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１．目１．目１．目１．目        的的的的 

漁港漁場関係事業の施工の合理化、工事品質の確保や向上を図るため、水産庁が作成した「漁港漁場関

係工事積算基準」や「共通仕様書」、「水産基盤整備事業等における品質確保促進ガイドライン」等が毎

年改正、施行されております。 

「令和元年度漁港漁場関係工事積算基準講習会」は、平成３１年度から適用される積算基準の改定内容

並びに水産庁の平成３１年度水産基盤整備事業の内容及び技術的課題等について、漁港漁場工事の第一線

で活躍中の実務者に対し早急な周知徹底を図るため、水産庁の後援をいただき、「一般社団法人水産土木

建設技術センター」と「一般社団法人全日本漁港建設協会」の共催で下記により開催いたします。 

 

２．日時・会場２．日時・会場２．日時・会場２．日時・会場    

１．東京会場 日 時 令和元年６月１３日（木）１３：００～１７：００ 

会 場 ビジョンセンター田町 ４階 ４０６ 

東京都港区芝 5-31-19 ラウンドクロス田町   TEL：03－6262－3553 

２．仙台会場 日 時 令和元年６月２１日（金）１３：００～１７：００ 

会 場 (株)仙都会館 ８階会議室 

宮城県仙台市青葉区中央 2-2-10  TEL：022-222-4187 

３．福岡会場 日 時 令和元年６月２６日（水）１３：００～１７：００ 

会 場 福岡朝日ビル １３～１５号室 

福岡県福岡市博多区博多駅前 2-1-1 福岡朝日ﾋﾞﾙ地下 1階 TEL：092-431-1260 

４．神戸会場 日 時 令和元年６月２７日（木）１３：００～１７：００ 

会 場 三宮研修センター ６階 ６０５ 

兵庫県神戸市中央区八幡通 4-2-12 FRⅡビル  TEL：078-232-0081 

 

３．講習内容３．講習内容３．講習内容３．講習内容：講習会プログラムのとおり 

 

４．受４．受４．受４．受    講講講講    料料料料（テキスト、補助資料代含む） 

   ①「(一社)水産土木建設技術センター、 及び(一社)全日本漁港建設協会 正会員・賛助会員」、 

「国・都道府県・市町村職員」： ４,０００円 

   ② 上記以外の受講者      ：１０,０００円 

 

主主主主    催催催催    

一般社団法人水産土木建設技術センター一般社団法人水産土木建設技術センター一般社団法人水産土木建設技術センター一般社団法人水産土木建設技術センター    

一般社団法人全日本漁港建設協会一般社団法人全日本漁港建設協会一般社団法人全日本漁港建設協会一般社団法人全日本漁港建設協会    

後後後後    援援援援    

水水水水    産産産産    庁庁庁庁    

令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度    漁港漁場関係工事積算基準講習会漁港漁場関係工事積算基準講習会漁港漁場関係工事積算基準講習会漁港漁場関係工事積算基準講習会 

開開開開            催催催催        要要要要        領領領領 



「「「「令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度    漁港漁場関係工事積算基準講習会」漁港漁場関係工事積算基準講習会」漁港漁場関係工事積算基準講習会」漁港漁場関係工事積算基準講習会」 

［プ［プ［プ［プ        ロロロロ        ググググ        ララララ        ムムムム    ］］］］（予定）（予定）（予定）（予定）    

12:0012:0012:0012:00～～～～13:00 13:00 13:00 13:00     受受受受        付付付付 

 

13:0013:0013:0013:00～～～～                開開開開        会会会会 

 

13:0013:0013:0013:00～～～～13:05 13:05 13:05 13:05     主催者代表挨拶主催者代表挨拶主催者代表挨拶主催者代表挨拶 

    一般社団法人 全日本漁港建設協会会長          長 野   章 

    一般社団法人 水産土木建設技術センター理事長    宇賀神 義 宣 

 

13:0513:0513:0513:05～～～～13:10 13:10 13:10 13:10     来賓挨拶来賓挨拶来賓挨拶来賓挨拶    

水産庁漁港漁場整備部整備課長           浅 川 典 敬 

 

13:1013:1013:1013:10～～～～13:13:13:13:35353535        「「「「漁港漁場関係工事積算基準の改定について漁港漁場関係工事積算基準の改定について漁港漁場関係工事積算基準の改定について漁港漁場関係工事積算基準の改定について」」」」 

   水産庁漁港漁場整備部整備課施工積算係長（施工積算班）福 村 幸 平 

 

13:13:13:13:35353535～～～～14:14:14:14:00000000        「「「「水産庁の漁港漁場整備に関する取組について水産庁の漁港漁場整備に関する取組について水産庁の漁港漁場整備に関する取組について水産庁の漁港漁場整備に関する取組について」」」」 

    水産庁漁港漁場整備部整備課課長補佐（施工積算班）的 野 賢 司 

 

14:14:14:14:00000000～～～～11114444::::45454545        「漁港漁場整備の課題」「漁港漁場整備の課題」「漁港漁場整備の課題」「漁港漁場整備の課題」 

  一般社団法人 水産土木建設技術センター理事長    宇賀神 義 宣 

 

11114444::::45454545～～～～15:15:15:15:00000000  休休休休        憩憩憩憩 

 

15:15:15:15:00000000～～～～15:15:15:15:44445555        「最近の資材「最近の資材「最近の資材「最近の資材単価単価単価単価・労務・労務・労務・労務費費費費・市場単価の動向等について」・市場単価の動向等について」・市場単価の動向等について」・市場単価の動向等について」 

  一般財団法人経済調査会土木第二部港湾空港調査室長  三 科 正 和 

  一般財団法人経済調査会土木第二部港湾空港調査室   中 曽 隆 弘 

 

15:15:15:15:44445555～～～～16:16:16:16:35353535  「「「「水産改革並びに働き方改革と漁港建設業水産改革並びに働き方改革と漁港建設業水産改革並びに働き方改革と漁港建設業水産改革並びに働き方改革と漁港建設業」」」」 

    一般社団法人 全日本漁港建設協会会長              長 野   章 

 

16:16:16:16:35353535～～～～11116666::::50505050  質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答 

 

17:0017:0017:0017:00     閉閉閉閉        会会会会    

        



    

《《《《    申申申申    込込込込    要要要要    領領領領    》》》》    

１．申込方法 

  受講希望者は、別添申込用紙に必要事項を記入のうえ各会場締め切り日（下記）までに

お申し込み（ＦＡＸ・電子メール可）下さい。 

             東京会場：   令和元年６月 ７日（金） 

    ＜申込締切＞   仙台会場：   令和元年６月１４日（金） 

             神戸・福岡会場：令和元年６月２０日（木） 

 

２．受講料の支払い方法 

 ①受講する会場の開催日までに受講料の支払が間に合わない場合には、別添申込書の余白

に支払予定日のご記入をお願い申し上げます。 

②一般社団法人全日本漁港建設協会の正会員は、各都道府県支部で取りまとめますので、

所属する支部事務局へお申込み下さい。なお、申し込み締め切り等の詳細については、

各支部にお問い合わせ下さい。 

    ＜振込先＞    銀行名： 三菱 UFJ 銀行 本店 

             口座番号：普通預金 １４５７９７８ 

             口座名： 一般社団法人 全日本漁港建設協会 

                 シャ）ゼンニホンギョコウケンセツキョウカイ 

 

３．受講者数  各会場とも１００名。定員になり次第締め切らせていただきます。 

 

４．その他 

 （１）当日の受付について 

    申込者には受講票をお送りいたしますので、当日受付にてご提出ください。 

 （２）領収証について 

    領収証は原則、発行しませんが、請求書・領収証の必要な場合には、その旨を申込

書にお書き下さい。なお、トラブル防止のため銀行振込控は必ず保管して下さい。 

 （３）申込みの取り消しについて 

    参加申込みの取り消しは、各会場ともに１週間前までにお願いいたします。なお、

それ以降の取り消しについては、前納金の返還は致しません。 

 （４）お問い合わせ先 

    本講習会についての申込み・お問い合わせは下記事務局までお願いします。 

 

   ＜事務局＞ 一般社団法人全日本漁港建設協会 

          〒104－0032 東京都中央区八丁堀 3－25－10 JR 八丁堀ビル 5階 

        TEL 03-6661-1155   FAX 03-6661-1166 

         担当者：近藤、國武 （ info@zengyoken.jp ） 

 

  



会場案内会場案内会場案内会場案内図（交通機関）図（交通機関）図（交通機関）図（交通機関）    

 

１．東京会場＜１．東京会場＜１．東京会場＜１．東京会場＜ビジョンセンター田町ビジョンセンター田町ビジョンセンター田町ビジョンセンター田町＞＞＞＞    

                    TEL:TEL:TEL:TEL:    03030303----6262626262626262----3553355335533553    

●JR山手線・京浜東北線 田町駅（三田口） 徒歩２分 

●都営浅草線・三田線 三田駅（A3出口）  徒歩１分    

３．福岡会場＜３．福岡会場＜３．福岡会場＜３．福岡会場＜福岡朝日ビル福岡朝日ビル福岡朝日ビル福岡朝日ビル＞＞＞＞ 

                    TEL:092TEL:092TEL:092TEL:092----431431431431----1260126012601260    

 
●JR博多駅 博多口 徒歩約2分 

●地下鉄博多駅 博多口 徒歩約2分 

        

２．２．２．２．仙台仙台仙台仙台会場＜会場＜会場＜会場＜((((株株株株))))仙都会館仙都会館仙都会館仙都会館＞＞＞＞ 

               TEL:0TEL:0TEL:0TEL:022222222----222222222222----4187418741874187    

 

●JR 仙台駅 徒歩5分 

●JR仙石線 あおば通駅 徒歩1分 

●地下鉄 広瀬通駅 徒歩3分 

４．神戸４．神戸４．神戸４．神戸会場＜会場＜会場＜会場＜三宮研修センター三宮研修センター三宮研修センター三宮研修センター＞＞＞＞ 

     TELTELTELTEL：：：：000078787878----232232232232----0081008100810081    

    

●「三ノ宮駅」中央改札口からフラワーロードを南へ徒歩5

分（神戸市役所の東側正面） 
●三ノ宮駅から地下道を利用してご来館されることも可能 
（神戸市役所方面のC5出口） 

 

 



都道府県 氏名 住所（受講票送付先） 勤務先 役職名 受講希望会場（○をつけてください）

〒

〒

〒

〒

〒

名

円

合計

受講料　合計

1.東京　2.仙台　3.福岡　4.神戸

1.東京　2.仙台　3.福岡　4.神戸

1.東京　2.仙台　3.福岡　4.神戸

1.東京　2.仙台　3.福岡　4.神戸

令和元年度　漁港漁場関係工事積算基準講習会　受講申込書令和元年度　漁港漁場関係工事積算基準講習会　受講申込書令和元年度　漁港漁場関係工事積算基準講習会　受講申込書令和元年度　漁港漁場関係工事積算基準講習会　受講申込書

1.東京　2.仙台　3.福岡　4.神戸

支払予定 1.口座振込　　2.当日現金支払

（宛名　　　　　　　　　　　　　　） （日付　令和　　年　　月　　日） （摘要　　　　　　　　　　　　　　）として

1.事前送付（受講票に同封） 2.当日受付渡し

（宛名　　　　　　　　　　　　　　） （日付　令和　　年　　月　　日） （摘要　　　　　　　　　　　　　　）として

1.別途送付（入金確認後送付） 2.当日受付渡し
（宛名　○○株式会社　　） （日付　令和元年　６月　５日） （摘要　講習会テキスト代　　　）として
※宛名、日付が空欄の場合、空欄のまま作成します。摘要が空欄の場合、例の通り「講習会テキスト代として」作成します。
1.別途送付（入金確認後送付） 2.当日受付渡し

その他、連絡事項があればご記入ください

請求書 1.要　2.不要

領収書 1.要　2.不要

（例）
領収書

1.要　2.不要

（　　　　　月　　　　　日）


