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NEW！ 2022.4.1時点

分類１ 分類２ 講座名 概要 講義時間 主な対象者 WEB対応 出前範囲 所属 講師名 備考

20 環境 道路 道路環境対策について 道路環境対策の事例紹介。 ６０分 一般 可 近畿地方整備局管内 道路部
計画調整課長

計画調整課長補佐

21 環境 道路
道路事業における環境アセスメン
トについて

環境影響評価法に基づく道路に関する
環境影響評価の実施について。

６０分 行政関係者 可 近畿地方整備局管内 道路部
計画調整課長

計画調整課長補佐

22 環境 道路
みんなで作ろう快適都市・大阪
～沿道環境改善事業～

騒音・振動・排気ガス。道路ができると便
利になる一方で、沿道環境を悪化させる
おそれもある。このことを説明した上で、
大阪国道事務所が取り組んでいる沿道
環境改善事業を紹介し、みんなで沿道
環境について考える。

４０分 小・中学生 不可 大阪府域 大阪国道事務所 事業対策官

23 環境 道路
北近畿豊岡自動車道の整備効果
について

北近畿豊岡自動車道の整備状況とそれ
に伴う効果について説明します。

６０分 全ての層 可 豊岡河川国道事務所管内 豊岡河川国道事務所 計画課長

24 環境 道路 道路環境について
道路環境について、事例をまじえた紹
介。
（ビデオ使用）

６０分
一般

小学生
可 国道43号沿線 兵庫国道事務所 計画課 保全対策官

60 管理 道路 道路の成立と道路の管理について
道路法上の道路はどの様な手続きを経
て成立するのか。また道路の管理につ
いて解説。

６０分 行政関係者 可 近畿地方整備局管内 道路部 路政課

61 管理 道路 特殊車両通行許可制度について
「特殊な車両」や特殊車両通行に関する
制度、申請方法等についてお話ししま
す。

６０分

一般
運送業界
関係者

行政関係者

可 近畿地方整備局管内 道路部
交通対策課長

道路構造保全官

62 管理 道路 橋の保全・維持管理
管内における橋梁の現状と保全の取り
組みについて、公表している長寿命化計
画を活用しながら、分かりやすく説明。

３０～６０分 一般 不可 福井河川国道事務所管内 福井河川国道事務所 道路管理課長

63 管理 道路 「みち」について
道と生活のつながりや道路の管理につ
いてお話しします。

６０分 小・中学生 不可
福知山河川国道事務所管
内

福知山河川国道事務所
計画課

計画係長、企画係員

64 管理 道路 まちと心のバリアフリー

安全に道路を利用してもらうために、事
故が起こりやすいところや歩く人のため
の道づくりなどを紹介し、歩く人の立場に
立った実習（視覚障害者、車イスを利用
する方）を行います。

３０～６０分 小学生 不可
大阪府域
(近畿技術事務所構内)

大阪国道事務所 事業対策官

65 管理 道路 道路の管理
道路の維持修繕や道路の交通安全の
取り組み、道路の占用と許可についてお
話しします。

３０～４０分 全ての層 可 豊岡河川国道事務所管内 豊岡河川国道事務所 道路管理課長

66 管理 道路
道路の維持管理と冬季における交
通確保について

国道９号、北近畿豊岡自動車道の維持
管理や冬季交通の現状と管理体制、今
後の冬季交通確保（情報化社会）に向け
た取り組みについてお話しします。

３０～４０分 全ての層 可 豊岡河川国道事務所管内 豊岡河川国道事務所 道路管理課長

67 管理 道路 道路を広く美しく安全に

道路の維持管理、道路利用者への約束
事やお願い(ゴミ捨て禁止、荷物の落下
防止、占用や特殊車両など)、道路愛護
活動(ボランティアサポート)の紹介など。

４０分 全ての層 不可 奈良国道事務所管内 奈良国道事務所 管理第一課長

68 管理 道路
総合学習　紀南の道の維持管理
について

総合的な学習の時間で道路について学
んだことをさらに深めてもらうため、紀南
の道路の維持管理について説明。

３０分 小・中学生 不可 紀南河川国道事務所管内 紀南河川国道事務所 道路管理課長、建設専門官

69 管理 道路 道路の老朽化へのとりくみ

老朽化した橋や道路構造物の現状、点
検の方法、強靱化対策などへの取り組
みについて説明

３０～６０分 一般 可 滋賀国道事務所管内 滋賀国道事務所 道路管理二課長

70 管理 道路 道路の維持管理について
国道９号、27号の維持管理や冬季交通
の現状と管理体制に向けた取り組みに
ついてお話しします。

３０～４０分 全ての層 可
福知山河川国道事務所管
内

福知山河川国道事務所 道路管理課長

71 管理 道路
風景街道（丹後半島ロマン街道）
について

風景街道（丹後半島ロマン街道）及び管
内道の駅の状況についてPRします。

３０～４０分 全ての層 不可
福知山河川国道事務所管
内

福知山河川国道事務所
計画課

企画係長、企画係員

72 管理 道路 道路橋の定期点検

道路法の改定に伴い、道路橋の定期点
検が全管理者に義務付けされました。点
検に関する基本知識や視点などを、分
かり易く説明します。

６０分 行政関係者 可 近畿地方整備局管内
近畿道路メンテナンスセ

ンター
技術課長、保全対策官

73 管理 道路 道路トンネルの定期点検

道路法の改定に伴い、道路トンネルの
定期点検が全管理者に義務付けされま
した。点検に関する基本知識や視点など
を、分かり易く説明します。

６０分 行政関係者 可 近畿地方整備局管内
近畿道路メンテナンスセ

ンター
技術課長、保全対策官

74 管理 道路
道路施設の老朽化対策
（道路インフラメンテナンス）

道路施設の老朽化に関する現状と対策
等について、最近の動向を含めご紹介し
ます。

６０分 全ての層 可 近畿地方整備局管内
近畿道路メンテナンスセ

ンター
技術課長、保全対策官

75 管理 道路 橋のしくみを学んでみよう！
模型等を用いた実験により、橋のしくみ
について考える。

６０分 小学生 可 近畿地方整備局管内
近畿道路メンテナンスセ

ンター
技術課長、保全対策官

149 事業 道路 道路計画の概要について

道路の計画と整備の概要、道路法等の
関係法令、近畿地方の道路整備状況な
どを最近の道路行政の話題を交えて紹
介。

６０分
大学生
一般

行政関係者
可 近畿地方整備局管内 道路部

道路計画第一課長
道路計画第一課長補佐

150 事業 道路
近畿地方の道路交通の現状（全国
道路・街路交通情勢調査）につい
て

全国道路・街路交通情勢調査の変遷と
内容など、近畿地方の道路交通の現状
を解説。

６０分
一般

行政関係者
可 近畿地方整備局管内 道路部

道路計画第二課長
道路計画第二課長補佐

151 事業 道路 トンネルはこうして造られる
トンネル工事の設計・施工について工事
完成までの工程を説明。

６０分
小学生

～高校生
可 近畿地方整備局管内 道路部 道路工事課長補佐

152 事業 道路 橋はこうして造られる
橋梁工事の設計・施工について工事完
成までの工程を説明。

６０分
小学生

～高校生
可 近畿地方整備局管内 道路部 道路工事課長補佐

153 事業 道路 地下で活躍する共同溝 共同溝の事業紹介。 ６０分 小学生 可 近畿地方整備局管内 道路部
道路管理課長

道路管理課長補佐

154 事業 道路
電柱のない街並み
(無電柱化推進事業）

電線共同溝の整備など無電柱化の取り
組みの紹介。

６０分 小学生 可 近畿地方整備局管内 道路部
道路管理課長

道路管理課長補佐

155 事業 道路
高規格幹線道路
中部縦貫自動車道について

中部縦貫自動車道の計画概要、進捗状
況、整備効果などを紹介。（ＰＰ使用）

３０～６０分 全ての層 可 福井県内 福井河川国道事務所 事業対策官（工務第二課）

156 事業 道路
福井河川国道事務所の道路事業
の概要

福井河川国道事務所が所管する福井県
内の道路改築事業の概要説明。（ＰＰ使
用）

３０～６０分 全ての層 可 福井県内 福井河川国道事務所 副所長（道路 改築）

近畿地方整備局　出前講座　一覧表 （対象：道路・橋）
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近畿地方整備局　出前講座　一覧表 （対象：道路・橋）

157 事業 道路
福井河川国道事務所の管理事業
の概要

福井河川国道事務所で所管する国道８
号、２７号、１６１号、１５８号の管理事
業・災害対策（雪害含む）について紹介。

３０～６０分 全ての層 不可 福井河川国道事務所管内 福井河川国道事務所
副所長（道路 管理）

道路管理課長

158 事業 道路 滋賀国道事務所の事業概要 滋賀県内の道路事業について。 ６０分 全ての層 可 滋賀国道事務所管内 滋賀国道事務所 副所長

159 事業 道路 道路事業・計画について 道路事業全般にわたって説明。 ６０分 一般 可 滋賀国道事務所管内 滋賀国道事務所 計画課長

160 事業 道路 道路事業・計画・必要性について
京都北部地域における道路交通の状況
や道路整備の必要性について説明。

６０分
行政関係者

一般
不可

福知山河川国道事務所管
内

福知山河川国道事務所 計画課長

161 事業 道路
福知山河川国道事務所の事業概
要（主として道路事業）

国道９号・２７号・３１２号（大宮峰山道
路）について。

６０分
行政関係者

一般
不可

福知山河川国道事務所管
内

福知山河川国道事務所 副所長（道路）

162 事業 道路 道路事業と整備効果について 道路事業と整備効果について紹介。 ３０分
小学生（高）

～一般
可 京都国道事務所管内 京都国道事務所 計画課職員

163 事業 道路 無電柱化推進事業について
京都国道事務所管内で行われている電
線共同溝の整備など無電柱化の取り組
みの紹介。

３０分
小学生（低）

～一般
可 京都国道事務所管内 京都国道事務所 管理第二課職員

164 事業 道路 インフラの老朽化について
老朽化した橋や道路の現状、点検の方
法、強靱化対策など説明。

３０分
小学生（高）

～高校
可 京都国道事務所管内 京都国道事務所 管理第二課職員

165 事業 道路 浪速国道事務所の事業概要
清滝生駒道路、淀川左岸線延伸部、大
阪湾岸道路西伸部の事業概要、整備効
果等の説明。

３０～６０分
行政関係者

一般
可 浪速国道事務所管内 浪速国道事務所 副所長、計画課長

166 事業 道路 但馬地域の道づくり

道路整備の現状や課題と効果、但馬地
域の道路整備の現状、但馬地域に道路
が整備されることにより地域がどう変わ
るかお話しします。

６０分
行政関係者

一般
可 豊岡河川国道事務所管内 豊岡河川国道事務所 副所長（道路）

167 事業 道路 橋梁長寿命化について
兵庫県内の橋梁における長寿命化の取
り組みについて紹介。

６０分
行政関係者

一般
可 兵庫国道事務所管内 兵庫国道事務所

管理第二課長
専門職
修繕係

168 事業 道路 ひょうこくのしごと
兵庫国道事務所はどこで、どんなことを
行っているのか。

６０分
一般

小学生
（高学年）

可 兵庫国道事務所管内 兵庫国道事務所
計画課
専門官
企画係

169 事業 道路 兵庫国道事務所の事業概要
兵庫国道管内（国道２号、２８号４３号、
１７１号、１７５号、１７６号）の道路事業
について。

６０分 一般 可 兵庫国道事務所管内 兵庫国道事務所
計画課長
企画係

170 事業 道路 道路建設（みちづくり）
事業別または工種別に、道路建設の手
順や代表的な工法、整備効果など。

５０分 小・中学生 不可 奈良国道事務所管内 奈良国道事務所 工務課 職員

171 事業 道路
京奈和自動車道の整備効果につ
いて

京奈和道の整備状況、整備効果、今後
の課題など。

５０分 一般 不可 奈良国道事務所管内 奈良国道事務所 計画課 職員

172 事業 道路
道路改築事業について（国道42号
冷水拡幅・有田海南道路）

国道42号冷水拡幅、有田海南道路の地
域に与える効果や事業概要について。

３０分 全ての層 不可
和歌山河川国道事務所管
内

和歌山河川国道事務所 計画課長

173 事業 道路
和歌山河川国道事務所の事業概
要（道路関係）

和歌山河川国道事務所の道路関係の
事業に関しての事業概要について。

３０分 全ての層 不可
和歌山河川国道事務所管
内

和歌山河川国道事務所
事務所長、副所長

計画課長

174 事業 道路
道路事業におけるICT技術の推進
について

道路事業における生産性向上のための
ICT技術活用など、インフラDXの最近の
取組みを紹介します。

６０分
小学生

～高校生
不可

和歌山河川国道事務所管
内

和歌山河川国道事務所 係員（１～３年目）

175 事業 道路 無電柱化推進事業について
和歌山河川国道事務所における無電柱
化推進事業について紹介します。

３０分 全ての層 可
和歌山河川国道事務所管
内

和歌山河川国道事務所
道路管理第二課長

保全対策官
維持修繕係長

176 事業 道路 交通安全対策事業について
和歌山河川国道事務所における交通安
全対策事業について紹介します。

３０分 全ての層 可
和歌山河川国道事務所管
内

和歌山河川国道事務所
総括地域防災調整官

道路管理第二課

177 管理 道路 道路の老朽化対策について
和歌山河川国道事務所における道路構
造物の老朽化対策について紹介しま
す。

３０分 全ての層 可
和歌山河川国道事務所管
内

和歌山河川国道事務所
道路管理第二課長

保全対策官
維持修繕係長

178 防災 道路 道路啓開計画について
南海トラフ地震発災時における道路啓
開計画について紹介します。

３０分 全ての層 可
和歌山河川国道事務所管
内

和歌山河川国道事務所
道路管理第二課長

維持修繕係長

179 事業 道路
国道４２号紀南河川国道事務所管
内防災対策工事の紹介

国道４２号紀南河川国道事務所管内で
行われている防災対策工事の工種を紹
介。

６０分 全ての層 不可 紀南河川国道事務所管内 紀南河川国道事務所 道路管理課長

180 事業 道路
紀南地域における道路整備の効
果

新しい道路ができることによって、紀南
地域がどのように変わっていくのか、道
路整備が地域に与える効果について紹
介

３０分 全ての層 不可 紀南河川国道事務所管内 紀南河川国道事務所
工務第二課長
工務第三課長

182 事業 道路 橋梁・トンネルの仕組みについて
橋梁、トンネルの一般的な仕組み、紀南
管内の橋梁、トンネルを紹介。

３０～９０分
小学生

～高校生
不可 紀南河川国道事務所管内 紀南河川国道事務所 係員（１～３年目）

199 施策 道路
道路施設の老朽化対策
（道路インフラメンテナンス）

道路施設の老朽化に関する現状と対策
等について、最近の動向を含めご紹介し
ます。

６０分 全ての層 可 近畿地方整備局管内 道路部
道路保全企画官
道路構造保全官

200 施策 道路 公募型社会実験 公募型社会実験の事例紹介。 ６０分
一般

行政関係者
可 近畿地方整備局管内 道路部

道路計画第二課長
道路計画第二課長補佐

201 施策 道路
都市圏の道路交通円滑化につい
て

交通容量拡大策及び渋滞対策の切り札
としての環状道路の整備の効果並びに
社会実験の実施、ＴＤＭ、マルチモーダ
ルなどの道路交通施策について紹介。

６０分
一般

行政関係者
可 近畿地方整備局管内 道路部

道路計画第二課長
道路計画第二課長補佐

202 施策 道路 「道の駅」について
道の駅の機能や登録制度、第3ステージ
の取組等、最近の話題についてお話しし
ます。

３０分
一般

行政関係者
可 近畿地方整備局管内 道路部

交通対策課長
道路構造保全官

203 施策 道路 日本風景街道について
日本風景街道とは何か、近畿において
どのような取組がおこなわれているかお
話しします。

６０分
一般

行政関係者
可 近畿地方整備局管内 道路部

地域道路課長
地域道路課長補佐

計画係長

204 施策 道路 生活道路対策について
生活道路における速度低減対策（ビッグ
データを活用した交通安全対策）、情報
提供についてお話しします。

３０分
一般

行政関係者
可 近畿地方整備局管内 道路部

交通対策課長
交通対策課長補佐

交通対策・自転車活用推進係長
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205 施策 道路
安全で快適な自転車利用環境創
出ガイドラインについて

ガイドラインの改定（H28.7）内容、情報
提供についてお話しします。

３０分
一般

行政関係者
可 近畿地方整備局管内 道路部

交通対策課長
交通対策課長補佐

交通対策・自転車活用推進係長

206 施策 道路 ボランティアサポート
ボランティアサポートプログラムについ
て。

６０分
一般

行政関係者
可 滋賀国道事務所管内 滋賀国道事務所 管理第一課長

207 施策 道路 ＩＴＳについて
奈良国道で取り組んでいる高度道路交
通システム（ＩＴＳ）の整備状況等につい
て紹介。

６０分 全ての層 不可 奈良国道事務所管内 奈良国道事務所 管理第二課 職員

208 施策 道路 バスタプロジェクト
民間と連携した新たな交通結節点（バス
ターミナル等）に関する事例紹介・道路
法改正内容等について紹介。

６０分 行政関係者 可 近畿地方整備局管内 道路部
道路計画第二課長

道路計画第二課長補佐

209 施策 道路
「中山間地域における道の駅等を
拠点とした自動運転」について

自動運転の実証実験、実装の取組事
例、自動運転を補助する施設の道路空
間への整備の概要について、紹介しま
す。

３０分 行政関係者 可 近畿地方整備局管内 道路部
交通対策課長

道路構造保全官

210 施策 道路 「ほこみち」について
「歩行者利便増進道路」の概要、取組事
例について、紹介します。

３０分 行政関係者 可 近畿地方整備局管内 道路部
交通対策課長

道路構造保全官

247 防災 道路
滋賀国道事務所の災害支援・対応
について

滋賀国道事務所の災害時支援・災害対
策用車両について。

６０分
一般

行政関係者
可 滋賀国道事務所管内 滋賀国道事務所 防災情報課職員

248 防災 道路 安全で安心な道路を守る
災害や道路の被災事例の紹介、対策事
例の紹介など。

５０分
小学生

（低学年）
不可 奈良国道事務所管内 奈良国道事務所 管理第二課 職員


