港ニュース
・
「やまがた庄内・農山漁食まつり
・港町・酒田に屋台村

全国ねぎサミット 2015in 酒田」開催

10 月開設

・第 5 回酒田港国際資源循環フォーラム開催

③

姫川港ニュース
・糸魚川翡翠鉱物店 2015

④

開催

境港ニュース
・境港公共マリーナ「新艇庫」竣工式 開催

⑤

編集後記

■ 能代港ニ
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ー ス ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

「秋田県北部洋上風力発電勉強会」開催

能代市は、10 月 1 日に「秋田県北部洋上風力発電勉強会」を開催しました。
勉強会には近隣市町も参画している能代市再生可能エネルギー研究会をはじめ、能
代港湾振興会、機械工業会、建設業協会等の会員が参加し、能代港で行われる洋上風力
発電事業の概要や送電網強化事業などについて知識を深めました。
洋上風力発電事業は、その事業規模等から将来に向けた期待が非常に高い一方、単独
自治体での対応は困難が予想されたことから、能代市ではいち早く近隣の市町と連携し
て研究会を発足させています。今後とも知識・情報の共有を図るため、定期的に勉強の
場を設けることとしています。
■ 酒田港ニ

ュ

ー ス ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

○ 「やまがた庄内・農山漁食まつり

全国ねぎサミット 2015in 酒田」開催

酒田市合併 10 周年を記念し、様々な「食」を楽しめるイベントを織り交ぜた“食の
祭典”
「やまがた庄内・農山漁食まつり 全国ねぎサミット 2015in 酒田」を 10 月 31 日～11
月 1 日に酒田市国体記念体育館周辺の特設会場にて開催します。
「全国ねぎサミット」は東北で初開催、「復興の思いを東北へ、産地の思いを全国へ」
をスローガンに全国各地のねぎ産地が自慢のねぎを携えてやってきます。
ご当地グルメや農林水産物が充実した「農山漁食まつり」の他にも、平成 28 年度に開
催される「全国豊かな海づくり大会」のプレイベントや、恒例の「森とみどりのフェス
ティバル」も同時開催します。詳細は酒田市役所のホームページにて。
http://www.city.sakata.lg.jp/ou/norin/nosei/sogonosei/nousangyosonmatsuri.html

○港町・酒田に屋台村

10 月 15 日開設

青森県八戸市にある
「みろく横丁」
をモデルにした屋台村スタイルの飲食店街が 10 月に、
酒田市中心部に開設される。
名称は「酒田柳小路北前横丁屋台村」とし、酒田市中町の百貨店前にある薬局跡地 255 平
方メートルに建設する。10 月中旬のオープンに向けて経営のノウハウや酒田の文化や食材
を学ぶ勉強会や、他都市の屋台村の視察研修も行う。
酒田柳小路北前横丁屋台村ホームページ
http://www.sakata-kitamae.com/

○第 5 回酒田港国際資源循環フォーラム
来る 10 月 30 日に酒田市

開催

ホテルリッチ＆ガーデン酒田にて「第 5 回酒田港国際資源循

環フォーラム」が開催されます。今年度は国土交通省や北九州市港湾局、資源循環ネット
ワークより講師にお迎えし、酒田港が中心となり、他のリサイクルポートと連携しながら
国内、国外の物流拡大を目指して情報交換、交流していくためにフォーラムを開催いたし
ます。
詳細はメルマガ編集担当 齋藤までご連絡ください。
■ 姫川港ニ

○

ュ

ー ス ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

糸魚川翡翠鉱物展 2015

開催

今年で 5 回目を迎える糸魚川翡翠鉱物展が 11 月 7 日～8 日に開催されます。糸魚川翡翠を中
心に、さまざまな鉱物、天然石や化石、パワーストーンなどを全国から集めた展示販売会です。
特別展では翡翠のふるさと糸魚川と、鉱物たちの魅力に触れながら学び、楽しんでいただける
内容をご用意しております。

＜開催概要＞
日時：

会場：

2015 年

11 月 7 日（土）

10:00～18:00

8 日（日）

10:00～16:00

糸魚川駅前

ヒスイ王国館（糸魚川タウンセンター株式会社）
新潟県糸魚川市大町 1-7-11 TEL025-553-1210

※詳細はホームページにて
http://itoigawa.ne.jp/mineral/index.php

■ 境港ニ
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ス ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

境港公共マリーナ「新艇庫」竣工式

開催

平成２６年３月に日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）のセーリング競技強化センターに認
定された 境港公共マリーナに「新艇庫」が完成し、平成２７年１０月４日に竣工式を開催
しました。
竣工式には、境港管理組合管理者

平井鳥取県知事、鳥取県セーリング連盟会長、境港市

副市長、 マリーナ関係者、境港公共マリーナを練習会場として利用する高校生等、約６０
名が出席し「新艇庫」の完成を祝い、競技力の向上を誓い合いました。
今後、この新艇庫を全国のみなさまや、オリンピック選手が練習の場として活用していた
だきたいと思います。

関連ホームページアドレス
http://sakai-port.com/publics/index/108/&anchor_link=page108#page108

■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

最後まで読んでいただきありがとうございます。
山形県庄内地方のシンボル鳥海山に初冠雪のニュースが入りました。季節は日々、先へ
先へと移り変わっていくのがわかります。そして、白鳥の飛ぶ声が聞こえてくると街の人々
はさらに冬の訪れを感じていきます。ちなみに私はテレビの冬タイヤの CM が流れ始める
と「冬」を感じます（笑）
今年もあと二ヶ月半ほど、季節が移り変われば気温も変わります。体調など崩されないよ
うに・・・。
それでは、次回の PORTTOWN MAGAZINE をお楽しみください。
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PORTTOWN MAGAZINE
配信日 毎月 15 日
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