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《RPPC及び会員からのお知らせ》

《今週の報道発表》

★国際資源循環ミニセミナーのご案内
第476号

《リサイクルポートに関連する最新の情報》
自民党が港湾議連活動再開、望月元国交副大臣が会長就任
第１回石狩湾新港長期構想検討委員会を開催

平成25年4月3日

北九州港響灘東地区処分場、アセス方法書の縦覧開始
海洋・環境課長に津田東北地整港湾空港部長が就任
★国際資源循環ミニセミナーのご案内

25年度港湾関係暫定予算は611億規模

第477号 平成25年4月10日

海洋政策本部、次期「海洋基本計画」の原案まとめ
静岡県、「駿河湾港アクションプラン推進計画」策定へ検討委員会
環境省が第三次循環型社会形成推進計画案

第478号 平成25年4月19日

稚内港の長期構想を今夏まとめ。シップリサイクル等も。
「中央環境審議会水環境部会」の第31回会合を開催
★リサイクルポート推進協議会 総会のご案内

太田国土交通大臣が横浜港南本牧埠頭を視察

第479号 平成25年4月24日

名古屋港港湾計画の改訂に向けパブリックコメント作業中
新門司沖土砂処分場２期計画で25年度施工検討調査

第480号

平成25年5月2日

★情報募集

平成25年度第１回「重要港湾管理者等主幹課長会議」開催
港湾分科会第5回事業評価部会を開催。25年度新規に3港。

第481号

平成25年5月8日

★リサイクルポート推進協議会 総会のご案内

★リサイクルポート推進協議会 総会のご案内
第482号

平成25年5月15日

平成25年度「小型電子機器等リサイクルシステム構築実証事業」（市町村提案型及び再資源化事業者提案型）

大阪市港湾局の25年度港湾局運営方針

の公募について（お知らせ） （平成25年5月2日）

静岡県が御前崎港に再生エネ利活用区域

平成25年度 「廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業（廃棄物エネルギー導入事業）」の 公募開始について

「新しい物流施策大綱の策定に向けた有識者検討会」が提言まとめ

（お知らせ）（平成25年5月9日）

海洋基本計画（平成25年度～平成28年度）に数多くの港湾関連施策

バーセル条約第11回締約国会議（COP11）が開催されました （平成25年5月14日）
★リサイクルポート推進協議会 総会のご案内

第483号

平成25年5月22日

第484号

平成25年5月29日 ★リサイクルポート推進協議会 総会のご案内

平成25年度CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業の第２次公募について（お知らせ） （平成25年5月14日）
平成25年度予算が成立、港湾整備事業は総額2,260億円

★みなと総研フォーラムのご案内

水門・陸閘の整備・管理でモデル事業を検討
国土交通省、リサイクルポートを活用した循環資源の広域流動調査
新門司沖処分場（２期）の利活用検討調査

★リサイクルポート推進協議会 総会開催

梶山国土交通副大臣が東京港を視察
大阪港北港南地区航路（マイナス16ｍ）附帯施設で今年度6件の工事
舞鶴港前島地区航路・泊地（マイナス９ｍ）附帯施設等促進

第485号

平成25年6月12日

国土交通省の山縣宣彦局長が記者懇談会
平成25年度港湾法の一部改正、6月5日に公布
リサイクルポート推進協議会が平成25年度総会
リサイクルポート推進協議会がセミナー開催
大阪港の平成25年度主要事業。夢洲Ｃ12岸壁の延伸等予定

第486号

平成25年6月19日

境港外港中野地区、ＳＣＰによる地盤改良で製鋼スラグ採用
国土交通省港湾局、25年度プロジェクトＸとして全国94事業
交通政策審議会第５２回港湾分科会の議事概要 （平成25年6月28日）

国交省、沿岸域の総合的管理に向け調査着手
国交省、港湾施設の維持・点検方法の明確化作業へ

第487号

平成25年7月5日

国総研が港湾施設の維持管理費算定プログラム開発
愛知県が衣浦港の次期改訂計画で検討委員会
「総合物流施策大綱（２０１３－２０１７）」を閣議決定
交通政策審議会第52回港湾分科会を開催
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《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》
福山港の航路増深事業を国に要望

第488号

平成25年7月10日

石垣港の次期港湾改訂計画への取組進む
港湾の避難対策に関するガイドライン検討委員会の第３回会合
「国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会」設置、8月末に中間とりまとめ

第489号

平成25年7月19日

梶山弘志国土交通副大臣、阪神港を視察
国土交通省港湾局人事（7月16日付）

第490号

平成25年7月25日

★情報募集

国土交通省、北極海航路に関する調査検討
広島港廿日市地区の航路・泊地整備で水面貯木場の潜堤築造工事

第491号

港湾都市協議会、苫小牧市で第56回総会開催

平成25年8月1日

加藤物流審議官、物流施策大綱の推進へ今後プログラム作成
国際コンテナ戦略港湾政策推進委が中間とりまとめ骨子案
第492号

平成25年8月14日

神戸港湾がポーアイ第2期地区の航路・泊地を浚渫
下関技調が浚渫土砂の有効活用調査
港湾分科会で「港湾の基本方針」の変更について審議

第493号

八戸港の災害復旧事業が完了、式典開催

平成25年8月22日

作業船協会、放射能汚染下での作業船活用方策まとめ
環境省が閉鎖性海域の水質管理手法の調査、検討へ
「第3回国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会」を開催
第494号

平成25年8月29日

国際バルク戦略港湾推進会議等が国に要望書
南海トラフ巨大地震対策計画で中間とりまとめ

第495号

平成26年度概算要求に港湾整備費1976億円（国費）を提出

平成25年9月4日

自民党港湾議連が総会開催
点検ガイドラインの策定へ初会合
第496号

平成25年9月11日

26年度概算要求で民有施設の耐震改修等支援
徳山下松港の次期改訂港湾計画で審議
名古屋港新食糧コンビナート形成へ公有水面埋立のアセス手続き中

第497号

平成25年9月19日

号外

平成25年9月20日

太田国交相が首都圏空港の機能強化を表明
境港外港中野地区国際物流ターミナル整備が近く現地着工
★RPPC調査・研究部会 静脈物流管理システム分科会
合同セミナーのご案内
★RPPC調査・研究部会 静脈物流管理システム分科会

第498号

平成25年9月25日 合同セミナーのご案内

国交省ら、「総合物流推進プログラム」まとめ
第2回「社会資本の老朽化に関する関係府省庁副大臣級会議」開催
大阪港航路附帯施設の浚土有効活用方策等検討
港湾施設の技術上の基準省令、施行へ

第499号

平成25年10月4日

大阪港航路（水深16ｍ）附帯施設で、浚土の有効活用方策検討
国交省ら「総合物流推進プログラム」をまとめ
★情報募集

第500号

平成25年10月9日 ★平成２５年度 調査研究部会と静脈物流管理システム分科会による
合同セミナーを開催致しました。

海岸管理のあり方検討委員会で初会合
那覇空港の滑走路増設、来年１月着工へ作業進む
国土交通省副大臣、政務官が交替
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《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》
野上国土交通副大臣が記者会見

第501号 平成25年10月17日

「港湾の津波避難対策に関するガイドライン」を策定
国交省、「第29回社整審計画部会」開催
太田国土交通大臣が阪神港のＣＴ等視察、意見を交換

第502号 平成25年10月23日

インフラ老朽化対策の推進で関係省庁連絡会議開催
石垣港の長期構想、改訂港湾計画の素案で議論
「経済と暮らしを支える港づくり全国大会」開催

第503号 平成25年10月30日

環境省が廃棄物分野における巨大災害に備えた方策検討
★「平成25年度 リサイクルポートセミナー」開催のご案内
第504号

「新たな国土のグランドデザイン」構築へ有識者懇談会

平成25年11月8日

「第4回国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会」開催
新門司沖土砂処分場2期計画でボーリングによる土質調査
★「平成25年度 リサイクルポートセミナー」開催のご案内

全国港湾知事協議会が平成25年度総会及び意見交換会

第505号 平成25年11月15日

「港湾施設の維持管理情報のあり方検討会」の初会合
舞鶴港の国際海上コンテナターミナルや国際フェリー機能を強化

第506号 平成25年11月22日

★「平成25年度 リサイクルポートセミナー」開催のご案内

稚内港の改訂作業、シップリサイクルの計画など
港湾局が「港湾施設点検診断ガイドライン」の骨子案

★「平成25年度 リサイクルポートセミナー」開催のご案内

東京都が港湾運営会社への国出資に難色

第507号 平成25年11月27日

加藤物流審議官が総合物流施策推進プログラムの取組を説明
産業系リサイクル材で海域環境改善（国土技術研究会より）
★RPPC活動予定

第508号

平成25年12月6日 ★リサイクルポート講演会のご案内

平成25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ショップの結果について

自民党港湾議連が総会開催。26年度予算の満額確保を決議

（お知らせ） （平成25年11月26日）

日建連海洋開発委員会が７つの専門部会設置

★「平成25年度 リサイクルポートセミナー」開催のご案内

中部空港二本目滑走路建設期成同盟会が、国土交通省に要望

★RPPC活動予定

交通政策審議会第54回港湾分科会を開催

第509号 平成25年12月12日 ★リサイクルポート講演会のご案内

国土強靭化基本法が成立へ
「社会資本の維持管理・更新の在り方」まとめ

★RPPC活動予定

平成25年度補正予算を閣議決定

第510号 平成25年12月18日 ★リサイクルポート講演会のご案内

港湾分科会事業評価部会で相馬港を了承

★情報募集

みなと総研が「港湾分野環境影響評価ガイドブック２０１３」説明会

★「平成25年度 リサイクルポートセミナー」開催のご案内

小名浜港を全国初の特定貨物輸入拠点港湾に指定

第511号 平成25年12月26日 ★リサイクルポート講演会のご案内

政府、「国土強靭化政策大綱」等を決定
山口県、徳山下松港の次期港湾改訂計画の素案示す

第512号

平成25年1月8日

★「平成25年度 リサイクルポートセミナー」開催のご案内

平成26年度CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業 の実施方針について（お知らせ）（平成25年12月24日）26年度港湾関係予算案は国費約1905億円（対前年比1･02倍）

★リサイクルポート講演会のご案内

産業廃棄物の排出及び処理状況等（平成２３年度実績）について（お知らせ）（平成25年12月26日）

衣浦港の次期改訂港湾計画で素案

一般廃棄物処理実態調査結果（平成24年度実績） (平成25年12月26日現在)（お知らせ）（平成25年12月26日）

今後の社会資本の維持管理・更新のあり方を答申

対策地域内廃棄物処理計画の改定について（お知らせ）（平成25年12月26日）

国土交通省1月1日付人事

★リサイクルポート講演会のご案内

リサイクルポート推進協議会、平成25年度リサイクルポートセミナー開催
国土交通省、26年度新規に「低炭素型静脈物流促進事業」

第513号

平成25年1月22日

国土交通省、建設活性化会議の初会合開く
川崎港、東京港の特例港湾運営会社を指定
那覇空港の滑走路増設に係る埋立を承認
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《RPPC及び会員からのお知らせ》

《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》
自民党の港湾議員連盟、第4回総会開催

第514号

平成25年1月29日

国際コンテナ戦略港湾政策推進委が最終まとめ
太田国土交通大臣が大井ＣＴなど東京港を視察
平成25年度第2回「重要港湾管理者等主幹課長会議」を開催

第515号

平成26年2月5日

国土交通省、「水災害に関する防災・減災対策本部会議」初会合
中城湾港新港岸壁（水深11ｍ）の早期利用へ浚渫等推進
★汚染土壌事業化分科会の再開について

第516号

号外

平成26年2月12日

平成26年2月18日 ★汚染土壌事業化分科会の再開について（訂正）
国土交通省港湾局、静脈物流の輸送効率化策を支援

第517号

平成26年2月19日

新門司沖土砂処分場で浚渫土の利用可能性工事
港湾法の一部を改正する法律案を閣議決定
衣浦港の港湾改訂計画案を地港審で了承

第518号

平成26年2月26日

内閣官房が第５回防災・減災懇談会を開催
国土交通省1月1日付人事

第519号

平成26年3月5日

★第５回 酒田ポートオーソリティ検討協議会勉強会のご案内

26年度新規直轄事業の採択時評価に５件

★リサイクルポート講演会のご案内

港湾施設の点検診断ガイドライン、今月中に公表へ

★汚染土壌事業化分科会の開催

内閣官房が第５回防災・減災懇談会を開催
国交省が「環境行動計画（2014～2020）案」をとりまとめ

第520号

平成26年3月12日

山形県が26年度にリサイクルポート関連予算を計上
神戸港の国際コンテナ戦略港湾機能を強化
★技術開発部会の開催

第521号

平成26年3月19日 ★循環資源利用促進分科会の開催

港湾分科会第７回事業評価部会を開催
「国土交通省港湾請負工事積算基準」等を改定
「海岸法の一部を改正する法律案」を閣議決定

第522号

平成26年3月26日

交通政策審議会第55回港湾分科会を開催
「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件」（告示）等について（お知らせ）（平成26年3月20日）
告示」の「公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準及び排水基準等に係る告示の一部を改正す 徳山下松港の新しい改訂港湾計画が了承
る
告示」の公布及び意見募集（パブリックコメント） の結果について（お知らせ）（平成26年3月20日）
「国土のグランドデザイン」の骨子案

