ＮＯ．

発

行

日

《RPPC及び会員からのお知らせ》
★リサイクルポート推進協議会 総会決まる

第328号 平成22年4月7日

《今週の報道発表》
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等に係る告示の公布及びそれ

《リサイクルポートに関連する最新の情報》
１．国際コンテナ戦略港湾検討委、４者がプレゼン

らに対する意見の公募（パブリックコメント）の結果について（お知らせ）

２．国土交通省が第10回成長戦略会議を開催。海洋、航空の２分野。

(平成２２年３月２９日)

３．民主党が、「港湾振興議員連盟」を設立

廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出確認及び輸入許可（平成21年）について
（お知らせ）(平成２２年３月３０日)
平成21年の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行状況に
ついて (平成２２年３月３０日)
★リサイクルポート推進協議会 総会決まる

１．国交省港湾局、バルク輸送の社会実験準備へ
２．北九州港新門司沖土砂処分場第３工区の護岸を改良

第329号 平成22年4月14日

３．下関港新港地区の長州出島に新たな土砂処分場確保
４．坂出港西ふ頭地区のマイナス７・５ｍターミナルで基本設計完了

第330号 平成22年4月21日

★リサイクルポート推進協議会 総会決まる

１．国土交通省、第５回国際バルク戦略港湾検討委員会開催

【広報部会・事務局より】★情報募集

２．国土交通省、第11回成長戦略会議を開催
３．北九州市ら、「北部九州港湾」を国際コンテナ戦略港湾に応募

第331号 平成22年4月28日

★リサイクルポート推進協議会 総会の案内を郵送しました

１．国交省、港湾分野におけるＰＰＰで基礎調査

【広報部会】★RPPCホームページの一部をリニューアルします

２．名古屋港鍋田ふ頭のマイナス12ｍ第３バース、今年度本体工事等追加
３．宇部港栄川運河で港湾公害防止対策事業を実施中(山口県)
４．和歌山港本港地区の多目的国際ターミナルを耐震改良

第332号 平成22年5月12日

★リサイクルポート推進協議会 総会の案内を郵送しました

１．国土交通省成長戦略会議が成長戦略素案をまとめ

【広報部会】★RPPCホームページの一部をリニューアルしました

２．姫路港の整備・利用計画をまとめ（兵庫県港湾課）
３．中国地方港湾の平成21 年国際コンテナ貨物取扱実績（速報）

第333号 平成22年5月19日

★リサイクルポート推進協議会 総会を開催します

１．民主党の港湾議連が総会、関係者からヒアリング

【広報部会】★RPPCホームページの一部をリニューアルしました

２．堺泉北港の潜堤に水砕スラグなどを活用
３．09年の外貿コンテナ貨物量、前年比14%減の１４７５万ＴＥＵ

★リサイクルポート推進協議会 総会を開催します
第334号 平成22年5月26日

第335号 平成22年6月2日

中央環境審議会循環型社会計画部会（第56回）の開催について(お知らせ)

１．重要港湾管理者等主幹課長会議を開催、来年度に港湾法の改正など

★「シップリサイクル国際シンポジウム in 室蘭」

２．国土交通省成長戦略会議が成長戦略提言書を前原大臣に答申

【広報部会】★RPPCホームページの一部をリニューアルしました

３．6月1日から国際バルク戦略港湾の公募開始、8月締切

★リサイクルポート推進協議会 総会を開催します

１．国際コンテナ戦略港湾の第５回委員会開催、6月中に選定

★「シップリサイクル国際シンポジウム in 室蘭」

２．㈳日本港湾協会が第82回通常総会を開催
３．宮崎県が細島港の港湾計画見直しへ基礎調査を行っている。
４．水島港の多目的国際ターミナルの整備等を促進

★平成22年度『リサイクルポート推進協議会』総会開催
第336号 平成22年6月9日

平成22年版環境・循環型社会・生物多様性白書について「地球を守る私たち

１．国交省港湾局、港湾取扱貨物量（計画値）と現状実績をまとめ

の責任と約束―チャレンジ25―」(平成２２年６月１日)

２．北九州市が環境モデル都市総合特区を提案
３．国際バルク戦略港湾の募集を開始
１．国際バルク戦略港湾説明会に港湾管理者、ユーザーら多数参加
２．リサイクルポート推進協議会の平成22年度総会を開催

第337号 平成22年6月16日

３．「リサイクルポートの運用に関するガイドライン」、策定準備
４．「浚渫土砂を利用した埋立地ガイドライン」策定作業中、改正土対法に対応
★「酒田港ポートセミナー」のご案内

第338号 平成22年6月23日

土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する告示及び農用地土壌

１．国際コンテナ戦略港湾の選定は参院選後に持ち越し

汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令

２．今年8月に第4回北九州港長期構想検討委員会を開催

の一部を'改正する省令について（お知らせ）(平成２２年６月１６日)

３．22年度環境技術実証事業に「石炭灰造粒物による海域環境の改善技術」
４．能代港の新たな灰捨場計画で、今年度に環境アセス調査

第339号 平成22年6月30日

第340号 平成22年7月7日

★「酒田港ポートセミナー」のご案内

循環型社会の形成に向けた「平成22年度循環型社会地域支援事業」の

１．「国土交通省政策集２０１０」を打ち出し

★平成21年度 廃棄物・海域水環境保全に係る調査研究助成事業の

公募結果について（お知らせ）（平成２２年６月２２日）

２．清水港新興津地区第２バースでケーソン製作、築造等

成果発表会について

３．酒田港セミナーを開催(7月9日)

【広報部会・事務局より】★情報募集

１．第38回港湾分科会開催（７月1日）、特定港湾施設整備事業基本計画など了承
２．港湾分科会に事業評価部会を設置
３．ＮＥＤＯのエネ合理化支援事業、港湾関係4件採択
４．国土交通省港湾局人事（7月1日付）

★「臨海用地（47,551m2）の利活用パートナー募集」
第341号 平成22年7月14日

１．ガントリークレーンの風対策で省令を一部改正案

★早稲田大学環境総合研究センター・溶融飛灰資源化研究会・システム

２．北九州港響灘地区に風力発電産業関連企業を集積

安全・安心研究会 合同シンポジウム

３．「下関市地域新エネルギー・省エネルギービジョン」を策定

「循環型社会システムの現状と展望」のご案内
★「臨海用地（47,551m2）の利活用パートナー募集」
第342号 平成22年7月21日

★早稲田大学環境総合研究センター・溶融飛灰資源化研究会・システム

平成２２年度 特定港湾施設整備事業基本計画について

１．底質ダイオキシン類の処理技術対策で検討業務

（平成２２年７月１３日）

２．遠隔離島基本計画を閣議決定、南鳥島で港湾整備等

安全・安心研究会 合同シンポジウム

３．海岸における地球温暖化適応戦略を検討へ

「循環型社会システムの現状と展望」のご案内
★「臨海用地（47,551m2）の利活用パートナー募集」

第343号 平成22年7月28日

３Ｒ促進のためのポイント制度等経済的インセンティブ付けに関する検討会

１．堺泉北港で浚渫土と製鋼スラグの海域実験へ

（第７回）の 開催について(お知らせ) （平成２２年７月２０日）

２．民主党港湾議連が前原大臣に港湾予算の重点化を要望

シンガポール国家環境庁との間における3Rの促進及び廃棄物管理における

３．三池港の航路浚渫事業が今年度と来年度で完了

協力に関する基本合意書（Letter of Intent）への署名について
（お知らせ）'（平成２２年７月２１日）

★「臨海用地（47,551m2）の利活用パートナー募集」

中央環境審議会循環型社会計画部会による地域ブロックヒアリング

１．前原国土交通大臣が工程表に沿った予算づくりを強調

（北海道）の開催について(お知らせ) （平成22年7月27日）

２．須崎港で製鋼スラグを用いた藻場造成の実証試験

産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクルＷＧ
第344号 平成22年8月4日

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル専門委員会
第28回合同会議の開催について（お知らせ）（平成22年7月30日）
コンテナ物流情報サービス（Ｃｏｌｉｎｓ）のサービス提供ターミナルを拡大
（平成22年8月2日）
★「臨海用地（47,551m2）の利活用パートナー募集」

第345号 平成22年8月11日

「平成21年度 廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する

１．国際コンテナ戦略港湾に阪神港、京浜港の2港を選択

実態調査」結果について（お知らせ）（平成22年8月5日）

２．国際バルク戦略港湾に11の港湾管理者から13港が応募

「プラスチック製容器包装の再商品化手法及び入札制度の在り方に係る

３．国土交通省港湾局、重点港湾43港を選択

取りまとめ（案）」に対する意見の募集（パブリックコメント）について
（お知らせ）（平成22年8月9日)
国際バルク戦略港湾への応募港湾について（平成22年8月5日）
国際コンテナ戦略港湾の選定結果について（平成22年8月6日）
１．岡山県が「国際バルク戦略港湾」で水島港の穀物を応募

第346号 平成22年8月18日

２．阪神港がコンテナ戦略港湾に選ばれる
３．中城湾港の泊地浚渫事業が再開の動き
「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が

１．「国際バルク戦略港湾」の選定作業始まる

指定する物質（告示）の一部を改正する告示」（仮称）に対する意見の募集

２．新海面処分場候補に新門司沖土砂処分場周辺海域

（パブリックコメント）について（お知らせ）（平成22年8月20日）

３．名古屋港の新たな土砂処分場計画検討を開始

絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル（第2版）の説明会開催について

第347号 平成22年8月25日

（お知らせ）（平成22年8月20日)
「国際バルク戦略港湾検討委員会」第７回／第８回／第９回委員会
（応募港湾からのプレゼンテーション）を開催します（平成22年8月17日）
バーゼル法等説明会の開催について（大阪・神戸会場）（平成22年8月9日）

第348号 平成22年9月1日

「国際バルク戦略港湾検討委員会」における各応募者の計画書（目論見）の概要

１．国土交通省、平成23年度概算要求で港湾整備事業前年度10％増(国費)。

（平成22年8月27日）

２．交通政策審議会港湾分科会第1回事業評価部会を開催

中央環境審議会循環型社会計画部会（第57回）の開催について（お知らせ）

１．備讃瀬戸味野湾で、浚渫土とスラグ混合の環境改試験工事

３．福山港を国際バルク戦略港湾に要望

第349号 平成22年9月8日

（平成22年9月2日）

２．国交省港湾局、港湾構造物を生物共生型へ

使用済小型家電からのレアメタルの回収及び適正処理に関する研究会

３．川崎港千鳥町に「循環資源貨物ゾーン」 を位置付け

（第７回）の開催について（お知らせ）（平成22年9月3日）

４．国土交通省港湾局人事異動（9月1日付）

コンテナ物流情報サービス（Colins）の提供サービス拡大（平成22年9月3日）
バーゼル法等説明会の開催について（平成22年8月24日）
【広報部会・事務局より】★情報募集
第350号 平成22年9月15日

微量のPCBを含む廃棄物の焼却実証試験（平成22年３月実施分）の実施結果

１．前原国土交通大臣が国際バルク戦略港湾で徳山下松港を視察

について（お知らせ）

２．伏木富山港機能向上協議会が「伏木富山港の将来ビジョンをまとめ
３．舞鶴港の港湾審議会で長期構想を中間報告。リサイクルポートを強化
４．境港外港中野地区のマイナス12ｍ多目的国際ターミナルを新規着工

第351号 平成22年9月22日

３Ｒ促進のためのポイント制度等経済的インセンティブ付けに関する

１．バルク戦略港湾で各港湾管理者に意見書発出

検討会（第８回）の開催について(お知らせ)(平成22年9月14日)

２．ＰＩＡＮＣアジア地区125周年記念事業を開催

平成22年度「３Ｒ推進月間」の行事等について(お知らせ)(平成22年9月17日)

３．下関港長州出島に新海面土砂処分場（約33ha）
４．中城湾港泡瀬地区の土地利用の変更で、港湾計画の変更手続き進む

第352号 平成22年9月29日

【事務局より】★リサイクルポート推進協議会主催

１．菅改造内閣における国土交通副大臣、政務官の略歴、担務は次の通り

「平成22年度 リサイクルポートセミナー」開催のご案内

２．政府与党、平成23年度予算づくりの作業を本格化
３．予備費の予算化を閣議決定

★国土交通省が「港湾における循環資源の取扱に関する指針」（リサイクルポート
第353号 平成22年10月6日

ガイ ドライン）を作成、リサイクルポート指定港の港湾管理者に発出しました。
【事務局より】★リサイクルポート推進協議会主催

「リデュース・リユース・リサイクル推進月間」における地方環境事務所による

１．室蘭港でシップリサイクル実証事業を完了。11月に成果取りまとめ

廃棄物等の不法輸出入監視に係る取組強化について(お知らせ)(平成22年9月30日)

２．元気な日本復活特別枠、パブコメを開始。国民の声を予算に反映

10月は3Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）推進月間！(平成22年10月1日)

３．国交省がバルク貨物流動調査を始めて実施

電子マニフェスト普及促進キャンペーンのお知らせ(お知らせ)(平成22年10月4日)

１．民主党港湾議員連盟総会開催、財務副大臣に予算要望活動

「平成22年度 リサイクルポートセミナー」開催のご案内
★国土交通省が「港湾における循環資源の取扱に関する指針」（リサイクルポート
第354号 平成22年10月13日

ガイ ドライン）を作成、リサイクルポート指定港の港湾管理者に発出しました。
【事務局より】★リサイクルポート推進協議会主催

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等に対する

２．国土交通省港湾局は来年の通常国会に、港湾法の改正案を上程

意見募集（パブリックコメント）について（お知らせ）(平成22年10月7日)

３．道央圏５港が広域連携に向け協議会設置準備

「平成22年度 リサイクルポートセミナー」開催のご案内
★「最先端サステナブル・テクノロジー・セミナー」開催のご案内

平成２２年度循環型社会形成推進研究発表会の開催について（お知らせ）

１．国土交通省港湾局、リサイクルポートで指針

★国土交通省が「港湾における循環資源の取扱に関する指針」（リサイクルポート

(平成22年10月12日)

２．港湾公害防止対策事業の延長を要望

ガイ ドライン）を作成、リサイクルポート指定港の港湾管理者に発出しました。
第355号 平成22年10月20日 【事務局より】★リサイクルポート推進協議会主催
「平成22年度 リサイクルポートセミナー」開催のご案内

「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する
物質の一部を改正する告示」の公布及び意見募集（パブリックコメント）
の実施結果について（お知らせ）(平成22年10月12日)
平成２２年度「資源循環技術・システム表彰」の受賞者等の発表について
(平成22年10月12日)

★「能代港・姫川港・酒田港合同リサイクルポート勉強会」のご案内

残留性有機汚染物質検討委員会第６回会合（POPRC６）の結果について（お知らせ）

１．「港湾を考える全国集会」開催される

★早稲田大学CSR研究所 主催第1 回シンポジウム「CSRと環境」開催のご案内

(平成22年10月19日)

２．「室蘭港利用促進懇談会」を開催

「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

３．長崎県壱岐市水産課が製鋼スラグの藻場礁を採用

【事務局より】★リサイクルポート推進協議会主催
「平成22年度 リサイクルポートセミナー」開催のご案内

図るための基本的な方針」の変更案に対する意見募集について（お知らせ）
(平成22年10月21日)

第356号 平成22年10月27日

ストックホルム条約残留性有機汚染物質検討委員会第６回会合（ＰＯＰＲＣ６）の
結果について(平成22年10月19日)
リデュース・リユース・リサイクル（３Ｒ）推進功労者等表彰について
(平成22年10月22日)
★大連国家生態工業モデル園区（静脈産業類）の企業誘致説明会のご案内

平成22年度国土交通省関係補正予算の概要について(平成22年10月26日)

第357号 平成22年11月4日 【事務局より】★リサイクルポート推進協議会主催
「平成22年度 リサイクルポートセミナー」開催のご案内
★大連国家生態工業モデル園区（静脈産業類）の企業誘致説明会のご案内

３．政府が22年度補正予算を閣議決定
第１回「海外港湾物流プロジェクト協議会」開催結果概要（平成22年11月5日)

第358号 平成22年11月10日 【事務局より】★リサイクルポート推進協議会主催

第359号 平成22年11月17日

「平成22年度 リサイクルポートセミナー」開催のご案内

１．第１回環日本海物流高度化検討委開催、境港でリサイクルポート指定要望
２．三井国交副大臣横浜港視察

「平成22年度 リサイクルポートセミナー」開催のご案内
★リサイクルポート推進協議会主催

１．港湾の事業仕分け、来年度要求の10～20％削減
２．全国港湾知事協議会総会を開催

３．国土交通省の政務三役が事業仕分け結果に反論
平成23年度環境保全経費概算要求額について（お知らせ）(平成22年11月12日)

１．「元気な日本復活特別枠要望」パブリック・コメントで港湾は上位

シップリサイクルや廃棄物・危険物の海上輸送に関する最新の動向について、

２．羽田空港のＣ滑走路延伸事業は、土壌を封じ込め

１１月２４日（水）にリサイクルポートセミナーが開催されます。(平成22年11月10日)

３．港湾事業の「プロジェクトＸ」、来年度も試行

「ゲートオープン２４時間化モデル事業」中間評価(平成22年11月12日)
【事務局より】★リサイクルポート推進協議会主催
「平成22年度 リサイクルポートセミナー」 本日開催
【広報部会・事務局より】★情報募集

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要」

１．交通政策審議会第39回港湾分科会開催

に対する意見募集（パブリックコメント）について(お知らせ)（平成22年11月15日）

２．日本海拠点港の形成に関する検討委員会を設置

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関に対する公正な調査の確保に係る通知の

３．神戸港ポーアイ２期ＰＣ-15バースを水深16ｍに変更

発出について（お知らせ）(平成22年11月16日)
第360号 平成22年11月24日

水銀条約に関する公開セミナーの開催について（お知らせ）(平成22年11月18日)
微量のPCBを含む廃棄物の焼却実証試験の実施について（お知らせ）
(平成22年11月22日)
「日本海側拠点港の形成に関する検討委員会」の開催について
(平成22年11年15日）
交通政策審議会第39回港湾分科会の審議について(平成22年11月15日)

【事務局より】★ご来場ありがとうございました。

平成22年度有害廃棄物の不法輸出入防止に関するアジアネットワークワーク

１．平成22年度リサイクルポートセミナー開催

平成22年度リサイクルポートセミナー開催（11月24日）

ショップの開催について（お知らせ）（平成22年11月25日)

２．「日本海側拠点港の形成に関する検討委員会」第１回会合を開催

「産業物流高度化を推進するための社会実験」について(平成22年11月24日）

３．産業物流高度化を推進するための社会実験始まる

第361号 平成22年12月1日

「国際バルク戦略港湾検討委員会」第１０回／第１１回／第１２回委員会（応募港湾からの
再プレゼンテーション）を開催します(平成22年11月26日)

第362号 平成22年12月8日

★国土交通省海事局から、IMSBCコードに関するお知らせが届きました

平成22年度有害廃棄物の不法輸出入防止に関するアジアネットワークワーク

１．国際バルク戦略港湾の選定へ再プレゼン始まる

★上記お知らせに関して、国土交通省海事局から追加のお知らせです。

ショップの結果概要について（お知らせ）平成22年12月6日

２．平成22年度港湾関係補正予算は74億円、他にゼロ国１９８億円

第11回北東アジア港湾局長会議・シンポジウムの開催結果（平成22年12月6日）

３．「関門航路周辺海域における土砂処分場計画」に関わるパブコメ実施中

廃棄物等の不法輸出入監視に係る取組強化の結果について（お知らせ）

１．八戸港でシップリサイクルの研究へ

(平成22年12月10日)

２．「国際バルク戦略港湾」の選定、年明け以降に先送り

第３回バーゼル条約コンピュータ機器廃棄物パートナーシップ会合について

３．関門航路（西側）土砂処分場確保へ環境アセス方法書のとりまとめ作業

（お知らせ）(平成22年12月10日)
中央環境審議会循環型社会計画部会（第60回）の開催について(お知らせ)

第363号 平成22年12月15日

(平成22年12月13日)
「国際バルク戦略港湾検討委員会」における各応募者の計画書の概要
(平成22年12月8日)
コンテナ物流情報サービス（Colins）の混雑状況カメラの携帯電話でのサービス
提供開始(平成22年12月13日)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第９条の６第３項の規定に

１．堺泉北港で鉄鋼スラグ利用の海域実験開始へ

基づく未査定液体物質の査定結果及び意見募集（パブリックコメント）の

２．名古屋港での新処分場確保へ意見募集開始

実施結果について（お知らせ）(平成22年12月16日）

３．㈶沿岸技術研究センターが『エコガイアストン』に評価証

平成23年度環境省税制改正要望の結果について（お知らせ）（平成22年12月16日)
第364号 平成22年12月22日

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等に
対する意見募集（パブリックコメント）の結果について（お知らせ）
(平成22年12月17日)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の
閣議決定について（お知らせ）(平成22年12月17日)
「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進

１．平成23年度港湾整備事業費、1666億4900万円で対前年度比1・007倍

を図るための基本的な方針」の変更及び意見募集（パブリックコメント）の結果

２．馬淵国土交通大臣が新春懇談会で23年度予算と今後の展望

について（お知らせ）(平成22年12月20日)

３．沖ノ鳥島に新規予算、遠隔離島整備が本格化

再生砕石に混入するアスベスト対策のパトロール及び立入検査の実施結果等
について（お知らせ）(平成22年12月24日)

第365号 平成23年1月5日

産業廃棄物の不法投棄等の状況（平成21年度）について（お知らせ）
(平成22年12月27日)
容器包装リサイクル法に基づく平成23年度以降の５年間についての分別収集
見込量の集計結果について(平成22年12月28日)
国土交通省による荷役機械の適合性確認の実施について(平成22年12月20日)
中央環境審議会の委員の任命について（お知らせ）(平成23年1月6日)

第366号 平成23年1月12日

１．国際コンテナ戦略港湾を対象に国費負担率引き上げ

循環型社会形成推進基本法制定10周年記念シンポジウムの開催について

２．味野湾で鉄鋼スラグを用いた環境修復の海域実験

(お知らせ)(平成23年1月6日)

３．平成23年度港湾事業で直轄新規に７件、事業化検証に１件

国際バルク戦略港湾」選定に向けたスケジュールについて(平成23年1月12日)
第367号 平成23年1月19日

１．市村政務官が北陸３県を視察
２．年度末までに「国際バルク戦略港湾」を選定
３．ＪＦＥスチール、インドネシアで「マリンブロック」のサンゴ礁実証試験

号外

平成23年1月20日

総合静脈物流拠点港（リサイクルポート）の新規指定について

総合静脈物流拠点港（リサイクルポート）の新規指定について（平成23年1月20日）

「我が国における瓶リユースシステムの在り方に関する検討会」の設置及び開催について １．リサイクルポートに境港を指定

第368号 平成23年1月26日

（お知らせ）(平成23年1月18日)

２．リサイクルポート推進協議会、リサイクル技術指針の改訂要望

産業廃棄物の排出及び処理状況等（平成２０年度実績）について（お知らせ）

３．国土交通省港湾局、重要港湾管理者等主幹課長会議開催

(平成23年1月23日)

４．三河港の次期改訂港湾計画で、パブコメ開始

★雑誌「名古屋港」(2011.1月 Vol172)にリサイクルポートの紹介記事を寄稿しました！ 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会（第48回）の開催について（お知らせ）
第369号 平成23年2月2日

１．境港管理組合にリサイクルポート指定証交付

(平成23年1月25日)

２．四日市港の次期改訂計画（案）をパブコメ手続き、静脈岸壁も計画

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布に

３．秋田港シンポジウムを開催、日本海側拠点港に意欲

ついて（お知らせ）(平成23年1月28日)
★国土交通省HP・リサイクルポートのページリニューアルについて

港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案について

１．境港、来年度に静脈資源のトライアル輸送を予定

★情報募集

(平成23年2月4日)

２．大分県、佐伯港の次期改訂計画に向け作業中

第370号 平成23年2月9日

「第２回 日本海側拠点港の形成に関する検討委員会」の概要について

３．国際バルク戦略港湾で各港から補足資料の提出受ける

(平成23年2月7日)

４．「日本海側拠点港の形成に関する検討委員会」の第２回委員会を開催

「国際バルク戦略港湾検討委員会」第１３回委員会を開催します(平成23年2月7日)
国連持続可能な廃棄物管理会議の開催について（お知らせ）(平成23年2月8日)
第371号 平成23年2月16日

１．国際バルク戦略港湾、３月末にも港湾選定へ
２．日本海側拠点港、機能別に選定の見通し
３．港湾法の改正を閣議決定

中央環境審議会循環型社会計画部会（第61回）の開催について(お知らせ)
第372号 平成23年2月23日

１．民主党港湾振興議員連盟が総会を開催

(平成23年2月15日)

２．大阪港の航路・泊地浚渫で、発生土を湾内の窪地に予定

国連持続可能な廃棄物管理会議の結果について（お知らせ）(平成23年2月18日)

３．稚内市が稚内港の将来ビジョンを考える会」を設置

「第１３回 国際バルク戦略港湾検討委員会」の概要について(平成23年2月17日)
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案等の概要に対する意見募集

１．昨年の外貿コンテナ取扱貨物が過去最高に

（パブリックコメント）について（お知らせ）(平成23年2月22日)

２．第３回名古屋港浚渫土砂の新処分場計画検討委員会

３Ｒエコポイント普及促進に関するシンポジウムの開催について

３．サンゴ議員連盟が活動開始

～３Ｒエコポイントシステム促進のためのガイドラインについて～(お知らせ)(平成23年2月22４．釧路港セミナーを都内で開催
平成22年12月環境経済観測調査について(お知らせ)(平成23年2月25日)
第373号 平成23年3月2日

「使用済自動車判別ガイドラインに係るこれまでの論点」に対するパブリックコメントの
募集結果と「使用済自動車判別ガイドラインに関する報告書」の取りまとめについて
（お知らせ）(平成23年2月28日)
夜の港で 物流革新の胎動～コンテナターミナルのゲートオープン24時間化モデル事業の実績～

（平成23年2月25日)
交通政策審議会第４０回港湾分科会の開催について(平成23年2月28日)
★「持続可能な臨海部における廃棄物埋立処分に関する勉強会」のご案内
第374号 平成23年3月9日

交通政策審議会第４０回港湾分科会の審議について(平成23年3月3日)

１．今月半ばにも日本海側拠点港の公募を開始

「第１４回 国際バルク戦略港湾検討委員会」の概要について(平成23年3月3日)

２．「第14回国際バルク戦略港湾検討委員会」を開催

「第３回 日本海側拠点港の形成に関する検討委員会」の概要について(平成23年3月7日) ３．国土交通省、港湾の開発・利用等基本方針の見直し作業へ
４．都内で「石狩湾新港セミナー」を開催

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会容器包装の３Ｒ推進に関する小委員会

１．東北関東太平洋沖地震で港湾施設に被害多数

（第11回）の開催について（お知らせ）

２．市村国土交通大臣政務官が日本海側拠点港で北海道を視察
水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)(平成23年3月8
３．「神戸港埠頭株式会社」の初代代表取締役社長に犬伏・神戸製鋼相談役
日)
大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令４．中城湾港泡瀬地区の港湾計画変更で埋免手続きの準備へ

第375号 平成23年3月16日

第376号 平成23年3月23日

及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について（お知らせ）

５．国際バルク戦略港湾育成プログラムの作成作業を予定

大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び意見の募集

１．東北関東大震災、航路啓開などに全力

（パブリックコメント）の結果について（お知らせ）(平成23年3月16日)

２．大畠国土交通大臣が官民の救援作業に感謝

土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案の概要【追加】に対する意見募集

３．日本埋立浚渫協会らが「東北関東大震災港湾関係災害対策本部」

（パブリックコメント）について(お知らせ)
平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震について（平成23年3月18日20時00分現在）
★リサイクルポート推進協議会
第377号 平成23年3月30日

総会決まる

コンテナ物流情報サービス（Colins）の取組状況について(平成23年3月25日)

１．東北地方太平洋沖地震・津波、今後は復旧関連現地調査に
２．博多港、来年度から浚渫発生土を深堀跡に
３．国土交通省港湾局、バルク委員会等延期へ

