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第１７回第１７回第１７回第１７回

全日本漁港建設協会セミナー

～これからの漁港建設業とは～～これからの漁港建設業とは～～これからの漁港建設業とは～～これからの漁港建設業とは～
女性の活躍と新しい技術女性の活躍と新しい技術女性の活躍と新しい技術女性の活躍と新しい技術

講 師 ・ パネリスト講 師 ・ パネリスト講 師 ・ パネリスト講 師 ・ パネリスト

髙吉 晋吾 水産庁漁港漁場整備部 部長髙吉 晋吾 水産庁漁港漁場整備部 部長髙吉 晋吾 水産庁漁港漁場整備部 部長髙吉 晋吾 水産庁漁港漁場整備部 部長

片石 温美 中央大学研究開発機構 准教授（客員）片石 温美 中央大学研究開発機構 准教授（客員）片石 温美 中央大学研究開発機構 准教授（客員）片石 温美 中央大学研究開発機構 准教授（客員）

関 いずみ 東海大学海洋学部 教授関 いずみ 東海大学海洋学部 教授関 いずみ 東海大学海洋学部 教授関 いずみ 東海大学海洋学部 教授

田村 真弓 国土交通省国土政策局広域地方政策課調整室田村 真弓 国土交通省国土政策局広域地方政策課調整室田村 真弓 国土交通省国土政策局広域地方政策課調整室田村 真弓 国土交通省国土政策局広域地方政策課調整室

長野 章 一般社団法人全日本漁港建設協会 会長長野 章 一般社団法人全日本漁港建設協会 会長長野 章 一般社団法人全日本漁港建設協会 会長長野 章 一般社団法人全日本漁港建設協会 会長

日 時・場 所日 時・場 所日 時・場 所日 時・場 所

平成２８年１０月２６日（水）平成２８年１０月２６日（水）平成２８年１０月２６日（水）平成２８年１０月２６日（水）

『ビジョンセンター東京』４０１『ビジョンセンター東京』４０１『ビジョンセンター東京』４０１『ビジョンセンター東京』４０１

〒10４-00２８ 東京都中央区八重洲２－３－１４〒10４-00２８ 東京都中央区八重洲２－３－１４〒10４-00２８ 東京都中央区八重洲２－３－１４〒10４-00２８ 東京都中央区八重洲２－３－１４

ケイアイ興産東京ビルケイアイ興産東京ビルケイアイ興産東京ビルケイアイ興産東京ビル

参 加 費 ： 無 料参 加 費 ： 無 料参 加 費 ： 無 料参 加 費 ： 無 料

ご 案 内ご 案 内ご 案 内ご 案 内

(一社）全日本漁港建設協会では、かねてより学識者の講演と質疑応答により、

新しい時代の地域建設業の在り方、漁港を核とした地域の活性化等について、

その厳しい現況の打開と将来に希望の持てる建設業を考えるためのセミナーを

実施して参りました。

今年は、その1７回目として、次期漁港漁場整備長期計画について、水産庁

漁港漁場整備部 髙吉晋吾部長に御講演頂きます。また、建設現場での女性活

躍の可能性について、女性有識者によるパネルディスカッションを実施いたし

ます。

大勢の御参加をいただき、地域建設業の在り方、また、建設現場ので女性活

躍の可能性などについて議論を深め、知恵と活力を涵養していただきますよう

心から願っております。

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

会長 長 野 章会長 長 野 章会長 長 野 章会長 長 野 章



講師プロフィール講師プロフィール講師プロフィール講師プロフィール

○ 髙吉 晋吾（たかよし しんご）○ 髙吉 晋吾（たかよし しんご）○ 髙吉 晋吾（たかよし しんご）○ 髙吉 晋吾（たかよし しんご）
水産庁漁港漁場整備部長。

1957年4月9日生まれ、出身地：鹿児島県
1982年3月 九州大学大学院修了

4月 農林水産省入省（上級甲・土木）
2005年7月 水産庁漁港漁場整備部防災漁村課水産施設災害対策室長
2007年4月 水産庁漁港漁場整備部計画課長
2009年4月 水産庁漁港漁場整備部整備課長
2013年4月 水産庁漁港漁場整備部計画課長
2014年7月 水産庁漁港漁場整備部長（現職）

○ 長野 章○ 長野 章○ 長野 章○ 長野 章（ながの あきら）（ながの あきら）（ながの あきら）（ながの あきら）
一般社団法人全日本漁港建設協会会長、工学博士

北海道大学大学院工学研究科修士課程修了
1970年の水産庁入庁以来漁港、漁場、漁村の整備に携わってきた。

退官後、公立はこだて未来大学名誉教授を授与される。
現在、全日本漁港建設協会会長として全国の漁港建設業の振興と漁港漁

村の活性化に携わっている。

パネリスト プロフィールパネリスト プロフィールパネリスト プロフィールパネリスト プロフィール

○ 片石（旧姓古屋） 温美（かたいし あつみ）○ 片石（旧姓古屋） 温美（かたいし あつみ）○ 片石（旧姓古屋） 温美（かたいし あつみ）○ 片石（旧姓古屋） 温美（かたいし あつみ）
中央大学研究開発機構准教授（客員）、NPO法人マリンネットワーク理

事長、苫小牧漁業協同組合みなとアドバイザー。工学博士。
北海道大学工学部土木工学科卒業後、漁業地域の将来ビジョン作成とそ

の具体化に携わる。2007年より、北海道大学大学院水産科学研究院特任
准教授として水産公共政策に関する研究を行う。
2013～2016年3月まで室蘭工業大学地域共同研究開発センター准教

授として勤務し、2015年に東京に活動拠点を移す。水産庁水産政策審議
会、国土交通省社会資本整備審議会・交通政策審議会技術部会等で、土木
工学と女性の視点を持った技術者・研究者の立場で委員を務めている。

○ 関 いずみ（せき いずみ）○ 関 いずみ（せき いずみ）○ 関 いずみ（せき いずみ）○ 関 いずみ（せき いずみ）
東海大学海洋学部 教授
ダイビングを通して漁業や漁村における生活・文化や人々の活動に興味

を持ち、日本の漁村を歩き続けている。地域主体の新たな産業おこしとし
ての漁村ツーリズムの可能性や、漁家女性を中心として活発化している起
業活動について、実践活動と併せた調査研究を行っている。

○ 田村 真弓（たむら まゆみ）○ 田村 真弓（たむら まゆみ）○ 田村 真弓（たむら まゆみ）○ 田村 真弓（たむら まゆみ）
国土交通省国土政策局広域地方政策課調整室、専門調査官
東京大学大学院工学系研究科修士課程修了
2005年水産庁入庁。漁村整備や漁村振興の業務に携わる。
2012年国土交通省東北地方整備局に出向。東日本大震災後の港湾復旧

に携わる。
2016年7月より現職。

○ 近藤 愛子（こんどう あいこ）○ 近藤 愛子（こんどう あいこ）○ 近藤 愛子（こんどう あいこ）○ 近藤 愛子（こんどう あいこ）
一般社団法人全日本漁港建設協会 主査
東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科修士課程修了



第１７回全日本漁港建設協会セミナー第１７回全日本漁港建設協会セミナー第１７回全日本漁港建設協会セミナー第１７回全日本漁港建設協会セミナー

プログラム 及び 申し込み要領プログラム 及び 申し込み要領プログラム 及び 申し込み要領プログラム 及び 申し込み要領

■ スケジュール／プログラム■ スケジュール／プログラム■ スケジュール／プログラム■ スケジュール／プログラム

日時 平成２８年１０月２６日（水）日時 平成２８年１０月２６日（水）日時 平成２８年１０月２６日（水）日時 平成２８年１０月２６日（水）

12:30 受付開始受付開始受付開始受付開始

13:00 挨 拶 一般社団法人全日本漁港建設協会会長 長野 章挨 拶 一般社団法人全日本漁港建設協会会長 長野 章挨 拶 一般社団法人全日本漁港建設協会会長 長野 章挨 拶 一般社団法人全日本漁港建設協会会長 長野 章

13:05 講演１ 『次期漁港漁場整備長期計画について』講演１ 『次期漁港漁場整備長期計画について』講演１ 『次期漁港漁場整備長期計画について』講演１ 『次期漁港漁場整備長期計画について』

水産庁漁港漁場整備部 部長 髙吉 晋吾水産庁漁港漁場整備部 部長 髙吉 晋吾水産庁漁港漁場整備部 部長 髙吉 晋吾水産庁漁港漁場整備部 部長 髙吉 晋吾

14:00 （休 憩）（休 憩）（休 憩）（休 憩）

14:10 パネルディスカッション 『建設現場での女性活躍の可能性』パネルディスカッション 『建設現場での女性活躍の可能性』パネルディスカッション 『建設現場での女性活躍の可能性』パネルディスカッション 『建設現場での女性活躍の可能性』

中央大学研究開発機構 准教授（客員） 片石 温美中央大学研究開発機構 准教授（客員） 片石 温美中央大学研究開発機構 准教授（客員） 片石 温美中央大学研究開発機構 准教授（客員） 片石 温美

東海大学海洋学部 教授 関 いずみ東海大学海洋学部 教授 関 いずみ東海大学海洋学部 教授 関 いずみ東海大学海洋学部 教授 関 いずみ

国土交通省広域地方政策課調整室 田村 真弓国土交通省広域地方政策課調整室 田村 真弓国土交通省広域地方政策課調整室 田村 真弓国土交通省広域地方政策課調整室 田村 真弓

一般社団法人全日本漁港建設協会 主査 近藤 愛子一般社団法人全日本漁港建設協会 主査 近藤 愛子一般社団法人全日本漁港建設協会 主査 近藤 愛子一般社団法人全日本漁港建設協会 主査 近藤 愛子

15:40 講演２ 『これからの漁港施工技術講演２ 『これからの漁港施工技術講演２ 『これからの漁港施工技術講演２ 『これからの漁港施工技術

作業船情報作業船情報作業船情報作業船情報、、、、小規模工事小規模工事小規模工事小規模工事、、、、点検及び機能保全計画の実施点検及び機能保全計画の実施点検及び機能保全計画の実施点検及び機能保全計画の実施』』』』

一般社団法人全日本漁港建設協会 会長 長野 章一般社団法人全日本漁港建設協会 会長 長野 章一般社団法人全日本漁港建設協会 会長 長野 章一般社団法人全日本漁港建設協会 会長 長野 章

16:40 質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答

17:00 閉 会閉 会閉 会閉 会

■ 申し込み要領■ 申し込み要領■ 申し込み要領■ 申し込み要領

１．参 加 費１．参 加 費１．参 加 費１．参 加 費 ： 無 料無 料無 料無 料

２．申込み方法：２．申込み方法：２．申込み方法：２．申込み方法：別添申込書に必要事項を記入し、FAXにてお申し込みください。

（正会員申込先）各支部事務局宛（正会員申込先）各支部事務局宛（正会員申込先）各支部事務局宛（正会員申込先）各支部事務局宛

（支部事務局は各支部単位に参加者をとりまとめ、本部宛送付して下さい。）

（賛助会員及び一般申込先）本部事務局宛（賛助会員及び一般申込先）本部事務局宛（賛助会員及び一般申込先）本部事務局宛（賛助会員及び一般申込先）本部事務局宛（FAX 03-6661-1166）

３．申込締切日：３．申込締切日：３．申込締切日：３．申込締切日：平成2８年１０月１８日

（支部毎の締切は、各支部事務局にお問い合わせ下さい。）

４．募 集 人 員：４．募 集 人 員：４．募 集 人 員：４．募 集 人 員：２００名

５．問い合せ先： 一般社団法人全日本漁港建設協会 事務局５．問い合せ先： 一般社団法人全日本漁港建設協会 事務局５．問い合せ先： 一般社団法人全日本漁港建設協会 事務局５．問い合せ先： 一般社団法人全日本漁港建設協会 事務局

〒104-0032 東京都中央区八丁堀３－２５－１０ ＪＲ八丁堀ビル５階

電話 03-6661-1155 FAX 03-6661-1166

e-mail info@zengyoken.jp（担当：田原・近藤）



○ セミナー会場のご案内○ セミナー会場のご案内○ セミナー会場のご案内○ セミナー会場のご案内

ビジョンセンター東京４０１ビジョンセンター東京４０１ビジョンセンター東京４０１ビジョンセンター東京４０１

〒104-0028 中央区八重洲2-3-14 ケイアイ興産東京ビル〒104-0028 中央区八重洲2-3-14 ケイアイ興産東京ビル〒104-0028 中央区八重洲2-3-14 ケイアイ興産東京ビル〒104-0028 中央区八重洲2-3-14 ケイアイ興産東京ビル

○ 交通のご案内○ 交通のご案内○ 交通のご案内○ 交通のご案内

１．ＪＲ東京駅 八重洲南口 徒歩２分１．ＪＲ東京駅 八重洲南口 徒歩２分１．ＪＲ東京駅 八重洲南口 徒歩２分１．ＪＲ東京駅 八重洲南口 徒歩２分

（地下街４番出口 徒歩１分）（地下街４番出口 徒歩１分）（地下街４番出口 徒歩１分）（地下街４番出口 徒歩１分）

２．東京メトロ銀座線 京橋駅 ７番出口 徒歩４分２．東京メトロ銀座線 京橋駅 ７番出口 徒歩４分２．東京メトロ銀座線 京橋駅 ７番出口 徒歩４分２．東京メトロ銀座線 京橋駅 ７番出口 徒歩４分



FAX：　０３－６６６１－１１６６
Mail：　 　info@zengyoken.jp

都道府県名 氏　 　名 勤　務　先　名 役　職　名 備　　　考 

  合　　計 　　　        　　　　　名

申込担当者申込担当者申込担当者申込担当者 勤務先名 　

住　　所　

                                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

氏　　名

第１７回全日本漁港建設協会セミナー 参加申込書第１７回全日本漁港建設協会セミナー 参加申込書第１７回全日本漁港建設協会セミナー 参加申込書第１７回全日本漁港建設協会セミナー 参加申込書


