【一般参加者の募集案内】
【技術士が語る科学技術基礎講座】

私たちは、「災害列島」と呼ばれるこの国で暮らしています。災害に備えるには、その災害
について正しく理解しイメージできることが重要です。災害時のことを予測し、それに対して
しっかり対策を行うことで、被害を最小限にとどめられます。
大阪技術振興協会は、公益社団法人の立場を踏まえ、科学技術の普及のため技術者のみなら
ず、一般市民の方々に向けて科学技術基礎講座を開講することになりました。防災に関する最
新の研究や、そのメカニズムなどを専門の技術士が分かり易く、講義します。
６つの講義を２日に分けて開催します。講義内容は各々独立しております。ご関心のある
方々の奮ってのご参加をお待ちしております。
※開催にあたりコロナ対策を徹底して実施いたします。なお、コロナ感染が拡大し非常事態宣言等
が発出された場合、本講座を中止する場合があります。

◆ 講座Ⅰ（1日目）
1．日時：2023年2月18日（土）13時～16時30分
2．会場：大阪科学技術センター703号室
3．参加募集：20名

◆ 講座Ⅱ（2日目）
1．日時：2023年2月25日（土）13時～16時30分
2．会場：大阪科学技術センター703号室
3．参加募集：20名

◆ 申込方法等
1．参加費：講座Ⅰ，Ⅱとも各1,000円。ただし、ⅠⅡ両方受講者は併せて1,800円
2．申込方法：必要事項ご記入の上、下記メールアドレスまたはFAXにてお願いします。
〒550-0004 大阪市西区靭本町1-8-4 公益社団法人 大阪技術振興協会

FAX：06-6444-4818（電話:06-6444-4798）
E-mail：504＠otpea.or.jp
科学技術基礎講座実行事務局

大森、田中宛

◆ 申込締切日
講座Ⅰ:2023年2月13日(月)17時、講座Ⅱ:2023年2月20日(月)17時
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 申 込 書 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

FAX：06-6444-4818
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お名前
申込講座
その他
要望事項

2023年

月

日

勤務先等

CPD
参加証

E-mailまた
は電話番号

要・否

講座Ⅰのみ， 講座Ⅱのみ， 講座ⅠⅡ両方

（いずれか〇で囲む）

◆講座Ⅰプログラム

1日目

2月18日（土）

時間

内容

講師他

13：00～13：10

開講挨拶

公益社団法人大阪技術振興協会
科学・技術普及委員長：奥村 勝

13：10～14：10

講義１「我が国の防災体制と
防災情報について」

川村 幸男
技術士（建設部門）

14：10～15：10

講義２「地震・津波への
防災・減災対策」

西本 和正
技術士（建設，総合技術監理部門）

15：10～15：20

休憩

15：20～16：20

講義３「水害について」

芦田 義則
技術士（建設，総合技術監理部門）

16：20～16：30

事務連絡他

事務局

◆講座Ⅱプログラム

2日目

2月25日（土）

時間

内容

講師他

13：00～13：10

開講挨拶

公益社団法人大阪技術振興協会
科学・技術普及委員長：奥村 勝

13：10～14：10

講義１「近年の土砂災害と
その対応」

木越 正司
技術士（建設部門）

14：10～15：10

講義２「大規模火災について」

安田 稔
技術士（化学部門）

15：10～15：20

休憩

15：20～16：20

講義３「『防災訓練』と
『緊急救助技術』」

前田 二三夫
技術士（建設，総合技術監理部門）

16：20～16：30

事務連絡他

事務局

講 義 会 場 地 図
〒550-0004

大阪市西区靭本町1丁目8-4
大阪科学技術センタービル504号

TEL 06-6444-4798

FAX 06-6444-4818

E-mail：504@otpea.or.jp

うつぼ公園 北東カド
最寄り駅より
●Osaka Metro四つ橋線本町駅下車28号出口
北へ徒歩約3分
●Osaka Metro四つ橋線肥後橋駅下車7号出口
南へ徒歩約5分
●Osaka Metro御堂筋線本町駅下車2号出口
西へ徒歩約7分
●京阪中之島線渡辺橋駅下車5号出口 南へ徒歩約11分

講座概要および講師プロフィール
講座Ⅰ（1日目：2月18日（土））
講義1．「我が国の防災体制と防災情報について」
講師：川村 幸男 技術士（建設部門）
講義概要：日本における自然災害への国・自治体等の対応について紹介する。
初めに、我が国における災害対策に関する法制度の概要と自治体の対応について、さらに、
現在進められている防災対策の指針となっている国土強靭化計画について説明する。
次に、災害に関する防災気象情報や、平常・災害発生時に自治体、気象庁等から発出される
警戒情報等とその対応について説明する。
講師略歴：昭和58（1983）年 3月
京都大学大学院工学研究科交通土木専攻 卒業
昭和58（1983）年 4月
大阪市役所 入所
平成30（2018）年 3月
同 上
定年退職
平成31（2019）年 4月
(公社）大阪技術振興協会 入会
防災・減災との関わり：大阪市建設局で道路・橋梁・河川・下水に係る地震・水害対策等各種防災・減災
業務に従事、その後、危機管理室で大阪市地域防災計画の修正、大阪市地域強靭化計画の策定を行っ
た。
保有資格：技術士（建設）・公共工事品質確保技術者（一）

講義2．「地震・津波への防災・減災対策」
講師：西本 和正 技術士（建設，総合技術監理部門）
講義概要：わが国では、これまで、異常気象による風水害や大規模地震の発生による様々な被害
を経験しており、その中で、長年、官民を問わず、その防災・減災対策について、多面的な
見地から取り組んでいる。本講では、特に地震・津波ついて、その基本的なメカニズムを
学び、これまでの発生状況を知り、それらに対する予測手法や対策について再確認した上で、
これからの地震・津波災害への防災・減災対策を展望する。
講師略歴：昭和53（1978）年 3月
関西大学大学院工学研究科（土木工学専攻）修了
昭和53（1978）年 4月
大津市役所 入所
平成24（2012）年 3月
大津市役所 定年退職
平成24（2012）年 4月
大津市監査委員事務局 書記（工事監査総括） 採用
平成29（2017）年 3月
大津市監査委員事務局 退職
平成29（2017）年 4月
西本技術士事務所 開設、 (公社）大阪技術振興協会 入会
防災・減災との関わり：全ては阪神淡路大震災の被災地支援から始まる。発災後、心ひとつになる多くの
職員と被災地に向かった。被災された皆さんとの交流も大きかったと思う。
現在も「まちづくりと防災・減災」について、活動や研究に取り組んでいる。
保有資格：技術士（建設、総監）・一級土木施工管理技士・下水道検定（第1種）
・被災建築物応急危険度判定士・被災宅地危険度判定士（滋賀県）

講義3．「水害について」
講師：芦田 義則 技術士（建設，総合技術監理部門）
講義概要：地球温暖化の影響もあり、記録的な大雨が全国各地で発生し、洪水災害が頻発してい
る。このような状況を踏まえ、近年の水害事例とその教訓を紹介する。次に、水害発生
のメカニズムを紹介した後、近年の降雨の変化を紹介した上で、水害にどのように対応する
かについて説明し、特に、これからの水害対策として打ち出されている流域治水につい
て解説する。
講師略歴：昭和53（1978）年 3月
大阪大学大学院工学専攻修士修了（土木工学）
昭和53（1978）年 4月
建設省 入省
平成20（2008）年 7月
国土交通省 退職
平成25（2013）年 4月 （公社）大阪技術振興協会 入会
防災・減災との関わり：国土交通省（建設省）では、河川やダム事業に従事してきた。阪神淡路大震災で
は、救援活動を支援した他、河川、道路の災害対策にも携わった。大阪技術振興協会では、地方公共
団体の監査に関する技術調査、技術士育成講座の講師などを担当している。
保有資格：技術士（建設，総監）・土木学会上級技術者（施工・マネジメント）・ＶＥリーダー

講座Ⅱ（2日目：2月25日（土））
講義1．「近年の土砂災害とその対応」
講師：木越 正司 技術士（建設部門）
講義概要：日本国土面積の約70％は山地であり、地質は他国より複雑で、多くの断層や火山を抱
えている。また、年平均降水量は1,700ｍｍ以上で世界平均の約2倍であると共に、台風や梅
雨による豪雨など土砂災害となる誘因も数多い。近年では、いかにして災害を未然に防止す
ることが可能となる対策技術や避難誘導等の方策が求められている。本講座ではこのような
土砂災害に関する対応について解説する。
講師略歴：昭和44（1969）年 3月 名古屋工業大学土木工学科 卒業
昭和44（1969）年 4月 株式会社藤田組（現フジタ）入社
昭和58（1983）年 4月 (社）大阪技術振興協会 入会
平成 6 （1994）年 3月 株式会社フジタ 退社、同年4月 木越技術士事務所 開設
平成 8 （1996）年 2月 株式会社相建エンジニアリング 設立
防災・減災との関わり：斜面災害を中心とした防災対策について多くの論文を発表してきた。とりわけ神
戸層群の斜面崩壊に新たな知見を得て学位論文にもつながっている。斜面崩壊を防止する新工法を開
発し各地で採用されると共に、 台湾新幹線他の斜面対策にも採用され国内外での防災・減災に貢献し
ている。
保有資格：技術士（建設）・博士（工学）神戸大学・一級土木施工管理技士・測量士

講義2．「大規模火災について」
講師：安田 稔 技術士（化学部門）
講義概要：近年、建築基準法や消防法の改正により、大火と言える火災の発生はほとんどなく
なっているが、北九州市の旦過市場の2度の火災や雑居ビルの火災など市街地の火災は毎年
発生している。また、倉庫火災や工場火災、自然災害による火災も増加傾向にあると思わ
れる。燃焼の基礎と、火災事故事例の紹介、その対策について説明する。
講師略歴：昭和46（1971）年 3月 大阪大学大学院基礎工学研究科化学系(化学工学) 修了
昭和46（1971）年 4月 住友化学株式会社 入社
平成 6 （1994）年 7月 ダイトーケミックス株式会社 出向・転職
平成18（2006）年 3月 同社 退職、同年4月 大幸工業株式会社 入社
平成21（2009）年 3月 安田技術士事務所設立
平成21（2009）年 5月 (社）大阪技術振興協会 入会
平成23（2011）年10月 大幸工業株式会社定年退職
防災・減災との関わり：近畿化学協会「安全研究会」会員・事故事例研究
日本化学会近畿支部「化学安全講習会」講師
大阪市大工学部化学バイオ工学科「安全工学概論」非常勤および阪大基礎工化学
応用科学科「安全工学」非常勤講師
保有資格：技術士(化学)・エネルギー管理士・公害防止管理者(大気I種,水質I種)・高圧ガス甲種機械, 1冷
・危険物甲種・消防設備士甲種（1,2,3類）・第1種衛生管理者

講義3．「『防災訓練』と『緊急救助技術』」
講師：前田 二三夫 技術士（建設，総合技術監理部門）
講義概要：近年、様々な災害の激甚化が懸念されるなか、災害から私たちの生命や暮らしを守
るうえで地域防災力を一層高めていくことが重要になっている。この地域防災力を高める
ためには防災訓練の実施と緊急救助技術を身につけることが求められている。
講義では、防災訓練ついて、例をあげて説明する。また、災害時に、負傷者などの救出や
応急手当を迅速に行うことができるよう、緊急救助技術の方法を説明する。
講師略歴：昭和48（1973）年 3月 神戸大学工学部土木工学科 卒業
昭和48（1973）年 4月 株式会社 錢高組 入社
平成17（2005）年10月 株式会社 錢高組 選択定年退職、株式会社 前川建設 入社
平成27（2015）年 8月 株式会社 前川建設 定年退職
平成29（2017）年11月 (公社）大阪技術振興協会 入会
平成30（2018）年 1月 前田技術士事務所 開設、同年 2月 有限会社 ヤマニシ 入社
防災・減災との関わり：平成28年度の「兵庫防災リーダー講座」を受講し、平成29年5月に防災士としての
認証を得た。大阪技術振興協会では、協会誌や受託業務部会において、防災に関する広報活動を行っ
ている。
保有資格：技術士（建設，総監）・防災士

