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第428号

発 行 日
平成24年4月4日

《RPPC及び会員からのお知らせ》

《今週の報道発表》

産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況（平成21年度実績）について（お知らせ） （平成24年3月27日） 国土交通省港湾局、4月1日付で組織改正

★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について（お知らせ） （平成24年3月27日）

舞鶴港の長期構想を策定（京都府）

「港湾・空港等整備におけるリサイクル技術指針」の改訂について （平成24年3月30日）

山形県が酒田港の物流機能強化で調査費

★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について
第429号

《リサイクルポートに関連する最新の情報》

★港湾・空港等整備におけるリサイクル技術指針」が改訂されました！

国際バルク、日本海側拠点港、国際分野の政策に（産業港湾課）

港湾空港におけるリサイクル技術指針を改訂

平成24年4月11日

山形県が酒田港のリサイクル機能強化で海外需要等調査
★メルマガによる提供情報 募集のお知らせ
第430号

平成24年4月18日 ★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について

東日本大震災による洋上漂流物の漂流予測結果の公表について（お知らせ） （平成24年4月9日）

国交省、中期的地球温暖化対策の基本的考え方で中間まとめ

被災地の海洋環境の第３次モニタリング調査結果の公表について（お知らせ） （平成24年4月13日）

高松港湾・空港整備事務所、備讃瀬戸航路浚渫土砂搬出工事
大震災由来の洋上漂流物、今年秋にも北米大陸西海岸へ

★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について
第431号

平成24年4月25日

第四次環境基本計画の策定に関する中央環境審議会の答申について（お知らせ） （平成24年4月19日）

平成24年度第１回重要港湾管理者等主幹課長会議開催

新たな防災拠点「堺泉北港堺２区基幹的広域防災拠点」の始動！ （平成24年4月18日）

臨海部の土地利用について検討を（福田技術参事官）
環境省、「有害物質等のモニタリング調査（第３次）」結果公表

★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について

第432号

平成24年5月9日

「環境報告ガイドライン（2012年版）」の公表について （お知らせ） （平成24年4月26日）

社整審・交政審が「社会資本整備重点計画」の素案

第７回ＰＣＢ廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の開催について（お知らせ） （平成24年4月27日）

地盤工学会、東日本大震災の復旧・復興で提言（第２次）

第四次環境基本計画の閣議決定について（お知らせ） （平成24年4月27日）

中央環境審議会総合政策部会、「第４次環境基本計画」まとめ

中古又は使用済家電製品を輸出しようとする際の注意点について（お知らせ） （平成24年4月27日）

平良港漲水地区の複合一貫輸送ターミナル改良事業に新規着工

廃棄物の輸入に係る環境大臣の許可について行政手続法に基づく 審査基準等を制定することに関する
意見募集について（お知らせ） （平成24年5月7日）

２０１２年版中小企業白書をまとめました （平成24年4月27日）

第433号

平成24年5月16日

★RPPC活動予定

交通政策審議会港湾分科会第５回防災部会開催 （平成24年5月11日）

交通政策審議会港湾分科会第５回防災部会開催

★リサイクルポート推進協議会 総会開催のご案内

「平成２４年度静脈産業の海外展開促進のための実現可能性調査等支援事業」対象事業の選定結果について(お知らせ)

リサイクルポート推進協議会 総会開催のご案内

★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について

（平成24年5月11日）

RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について

2011年の外貿コンテナ取扱貨物量（速報値）について （平成24年5月10日）
★RPPC活動予定
第434号

平成24年5月23日 ★リサイクルポート推進協議会 総会 開催迫る！

コンテナ物流情報サービスシステム「Colins」と鉄道コンテナ輸送総合管理システム「IT-FRENS」との連携について

新日本製鐵、カルシア改質土で大規模埋立実施中

（平成24年5月16日）

新門司沖土砂処分場２期計画、年内に環境アセス方法書公告

★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について
★リサイクルポート推進協議会 総会開催のご案内
第435号

リサイクルソリューション、リサイクル利用促進賞表彰
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（平成23年）について（お知らせ） （平成24年5月25日）

国際バルク戦略港湾の具体化に厳しい現実

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23年）について（お知らせ） （平成24年5月25日）

25年度概算要求へ地方整備局からヒアリング開催中

第十三回災害廃棄物安全評価検討会の開催について（お知らせ） （平成24年5月28日）

日本埋立浚渫協会が23年度の「国内埋立・浚渫土量実績」まとめ

★平成24年度 リサイクルポート推進協議会 総会開催

平成２４年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書について（お知らせ） （平成24年5月29日）

「コンビナート港湾における地震・津波対策検討会議」の第1回会合

★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について

「汚染土壌の運搬に関するガイドライン（改訂第２版）」及び「汚染土壌の処理業に関するガイドライン（改訂第２版）」

宮城県が石巻港雲雀野地区の海面処分場に着工

の公表について（お知らせ） （平成24年5月31日）

国土交通省港湾局、港湾懇談会の第２回会合開催

平成24年5月30日 ★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について

平成24年版環境統計集の発行について（お知らせ） （平成24年6月1日）
第436号

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用

平成24年6月6日

に関する小委員会使用済製品中の有用金属の再生利用に関するワーキンググループ（第７回）、産業構造審議会環境部会廃棄物
・リサイクル小委員会（第22回） 合同会合の開催について（お知らせ） （平成24年6月4日）

「国際コンテナ戦略港湾検討委員会」第１０回委員会を開催します （平成24年6月4日）
２０１２年版「不公正貿易報告書」及び「経済産業省の取組方針」をまとめました （平成24年6月4日）
★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（毎週更新）について
第437号

平成24年6月13日

平成25年度 税制改正要望に係る御意見の募集について（お知らせ） （平成24年6月5日）

羽田国土交通大臣が就任会見、港湾施策にも言及

使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準を策定することに関する意見募集について（お知らせ）

「国際コンテナ戦略港湾検討委員会」第10回会合を開催

（平成24年6月11日）

リサイクルポート推進協議会、24年度総会開催
「リサイクルポートを活用した災害廃棄物の広域処理」について報告

号外

平成24年6月15日

第438号

平成24年6月20日

★リサイクルポート推進協議会 循環資源利用促進分科会 主催

★リサイクルポート推進協議会 無機系循環資源説明会の開催について

行政事業レビュー、港湾環境整備事業の「一部改善」求める
「港湾における地震・津波対策のあり方」で最終答申
「閉鎖性海域における水環境改善技術」、今年度２件を選定
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《RPPC及び会員からのお知らせ》

発 行 日

★RPPCホームページ 震災支援関連情報リンク集（隔週更新）について
第439号

《今週の報道発表》

《リサイクルポートに関連する最新の情報》

「産業競争力の強化に資する国際バルク戦略港湾に関する検討会」の設置について （平成24年6月22日）

耐津波対策で港湾技術基準省令の一部改正へ

平成24年6月27日

総合評価方式を見直し、今秋にも試行実施へ
東北地整がガレキの有効利用等、災害復旧に向けた技術募集
★メルマガによる提供情報 募集のお知らせ

第440号

交通政策審議会第４９回港湾分科会の開催について （平成24年7月5日）

経産省と国際バルク戦略港湾の検討会を開催
国際コンテナ戦略港湾阪神港の強化で大阪港航路を拡幅・増深

平成24年7月5日

国土交通省港湾局人事（7月1日付）
伏木富山港・富岩運河のダイオキシン類対策で工事準備（富山県）
交通政策審議会第４９回港湾分科会の議事概要 （平成24年7月5日）
第441号

交政審第49回港湾分科会を開催、鹿島港等６港湾の一部変更を了承

平成24年7月11日

第３回港湾懇談会を開催、港湾管理者からの意見を紹介
フェニックスが災廃物の受入・処分の検討結果を理事会で報告

第442号

平成24年7月19日

港湾の低炭素化を推進し、非常時にも電力供給を可能にするシステムの実証に関する事業の公募開始について

関東地整千葉港湾、鉄鋼スラグで浚渫土活用試験

(平成24年7月12日)

小名浜港でマイナス20ｍ岸壁を計画、石炭バルク対応

「平成２４年度 特定港湾施設整備事業基本計画」について
第３回「海外港湾物流プロジェクト協議会」開催
第443号

平成24年7月25日

(平成24年7月12日)

建設産業戦略会議が提言書まとめ答申

（平成24年7月23日）

直轄事業（港湾）の工事実績について、和文・英文併記での証明を開始

室井政務官、小樽港、石狩湾新港、稚内港を視察
－民間企業のインフラ海外展開の支援の一環として -

(平成24年7月17日）

大阪港北港南地区航路（マイナス16ｍ）浚渫工事で追加工事
水産庁、「漁場施設への災害廃棄物等再生利用の手引き」まとめ
港湾都市協議会の第55総会を神戸市で開催

第444号

国土交通省、次期社会資本整備重点計画案まとめ

平成24年8月1日

都内で「八戸セミナー２０１２～飛躍する創造的復興都市～」を開催
石狩湾新港管理組合、石狩湾新港の港湾計画改訂検討作業
災害廃棄物の広域処理に係る広報について（Yahoo!Japan、ソトコト、J-WAVEとの協力）（お知らせ） （平成24年7月31日）
第445号

国土交通省港湾局、循環型社会対応へ技術的課題検討
コンビナート港湾の対応方策をまとめ

平成24年8月8日

「持続可能で活力ある国土・地域づくり」
次期（第３期）国土交通省技術基本計画を今秋策定
第十四回災害廃棄物安全評価検討会の開催について（お知らせ） （平成24年8月10日）

第446号

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 廃棄物処理基準等専門委員会（第５回）の開催について（お知らせ）

平成24年8月22日

民主党港湾議員が総会、25年度の必要予算確保へ
（平成24年8月10日）

名古屋港鍋田泊地の浚渫土をカルシア改質土に改良し、漁港を埋立
茨城港・常陸那珂港区中央ふ頭地区で土砂受入れを開始
秋田県が能代港第２処分場計画で、許認可関係の手続き実施中
国交省港湾局、25年度概算要求作りへ

第447号

平成24年8月29日

秋田県、能代港でリサイクル貨物連携効果検討へ
石垣市が次期港湾改訂計画作業に

第448号

平成24年9月5日

★早稲田大学重点領域研究機構主催シンポジウム 開催のご案内

民主党港議連、羽田国交相に港湾予算確保を要望

★酒田港国際資源循環フォーラム開催のご案内

第3回衣浦港計画検討委開催、バルク貨物拠点やリサイクル
社会資本整備重点計画を閣議決定（8月31日）

★早稲田大学重点領域研究機構主催シンポジウム 開催のご案内
第449号

平成24年9月12日 ★酒田港国際資源循環フォーラム開催のご案内

平成23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実態調査」結果（速報値）について（お知らせ）

25年度の港湾局関係予算概算要求、総額2191億円で対前年度比8％増

（平成24年9月7日）

25年度の新規制度としてバルク施設に無利子貸付等
新門司沖土砂処分場２期計画、コスト縮減・工期短縮など検討へ

第450号

平成24年9月19日

★情報募集

国土交通省港湾局、国際コンテナ戦略港湾政策を引き続き重点化
災害廃棄物、約25％の442万ｔの処理完了。北九州港では海上輸送で受入

第451号

平成24年9月26日

「広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物（平成十五年十一月環境省告示第百三十一号）の一部を改正する告示」

東日本大震災、港湾利用企業は91％まで回復

の公布について （平成24年9月21日）

福岡市、博多港の長期構想をまとめ
国際バルク戦略港での施設無利子貸付で、港湾法改正作業に

港湾懇談会（第４回）を開催します （平成24年10月1日）
第452号

平成24年10月3日

山縣港湾局長が会見で今後の港湾政策見通し説明
放射性物質を含有する海底土砂、事業取扱いに問題なし
中城湾港新港岸壁の早期利用へ泊地俊Ｓ熱等促進
広島県東部地域で浚渫発生土砂による浅場造成構想
野田第３次改造内閣で新副大臣、政務官が就任

第453号 平成24年10月10日

国土交通省港湾局、第４回港湾懇談会を開催
仙台塩釜港湾・空港整備事務所が「アーク矢板ジャケット工法」採用
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《RPPC及び会員からのお知らせ》

発 行 日

《今週の報道発表》

《リサイクルポートに関連する最新の情報》
国土交通省の伴野、長安副大臣が就任会見

第454号 平成24年10月17日

カルシア改質土の港湾事業への適用が増える
神戸港湾事務所が浚渫土砂の有効活用方策を検討へ
★リサイクルポートセミナーの開催日程が決定致しました。

第455号 平成24年10月24日

全国港湾知事協、政務三役に港湾の整備・振興に関する要望書
「室蘭港利用促進懇談会」を都内で開催
徳山下松港新南陽地区の土砂処分場、来年度か投入開始

★リサイクルポートセミナーの開催日程が決定致しました。
第456号 平成24年10月31日

港湾協会ら、「平成24年度港湾を考える全国集会」開催
「港湾施設の維持管理等に関する検討会」の初会合開く
東京都のスーパーエコタウン、第3次公募へ事業化調査

号外

平成24年11月1日

★循環資源利用促進に関するミニ講演会開催のご案内

★平成24年酒田港ポートセミナー 開催のご案内
第457号

平成24年11月7日 ★リサイクルポートセミナーの開催日程が決定致しました。

阪神港、特例港湾運営会社指定で荷役機械整備へ
第12回中央環境審議会瀬戸内海部会を開催、最終報告へ
名古屋港耐津波対策、高潮防波堤天端高を8ｍに嵩上げ

★循環資源利用促進に関するミニ講演会開催のご案内
第458号 平成24年11月14日 ★リサイクルポートセミナーの開催日程が決定致しました。

福山港の国際バルク、年度末の港湾分科会に上程予定
国土交通省、次期総合物流施策大綱にむけ初会合
社整審環境部会・交政審環境部会の第22回合同会議開催

★平成24年度 リサイクルポートセミナーの開催のご案内
第459号 平成24年11月22日

民主党港湾議連、25年度予算に向け団体からヒアリング
25年度の全国防災の取組に11～13港湾を予定
酒田港戦略会議、新たな貨物創出、処理量拡大を検討

第460号 平成24年11月28日

第461号

★平成24年度 リサイクルポートセミナーの開催のご案内

「新仕分け」、公共事業「全国防災」をテーマに事業評価

★情報募集

「近畿地方の港湾における地震・津波対策の基本方針」公表

★平成24年度 リサイクルポートセミナーの開催のご案内

国土交通省港湾局、第5回「港湾懇談会」開催

平成24年12月5日

「国土交通省技術基本計画（第３期）」をとりまとめ
全国市長会、「港湾・海岸の整備促進」を提言
★平成24年度 リサイクルポートセミナーの開催のご案内

政府、経済危機対応・地域活性化予備費（第2次）を配分
国交省、「第2回港湾施設の維持管理等に関する検討会」開催

第462号 平成24年12月17日

次期総合物流施策大綱の策定へ有識者検討会開催
石油資源開発、相馬港に「相馬ＬＮＧ受入基地」を建設
★平成24年度 リサイクルポートセミナー 本日開催
第463号 平成24年12月20日

川崎港浮島2期に焼却飛灰の水面埋立再開
新政権、大型補正で切れ目ない予算出動を検討
港湾懇談会、審議成果を座長取りまとめてとして公表

★平成24年度 リサイクルポートセミナー 開催報告

リサイクルポート推進協、平成24年度リサイクルポートセミナー開催
長崎港の次期改訂港湾計画（素案）について審議
太田国交相が就任会見、社会資本整備の充実など

第464号

平成25年1月9日

国交省港湾局、「船内廃棄物の受入に関するガイドライン（案）」を通知
山口県、徳山下松港の次期改訂に向けた取組開始
秋田県、能代港の第２処分場計画に25年度から工事に着手
国土交通省の新政務三役のお名前
緊急経済対策を閣議決定、24年度補正に反映

第465号

平成25年1月16日

国土交通副大臣が就任会見
東北地整、「震災ガレキ等の港湾建設資材活用技術」の審査結果を公表
平成24年度補正予算を閣議決定

第466号

平成25年1月23日

国土交通省、財務省に25年度概算要求の入替要求
名古屋港北浜ふ頭地先の埋立てで、環境配慮の取組
平成24年度第2回「重要港湾管理者等主幹課長会議」を開催

第467号

平成25年1月30日

次期総合物流施策大綱策定へ第3回会合
「港湾関係団体新春賀詞交歓会」開催
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《リサイクルポートに関連する最新の情報》
平成25年度予算（案）を閣議決定、港湾関連費は1911億円

第468号

平成25年2月6日

社会資本メンテナンス戦略小委、太田国土交通大臣に緊急提言
国土交通省港湾局関係人事（1月29日・2月1日付）
東日本大震災、重要港湾施設における2年の復旧目標達成へ

第469号

年度内に「防波堤の耐津波設計ガイドライン」を策定

平成25年2月13日

神戸市、神戸港港湾計画の一部変更を審議、了承
大阪市、大阪港港湾計画の一部変更を審議、了承
★情報募集
第470号

北九州市、「北九州港セミナーin東京」を開催

平成25年2月20日

国土交通省港湾局、海岸保全基本計画の見直し作業に
国土交通省航空局、空港土木施設等の維持管理に関する検討開始
山縣港湾局長が運輸専門紙各社と記者懇談会

第471号

平成25年2月27日

「復旧・復興の施工確保に関する連絡協議会」第５回会合を開催
国交省港湾局、港湾施設の老朽化対策で緊急点検

号外

平成25年3月6日

第472号

平成25年3月7日

★震災がれきの 広域 輸送処理に関するミニ講演会の開催について

平成24年度補正予算が成立、港湾整備事業費1022億円
交通政策審議会第51回港湾分科会を開催
国土交通省ら主催で「第７回海の再生全国会議」開催
★震災がれきの広域輸送処理に関するミニ講演会の開催のご案内
第473号

石狩湾新港管理組合、長期構想の策定に着手

平成25年3月13日

25年度から備讃瀬戸北航路（マイナス19ｍ）を浚渫
24年度補正で中城湾港の整備に39億円
川崎市、焼却飛灰を浮島2期地区に試験的埋立

第474号

平成25年3月21日

福井県が25年度新規に建設発生土利用促進調査
名古屋港管理組合、第２回名古屋港基本計画検討委員会を開催
境港港湾区域の変更について (平成25年3月21日)

第475号

平成25年3月28日

港湾法の一部改正法案を閣議決定
新総合物流施策大綱、アジア向け海上輸送強化等
新門司沖土砂処分場（第3工区）の延命化工事を実施

