
CPDS番号 489935（３ユニット） 

第１９回第１９回第１９回第１９回    

全日本漁港建設協会セミナー全日本漁港建設協会セミナー全日本漁港建設協会セミナー全日本漁港建設協会セミナー    
 

 

 

講 師 ・ パネリスト（順不同） 
坂井 溢郎 一般社団法人全日本漁港建設協会 名誉会長 
久田 安夫 特定非営利活動法人海ロマン２１ 理事長 
山本竜太郎 水産庁漁港漁場整備部整備課 課長 
木村 善信 カナツ技建工業株式会社土木部情報技術グループチームリーダー 
清水 隆成 株式会社清水組 取締役副社長 
永嶋 義人 東亜建設工業株式会社横浜支店 プロジェクト室長 
黒瀬 徳嗣 黒徳建設株式会社 専務取締役 
末永 茂則 大石建設株式会社 環境技術部長 
長野  章 一般社団法人全日本漁港建設協会 会長 
 

日 時 ・ 場 所 
平成３０年１０月１８日（木）１３：００～１７：００ 

『石垣記念ホール』 
〒107-0052 東京都港区赤坂１－９－１３ 三会堂ビル９階 

 
参 加 費 ： 無  料 

 

 

 

 

  

 

 

＜第＜第＜第＜第１１１１部部部部    講演「人生１００年時代の到来」＞講演「人生１００年時代の到来」＞講演「人生１００年時代の到来」＞講演「人生１００年時代の到来」＞    

～これからの漁港建設業～ 

人生１００年時代の到来と漁港建設業の ICT 化 

ごごごご    案案案案    内内内内    
    

（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、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。 

 その 19回目として、今年のテーマは、「これからの建設業～人生 100 年時代の到来と

漁港建設業の ICT 化～」としました。 

 「人生 100 年時代の到来」については、漁港港湾界の先達者であり、人生 100 年時代

を実践しておられる（一社）全日本漁港建設協会の坂井溢郎名誉会長(94 歳)と、特定非

営利活動法人海ロマン 21 の久田安夫理事長(92 歳)からご講演を頂きます。お二人とも

矍鑠として、漁港港湾専門分野以外にも人生 100 年時代の生き方に持論を持っておられ、

多くの御示唆をいただけるものと思っています。また、「漁港建設業の ICT 化」について

は地域建設業の取り組みの講演と「働き方改革に活きる ICT」をテーマにパネルディス

カッションを実施します。ICT 化の現状と課題を明らかにして、(一社)全日本漁港建設

協会及び会員の進むべき方向を明らかしたいと考えています。 

 大勢のご参加をいただき、これからの日本と地域建設業の在り方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        会会会会    長長長長    長長長長    野野野野            章章章章    



 

＜第＜第＜第＜第 1111 部部部部    講演「人生１００年時代の到来」＞講演「人生１００年時代の到来」＞講演「人生１００年時代の到来」＞講演「人生１００年時代の到来」＞    

講師講師講師講師    プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール 

○坂井 溢郎（さかい いつお） 
一般社団法人全日本漁港建設協会名誉会長、工学博士 
1924 年 東京都生まれ 
1948 年 日本大学工学部土木工学科卒業 
1948 年 農林省水産庁入省 
1969 年 5月 水産庁漁港部建設課長 
1976 年 5月 水産庁漁港部長 
1978 年 6月 全日本漁港建設協会副会長 
1979 年 5月 全日本漁港建設協会会長 
1979 年 9月 (社)全国漁港漁場協会顧問 
1982 年 9月 (財)漁港漁場漁村建設技術研究所理事 
1988 年 8月 (社)水産土木建設技術センター顧問 
2000 年 5月 全日本漁港建設協会名誉会長 
2012 年 5月 (一社)全日本漁港建設協会名誉会長(現在に至る) 

 

○久田 安夫（ひさだ やすお） 
特定非営利活動法人海ロマン２１理事長 
1926 年 滋賀県生まれ 
1949 年 京都大学工学部土木工学科卒業 
1949 年 運輸省（現、国土交通省）港湾局入省 
1970 年 運輸省（現、国土交通省）港湾局建設課長 
1979 年 運輸省（現、国土交通省）港湾技術研究所所長 
1982 年 7月〜1988 年 6月  

新日本製鐵(株)参与・相模原技術センター所長等 
1988 年 7月 日本テトラポッド(株)取締役副社長 
1990 年 6月 日本テトラポッド(株)代表取締役社長 
1996 年 7月 (株)テトラ代表取締役会長（社名変更） 
2000 年 6月 (株)テトラ取締役相談役 
2001 年 7月 (株)ゼネシス取締役会長 
2010 年 7月 (株)ゼネシス顧問(現在に至る) 

             2012 年 7 月 特定非営利活動法人海ロマン 21理事長(現在に至る) 
 
 

＜第２部＜第２部＜第２部＜第２部    講演・パネルディスカッション「漁港建設業の講演・パネルディスカッション「漁港建設業の講演・パネルディスカッション「漁港建設業の講演・パネルディスカッション「漁港建設業の ICTICTICTICT 化」＞化」＞化」＞化」＞    

講講講講    師師師師    

○長野  章（ながの あきら）   一般社団法人全日本漁港建設協会会長 

○木村 善信（きむら よしのぶ） 
 カナツ技建工業株式会社 土木部情報技術グループチームリーダー 

  

パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション    

（コーディネーター） 

○長野  章  一般社団法人全日本漁港建設協会 会長 

（パネリスト） 

○山本 竜太郎 水産庁漁港漁場整備部整備課 課長 
○木村 善信  カナツ技建工業株式会社土木部情報技術グループチームリーダー 
○清水 隆成  株式会社清水組 取締役副社長 
○永嶋 義人  東亜建設工業株式会社横浜支店 プロジェクト室長 
        （一般社団法人全日本漁港建設協会関東・東海地区連絡協議会技術委員長） 

○黒瀬 徳嗣  黒徳建設株式会社 専務取締役 
○末永 茂則  大石建設株式会社 環境技術部長 
        （一般社団法人全日本漁港建設協会九州・沖縄地区連絡協議会技術委員長） 

 



 

プログラムプログラムプログラムプログラム    及び及び及び及び    申申申申しししし込み要領込み要領込み要領込み要領    

■スケジュール／プログラム 

 日時 平成３０年１０月１８日（木） 

12:30 
 

13:00 
 
 

13:05 
 

13:40 
 

14:15 
 
 

14:25 
 

14:45 
 
 

15:25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17:00 

受付開始 
 
 挨拶 一般社団法人全日本漁港建設協会会長 長野  章 

    
＜第１部「人生１００年時代の到来」＞＜第１部「人生１００年時代の到来」＞＜第１部「人生１００年時代の到来」＞＜第１部「人生１００年時代の到来」＞    
 講演１「人生１００年時代を愉しむ」 

一般社団法人全日本漁港建設協会名誉会長 坂井 溢郎 
 講演２「人生１００年時代に向けての課題」 

特定非営利活動法人海ロマン２１理事長 久田 安夫 
（休 憩） 
 
＜第２部「漁港建設業の＜第２部「漁港建設業の＜第２部「漁港建設業の＜第２部「漁港建設業の ICTICTICTICT 化化化化」」」」＞＞＞＞    
 講演３「ICT 活用工事への漁港建設業の取り組み」 

一般社団法人全日本漁港建設協会会長 長野  章 
 講演４「ICT 活用工事への地方建設業の取り組み」 

カナツ技建工業株式会社土木部情報技術グループチームリーダー  木村 善信 
 

 パネルディスカッション『働き方改革に活きる ICT』 
（コーディネーター） 

一般社団法人全日本漁港建設協会会長 長野  章 
（パネリスト） 

水産庁漁港漁場整備部整備課課長 山本竜太郎 
カナツ技建工業株式会社土木部情報技術グループチームリーダー  木村 善信 

株式会社清水組取締役副社長 清水 隆成 
東亜建設工業株式会社横浜支店プロジェクト室長  永嶋 義人  

黒徳建設株式会社専務取締役 黒瀬 徳嗣 
大石建設株式会社環境技術部長 末永 茂則 

閉 会 

 

■申し込み要領 

 １．参加費 ： 無料 
 ２．申込み方法：別添申込書に必要事項を記入し、FAX またはメールにてお申

し込み下さい。 
    【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取りまとめ、本部宛に送付

して下さい。） 
    【賛助会員及び一般申込先】本部事務局宛 

（FAX：03-6661-1166 又は Mail：info@zengyoken.jp まで） 
 ３．申込締切日：平成３０年１０月１１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．募集人数：１５０名 
 ５．問い合わせ先： 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 
          TEL：03-6661-1155 FAX：03-6661-1166 
          Mail：info@zengyoken.jp（担当：田原・近藤） 



    

    

石垣記念ホール石垣記念ホール石垣記念ホール石垣記念ホール（三会堂ビル９階）（三会堂ビル９階）（三会堂ビル９階）（三会堂ビル９階）

    

＜交通のご案内＞＜交通のご案内＞＜交通のご案内＞＜交通のご案内＞    

    最寄駅最寄駅最寄駅最寄駅    東京メトロ東京メトロ東京メトロ東京メトロ    

    ①南北線・銀座線①南北線・銀座線①南北線・銀座線①南北線・銀座線    溜池山王駅「９番出口」又は「１４番出口」溜池山王駅「９番出口」又は「１４番出口」溜池山王駅「９番出口」又は「１４番出口」溜池山王駅「９番出口」又は「１４番出口」

    ②銀座線②銀座線②銀座線②銀座線    虎ノ門駅「３番出口」徒歩５分虎ノ門駅「３番出口」徒歩５分虎ノ門駅「３番出口」徒歩５分虎ノ門駅「３番出口」徒歩５分

③千代田線・丸ノ内線③千代田線・丸ノ内線③千代田線・丸ノ内線③千代田線・丸ノ内線

    

会場のご案内会場のご案内会場のご案内会場のご案内    

（三会堂ビル９階）（三会堂ビル９階）（三会堂ビル９階）（三会堂ビル９階）    

溜池山王駅「９番出口」又は「１４番出口」溜池山王駅「９番出口」又は「１４番出口」溜池山王駅「９番出口」又は「１４番出口」溜池山王駅「９番出口」又は「１４番出口」

虎ノ門駅「３番出口」徒歩５分虎ノ門駅「３番出口」徒歩５分虎ノ門駅「３番出口」徒歩５分虎ノ門駅「３番出口」徒歩５分    

③千代田線・丸ノ内線③千代田線・丸ノ内線③千代田線・丸ノ内線③千代田線・丸ノ内線    国会議事堂前駅「３番出口」徒歩７分国会議事堂前駅「３番出口」徒歩７分国会議事堂前駅「３番出口」徒歩７分国会議事堂前駅「３番出口」徒歩７分

 

    

溜池山王駅「９番出口」又は「１４番出口」溜池山王駅「９番出口」又は「１４番出口」溜池山王駅「９番出口」又は「１４番出口」溜池山王駅「９番出口」又は「１４番出口」徒歩３分徒歩３分徒歩３分徒歩３分    

国会議事堂前駅「３番出口」徒歩７分国会議事堂前駅「３番出口」徒歩７分国会議事堂前駅「３番出口」徒歩７分国会議事堂前駅「３番出口」徒歩７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１９回全日本漁港建設協会セミナー 参加申込書第１９回全日本漁港建設協会セミナー 参加申込書第１９回全日本漁港建設協会セミナー 参加申込書第１９回全日本漁港建設協会セミナー 参加申込書


