
１．はじめに

北方海域技術研究会では、2007年３月２日に『平

成18年度 第２回定例会』、2007年４月27日に平

成19年度 総会・講演会を開催したので、報告致し

ます。

２．『平成18年度 第２回定例会』

『平成18年度 第２回定例会』は、札幌市・北ビ

ルＡ会議室で開催しました。講演内容及び講演者を

表－１に示します。

第２回定例会では、はじめに平成18年度の北方海

域技術研究会の活動報告として、平成18年10月３

～８日に実施されたタイ国水産事情視察調査報告を

行いました。（写真－１）

次に鈴木哲緒氏より、①藻場増殖手法の開発、②

磯焼けの制御技術の開発、③海底底質制御に関する

画期的手法の実践について講演していただきまし

た。また、講演の中では「海洋基本法案」に関する

話題提供や漢字から学ぶ「水」と「人」との関わりな

どの興味深い話もしていただきました。（写真－２）

『平成18年度 第２回定例会』と

『平成19年度 総会・講演会』の開催

表－１ 講演内容と講演者

講演内容 講演者

『タイ国水産事情視察調査報告』

①全体概要 北方海域技術研究会

長野 章 氏

②タイ農務省水産局との技術交

流会議、タイ農務省水産局魚

類検査・品質管理研究所

北方海域技術研究会

寺島 貴志 氏

③サムサコン沿岸研究開発セン

ター、ラッキー・ユニオン・

フードカンパニー

北方海域技術研究会

古屋 温美 氏

④アヌスン・カンパニー 北方海域技術研究会

畳谷 勝雄 氏

⑤サムサコン県のエビ養殖場 北方海域技術研究会

若林 隆司 氏

⑥カロン・ポファンド・フード・

パブリック・カンパニー

北方海域技術研究会

桑原 伸司 氏

⑦ユニオン・フローズン・プロ

ダクト

北方海域技術研究会

鳴海日出人 氏

⑧サムサコン県タレイ・タイ

シーフード卸売市場

北方海域技術研究会

中泉 昌光 氏

⑨SEAFDEC訓練部局 北方海域技術研究会

清田 健 氏

⑩中央海洋水産研究所 北方海域技術研究会

大塚 夏彦 氏

『自然と科学に学ぶ沿岸生態系』 ㈲セルス河川海岸環境研

究所 代表取締役社長

鈴木 哲緒 氏

写真－１ タイ国水産事情視察報告

写真－２ 講演会（鈴木哲緒氏)
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３．『平成19年度 定期総会・講演会』

『平成19年度 定期総会・講演会』は、エルプラ

ザ及び札幌アスペンホテルで開催しました。講演内

容及び講演者を表－２に示します。

総会では、幹事長より⑴平成18年度に実施した事

業内容および決算について、⑵役員の改選、⑶平成

19年度の事業計画および予算計画が報告され、原案

どおり全て承認されました。平成19年度の事業計画

を表－３に、新年度役員を表－４に示します。

講演会では、初めに㈳日本技術士会北海道支部高

橋陽一顧問により北方海域技術研究会に対する期待

などについてご挨拶をいただきました。

講演会には41名が参加され、はじめに数土勉氏よ

り①港湾の技術に関する最近の動向、②北海道の港

湾・漁港の技術開発動向について講演していただき

ました。前者については、技術基準改定の概要，政

府の技術開発への取り組みについて、後者について

は、漂流物対策施設の整備や漂砂対策、長周期波対

策等の具体的な取り組みを紹介していただきまし

た。

次に、岡貞行氏により、①研究開発課題と推進方

向、②研究開発に関する施策について講演していた

だきました。特に、最近の技術開発の動向として、

養殖技術や漁船漁業における省エネルギー技術、水

産物の品質保持・向上に資する技術開発、海洋バイ

オマス技術、基礎生産力向上のための技術開発等に

ついて紹介していただきました。

（文責：北方海域技術研究会幹事長 中島 等)

表－３ 平成19年度 活動計画

日 時 活 動 内 容

４月上旬 第１回幹事会 年度総会・講演について

４月27日 平成19年度 総会・講演（CPD対応）

５月～６月 第２回幹事会 第１回講演会について

７月中旬 第１回講演会（CPD対応）

７月～８月 第3～4回幹事会 第1回定例会について

９月 第１回定例会 視察（CPD対応）

10月 第５回幹事会 第２回講演会について

11月 第２回講演会（CPD対応）

12月～１月 第６回幹事会 第２回定例会について

２月
第２回定例会 分科会報告・視察報告

（CPD対応）

２月～３月 第７回幹事会 年度総会について

表－４ 役員の交代

役 職 氏 名 (部 門)

会 長 大塚 夏彦 (建設/総合)

中泉 昌光 (建設/水産/総合)
副会長

鳴海日出人 (水産)

幹事長 寺島 貴志 (建設/水産/総合)

金子 友美 (水産/総合)

北原 繁志 (建設/水産/総合)

斉藤 二郎 (水産)

旧

幹

事

清野 克徳 (水産)

幹 事 畳谷 勝雄 (応理/総合)

中島 等 (建設)

橋本 茂樹 (水産)

藤井 淳夫 (建設/水産/総合)

山内 繁樹 (水産)

監 査 古屋 温美 (建設/水産)

代 表 大塚 夏彦 (建設/総合)

北原 繁志 (建設/水産/総合)
副代表

鳴海日出人 (水産)

幹事長 中島 等 (建設)

金子 友美 (水産/総合)

斉藤 二郎 (水産)

新

幹

事

清野 克徳 (水産)

畳谷 勝雄 (応理/総合)
幹 事

寺島 貴志 (建設/水産/総合)

橋本 茂樹 (水産)

藤井 淳夫 (建設/水産/総合)

山内 繁樹 (水産)

監 査 古屋 温美 (建設/水産)

表－２ 総会・講演会の内容と講演者

総

会

①平成18年度事業・決算報告

②平成19年度北方海域技術研究会役員

③平成19年度事業計画・予算案

④その他

講

演

会

①『北海道港湾・漁港の技術開発動向について』

講師 北海道開発局港湾空港部港湾建設課

課長 数土 勉 氏

②『水産研究・技術開発戦略』

講師 水産庁漁港漁場整備部整備課

上席水産土木専門官 岡 貞行 氏
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