港友研究会

○ 講演テーマ：『国際協力の現場ー南スーダンでの人材育成プロジェクトー』
○ 講 師：

小山 彰

氏

(一般財団法人 国際臨海開発研究センター(OCDI) 専務理事)

○ 講演趣旨：我が国の港湾分野国際協力は、国際貿易港整備や臨海部開発などのハード分野に加え、
人材育成や運営改善などソフト分野（所謂技術協力プロジェクト）へとその裾野を広げてきてい
る。また地域的にも東アジアや東南アジアから南アジアやアフリカなどより広範囲な国々が対象
となってきている。そんな中で代表的な技術協力プロジェクトが南スーダンにて実施されてき
た。経緯、地域、河川港とこれまでにない特徴を有するプロジェクトであり、国際協力の最前線
から今後の港湾分野技術協力のあり方を考える事例として、その責任者に紹介していただく。
○ 日 時：平成２９年７月１２日（水） 17:30～20:00(講演・質疑は 19:00 めど)
○ 場 所：一般財団法人 みなと総合研究財団 3F 港友研究会
※ 申し込みは先着順とし、定員 40 名とします。
（申し込み先は下記をご参照下さい。）
※ 時間は、17：30

開演、ディスカッションを行いながら、情報交換、質疑応答等を行います。

○申込み・お問合せ先：
東京都港区虎ノ門 3-1-10

第２虎ノ門電気ビルディング 4 階

一般財団法人 みなと総合研究財団内 港友研究会 （担当：吉田、長山）
E-mail：koyuken@wave.or.jp
■企画主旨

TEL：03-5408-8291 FAX：03-5408-8741

○ みなと総研では、我が国の港湾の活性化に寄与することを目的として、
「港湾」に関係する幅広いテー
マについて、情報及び意見交換の場を提供します。
○「こうした施策の背景を知りたい」あるいは「こんな方のご意見を伺いたい」といったニーズに応じ、
可能な限り話題の間口と奥行きが広くなるよう、適任な方を講師にお招きします。
○ 講師には自由に語っていただき、当日の講演をもとに参加者が闊達に意見交換できる場を提供します。
皆様の参加をお待ちしております。

申込書
企業・団体名
TEL

FAX

E-mail
区分の□に✔をご記入ください。

ご参加者名

参加内容

□賛助会員

□非会員

参加される会の□に✔をご記入ください。
□研究会（無料）

□懇親会（有料：￥1,000）※賛助会員の方は無料です。

※参加申込み：7 月 5 日（水）まで
※FAX の場合は切り取らず、お申込み下さい。
※メールの場合は、上記のメールアドレスにお送り下さい。
※E-mail は今後の港友研究会講演会等のご案内に利用させて
いただきます。

上記のお申込を受け付けました。
受付印

開催テーマ
一般財団法人みなと総合研究財団発足（平成23年7月4日）
平成２３年
第１回：
「３.１１東日本大震災 東北地方整備局かく戦へり」 宮本 卓次郎 氏（当財団首席研究員）
第２回：
「”夜明けは近い”みなと福幸支援システム」 高橋 茂吉 様（有限会社アサヒテクノ）
第３回：
「「津波ヘドロの再利用技術」～軟弱粘性土の高効率改良技術～」 中川 雅夫 様（新日本製鐵㈱）
平成２４年
第４回：
「低炭素な社会に貢献する基礎材料「鉄鋼スラグ」～環境に配慮した復興支援技術～」
松本 剛 様（ＪＦＥスチール㈱）
第５回：
「ジオシンセティックスを用いた災害復旧・復興技術」 石田 正利 様（太陽工業株式会社）
第６回：
「ｼﾞｪﾉﾊﾞ型の商人に学ぶｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ開発－ｱﾅﾘｼｽからｼﾝｾｼｽ(俯瞰・共創)へ」新井 洋一様（NPO 法人ﾘｻｲｸﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ）
第７回：
「東京湾の今までとこれから」 川辺 みどり 様（東京海洋大学准教授）
第８回：
「身近な水産物からみた、水産業の今と消費者の役割」 前川 聡 様（WWF ジャパン）
第９回：
「東京湾再生を考える」 野村 英明 様（東京大学・大気海洋研究所）
平成２５年
第１０回：
「インフラ施設の高機能化、環境配慮に貢献する樹脂製品の技術と展開」石島 勇治 様（積水化学工業株式会社）
第１１回：
「スペイン・ジブラルタルの海辺を巡って」 藤田 武彦 様（株式会社 クリエイティブ）
第１２回：
「ソイルセパレータ・マルチ工法」 御手洗 義夫 様（東亜建設工業株式会社）
「
「２段タイ材地下施工法」の開発と仙台塩釜港仙台港区雷神埠頭への適用事例」中村 泰 様（株式会社大林組）
第１３回：
「企業の CSR 活動と社会貢献―現状と課題―」小野 弘人 様（一般財団法人 ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ記念財団）
第１４回：
「油濁災害とは何か～その発生と予防・対策を東京湾で考える」佐々木 邦昭様（油濁コンサルティング）
第 1５回：
「海面埋め立てにおける環境保全措置の検討事例」
中村 由行 様（横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院）
平成２６年
第１６回：
「世界のコンテナ港湾と整備・管理運営形態」三上 圭一 氏（当財団首席研究員）
第１7 回：
「世界及び我が国におけるクルーズ産業の現状と今後」 田中 三郎 氏（当財団クルーズグループ統括リーダー）
第１8 回：
「江戸前の七不思議を解き明かす！」 藤井 克彦 様（江戸前釣魚・食文化史研究家、釣りジャーナリスト）
第１9 回：
「津波レーダ ―開発状況と津波減災のための活用方策―」 日向 博文 様（愛媛大学大学院）
第２０回：
「伸縮する湖カンボジア・トンレサップ湖から学ぶ、人と水との係わり方」畔柳 昭雄 様（日本大学）
平成２７年
第２１回：
「商社と建設業：インフラ輸出と建設資材の最前線」塩﨑 正孝 様（伊藤忠商事株式会社）
谷本 光紀 様（伊藤忠商事株式会社）
第２２回：
「ベトナムの港湾に見る港湾開発の魅力と美しさ」大津 光孝 様（三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社）
第２３回：
「港と日本酒を考える～津々浦々の日本酒とその味わい」松崎 晴雄 様（日本酒輸出協会）
第２４回：
「港と JAZZ」田中 淳 様（フリーランストランペット奏者・YAMAHA 認定講師）
第２５回：
「トラックドライバー不足が物流を変える？ その現状と見通し」大島 弘明 様（株式会社日通総合研究所）
第２６回：
「舟運、海運から問い直した古代史」長野 正孝 様（国土文化研究所）
第２７回：
「干潟・砂浜の生態地盤学」佐々 真志 様（国立研究開発法人 港湾空港技術研究所）
第２８回：
「明治日本の産業革命遺産と三池港」加藤 康子 様（内閣官房参与（産業遺産国民会議理事）
）
平成２８年
第２９回：
「港・文化・禅」沖本 克己 様（花園大学名誉教授）
第３０回：
「気候変動の緩和策と適応策としての沿岸生態系の保全や再生」
桑江 朝比呂 様（国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所）
第３１回：
「東日本大震災で見えてきた災害対応の課題」梶原 康之
第３２回：
「物流からみた港の変遷と将来」苦瀬 博仁

様（株式会社ブルーエポック）

様（流通経済大学）

第３３回：
「東京湾再生への取り組みと行政への期待」木村

尚

様（ＮＰＯ法人海辺つくり研究会）

平成２９年
第３４回：
「吉田初三郎の鳥瞰図絵と美しいみなと」益田 啓一郎 様（合資会社アソシエ）
第３５回：
「アジアにおける LNG バンカリング拠点の形成に向けて」松良 精三 様（国土交通省港湾局 港湾経済課港湾物流戦略室 ）
第３６回：
「グリーンインフラ（生態系を活用した社会資本整備）
」
西田 貴明 様（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 経営企画部 新事業開発室 副主任研究員）
第３７回：
「港湾空間の変遷から読む都市の世界史」 陣内 秀信 様(法政大学 デザイン工学部 建築学科 教授)

今後の講演予定
第３８回：平成２９年７月１２日
「国際協力の現場ー南スーダンでの人材育成プロジェクトー」小山

彰

様(一財

国際臨海開発研究センター

専務理事)

