
  

中部運輸局海事振興部                  平成 30 年 11 月 27 日 

                                                            定例記者懇談会発表 

 

 

 

 

 

「中小造船業・舶用工業経営技術セミナー」の開催 

SOx 規制強化への対応と新たな外国人材の受入れ制度を知る 

 

 中部運輸局は、造船業・舶用工業の発展のための取組みとして人材確保・育成事業に力

を入れているところであり、造船業・舶用工業の経営戦略と技術力向上に資するため、造

船業・舶用工業の関係事業者の方々を対象とした講演会を開催しています。 

 本年度は、下記のテーマで開催いたしますので、是非ご参加ください。 

 また、造船業・舶用工業以外の海事関係事業者の方々でも参加いただけますので、お気

軽にお申し込みください。 

 
記 

 
１．開催日時 平成 30 年 12 月 21 日（金）13:30～（受付開始 13:00） 

 

２．会場 中部運輸局 11 階共用大会議室（名古屋合同庁舎第 1 号館内） 

 

３．講演内容 第 1 部 （13:40～） 

   演題 SOx 規制強化への対応について 

   講師 今井 新 氏 国土交通省 海事局 海洋環境政策課 環境渉外室長 

・スクラバーの運用コスト、規制適合油の燃焼試験など 1 年余りに迫っ

た SOx 規制強化への対応をご紹介します。 

  第 2 部 （15:10～） 

   演題 新たな外国人材の受入れ制度について 

   講師 髙橋 信行 氏 国土交通省 海事局 船舶産業課 課長補佐 

・骨太の方針 2018 に明記され、関連法の改正など政府内で検討が進め

られている新たな外国人材の受入れ制度をご紹介します。 

 

4．申込方法 別添リーフレットの「参加申込書」にご記入の上、 

  12 月 7 日（金）までに e-mail 又は FAX にてお申込みください。 

 

連絡先： 

国土交通省 中部運輸局 海事振興部 

船舶産業課 松井、牧野 

TEL 052-952-8020 

 

資料４ 

C to Sea プロジェクト 
海や船が「楽しく身近な存在」に
なるための取組み。 
ポータルサイト「海ココ」→ 



 

 

 

 
※講師のご都合により、講師名が変更する場合は、運輸局 HP にてあらためてご案内します。 

  

中部運輸局主催 平成 30 年度 

中小造船業・舶用工業経営技術セミナー 
 

 国土交通省 中部運輸局では、造船業・舶用工業の経営戦略と技術力向上に資する

ため、造船業・舶用工業の関係事業者の方々を対象とした講演会を開催しています。 

 本年度は、下記のテーマで開催いたしますので、是非ご参加ください。 

 また、造船業・舶用工業以外の海事関係事業者の方々でも参加いただけます。 

開会     （13:30） 

講演 第 1 部 （13:40） 

    演題  SOx 規制強化への対応について 
    講師  今井 新 氏 国土交通省 海事局 海洋環境政策課 環境渉外室長 

・スクラバーの運用コスト、規制適合油の燃焼試験など 1 年余りに迫っ
た SOx 規制強化への対応をご紹介します。 

休憩     （15:00） 

講演 第 2 部 （15:10） 

    演題  新たな外国人材の受入れ制度について 
    講師  髙橋 信行 氏 国土交通省 海事局 船舶産業課 課長補佐 

・骨太の方針 2018 に明記され、関連法の改正など政府内で検討が進め
られている新たな外国人材の受入れ制度をご紹介します。 

閉会     （16:30） 

開催日時 ：平成 30 年 12 月 21 日（金）13:30～  

会場   ：中部運輸局 11 階共用大会議室  

       住所 愛知県名古屋市中区三の丸 2-2-1 

       交通 地下鉄・名城線「市役所」駅下車 5 番出口から徒歩 1 分 

       ※公共交通機関利用でのご来場にご協力ください。 

       ※別添の地図・交通案内を参照ください。 

申込方法 ：裏面申込書にご記入の上、e-mail 又は FAX にてお申込みください。 

      申込〆切 平成 30 年 12 月 7 日（金） 

（お申込み・お問い合わせ先） 

中部運輸局 海事振興部 船舶産業課 担当：松井・牧野 

TEL: 052-952-8020 FAX: 052-952-8084 

E-mail: cbt-cn-kaishin1@ml.mlit.go.jp 
C to Sea プロジェクト 

海や船が「楽しく身近な存在」になるた
めの取組み。ポータルサイト「海ココ」 



 

中部運輸局主催 平成 30 年度 

中小造船業・舶用工業経営技術セミナー 参加申込書 

宛先 中部運輸局 海事振興部 船舶産業課 〆切 平成 30 年 12 月 7 日（金） 

メールでお申込み   E-mail: cbt-cn-kaishin1@ml.mlit.go.jp 

FAX でお申込み   FAX: 052-952-8084 

事業者  

・社名又は団体名 （フリガナ） 

  

 

・所在地 〒 

 

・業種 いずれかに○をつけて下さい。 

  造船業   舶用工業   その他（         ） 

参加者①（連絡担当者）  

・所属部課/役職  

 

・お名前 （フリガナ） 

  

 

・ご連絡先（電話番号）  

・講習会出席の希望 出席するものに○をつけて下さい。 

 第 1 部のみ出席  第 2 部のみ出席  両方とも出席 

参加者②  

・所属部課/役職  

 

・お名前 （フリガナ） 

  

 

・講習会出席の希望 出席するものに○をつけて下さい。 

 第 1 部のみ出席  第 2 部のみ出席  両方とも出席 

※１事業者につき３名以上の出席を希望される場合は、余白または任意の別紙に出席者のお名前、

所属部課/役職を記入ください。 

※当日の代理出席は差し支えありません（受付時に名刺等をご用意ください）。 

※ご記入いただきました連絡先等の個人情報は、本セミナーの運営目的以外には一切使用しません。 

  



別紙 

 

中小造船業・舶用工業経営技術セミナー開催の会場のご案内 

 

 

 

会場 ：中部運輸局 11 階共用大会議室（名古屋合同庁舎第 1 号館内） 

     住所 愛知県名古屋市中区三の丸 2-2-1 

     交通 地下鉄・名城線「市役所」駅下車 5 番出口から徒歩 1 分 

 

※中央のエレベーターにて 11 階（最上階）に向かってください。 

 エレベーターホールから廊下へ出て、左側（売店、食堂、理髪店側）直ぐ、「共用大会議室」が

会場となります。 

※駐車場はありますが、駐車可能台数が少なく大変混雑するため、公共交通機関利用でのご来場に

ご協力ください。 

 


