
令和5年度　出前講座一覧<防災>
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下水道研究部
下水道研究室
室長

吉田　敏章

下水道研究部
下水道研究室
主任研究官

松浦　達郎

河川研究部
大規模河川構造部研究室
室長

櫻井　寿之

河川研究部
大規模河川構造部研究室
主任研究官

金縄　健一

河川研究部
大規模河川構造部研究室
主任研究官

小堀　俊秀

土砂災害研究部
砂防研究室
室長

山越 隆雄

土砂災害研究部
砂防研究室
主任研究官

竹下　航

土砂災害研究部
砂防研究室
研究官

西脇　彩人

道路交通研究部
道路環境研究室　室長

橋本　浩良

道路交通研究部
道路環境研究室　主任研究官

布施　純

道路交通研究部
道路環境研究室　主任研究官

根津　佳樹

道路交通研究部
道路環境研究室　室長

橋本　浩良

道路交通研究部
道路環境研究室　主任研究官

根津　佳樹

道路交通研究部
道路環境研究室　研究官

大河内　恵子

20

大規模災害を想定した事前演習

大規模地震災害等、低頻度、大規模災害の発生は、様々なインフラに甚大な被害を
与え、人命のみならず社会経済活動にも大きな損失が生じる危険性を有しています。
そのため各行政機関は、自らが管理するエリアにおいて大規模災害による被害を事
前に想定し、緊急活動計画の立案、計画等を実施しておくことが有用です。
本講座では、実際の大規模災害事例をもとに被害規模や内容を想定、それが、社会・
経済活動等に与える影響を考慮した、復旧計画等を検討する方法の一例を紹介する
とともに、実際にこの方法を用いて受講者と演習を行います。

道路構造物研究部
道路地震防災研究室
主任研究官

長屋　和宏 行政関係者 全国 パソコン用プロジェクタ

3

まちを浸水から守るには－下水道の役割

下水道は家庭や工場から排出された下水をきれいに処理するだけでなく、まちを浸水
から守る役割を果たしています。
さまざまな実例を紹介しながら、まちを浸水から守るにはどうしたらよいか意見交換を
します。

小学校高学年から
一般社会人

全国 パソコン用プロジェクタ

7
土砂災害に遭わないために

土砂災害とは、土砂災害に遭わないためには、あるいは土砂対策にはどのようなもの
があるか、等について分かりやすく説明します。

一般社会人、行政担当お
よび小学生（高学年）～大
学生

全国 〇
パソコン用プロジェクタおよ
びオンライン通信可能機材

6

ダムの役割

山の中に佇む巨大な構造物、ダム。
ダムは、洪水の調節や、水道水の供給等で重要な役割を果たしています。
本講座では、ダム型式、機能や活用等の基本情報の他、どのようにダムを維持管理
しているか等のダムの内側をわかりやすく解説します。

小学生高学年から大学生 全国 ○ パソコン用プロジェクタ

15

安全・安心、賑わい、自然環境など多様なニーズに応える道路空間形成

歩行者、自転車、自動車、沿道地域、自治体からの多様なニーズに応える道路空間
形成の取組が行われています。本出前講座では、令和2年2月に創設された歩行者利
便増進道路の指定制度（ほこみち）や令和4年3月に国土交通省から公表された多様
なニーズに応える道路のガイドラインの概要を紹介するとともに、多様なニーズに応
える道路空間の再編、道路空間におけるグリーンインフラの導入を支える技術を解説
します。

大学生から
一般社会人
行政担当者

全国 ○ パソコン用プロジェクタ

14

無電柱化の低コスト化・スピードアップに向けて

国土交通省では、「防災」、「安全・円滑な交通確保」、「景観形成・観光振興」の観点
から無電柱化を推進しています。 無電柱化による効果、低コスト化やスピードアップ
のための技術、合意形成の進め方、国内・海外事例等を紹介します。

小学校高学年から
一般社会人
行政担当者

全国 ○ パソコン用プロジェクタ
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21

災害から身を守るために

今後発生が予測される首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の地震災害や様々な
災害に遭わないようにするための備えなどについて、紹介します。講座では、近年に
発生した災害事例や備えるべき災害、国土交通省の取り組みなどもご紹介します。
小・中学校における防災単元（防災マップなど）やゲームを使った児童・生徒を対象と
した講座、学校の先生や地域の方々を対象とした講習会等にも対応します。【つくば
科学教育マイスター】

道路構造物研究部
道路地震防災研究室
主任研究官

長屋　和宏 小学生から一般社会人 全国 パソコン用プロジェクタ

23

長持ちで安全・快適な木造住宅を建てるために

　国総研、大学、住宅検査機関、住宅メーカー団体、専門工事業団体、材料メーカー
団体など産学官による24機関が参画して、木造住宅の耐久性について5年間にわた
り横断的に協議した研究成果（国総研資料第975号）の中から、主に【住まい手向けガ
イドライン】について紹介します。
　今回は、将来、木造住宅の建設や改修を予定している方などを対象として、長期に
わたる安全・快適な住宅を構築して頂くため、「耐久性の確保」、「各種制度と情報の
活用」、「防災」、「耐久性評価ツール」など、具体的な対応策について判りやすく解説
します。

建築研究部
構造基準研究室
研究官

宮村　雅史
大学生、一般市民、建設業
関係者、行政関係者

関東周辺
（参加人数が
多い場合は
全国でも可、
応相談）

○ パソコン用プロジェクタ

27

大規模災害時の住まいの復興

南海トラフ地震、首都直下地震などの広域、大規模災害が発生が懸念されています。
本講座では、大規模災害時における住まいの復興について、応急仮設住宅、災害公
営住宅を中心に、高齢者支援などの観点も含め、検討事例などを基に紹介します。

建築研究部
建築研究部長

長谷川　洋
小学生～一般社会人、
行政関係者など

全国 ○ パソコン用プロジェクタ

28

今日から出来るエコ活動　〜住宅・ビルの省エネルギー化について考える〜

住宅やビルにはエアコンや照明等があり、これらは沢山のエネルギーを使います。し
かし、日々の生活において、何にどの程度のエネルギーが使われているかを意識す
ることはあまりありません。この講義では、そもそもエネルギーとは何でどこから来て
いるのか、実際の住宅やビルにおいてどのようにエネルギーが使われているか、省エ
ネルギー化（エコ活動）のためには何をすればよいかをクイズ形式で学びます。

住宅研究部
建築環境研究室
主任研究官

宮田　征門 小学生から一般市民 全国 パソコン用プロジェクタ

30

建て替えられない状況を改善する　～まちづくり誘導手法による密集市街地整備～

密集市街地の街区内部（アン）は狭隘道路と狭小敷地で構成されているため、建築物
を建て替えようとすると建築基準法の集団規定（接道義務、道路斜線制限、建ぺい率
制限等）に適合させることが困難な場合が多く見られ、結果的に建て替えが進みにく
いケースも見受けられます。しかし、街並み誘導型地区計画、建ぺい率特例許可、連
担建築物設計制度等の各種のまちづくり誘導手法を活用した建築物の建て替え誘
導、促進に取り組み、地区の防災性向上に効果を上げている例があります。本講座
では、密集市街地において、まちづくり誘導手法を活用して建て替えを促進する方法
について、具体事例を交えつつ紹介します。

都市研究部
都市計画研究室
室長

勝又　済 行政関係者 全国 ○

パソコン用プロジェクタ

参考資料：国総研資料
No.1076『密集市街地整備の
ための集団規定の運用ガイ
ドブック　～まちづくり誘導手
法を用いた建替え促進のた
めに～【令和元年６月改定
版】』
(（国総研ＨＰ
http://www.nilim.go.jp/lab/b
cg/siryou/tnn/tnn1076.htm
）からダウンロード可）

31

密集市街地のまちづくり

我が国には地震時等に著しく危険な密集市街地が全国で約2,200ha（令和2年）存在
し、これらを令和12年に概ね解消することが新たな「住生活基本計画（全国計画）」（令
和3年3月19日閣議決定）の目標に掲げられています。本講座では、密集市街地は何
が問題なのか、どのような地域に分布しているのか、どのような特徴があるのか等、
密集市街地の実態について解説するとともに、問題を解決するためのまちづくり方策
について、実際の取り組み事例を交えつつ紹介します。

都市研究部
都市計画研究室
室長

勝又　済 大学生、一般市民 全国 ○ パソコン用プロジェクタ
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34

携帯型情報端末を使った応急危険度判定支援

地震後の二次被害を軽減するため、応急危険度判定は重要な役割を担っています。
大規模地震後の判定活動において調査表入力を支援するための「応急危険度判定
支援ツール」の使用方法と、判定結果を迅速に集計・地図化する方法を紹介します。

都市研究部
都市開発研究室
室長

石井　儀光
行政関係者
建築士

全国 ○ パソコン用プロジェクタ

41

都市の防災性を高める都市公園（防災公園）の整備・管理

私たちの身の回りにある都市公園は、平常時は休息やレクリエーションの場などに利
用されていますが、地震等の災害時には被害の軽減や避難、救援、復旧・復興活動
の場などとして機能を発揮します。その一方、このような機能を十分に発揮させるに
は、整備・管理それぞれの面における工夫や注意が必要です。このことについて、実
際に発生した災害時にみられた例も紹介しながら、具体的な説明を行います。
当室が地域の防災力向上に役立つよう市民 向けに作成した「身近な公園　防災使い
こなしブック」の内容も紹介します。

社会資本マネジメント研究センター
緑化生態研究室
室長

松本　浩 中学生から一般社会人
行政関係者

全国 ○ パソコン用プロジェクタ

42
海岸の災害について

台風時の高潮や高波、地震の際の津波、海岸の浸食など、沿岸で起きる災害につい
て、どうして被害が起きるのか、対策はどうなっているのか、等について紹介します。

港湾・沿岸海洋研究部
港湾・沿岸防災研究室
室長

本多　和彦 小学生以上 全国 ○ パソコン用プロジェクタ


