
 
平成 29 年９月１３日 

 
 

平成 29 年度 内航船舶技術支援セミナーの開催について 

 

鉄道・運輸機構は、環境負荷低減船舶の普及促進、離島航路就航船舶に対する支援など、社会の要請に対

応した共有建造制度、技術支援を提供しています。 

国土交通省海事局では、平成 29 年 6 月、内航海運が今後も期間的輸送インフラとして機能するため、

新たな内航海運の産業政策として「内航未来創造プラン～たくましく 日本を支え 進化する～ 」を取りま

とめました。その中で船舶建造に係る今後の具体的施策等として、船員の安定的・効果的な確保のため、船

員の労働環境を改善する設備を有する「労働環境改善船」（仮称）、内航船「省エネ格付け」制度により格付

けを受けた船舶、IoT を活用した先進船舶の建造促進が挙げられています。 

今回のセミナーではこれらの動向を踏まえた JRTT の技術支援、内航船舶の技術に関する状況等につい

て発表致します。 

 
I. 日程及び会場 

開催地 日時 会場 

東京 
平成 29 年 10 月 19 日（木）  

14:00-16:30 

全国町村議員会館 2 階第 1・2・３会議室 

（東京都千代田区） 

神戸 
平成 29 年 10 月 24 日（火）

13:30-16:00 

生田神社会館 菊の間 

（兵庫県神戸市） 

今治 
平成 29 年 10 月 25 日（水）

14:00-16:30 

今治国際ホテル ローズ 

（愛媛県今治市） 

福岡 
平成 29 年 11 月 7 日（火） 

14:00-16:30 

八重洲博多ビル 会議室６ 

（福岡県福岡市） 

広島 
平成 29 年 1１月 8 日（水）

14:00-16:30 

ワークピア広島 桜ＡＢＣ 

（広島県広島市） 

 

II. 講演テーマ 

1. 開会挨拶・・・国土交通省 鉄道・運輸機構 

2. 基調講演   

2.1  「内航船舶の技術に関する状況」・・・国土交通省 

2.2  「JRTT 技術支援を取り巻く課題と今後の展望」・・・鉄道・運輸機構 

3. 講演 

3.1 「労働環境改善船（仮称）」・・・鉄道・運輸機構 

3.2 「人と環境に優しい船」・・・鉄道・運輸機構 

3.3 「内航船の騒音対策」・・・海上技術安全研究所 

3.4 「電気推進システムの今後の展望」・・・ヤンマー株式会社 

3.5 「平成 2８年度技術調査の報告」・・・鉄道・運輸機構 

 

III. 参加申し込み 

準備等の関係から、参加にあたっては事前の申し込みをお願いしております。別添の参加申込書に必要

事項を記入の上、東京会場は 10/12（木）まで、その他会場は 10/17（火）までに FAX

（045-222-9150）またはメール（ ses1@jrtt.go.jp ）に送信してください。 

URL：http://www.jrtt.go.jp/02Business/Vessel/vessel-seminarS.html 

 【お問い合わせ先】 

鉄道・運輸機構 

 共有船舶建造支援部 技術企画課 織田 陽一 

 大江 浩志 

  TEL:045－222-9124 FAX:045－222-9150 

発表資料 



地図１ 

 

平成 2９年度 鉄道・運輸機構 内航船舶技術支援セミナー 

東 京 会 場 

 

日時 平成 2９年 1０月１９日（金） 14：00－16：30 

 

場所 全国町村議員会館 2 階第 1・2・３会議室 

    東京都千代田区一番町 25 番地 

    TEL：03-3264-8185 

 

アクセス 地下鉄半蔵門線 半蔵門駅 4 番出口から 徒歩 0 分 

     地下鉄有楽町線 麹町駅 3 番出口から 徒歩 6 分 

 

 

 

 

 

 

 

 



地図 2 

 

平成 29 年度 鉄道・運輸機構 内航船舶技術支援セミナー 

神 戸 会 場 

 

日時 平成 29 年 10 月 24 日（火） 13：30－16：00 

 

場所 生田神社会館 菊の間 

    兵庫県神戸市中央区下山手通 1－2－1 

    TEL:078－391-8765 

 

アクセス JR 三ノ宮駅から徒歩 約５分 

JR 新神戸駅からお車で 約５分 

 

 



地図 3 

 

平成 29 年度 鉄道・運輸機構 内航船舶技術支援セミナー 

今 治 会 場 

 

日時 平成 29 年 10 月 25 日（水） 14：00－16：30 

 

場所 今治国際ホテル ローズ 

    愛媛県今治市旭町 2-3-4 

    TEL: 0898-36-1111 

 

アクセス JR 今治駅から徒歩 10 分 

今治港から徒歩 15 分 

 

 

 

 

 

 

今治駅 



地図４ 

 

平成 29 年度 鉄道・運輸機構 内航船舶技術支援セミナー 

福 岡 会 場 

 

日時 平成 29 年 11 月 7 日（月） 14：00－16：30 

 

場所 八重洲博多ビル 会議室６ 

    福岡市博多区博多駅東 2 丁目 18 番 30 号 八重洲博多ビル 

    TEL：092-472-2889 

 

アクセス JR 博多駅から徒歩 約 5 分 

     地下鉄博多駅から徒歩 約 5 分 

 

 



地図 5 

 

平成 2９年度 鉄道・運輸機構 内航船舶技術支援セミナー 

広 島 会 場 

 

日時 平成 2９年 11 月 ８日（水） 14：00－16：30 

 

場所 ワークピア広島 桜 ABC 

    広島県広島市南区金屋町 1-17 

    TEL:082－261-8131 

 

アクセス JR 新幹線広島駅・JR 山陽本線広島駅（在来線）から徒歩 7 分 

広島電鉄「稲荷町」電停から徒歩 1 分 

 

 



お申込受付アドレス： ses1@jrtt.go.jp

お申込受付ＦＡＸ  ： 045-222-9150

東京 平成29年 10月 19日(木) 14:00-16:30 全国町村議員会館 2階第1・2・3会議室

神戸 平成29年 10月 24日（火） 13:30-16:00 生田神社会館 菊の間

今治 平成29年 10月 25日（水） 14:00-16:30 今治国際ホテル ローズ

福岡 平成29年 11月   7日（火） 14:00-16:30 八重洲博多ビル 会議室６

広島 平成29年 11月   8日（水） 14:00-16:30 ワークピア広島 桜ＡＢＣ

会社名

部署・役職：

FAX：

ﾌﾘｶﾞﾅ： 会社名

氏名： 部署・役職：

ﾌﾘｶﾞﾅ： 会社名

氏名： 部署・役職：

2
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　お申し込みは、必要事項をご入力のうえ、【東京会場】は10月12日（木）まで【その他会場】は10月17日
（火）までに下記連絡先までＥメール又はＦＡＸにて送信ください。

（２名以上の方が参加される場合のみ。『２．代表者』以外の方についてご記入ください。）

（参加者の中から代表者１名についてご記入ください。）

３．参加者

ﾌﾘｶﾞﾅ：

２．代表者

（参加を希望される開催地の左欄に「○」をご記入ください。）

開催地 日　時 会　場

お問合せ先
　　（独）鉄道・運輸機構　共有船舶建造支援部　技術企画課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（TEL：045-222-9124）

平成２９年度　内航船舶技術支援セミナー 参加申込書

氏名：

TEL：

１．開催地の選択

E-mail：

住所：


