
1/1

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

1 環境 共通 公共事業と環境アセスメント
環境影響評価法に基づく環境アセスメン
トの実施手順・方法・評価項目などを紹
介。

３０分 行政関係者 可 近畿地方整備局管内 企画部
環境調整官

企画課長補佐
事業評価係長

2 環境 共通
公共工事における景観アセスメン
ト（景観評価）システムの概要

国土交通省所管公共事業における景観
アセスメント（景観評価）システムの取組
について紹介。

３０分 行政関係者 可 近畿地方整備局管内 企画部
環境調整官

企画課長補佐
事業評価係長

3 環境 共通 琵琶湖・淀川流域圏の再生
くらしの中の水・水辺を勉強しよう！
～琵琶湖・淀川流域の水とくらし・環境
～

６０分
小学生

（高学年）
可 琵琶湖・淀川流域圏内 企画部

広域計画課 課長
広域計画課 課長補佐

幹線道路調査係長

4 環境 河川 河川環境について
・国土交通省の河川環境保全・再生の
取り組みの紹介。

６０分 全ての層 可 近畿地方整備局管内 河川部
河川環境課長
建設専門官

5 環境 河川 九頭竜川・北川について
流域の概要、治水・利水・利用・環境な
ど取り組んでいる事業の紹介

３０分～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 河川管理第一課長

6 環境 河川 由良川の河川環境
由良川の水質や水生生物調査について
お話しします。

６０分 小・中学生 可
福知山河川国道事務所管
内

福知山河川国道事務所
調査課

水防企画係

7 環境 河川 淀川の環境保全について
水生生物調査や、河川環境、水質等に
ついて説明します。

３０～１２０分
小学生（低）

～一般
不可 淀川河川事務所管内 淀川河川事務所 河川環境課職員

8 環境 河川 猪名川の河川環境
猪名川の概要、水質、生態系及び多自
然川づくりのお話です（プロジェクター使
用）。水質調査とセットで行うことも可。

３０～４０分 全ての層 不可 猪名川河川事務所管内 猪名川河川事務所 技術系職員

9 環境 河川 水質調査（パックテスト）
簡易な方法（パックテスト）を使った水質
調査体験を通じて、猪名川の水質を知る
ことができます。

３０分～６０分 全ての層 不可 猪名川河川事務所管内 猪名川河川事務所 技術系職員 体験学習

10 環境 河川 水生生物調査
猪名川で水生生物を捕まえ、その生き
物から水質階級を調べます。

120～150分 全ての層 不可 猪名川河川事務所管内 猪名川河川事務所 技術系職員 体験学習

11 環境 河川 大和川の水環境について

大和川の水質について、高度成長期に
おける水質の悪化から改善の取り組
み、水質の改善状況を説明し、大和川
の水環境改善について考えてもらう。

４０分 全ての層 可 大和川河川事務所管内 大和川河川事務所 保全対策官（環境）

12 環境 河川 円山川の豊かな自然
円山川自然環境と環境を守る取り組み
など。

３０～６０分 小学生 可 豊岡河川国道事務所管内 豊岡河川国道事務所 調査課長

13 環境 河川 熊野川の河川環境について
熊野川の環境や水質に関する状況や取
組みを説明。

６０分
小・中学生
（熊野川
　　流域）

不可 紀南河川国道事務所管内 紀南河川国道事務所 調査課長

14 環境 河川 河川環境のおはなし
水生生物調査（水質、簡易試験含む）及
び木津川上流域の河川環境の現状。

６０分 小・中学生 可
木津川上流河川事務所管
内

木津川上流河川事務所
調査課長

水防企画係長

15 環境 河川 きれいな川を守るために
木津川、名張川等の水質の現状やきれ
いな川を守るための心がけ、河川への
油流出の事故対応を紹介します。

４５分 小学生 可
木津川上流河川事務所管
内

木津川上流河川事務所 管理課長、管理課

16 環境 港湾 海洋の環境整備について
浮遊ゴミや油の回収、水質及び底質の
調査観測等の海洋環境整備事業を紹
介。

４０分
小・中学生

～
大学生一般

可 近畿地方整備局管内 港湾空港部
海洋環境・技術課長

海洋環境・技術課長補佐

17 環境 港湾 大阪湾の環境について
大阪湾の水質・生態系及び自然と共生
する港湾づくりについて環境面から説
明。

３０分
一般

小学生

可
Teamsのみ

対応
大阪湾周辺

神戸港湾空港技術調査
事務所

調査課長

18 環境 ダム
ダム事業に関する環境対策につい
て

ダム建設における、環境対策の取り組
みについてわかりやすく説明します。

６０分 全ての層 不可 福井県内 足羽川ダム工事事務所
副所長

調査設計課長

19 環境 ダム 天ヶ瀬ダムの自然環境について
天ヶ瀬ダムの自然環境や生態系、外来
種対策などをわかりやすく紹介。

６０分 小・中学生 不可
淀川ダム統合管理事務所
管内

淀川ダム統合管理
事務所

広域水管理課長
調査係長
計画係長

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

近畿地方整備局　出前講座　一覧表 （対象：環境）


