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『第1１回 海の再生全国会議』を東京都で開催します 

海の再生プロジェクト 新たな展開を目指して 

 

概 要：海の再生全国会議は、四大湾（東京湾、伊勢湾、大阪湾、広島湾）の海の再生プロジェ

クトの成果や課題、教訓などを基に、全国の閉鎖性水域の再生プロジェクトに展開させる

ことを目的として、関係機関が相互の連携を強化し、海の再生プロジェクトの普及啓発、

意見交換等、情報の共有化を図るものとして開催され今回で１１回目の開催となります。 

    今回の会議では、東京湾再生官民連携フォーラム議長の來生 新氏（放送大学副学長）

による基調講演、大学、企業等よりの話題提供や、東京湾、伊勢湾、大阪湾、広島湾の四

大湾における取組紹介を行います。 

日 時：2017 年 2 月 23 日（木） 13：30（開場は１２：３０）～1７：０0 

会 場：東京都港区 東京海洋大学 楽水会館（品川キャンパス）  

主 催：国土交通省関東地方整備局 

後 援：東京湾再生推進会議、伊勢湾再生推進会議 大阪湾再生推進会議、広島湾再生推進会議 

議事内容： ○基調講演 これからの海の再生プロジェクトのあり方 

 ～取り組の継続と発展のために～  放送大学 副学長 來生 新 氏 

○話題提供 鐵鋼スラグ協会、東京海洋大学、株式会社高千穂、海辺つくり研究会 

○東京湾、伊勢湾、大阪湾、広島湾における取組紹介 

申込締切：平成 29 年 2 月１６日（金）まで ※別紙参加申込方法による 

参加費：無料（事前の申込みが必要です） 定員２００名 

添付資料：第１１回 海の再生全国会議チラシ 

 

発表記者クラブ 

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、横浜海事記者クラブ、埼玉県政記者クラブ、 

千葉県政記者会、東京都庁記者クラブ、神奈川県政記者クラブ 

 
 
 
＜お問い合わせ先＞ 

国土交通省関東地方整備局（横浜庁舎） 

TEL: 045-211-7404 

港湾空港部 事業継続計画官付 課長補佐   大村（おおむら） 直樹 

海洋環境係長 渡邉（わたなべ） 周 
 



第11回 海の再生全国会議
海の再生プロジェクト 新たな展開を目指して

日　時　平成29年2月23日㈭ 12：30（開場）～17：00
場　所　東京海洋大学　楽水会館

プログラム
13:30 
	 【開会挨拶】
	 【来賓挨拶】
13:35 
	 【基調講演】
	 　・これからの海の再生プロジェクトのあり方	 東京湾再生官民連携フォーラム議長　來生　新
14:30 
	 　休　　憩
14:40 
	 【話題提供】
	 　・鉄鋼スラグの東京湾への適用について	 鐵鋼スラグ協会　上席研究員　浦辺　信一
	 　・江戸前ＥＳＤ	 東京海洋大学　教授　　　　　川辺　みどり
	 　・東京湾ＵＭＩプロジェクト	 株式会社高千穂　　　　　　　眞次　美奈子
	 　・賑やかな東京湾を目指して	 海辺つくり研究会　事務局長　木村　尚
15:40 
	 　休　　憩
15:50 
	 【各湾における取組紹介】　
	 　・東京湾　『東京湾再生行動計画（第二期）の実施状況について』
	 　　　　　　関東地方整備局　港湾空港部　事業継続計画官付　課長補佐　大村　直樹
	 　・伊勢湾　『伊勢湾の環境変化メカニズムの解明と伊勢湾シュミュレーターの改良について』
	 　　　　　　伊勢湾再生海域検討会事務局　永尾　謙太郎　（いであ株式会社）
	 　・大阪湾　『大阪湾再生について』
	 　　　　　　近畿地方整備局　企画部　技術企画官　中川　富士男
	 　・広島湾　『広島湾再生行動計画（第二期）（案）について』
	 　　　　　　中国地方整備局　企画部　技術企画官　奥名　孝行
16:50 
	 【閉会挨拶】
16:55 
	 【閉　　会】

（放送大学　副学長）

東京湾大感謝祭

第 11 回　海の再生全国会議は土木学会
継続教育プログラム認定をされています。
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お問合せ先	 『海の再生全国会議』事務局（担当：福田・港）
	 〒 105-0001　東京都港区虎ノ門 3-1-10　第 2虎の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
	 TEL	03-5408-8298　　FAX	03-5408-8741　　e-mail：umi-saisei@wave.or.jp

　平成 25 年 11月に発足した東京
湾再生官民連携フォーラムは、東
京湾の環境再生に意欲を持つ多様
な人々が有するあらゆる英知を結
集し、連携や協働を行うこと、ま
た、それらの活動を通して生み出
される東京湾再生に向けた総意を
とりまとめ、「東京湾再生推進会議」

へ提案すること等の役割を担うことを期待されています。
　具体的な活動として、現在９つのプロジェクトチームが
東京湾をテーマに活動をおこなっていますが、これらの取
り組みでは、東京湾のシンボルである「江戸前」※の再興
に向けた取組や、生き物生息場を再生する取組、東京湾再
生への関心を喚起・啓発する「東京湾大感謝祭」などを実

施しています。
　基調講演では、「快適に水遊びができ、「江戸前」をはじ
め多くの生物が生息する、親しみやすく美しい「海」を取
り戻し、首都圏にふさわしい「東京湾」を創出」、その一
端に向けて活動してきた東京湾再生官民連携フォーラムの
活動経緯をとおして、海の再生に向けた新たな展開のあり
方について話題提供いたします。
※�ここで言う「江戸前」とは、「東京湾全体でとれる新鮮な魚介類」をさします。

基調講演　「これからの海の再生プロジェクトのあり方」

以下のいずれかの方法にてお申込みください。
①　下記URLまたは右のQRコードより参加フォームにアクセスし、電子申請
　にてお申込みください。http://www.wave.or.jp/lecture/form.php?fn=170223

②　下の参加申込書に必要事項を記入の上、FAXにてお申込み下さい。また、
　FAXでお申込みの場合は、当日会場にて本申込書をご持参ください。
 【参加申込書】 FAX：03−5408−8741　宛先：事務局 福田・港

参加フォーム
QRコード

ふりがな

代表者氏名
所属
団体名

T E L F A X

住　所 〒

E-mail

同伴者氏名

※ご記入いただきました個人情報は、本イベント参加に関する目的のみに使用し、それ以外に使用することはございません。

参加
申込〆切
2月16日㈭

〈東京海洋大学品川キャンパス交通案内〉
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至 東京 至 横浜

〈路線図〉
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門前仲町

越中島

新木場

新宿

池袋
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飯田橋

浜松町

高田馬場

大崎

大井町

京急蒲田

成田空港

西船橋

蘇我

佐倉

成田

至 八王子

至 三鷹･中野

至 光が丘

至 和光市

至 新潟、盛岡、山形至 大宮

品川キャンパス

越中島キャンパス

ＪＲ線

京浜急行
りんかい線
モノレール
大江戸線
東西線

京葉線、
JR Musashino Line武蔵野線

有楽町線

乗り換え

新幹線

［交通手段］
・�JR線・京浜急行線 品川駅港南口（東口）
　から徒歩約10分
・�東京モノレール天王洲アイル駅から「ふ
　れあい橋」を渡り正門まで約15分
・�りんかい線天王洲アイル駅から「ふれあ
　い橋」を渡り正門まで約20分

東京湾再生官民連携フォーラム議長

來生　　新
（放送大学　副学長）

【略歴】
1966 年�～�1970 年　北海道大学法学部
1970 年�～�1972 年　北海道大学大学院法学研究科修士課程
1972 年�～�1975 年　北海道大学法学研究科博士課程
1975 年�～�2009 年　横浜国立大学　教授、理事・副学長
2009 年�～��　　　　放送大学（2011 年～副学長）

※東京海洋大学HPより※東京海洋大学HPより

※東京海洋大学HPより


	�
	申込締切：平成29年2月１６日（金）まで　※別紙参加申込方法による
	参加費：無料（事前の申込みが必要です）　定員２００名
	添付資料：第１１回　海の再生全国会議チラシ


