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時：平成 25 年 11 月 9 日（土）セミナー 13 時 00 分 ～ 17 時 30 分
懇親会
17 時 40 分 ～ 19 時 30 分
所：三光荘（岡山市中区古京町 1-7-36 TEL：086-272-2271）
援：農林水産省中国四国農政局、国土交通省中国地方整備局、環境省中国四国地方環境事務所、
岡山県、岡山市、(公社)土木学会中国支部、(公社)地盤工学会中国支部、
(一社)建設コンサルタンツ協会中国支部、(公社)土地改良測量設計技術協会中国四国支部、
(公社)農業農村工学会中国四国支部、中国地質調査業協会、(社)岡山県測量設計業協会、
(一社)中国地域ニュービジネス協議会

◆テーマ：『地域活性化に貢献する環境への取り組み』
◆内 容：
※参加者には、日本技術士会より、CPD：3 時間 45 分の参加票を発行します。
13:00～13:05 開会挨拶 (公社)日本技術士会 中国本部長 大田 一夫
13:05～13:15 会長挨拶 (公社)日本技術士会 副会長 鮫島 信行
13:15～13:20 来賓挨拶 衆議院議員（元環境大臣） 斉藤 鉄夫（技術士）
13:20～13:25 来賓挨拶 農林水産省 中国四国農政局長 田野井 雅彦 氏（技術士）
13:25～13:30 来賓挨拶 環境省 中国四国地方環境事務所長 築島 明 氏
13:30～14:30 基調講演 「好適環境水を利用した魚類養殖について～山村を漁村に～」
講師：岡山理科大学 工学部バイオ・応用化学科 准教授 山本 俊政 氏
休 憩（10 分）
14:40～15:10 講演 1
「農林水産省の環境政策」
講師：農林水産省 中国四国農政局 農村計画部長 細谷 裕士 氏(技術士)
15:10～15:40 講演 2
「海の生産力を引き出す環境修復の取組みについて」
講師：岡山県 農林水産部水産課 総括主幹 鳥井 正也 氏
15:40～16:10 講演 3
「温室効果ガスの削減に向けて」
講師：合同会社グリーンネッツ 代表 栗原 茂 氏（技術士）
休 憩（5 分）
16:15～16:45 講演 4
「環境に配慮した高耐久性緻密コンクリート”ハレーサルト”の開発」
講師：ランデス㈱本部技術ｾﾝﾀｰ 副ｾﾝﾀｰ長 細谷 多慶 氏（技術士）
16:45～17:15 講演 5
「木質バイオマスエネルギーの活用」
講師：銘建工業㈱バイオマス事業部 営業部長 坂本 規 氏
17:15～17:25 総 括
(公社)日本技術士会 中国本部 広報委員長 松澤 秀泰
17:25～17:30 閉会挨拶 (公社)日本技術士会 中国本部 岡山県支部長 木口 誠二
司会：(公社)日本技術士会 中国本部 岡山県支部 修習技術者委員長 工藤 季之
◆定 員： 150 名
≪締切：平成 25 年 11 月 1 日(金)≫
◆会 費：【セミナー】無料（※一般参加歓迎）、【懇親会】5,000 円
◆申込先：
申込先： 公益社団法人 日本技術士会 中国本部 事務局
〒730-0017 広島市中区鉄砲町 1-20 第 3 ウエノヤビル 6 階
TEL：082-511-0305 FAX：082-511-0309 E-mail：ipej-hiro@rapid.ocn.ne.jp

山本 俊政 准教授

岡山理科大学 工学部 バイオ・応用化学科 アクアバイオ研究室
1958 年、岡山市生まれ。大手金属メーカーの総合研究所・基礎素材部門で研究開発に従
事。2002 年、岡山理科大学専門学校アクアリウム学科、学科長に就任。カクレクマノミ
の大量繁殖に成功。2005 年から「好適環境水」の研究開発を開始。2009 年 4 月、岡山理
科大学・工学部 バイオ・応用化学科准教授に就任。「生命動物教育センター」で好適環境
水による閉鎖循環式陸上養殖システムでのクロマグロ養殖をスタート。
地元メディアをはじめ、TBS 系「夢の扉」、テレビ朝日系「素敵な宇宙船地球号」、テレ
ビ東京系「日経スペシャル ガイアの夜明け」など多数で紹介。海をこよなく愛し、海岸に
面した自宅に暮らす。30 年のスキューバダイビング歴を持つ。

三光荘への交通のご案内

【懇
懇 親 会】17 時 40 分 ～ 19 時 30 分
17:40～17:45 開会挨拶

(公社)日本技術士会 中国本部 岡山県支部 副支部長 阿賀 俊彦

17:45～17:50 乾杯

岡山県 土木部長

17:50～17:55 来賓挨拶

岡山理科大学 学長

17:55～18:00 来賓挨拶

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所長
懇

19:35～19:40 中締め

関沢 元治 氏（技術士）
波田 善夫 氏
園田 敏宏 氏

談（1 時間 35 分）

(公社)日本技術士会 中国本部 岡山県支部 副支部長 福田 富三
（公社)日本技術士会 中国本部 事業委員長

岡本 亮

・・・・・・・地域産学官と技術士との合同セミナー(岡山)参加申込書・・・・・・・
メール送信可能な方は、事務局事務の省力化のため、できるだけ中国本部ホームページ
(http://www.ipej-chugoku.jp/)の「Web 申込みはこちら」か、中国本部からの開催案内メールの返信メー
ルでお申し込み下さい。それ以外の方は FAX：
FAX：082082-511511-0309 でお申し込みください。
名前

連絡先

所属

E-mail：
TEL：
FAX：

資格
セミナー
同行者

□技術士

□修習技術者

□参加

□不参加

□その他

区分
懇親会

□日本技術士会会員
□参加

□不参加

□非会員

