
海事振興連盟「年齢制限のない若手勉強会」(開催記録)

開催日 講師 演題

第1回 2008年10月1日 (社)日本船主協会  副会長　飯塚孜氏 海運の実務　-CapesizeBulker建造の過程-

第2回 2008年10月7日 (財)日本海事センター　理事長（前国土交通省海事局長）春成誠氏 海運政策の変遷とトン数標準税制

第3回 2008年11月12日 内航労務協会　専務理事　山岡靖治氏 内航船員不足問題について

第4回 2008年12月2日 衆議院議員（衆院財務金融委員会委員）　関芳弘先生 世界的金融危機にどう対応するか

第5回 2009年1月8日 アンカー・シップ・インベストメント(株)特別顧問　足立曠氏 外資系海運企業の経営と日本海運の今後の方向

第6回 2009年1月23日 立正大学法学部教授　山下学先生 税政策学について　-トン数標準税制の導入-

第7回 2009年2月18日 (社)日本船主協会理事長　中本光夫氏 海運政策あれこれ

第8回 2009年3月6日 東海大学海洋学部国際物流専攻・教授　篠原正人先生 日本の海事クラスター　-なぜ協働のメソッドが強いのか-

第9回 2009年3月23日 新生銀行コーポレートアドバイザリー部次長　木村昌吾氏 M&Aとは何か　-戦略的活用に向けて-

第10回 2009年4月9日 衆議院議員　松浪健太先生 道州制のひらく日本の未来

第11回 2009年4月27日 丸紅経済研究所チーフアナリスト　猪本有紀氏 大恐慌下での企業経営

第12回 2009年5月15日 ㈱日本政策投資銀行企業金融第４部課長　杉本健氏 現在の金融情勢及び政策金融の現状について

第13回 2009年5月26日 日本郵船㈱社史編纂室長　松田俊男氏 船社経営の基本

第14回 2009年6月9日 (財)日本海事センター企画研究部研究員　松田琢磨氏 中国経済の見通しと海運への影響

第15回 2009年6月23日 衆議院議員（衆議院予算委員長）　衛藤征士郎先生 海事立国の重要性と今後の国政はどうあるべきか。

第16回 2009年7月7日 日本水先人会連合会会長　小野嘉久氏 水先人の役割と今後

第17回 2009年7月28日 川崎汽船㈱取締役常務執行役員　鳥住孝司氏 船社の財務諸表の読み方

第18回 2009年8月4日 ㈱日本海事新聞社社長　大山高明氏 針路を海にとれ -海洋国家日本のかたち-

第19回 2009年8月26日 国際船員労務協会理事長　辻本泰久氏 国際船員問題について

第20回 2009年9月8日 元海上保安庁警備救難監　冨賀見栄一氏 海上保安庁進化論-海洋警察力の本質から今後の海洋東アジアが見える-

第21回 2009年9月30日 毎日新聞社特別顧問　玉置和宏氏 最近のG8サミットからみた国際政治

第22回 2009年10月15日 日本船主協会副会長　林忠男氏 船舶管理について

第23回 2009年10月29日 衆議院議員　西村やすとし先生 日本の経済・社会の変化と政治の行方

第24回 2009年12月2日 早稲田大学法学部教授　河野真理子先生 国際法における旗国主義の意義

第25回 2009年12月15日 (韓国)聖潔大学経済学部副教授　韓鍾吉先生 韓国からみた日本の海運-海運の国際競争力を考える-

第26回 2010年1月19日 (財）日本海事センター企画研究部研究員　松田琢磨氏 世界金融危機に対する海運業の対応-係船とクラップ-

第27回 2010年2月10日 衆議院議員　生方幸夫先生 時局講演 -国会状況・経済等について-

第28回 2010年2月17日 東京大学公共政策大学院教授　中里実先生 これからの日本の税制はどうあるべきか

第29回 2010年2月22日 (財)日本海事センター理事長　春成誠氏 外航海運発展のための政策とは

第30回 2010年3月10日 金沢工業大学産学連携室コーディネーター　小松俊昭氏 瀬戸際の日本-地域の何をどのように活性化するのか？-

第31回 2010年3月16日 衆議院議員　浅尾慶一郎先生 時局講演 -国会状況・経済等について-

第32回 2010年3月29日 衆議院議員(連盟副会長兼事務総長)衆議院運営委員会筆頭理事　髙木義明先生 国会情勢について

第33回 2010年4月12日 東京スター銀行グループ統括部長　木原知己氏 船舶ファイナンスの現状について

第34回 2010年4月28日 衆議院議員　中谷元先生 時局講演
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第35回 2010年5月13日 甲南大学経営学部教授　安積敏政先生 激動するアジアにおける企業の経営戦略

第36回 2010年6月3日 衆議院議員国土交通省政務官　三日月大造先生 わが国外航海運と日本の成長戦略

第37回 2010年6月30日 九州大学大学院経済学研究院教授　星野裕志先生 多国籍企業としての日本海運企業の成長

第38回 2010年7月29日 川崎汽船㈱経営企画グループグループ長補佐　新井真氏 ”エクソン・ヴァルディーズ号”事件と米国における損害評価の動向

第39回 2010年8月9日 元東京商船大学教授（NHK大河ﾄﾞﾗﾏ「龍馬伝」操船技術指導）　橋本進氏 龍馬伝と海

第40回 2010年9月6日 海上自衛隊幹部学校長　海将吉田正紀氏 海洋新時代における海上自衛隊

第41回 2010年9月16日 衆議院議員　漆原良夫先生 時局講演

第42回 2010年10月4日 参議院議員　有田芳生先生 参議院選挙を終えて -21世紀日本の構造-

第43回 2010年10月27日 衆議院議員　野田毅先生 日本経済再生の途-今、政治は何をなすべきか-

第44回 2010年11月25日 ＪＡ三井リース㈱顧問　陶浪隆生氏 リース業界の現状と環境変化-ＩＦＲＳ導入を巡る動き-

第45回 2010年12月14日
①特定非営利活動法人環境・災害対策研究所副理事　中村八郎氏

②日本大学理工学部海洋建設工学科大院上席研究員　佐藤千昭氏
大規模防災対策と危機管理

第46回 2011年1月17日 国土交通省海事局船舶産業課国際業務室長　加藤光一氏 シップリサイクルを巡る今後の課題

延期 国土交通省海事局長　井手憲文氏 平賀譲と日本の海洋国家

第47回 2011年2月8日 (株)日本総合研究所調査部ビジネス戦略研究センター所長兼主任研究員　山田久氏 今後の経済・経営環境と新しい人材活用システム

第48回 2011年2月15日 株式会社ノヴァエネルギー代表取締役　鈴木清美氏 潮流・海流エネルギーの実用化

第49回 2011年2月24日 東海大学海洋学部海洋文明学科教授　山田吉彦先生 海上輸送の重要性とシーレーン

第50回 2011年3月3日 慶應義塾大学名誉教授　栗林忠男先生 海洋基本法と国連海洋法条約体制

延期
東日本大震災の

ため延期
衆議院議員　馬淵澄夫先生 「時局講演」（仮題）

延期
東日本大震災の

ため延期
衆議院議員　長島昭久先生 「時局講演」（仮題）

第51回 2011年4月27日 元海洋政策研究財団東義大学准教授　具京模先生 韓国における海運税制-トン数標準税制と韓国海運の発展-(仮題)

第52回 2011年5月10日 衆議院議員　荒井聰先生 時局講演(仮題)

第53回 2011年5月30日 全日本海員組合中央執行委員水産局長　高橋健二氏 東日本大地震を体験して(仮題)～復興のためにはなにが必要か～

延期 2011年6月21日 衆議院議員　石田真敏先生 「時局講演」（仮題）

第54回 2011年6月27日 リスカジャパン（株）　福田茂樹氏 リベリア船籍登録とその要件

第55回 2011年7月27日 国土交通省海事局安全基準課国際基準調整官　大坪新一郎氏 IMOでの環境規制と日本の戦略－GHG対策を事例として（仮題）

第56回 2011年8月23日 元農林水産大臣衆議院議員　赤松広隆先生 「時局講演」（仮題）

第57回 2011年9月14日 自由民主党副幹事長衆議院議員　石田真敏先生 「時局講演」（仮題）

第58回 2011年10月11日 元国土交通大臣衆議院議員　馬淵澄夫先生 「時局講演」（仮題）

第59回 2011年10月18日 海洋政策研究財団会長　秋山昌廣氏 海の国境

第60回 2011年11月7日 参議院内閣委員会理事自民党参議院政策審議会副会長参議院議員　宮沢洋一先生 「目の前の日本の危機と対策」（仮題）

第61回 2011年12月7日 日本船主協会副会長　五十嵐誠氏 海運企業と円高のインパクト-なぜ日本企業は円高に弱いのか-

第62回 2012年1月31日 元防衛大臣参議院議員　北澤俊美先生 時局講演

第63回 2012年2月9日 商船三井最高顧問元日本郵政公社総裁　生田正治氏
この国の“かたち”を考える-TPPとの関連において-

第64回 2012年2月16日 国民新党幹事長衆議院議員　下地幹郎先生 時局講演（仮題）
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第65回 2012年3月7日 自由民主党衆議院議員　小池百合子先生 気候安全保障論

第66回 2012年3月29日 川崎汽船相談役　新谷功氏 海運不況の歴史と返還

第67回 2012年4月27日 衆議院議員予算委員長衆議院議員　中井洽先生 衆議院予算委員会の活動（仮題）

第68回 2012年5月16日 元防衛庁長官海事振興連盟副会長衆議院議員　大野功統先生
日本丸よ、どこにゆく！～船長の首のすげかえごっこはやめて、早く目指

す港へ～

第69回 2012年5月31日 参議院議員　金子洋一先生 円高とその対策

第70回 2012年6月8日 防衛省統合幕僚学校教育課教務班長1等海佐　清水雅彦氏 派遣海賊対処航空部隊の活動状況について

第71回 2012年6月26日 日本海事センター企画研究部部長　松月正氏 各県別海事産業の経済学

第72回 2012年7月18日 日本郵船最高顧問　根本二郎氏 基本に戻る

第73回 2012年8月27日 日本海事センター海事図書館長　福山秀夫氏 中国の鉄道コンテナ輸送について

第74回 2012年9月25日 「国民の生活が第一」衆議院議員　菅川洋先生 「衆議院財務金融委員会の活動」-主に税制改正のあり方-

第75回 2012年10月10日 自由民主党副総裁衆議院議員　高村正彦先生 時局講演(あるべき日本の外航政策、我が国をどう立て直すか)

第76回 2012年11月19日 日本海事センター企画研究部研究員　松田琢磨氏
日本における海事クラスターの規模　ー産業関連表、国民経済計算、法人

企業統計、経済センサスを利用した調査結果ー

第77回 2013年1月25日 政策研究大学院大学客員教授工学博士国際港湾協会名誉事務総長　井上聡史氏 世界の港湾経営と日本の課題

第78回 2013年2月5日 観光庁長官　井手憲文氏 クルーズ船の展望と課題(仮題)

第79回 2013年3月13日 民主党衆議院議員前防衛副大臣前内閣総理大臣補佐官　長島昭久先生 中国の抬頭と日本の外交安全保障戦略

第80回 2013年4月3日 自由民主党衆議院議員幹事長代行　細田博之先生 時局講演

第81回 2013年4月17日 海上保安庁海洋情報部　長谷伸氏 領海、EEZ、大陸棚

第82回 2013年5月8日 衆議院議員　松浪健太先生 「維新の会」これからの活動

第83回 2013年5月23日 衆議院議員　山本幸三先生 「日本経済再生のために」

第84回 2013年6月14日 海洋研究開発機構(JAMSTEC)ちきゅう船舶・開発担当理事　堀田平(ほったひとし）氏
地球深部探査船「ちきゅう」を中心とする探査船の機能と調査活動につい

て

第85回 2013年6月25日 日本内航海運組合総連合会理事長　影山幹雄氏 内航海運の現状と課題

第86回 2013年7月9日 資源エネルギー庁資源・燃料部長　安藤久佳氏 シェールガスと日本のLNG調達について

第87回 2013年9月12日 日本船主協会副会長(商船三井フェリー前社長日本長距離フェリー協会前会長)　鈴木修氏 日本のフェリーサービス(長距離フェリーサービスの特性と役割)

第88回 2013年10月8日 元衆議院議員元厚生大臣元自民党税制調査会長弁護士　津島雄二先生 「未来を見据えて安倍内閣の課題」(税と社会保障)を考える」について

第89回 2013年10月30日 自由民主党衆議院議員復興副大臣　谷公一先生
東日本大地震の復興状況(東北3県はどの位復興できたか)とこれからの日

本

第90回 2013年11月27日 日本造船工業会常務理事　桐明公男氏 「造船業の現状」について

第91回 2013年12月11日 日本旅客船協会理事長　谷口克己氏 「旅客船業界の現状と課題」について

第92回 2014年1月14日 日本中小型造船工業会専務理事　井上四郎氏 「中小型造船業の現状と課題」について

第93回 2014年2月17日 日本船主協会理事長　小野芳清氏 「新海洋基本計画と外航海運」について

第94回 2014年3月11日 マーシャルアイランド海事局日本局長　岡本雅治氏 主要船籍の特性と差異-使い勝手の良い船籍とは？

第95回 2014年4月2日 民主党国会対策委員長衆議院議員　松原仁先生 「3つの敗戦」から脱却して力強い国家を!

第96回 2014年4月21日 自由民主党安全保障調査会会長衆議院議員　岩屋毅先生 安倍政権の安全保障政策について

第97回 2014年5月7日 日本郵船代表取締役専務経営委員　長澤仁志様 邦船社の海洋開発への参画

第98回 2014年6月30日 自由民主党TPP対策委員長衆議院議員　西川公也先生 TPP協定交渉について
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第99回 2014年8月5日 流通科学大学教授　森隆行様 内航海運の現状と課題

第100回 2014年10月14日 海洋共育センター理事長　蔵本由紀夫氏 内航海運の船員問題について-海洋共育センター設立-

第101回 2014年11月11日
東京大学大学院経済学研究科教授東京大学ものづくり経営研究センター長ものづくり改善ネットワーク代表

理事　藤本隆宏氏
ものづくりが日本を救う

第102回 2014年12月15日 大阪府立大学大学院・工学研究科長工学部長海洋システム工学分野教授　池田良穂氏
客船産業振興を核とした新海事産業の創生

ークルーズ客船からフェリー、離島航路客船までー

第103回 2015年1月21日 青森県知事　三村申吾氏 青森県ロジスティクス戦略-海洋国家日本再生への提言-

第104回 2015年2月25日 衆議院議員（弁護士）　若狭勝先生 ある海難事故の暴かれる嘘(嘘の見抜き方)

第105回 2015年3月27日 国土交通省 海事局長 森重俊也 氏 海事と地域力

第106回 2015年4月27日 駐日パナマ大使兼在東京パナマ総領事    リッテル・ディアス 氏
駐日パナマ大使兼在東京パナマ総領事が紹介する、パナマの概要と海事的

観点

第107回 2015年5月27日 自由民主党 副幹事長 農林部会長  衆議院議員　齋藤  健 先生 農業改革とTPP

第108回 2015年7月3日 民主党  参議院議員　大野元裕 先生 中東問題について

第109回 2015年8月20日 外務省 中東アフリカ局長    上村　司 氏 中東問題について

第110回 2015年9月30日

大東文化大学 国際関係学部 国際関係学科(アジア地域研究科 アジア地域研究)　 教授 松本 弘 氏

中東問題について(特にイエメン情勢)

第111回 2015年10月30日 日本船主協会　理事長　小野芳清　氏

第112回 2015年12月2日 海上保安庁 海洋情報部長   春日  茂  氏 我が国管轄海域の範囲確定や管轄海域の管理・利用開発に役立つ海洋情報

第113回 2016年1月27日 日本海事センター 企画研究部 研究員　 本図宏子  氏 一帯一路構想と中国海事産業

第114回 2016年2月17日 前文部科学大臣 衆議院議員  下村博文　先生 21世紀を生き抜く教育とは?

第115回 2016年3月30日 早稲田大学大学院 法学研究科非常勤講師　木原知己　氏 海事立国のためのお金の話

第116回 2016年4月28日 関西大学 政策創造学部 教授　羽原敬二 氏 海事・海洋開発におけるリスク・マネジメントの運用と課題

第117回 2016年5月24日 ブーケ・ド・フルーレット代表　馬渕治好　氏 これからの日本経済と市場の行方

第118回 2016年6月28日
①笹川平和財団  常務理事海洋政策研究所長　寺島紘士　氏

②笹川平和財団  海洋政策研究所海洋研究調査部長  古川恵太 氏
海洋ガバナンスと海を活かした地方創生

第119回 2016年7月26日 日本海事センター 企画研究部 　研究員 野村摂雄 氏 欧州海運国の海運強化政策

第120回 2016年9月12日 駐日エジプト・アラブ共和国特命全権大使　イスマイル　カイラット 氏 The New Egypt:promising investmentopportunities

第121回 2016年10月6日 東京海洋大学　教授 岩淵聡文　氏 海洋文化資源と国立海事博物館構想

第122回 2016年11月7日 日本海事センター 企画研究部 　研究員 中村秀之 氏 欧州海運国の海運強化政策2

第123回 2016年12月5日 自由民主党 参議院議員 参議院文教科学委員長 赤池誠章 先生 海洋教育の推進について

第124回 2017年1月12日 日本貿易振興機構(JETRO)海外調査部米州課長　 秋山士郎 氏 新政権下における通商政策と日本企業の米国ビジネス

第125回 2017年2月15日 自由民主党 衆議院議員　小野寺五典 先生 海洋国家日本のあり方

第126回 2017年3月15日 日本海事センター 企画研究部 研究員　 森本清二郎 氏 外航海運におけるCO2削減対策について

第127回 2017年4月10日 統合幕僚長　河野克俊 氏 我が国をとりまく安全保障環境と自衛隊の統合運用について

第128回 2017年5月17日 衆議院議員　平沢　勝栄　先生 最近の内外情勢について

第129回 2017年6月26日 国土交通省大臣官房技術審議官　大坪新一郎　氏 海事生産性革命(i―Shipping)による造船の輸出拡大と地方創生

第130回 2017年7月24日 日本海事センター 企画研究部　研究員 中村秀之 氏 2010年HNS条約

第131回 2017年8月21日 流通科学大学教授　森　隆行　氏 「インダストリー4.0（第4次産業革命）時代の海運

第132回 2017年9月5日 公益社団法人　日本海難防止協会　欧州代表国際海事機関 国際海事法研究所　理事　長谷部　正道　氏 最近の世界における新たな海洋問題の動向について



海事振興連盟「年齢制限のない若手勉強会」(開催記録)

開催日 講師 演題

第133回 2017年9月11日 東京海洋大学名誉教授国土交通省運輸安全委員会委員　庄司 邦昭　氏 国内外の海事博物館

第134回 2017年10月2日 国土交通省海事局総務課企画室長　小野　雄介　氏 「海への誘い～国民の皆様に海に目を向けてもらうための取組～」

第135回 2017年10月24日 韓国聖潔大学　教授　韓　鍾吉　氏 「朝鮮半島情勢と海運」

第136回 2017年12月5日 東京海洋大学 教授　岩淵　聡文　氏 「日本の海事系博物館」

第137回 2017年12月14日 衆議院議員　中谷　真一　先生 「我が国の安全保障について」

第138回 2018年1月17日 早稲田大学非常勤講師　木原　知己　氏 「海の歴史話あれこれ　～国民に海と民族の歴史を身近なものに～」

第139回 2018年2月8日
①広島大学教授　木村　博一　氏

②広島大学付属三原小学校教師 村上　忠君　氏
「海から観た社会科～海洋国家日本の社会科の在り方～」

第140回 2018年3月16日 株式会社ジェネック　福山　秀夫　氏 「九州の物流から見た一帯一路'－中欧鉄道と北東アジアシームレス物流ー」

第141回 2018年4月9日 公益財団法人　日本海事センター企画研究部　主任研究員　野村　摂雄　氏 「フィリピンの船員制度をめぐる動き」

第142回 2018年5月11日 大島商船高等専門校商船学科准教授　行平　真也　氏 「大分県臼杵市における地域での海を活かした取り組み」

第143回 2018年6月7日 関西大学 政策創造学部教授 　羽原　敬二　氏 「サイバーリスクマネジメント」

第144回 2018年7月25日 東京海洋大学教授　黒川　久幸　氏

「荷主から見た海上コンテナ輸送のあるべき姿」

～コンテナ船の大型化や港湾の「選択」と「集中」は荷主にどんな影響を

与えるのか？～

第145回 2018年8月28日 大阪商業大学教授　松尾　俊彦   氏 「　内航海運への外国人船員の導入問題'　-その可能性と課題-」

第146回 2018年9月21日 流通科学大学商学部教授　森　隆行　氏 「世界のコンテナターミナル自動化の動向」

第147回 2018年10月4日 日本財団海洋開発人材育成推進室室長　吉田　正則　氏　 「日本が海洋開発大国となるために　～　日本財団の取り組み　～」

第148回 2018年11月2日 公益財団法人　日本海事センター企画研究部　主任研究員　森本清二郎 　氏 SOx規制に関する国際動向―2020年の規制強化の影響と課題―

第149回 2018年11月28日 株式会社フォーキャスト・オーシャン・プラス海洋情報部・部長　山形　宏介　氏 「海洋の未来予測と船舶への利用例～海の流れの未来予測と海事産業～」

第150回 2018年12月14日 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所海上技術安全研究所 特別研究主幹　福戸　淳司　氏 「直感的でわかり易い衝突予防支援システム」

第151回 2019年1月25日 長崎県立大学　地域創造学部　実践経済学科講師　鶴指　眞志　氏 「長崎県下の離島と離島航路の現状について」

第152回 2019年2月26日 公益財団法人日本海事センタ　企画研究部主任研究員　松田琢磨　氏 「世界の経済状況とコンテナ市場の動向」

第153回 2019年3月18日 防衛省　統合幕僚監部　防衛計画部　副部長海将補　福田　達也　氏
「第１５１連合任務部隊指揮官を終えて」～「海賊対処活動における海上

自衛隊及び国際的な取組について」～

第154回 2019年4月10日 マースクライン勤務・神戸大学博士号取得日本海運経済学会会員　平田　燕奈　殿 「海運業界における業務電子化（現状と動向）」

第155回 2019年6月3日 日本海事協会　企画本部調査室主管　山崎　雅雄　殿 「国際海事機関（IMO）における条約改正プロセスについて」

第156回 2019年7月12日 川崎重工業株式会社船舶海洋カンパニー　フェロー　湯浅鉄二　殿
「AUV（Autonomous Underwater Vehicle；自律型無人潜水機）の可能性を

求めて」

第157回 2019年7月24日 職業能力開発大学校名誉教授工学博士（物理学）　　大川　時夫　殿
「海水の温度エネルギー利用による発電船の開発－海は地球最大の熱エネ

ルギー源　－」

第158回 2019年8月6日

①公益財団法人笹川平和財団海洋政策研究所特別研究員　渡辺　忠一　殿

②（自民党）総合政策研究所特別研究員一般社団法人ニュースペース国際戦略研究所理事長 坂本 規博

殿

「海洋情報創造立国を目指して」

第159回 2019年8月26日 琉球大学名誉教授　／　早稲田大学名誉教授江上　能義（えがみ　たかよし）殿 「沖縄の政治学」


