
防災・減災シンポジウム 2021 

～いのちとくらしをまもる防災・減災～ 

防災・減災に関するシンポジウムを下記日時に開催いたし

ます。国土交通省、大阪府などからの４講演とパネルディス

カッションで、防災・減災の取組みと将来展望について広い

視点から議論したいと思います。技術者のみならず、一般市

民の方々並びに地方自治体関係者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。 

1．日時：2021 年 11 月 20 日（土）13 時～17 時 

2．会場：大阪科学技術センター（大阪科学技術館） 

8 階 小ホール 

3．参加費：500 円（テキスト代） 

4．申込方法：必要事項ご記入の上、下記へメール 

または FAX にてお願いします。 

5．主催：公益社団法人 大阪技術振興協会 

後援：公益社団法人 日本技術士会 近畿本部 

一般財団法人 大阪科学技術センター 

必要な方に CPD 参加票を発行します。 

大阪技術振興協会 科学・技術普及委員会 事務局 大 森 宛 

E-mail: 504@otpea.or.jp FAX: 06-6444-4818 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊申 込 書＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

令和 3 年  月  日 

フリガナ 

お 名 前 

 
勤務先等 

 CPD  
参加票 

E-mail または
電話番号 

 
要・不要 

 

フリガナ 

お 名 前 

 
勤務先等 

 CPD  
参加票 

E-mail または
電話番号 

 
要・不要 

申込締切：2021 年 11 月 10 日（月）17 時／定員 40 名・お申し込みください!! 



◆当日の講演プログラム 

時 間 内 容 講 師 他 

13:00～13:10 開会あいさつ 
公益社団法人 大阪技術振興協会 

      理事長 亀尾 恭司（技術士） 

13:10～14:00 
基調講演             

「近畿地方整備局における防災対策」 

国土交通省 近畿地方整備局  

総括防災調整官  久内 伸夫 氏 

14:00～14:50 

講演１ 

「感染症を含めた顕在・潜在化リスク 

における大阪府の対応」 

大阪府 政策企画部 危機管理室 

室 長  小池 重一 氏 

14:50～15:05 休 憩（15 分） 

15:05～15:25 
講演２ 

「これからの市民の防災活動と士業連携」 

公益社団法人 日本技術士会 近畿本部  

防災支援委員会 

 委員長 森川 勝仁 氏（技術士） 

15:25～15:45 
講演３ 

「災害発生と情報発出の課題」 

公益社団法人 大阪技術振興協会 顧問 

災害対応本部 

副本部長 油谷 進介（技術士） 

15:50～16:50 

パネルディスカッション 

討論テーマ：(1)災害に備えるタイムラインの 

活用について 

(2)「災害発生時にいつ、だれが、何をする 

か」について考える 

(3)複合災害対策について      他 

コーディネーター：大阪技術振興協会 

特別顧問 小河 保之 

パネラー：国土交通省    久内 伸夫 氏 

     大阪府      小池 重一 氏 

     日本技術士会   森川 勝仁 氏 

     大阪技術振興協会 油谷 進介 

16:50~17:00 閉会あいさつ 
公益社団法人 大阪技術振興協会 

専務理事 吉田 邦晃（技術士） 

 

 

〒550-0004　大阪市西区靭本町1丁目8-4

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

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

講演会場地図 



防災・減災シンポジウム 2021 

～いのちとくらしをまもる防災・減災～ 

基調講演 「近畿地方整備局における防災対策」 

久内 伸夫（ひさうち のぶお）氏  国土交通省近畿地方整備局 総括防災調整官  

【講師略歴】 

・昭和６２年４月国土交通省近畿地方整備局入省 

・平成２３年４月近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所 管理課長 

・平成２５年４月   〃   淀川河川事務所 副所長 

・平成２７年４月大臣官房技術調査課 課長補佐 

・平成２９年４月近畿地方整備局福知山河川国道事務所 所長 

・平成３１年４月   〃   河川部河川情報管理官 

・令和３年４月    〃   総括防災調整官（現職） 

防災に関する経歴 

  ・平成２３年 紀伊半島大水害：紀の川ダム統合管理事務所所管ダム操作等に従事 

・平成２５年 台風１８号：淀川河川事務所管内の出水対応 

・平成３１年 ７月豪雨：福知山河川事務所管内の出水対応    など 

 講 演１ 「感染症を含めた顕在・潜在化リスクにおける大阪府の対応」 

小池 重一（こいけ しげかず） 氏  大阪府政策企画部 危機管理室長    

【講師略歴】 

・平成元(1989)年                大阪府入庁 

・平成 26(2014)年～平成 27(2015)年    政策企画部戦略事業室空港・インフラ課参事 

・平成 28(2016)年             都市整備部河川室河川整備課参事 

・平成 29 年(2017)年 ～平成 30(2018)年  都市整備部河川室河川環境課長 

・令和元(2019)年                 都市整備部池田土木事務所長 

・令和 2(2020)年～              政策企画部 危機管理室長（現職）  

※主に、河川行政、防災・危機管理等の大阪府業務に従事 

講 演２ 「これからの市民の防災活動と士業連携」 

森川 勝仁（もりかわ かつひと）氏   

公益社団法人日本技術士会近畿本部防災支援委員会委員長 技術士（建設，総合技術監理部門） 

【講師略歴】 

・所属・役職 株式会社アーバンパイオニア設計 代表取締役 

協同組合 土木設計センター 理事長 

一般社団法人 木橋技術協会 理事 

NPO 法人 シビルまちづくりステーション 副理事長兼西日本支部長 

さんだ防災リーダーの会，大阪市北区地域防災リーダー など 

・防災に関する経歴 

    阪神淡路大震災で勤務先の神戸事務所が全壊にあい，その後神戸市内の橋梁などの点検および復旧

設計に従事。その後各地で発生した災害の調査やボランティア活動に参加。特に，東日本大震災時は

発生 2 週間後から個別避難所への救援物資搬入活動や多賀城市の幼稚園の復興支援活動に参加。 



講 演３ 「災害発生と情報発出の課題」 

油谷 進介（あぶらたに しんすけ） 公益社団法人大阪技術振興協会 顧問， 

災害対応本部副本部長  技術士（建設，総合技術監理部門） 

【講師略歴】 

・昭和 46(1971)年              運輸省入省 

・平成 6(1994)年～平成 7(1995)年   第四港湾建設局下関調査設計事務所長 

・平成 7(1995)年～平成 9(1997)年  （兵庫県出向）大阪湾広域臨海環境整備センター常務理事 

・平成 9(1997)年           中央復建コンサルタンツ株式会社入社（取締役） 

・平成 19(2007)年～平成 22(2010)年 同上常務取締役（特別顧問） 

・平成 26(2014)年             同上退社、技術士事務所 みなとの技術サポート 代表 

                 公益社団法人大阪技術振興協会入会 

※主に、港湾の調査・計画・設計・施工の他、協会にて土木施設の工事技術調査に従事 

パネルディスカッション 「いのちとくらしをまもる防災・減災」 

【コーディネーター】 

小河 保之（おがわ やすゆき） 公益社団法人大阪技術振興協会 特別顧問 

【略 歴】 

・昭和 44(1969)年                   大阪府入庁 

・平成 15(2003)年                   大阪府土木部長 

・平成 17(2005)年                   大阪府危機監理監 

・平成 19(2007)年                   大阪府退職 

・平成 19(2007)年～平成 27(2015)年  大阪府副知事（2 期 8 年） 

・平成 28(2016)年～                 特定非営利活動法人環境防災総合政策研究機構 理事（現職） 

・平成 31(2019)年～                 公益社団法人大阪技術振興協会 特別顧問 

・令和 2(2020)年～                  公益社団法人土木学会 副会長 

【パネラー】 

久内 伸夫（ひさうち のぶお）氏  国土交通省近畿地方整備局 

小池 重一（こいけ しげかず） 氏  大阪府政策企画部 

森川 勝仁（もりかわ かつひと）氏 公益社団法人日本技術士会近畿本部 

油谷 進介（あぶらたに しんすけ） 公益社団法人大阪技術振興協会 


