「事前防災」
令和３年度（公社）日本地すべり学会中部支部

オンラインセミナー

CPD4.0
【学会員:無料】
【非学会員:500円】
定員90名まで

これまでの調査の中で一度くらいは、
「こちらの斜面も危ないのでは？」「隣接斜面は大丈夫？」
など考えたことがあるのではないでしょうか。
日本地すべり学会中部支部では「事前防災」をテーマに
オンラインセミナーを開催します。

■開催日時：令和3年12月2日（木）
13:00 ～ 17:20（ 受付12:30～13:00 ）
方法：Zoomオンライン（申込締切り：令和3年11月24日）
https://form.os7.biz/f/23018493/
※参加登録された方には4～5日前を目安に参加リンクをお送りします
静岡県熱海市（伊豆山地区）土砂災害関連情報サイト公開中データ
セットより（G空間情報センター/7/データセット/令和3年7月梅雨前線
に伴う大雨による被災地の航空写真（朝日航洋株式会社））

産経ニュース社会記事（2021/9/28 16:18）より

内容

演者
国立研究開発法人土木研究所 土砂管理研究
グループ 地すべりチーム 上席研究員
杉本宏之氏
静岡県交通基盤部政策管理局 建設政策課
イノベーション推進班 班長
杉本直也氏

＜基調講演＞

地すべり対策における事前防災の取組と課題

＜講演１＞
熱海市の土石流災害における点群データ活用
＜講演２＞
山地災害危険箇所把握のための航空レーザーを用いた地形解析手法

長野県林務部信州の木活用課 担当係長
戸田堅一郎氏

＜講演３＞
事前防災のための斜面の危険度評価に向けて

奥山ボーリング株式会社 技術部 課長
林一成氏

杉本宏之 氏

杉本直也 氏

戸田堅一郎 氏

林一成 氏

いさぼうネットより
（防災科学技術研究所NIED地すべり３Dマップ）

■後援：長野県治水砂防協会 （一社）斜面防災対策技術協会長野支部
公益社団法人
（依頼中）長野県地質ボーリング協会 （公社）砂防学会信越支部
（株）新建新聞社 NPO法人長野県砂防ボランティア協会
NPO法人長野県地すべり防止工事士会
■お問い合わせ先：（公社）日本地すべり学会中部支部
総務担当幹事 剱持淳二（日本綜合建設株式会社内）電話026-226-0381

日本地すべり学会

中部支部

YouTubeチャンネル すべらんちゃんねる

令和 3 年 11 月吉日
各位
（公社）日本地すべり学会 中部支部
支部長

堤 大三

令和３年度（公社）日本地すべり学会中部支部
オンラインセミナーのご案内

平素より（公社）日本地すべり学会中部支部の活動に対しご理解とご協力をいただき、ありがとうご
ざいます。
地すべり学会中部支部管内では今年度、熱海で土石流災害が発生しました。この災害は全国的なニュ
ースとなり、その現象や対策・その他もろもろにおいて、未だ明確な答えが出ていない状況にありま
す。
日本地すべり学会に属する、あるいはかかわりのある方々においては、これまでの調査の中で一度く
らいは、
「こちらの斜面も危ないのでは？」
「隣接斜面は大丈夫か？」など考えたことがあるのではない
でしょうか。今後地すべりをはじめとする斜面災害の分野でも、事前の対策・対応を図る「事前防災」
や「災害予測」を重視したハードやソフト、これらが一体となった考え方の重要性がこれまで以上に増
してくると考えられます。
気候変動に伴う土砂災害への影響は年々顕在化しつつあり、毎年のように、これまで経験したことが
無いような大型台風、停滞する線状降水帯に伴う大雨、局所的な集中豪雨等の異常気象が発生し、災害
はこれまでになく大型化・激甚化しています。これまでの主たる対策（主には事後対策）だけでは、後
手に回る場面もこれまで以上に発生してくることが懸念されます。
こうした背景から、今年度のオンラインセミナーでは「事前防災」をテーマに講師の方々をお招き
し、ご講演をいただくこととしました。
セミナーは、ZoomをプラットフォームとしたWebオンラインとし、下記のとおり企画いたします。
■開催日時：令和 3 年 12 月 2 日(木) 13:00 ～ 17:20（ 受付 12:30～13:00 ）
■プラットフォーム：Zoom オンライン（申込締切り：令和 3 年 11 月 24 日）
※参加登録された方、4～5 日前を目処に参加リンクをお送りします。
■参加費：学会員 無料、非学会員 500 円
■ＣＰＤ単位：４.０単位
■参加定員：９０名
■プログラム：次頁

令和３年度（公社）日本地すべり学会中部支部 オンラインセミナープログラム（予定）
時間

内容

演者

13:00～13:10

10分 主催者挨拶

（公社）日本地すべり学会中部支
部 支部長 堤大三

13:10～14:00

50分 ＜基調講演＞地すべり対策における事前防災の取組と課題

国立研究開発法人土木研究所
土砂管理研究グループ地すべり
チーム上席研究員 杉本宏之氏

10分 質疑応答
14:10～15:00

50分 ＜講演１＞熱海市の土石流災害における点群データ活用

静岡県交通基盤部政策管理局
建設政策課イノベーション推進班
班長 杉本直也氏

10分 質疑応答
15:10～16:00

50分

＜講演２＞山地災害危険箇所把握のための航空レーザーを用 長野県庁林務部信州の木活用課
いた地形解析手法
担当係長 戸田堅一郎氏

10分 質疑応答
16:10～17:00

50分 ＜講演３＞事前防災のための危険度評価に向けて

奥山ボーリング株式会社 技術部
課長 林一成氏

10分 質疑応答
17:10～17:20

10分 閉会挨拶

（公社）日本地すべり学会中部支
部 幹事長 林 孝標

＊）プログラムや講師等については、変更することがあります。ご了承ください。

2021年度 (公社)⽇本地すべり学会中部⽀部 オンラインセミナー参加申込⽅法

参加受付URL
https://form.os7.biz/f/23018493/
(上記URLにアクセスし、必要事項⼊⼒の上、参加者登録をお願いいたします）

★申込締切 （

2021年11月24日(水)

）

表1 種別ごとの参加費
会 員 種 別
会員

参加費

・個人会員
・学生会員

無料

非会員 ・非会員

(※1 所属種別による免除あり↓)

所 属 種 別

①参加者受付URLより参加者登録

500円
※1
参加費

②自動受付メール受信

・研究・教育機関
無料
所属A ・官公庁
・中部支部協賛会員 (※2)
500円
所属B ・上記以外
※2 地すべり学会本部の賛助会員とは異なります

※受付メールは参加を確約するものではありません

③当選メール受信
参加費無料の方
（会員もしくは所属A）

③落選メール受信
参加者が定員(90名)以上だった場合、
先着優先となります。
落選メールが届いた場合は
またの機会によろしくお願いします

参加費500円の方
（非会員かつ所属B）

④参加費のお支払

※個人支払いだけでなく、
団体一括支払いも受け付けます
（入金後、メール連絡が必須です）

⑤入金確認メール受信

参加リンク受信
※開催日前日中に参加リンクが届かない場合は
下記問い合わせ先までご連絡ください

プラットフォームはZoomオンラインです
動作確認は各自で事前に行ってください

※早めにオンライン入室できるよう
受付は12：30～13：00です

参加リンクより視聴
● 参加費お振込先

銀 行 名： 八十二銀行 県庁内支店

※入金確認等の手続きに時間を要するため、
入金は11/30(火)中にお願いします

口座番号： 普通 545700
212
口 座 名： ジスベリガッカイチュウブシブ
支店番号：

● 申込方法等のお問合せ先
(公社)日本地すべり学会中部支部 総務担当 幹事 剱持 淳二
電話番号： 026-226-0381 ［日本綜合建設（株）内］
（公式情報、申込書のダウンロード等）
公式URL： https://japan.landslide-soc.org/branch/chubu/
（最新情報、速報）
Facebook： https://www.facebook.com/jisuberi.chubu/
Youtube： https://www.youtube.com/channel/UCtv3Gll5yJ27yN0ieQHK4fQ （過去のオンラインイベントアーカイブ）

