
 

 

 

広 報 資 料 

 令和元年１１月１１日 

問い合わせ先 

 第一管区海上保安本部 

  海洋情報部 監理課長 坂本平治 

   ℡ 0134-27-0118（内線 2510） 

 

記念講演会を開催！ 

～海氷情報センター開設 50 年記念～ 

 

 第一管区海上保安本部では、オホーツク海やその周辺海域で海氷が発生する

海域を航行する船舶の海氷海難を防止するため、例年 12 月 20 日頃に「海氷情

報センター」を設置して海氷の分布状況を集約、分析・整理して海氷情報として

船舶等に提供しています。 

海氷情報センターは、昭和 45年（1970年）3 月に択捉島の単冠（ひとかっぷ）

湾にて発生した漁船の集団海氷海難を契機に同年 12月に開設されたもので、今

シーズンで 50 年目を迎えます。これを記念して下記のとおり 12 月 11 日（水）

に北海道大学学術交流会館にて「海氷情報センター開設５０年記念講演会・パネ

ル展示」を開催することとしました。 

 

１．日時・場所 

  令和元年 12月 11日（水）14：30～16：50（13：30開場） 

  北海道大学学術交流会館 

   住所：札幌市北区北 8条西 5丁目 

      JR札幌駅より徒歩約 7分、地下鉄北 12条駅より徒歩約 7分 

      ※ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい。  

第一管区海上保安本部では、昭和 45 年（1970 年）12 月に海氷情

報センターを開設してから今シーズンで 50年目を迎えます。 

これを記念して 12 月 11 日（水）に北海道大学学術交流会館にて

講演会・パネル展示を開催します。 



２．講演会等の内容 

  （１）基調講演 

 「海氷情報センターのあゆみ ～これまでの海氷観測を振り返って～」 

第一管区海上保安本部海洋情報部長 小西 直樹 

  （２）特別講演 

   イ 「海洋情報提供の新時代 － 海洋状況表示システム“海しる”－」 

海上保安庁海洋情報部長 加藤 幸弘 

   ロ 「北太平洋の海洋循環・物質循環を駆動するオホーツク海」 

     国立大学法人北海道大学低温科学研究所 教授 大島 慶一郎 

   ハ 「宇宙から見た海氷観測」 

     国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 

    第一宇宙技術部門衛星利用運用センター長 平林 毅 

  （３）海氷関係のパネル展示 

 

３．聴講について 

 記念講演会は入場無料となっています（定員 300名、申込制、先着順）。 

 聴講希望の方は、下記のいずれかの連絡先まで、お住まいの市区町村、氏名、

職業、電話またはメールアドレスをお知らせ下さい。 

 申込先：第一管区海上保安本部海洋情報部内事務局 

 住 所：〒047-8560 小樽市港町 5番 2号 小樽地方合同庁舎 

 電 話：０１３４－２７－０１１８（内線２５１３） 

 ＦＡＸ：０１３４－２７－６１９０ 

 インターネット： 

https://www 1
いち

.kaiho.m l
える

it.go.jp/KAN 1
いち

/drift_ice/ice_koen.htm l
える

 

（第一管区海上保安本部海の相談室問合せフォームより） 

 ※当日でもお席があれば聴講可能ですが、なるべく事前にお申し込み下さい。 

 

４．取材のご案内 

 当日の取材を希望される報道機関は、１２月６日（金）正午までに広報・地域

連携室までご連絡ください。 

      広報・地域連携室 ０１３４－２７－０１１８（代表） 

 質問事項等ありましたら事前にお知らせ願います。 



海氷情報センター

開

設 年
記念講演会・パネル展示

第一管区海上保安本部
The 1st Regional Coast Guard Headquaters

海氷情報センター開設50年

■日時 令和元年12月11日（水）
14：30 ～ 16：50

■場所 北海道大学学術交流会館
札幌市北区北8条西5丁目 JR札幌駅より徒歩約7分、 地下鉄北12条駅より徒歩約7分
※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

講演会：講堂
パネル展示：ホール

■主催 第一管区海上保安本部
■共催 一般財団法人日本水路協会
■プログラム
基調講演 「海氷情報センターのあゆみ ～これまでの海氷観測を振り返って～」

第一管区海上保安本部海洋情報部長 小西 直樹
特別講演

Ⅰ 「海洋情報提供の新時代 － 海洋状況表示システム “海しる” －」
海上保安庁海洋情報部長 加藤 幸弘

Ⅱ 「北太平洋の海洋循環・物質循環を駆動するオホーツク海」
国立大学法人北海道大学低温科学研究所 教授 大島 慶一郎

Ⅲ 「宇宙から見た海氷観測」
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構第一宇宙技術部門
衛星利用運用センター長 平林 毅

■申込み
定員300名、入場無料、申込制、先着順（どなたでも聴講いただけます）
第一管区海上保安本部海洋情報部まで、お住まいの市町村、氏名、職業、
電話またはメールアドレスをお知らせください。
※当日でもお席があれば聴講可能ですが、なるべく事前にお申し込みください。
tel :  0134 - 27 - 0118 (ex:2513)
fax :  0134 - 27 - 6190
adress : 〒047-8560 小樽市港町5番2号 小樽地方合同庁舎

internet : お問い合わせはこちらから
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN1/drift_ice/ice_koen.html

５０



海氷情報センター開設50年記念講演会聴講申込書
お名前
（複数可）

ご職業

お電話番号
（代表者のみ）

E-mail
（代表者のみ）

お住いの
市区町村

■日時 令和元年12月11日（水）14：30 ～ 16：50
■場所 北海道大学学術交流会館

札幌市北区北8条西5丁目 JR札幌駅より徒歩約7分、地下鉄北12条駅より徒歩約7分
※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

■プログラム
開会の挨拶 14：30 ～ 14：35
基調講演 14：35 ～ 15：00

「海氷情報センター５０年のあゆみ ～これまでの海氷観測を振り返って～」
第一管区海上保安本部海洋情報部長 小西 直樹

特別講演
Ⅰ 15：00 ～ 15：30

「海洋情報提供の新時代 ー 海洋状況表示システム “海しる” －」
海上保安庁海洋情報部長 加藤 幸弘
～ 休憩 ～

Ⅱ 15：45～16：15
「北太平洋の海洋循環・物質循環を駆動するオホーツク海」
国立大学法人北海道大学低温科学研究所教授 大島 慶一郎

Ⅲ 16：15 ～ 16：45
「宇宙から見た海氷観測」
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構第一宇宙技術部門 衛星利用運用センター長平林 毅

閉会の挨拶 16：45 ～ 16：50
■パネル展示

海氷関係のパネル展示

第一管区海上保安本部では、オホーツク海やその周辺海域で海氷が発生する海域を航行する船舶の海氷海難を防止するため、例年

12月20日頃に「海氷情報センター」を設置して海氷の分布状況を集約、分析・整理して海氷情報として船舶等に提供しています。

海氷情報センターは、昭和45年（1970年）3月に択捉島の単冠（ひとかっぷ）湾にて発生した漁船の集団海氷海難を契機に同年

12月に開設されたもので、今シーズンで50年目を迎えます。これを記念して下記のとおり講演会・パネル展示を開催することとし

ました。

■申込み
定員300名、入場無料、申込制、先着順（どなたでも聴講いただけます）
第一管区海上保安本部海洋情報部まで、お住まいの市町村、氏名、職業、電話またはメールアドレスをお知らせください。
※当日でもお席があれば聴講可能ですが、なるべく事前にお申し込みください。
tel :  0134 - 27 - 0118 (ex:2513)
fax :  0134 - 27 - 6190
adress : 〒047-8560 小樽市港町５番２号 小樽地方合同庁舎
internet : お問い合わせはこちらから

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN1/drift_ice/ice_koen.html


