
回 日付 件名

第1回 6/18 豪雪地帯特別措置法の改正について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省国土政策局

第2回 6/21 大雪に対する防災力の向上方策検討会　　　　　　　　　　　　　　　　　　内閣府・国土交通省

第3回 7/10 昨冬の豪雪における会員活動と国の対応について 　　　　　　 国土交通省　全国雪対策連絡協議会

第4回 7/24 全国雪対策連絡協議会第1 6回定期総会の開催　　　　　　　　　　　　　　 全国雪対策連絡協議会

第5回 7/31 豪雪地帯対策特別措置法の改正について　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省国土政策局

第6回 7/31 道路防災に関する最近の話題について（講演）　　国土交通省道路局国道・防災課道路防災対策室長

第7回 8/10 平成 24年度第一回災害対策等緊急事業推進費の執行について　　　　　     　　国土交通省道路局

第8回 8/27 橋梁補修への重点的な支援状況について　　　　　　　　　　　　　　　    　　国土交通省道路局

第9回 8/29
冬期道路交通の確保のあり方に関する検討委員会の設置及び第一回委員会の開催について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　国土交通省道路局

第10回 9/7 平成2 5年度国土交通省関係予算概算要求概要について　 　　　　　　　          　　国土交通省

第11回 9/14 第 1回冬期道路交通の確保のあり方に関する検討委員会　　　　　　　　  　    国土交通省道路局

第12回 11/2 第３回冬期道路交通の確保のあり方に関する検討委員会　　 　　　　　    　 　国土交通省道路局

第13回 11/20 雪センターホームページ　会員限定情報提供の更新に関するお知らせ　　　      　(社)雪センター

第14回 12/17 豪雪地帯対策基本計画の変更について　　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省国土政策局

第15回 12/17 降積雪期における防災体制の強化等について　　　　　　　　　　　　　              　　内閣府

第16回 12/20 『地域除雪活動☆実践ガイドブック（暫定版）』の公表　　　　　　　　　　国土交通省国土政策局

第17回 1/24 全国雪対策連絡協議会　緊急要望活動の実施　　　　　　　　　　　　　　　全国雪対策連絡協議会

第18回 1/30 冬期道路交通の確保のあり方に関する検討委員会　　　　　　　　　　　    　　国土交通省道路局

第19回 2/5
平成24年度社会資本整備総合交付金の追加配分及び市町村道への除雪費支援の検討に必要な調査の
開始について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　国土交通省道路局

第20回 2/15 今冬の大雪等に係る特別交付税(３月交付分)の繰上げ交付　　　　　　　　              　総務省

第21回 3/1 平成24年度道路関係補正予算配分概要及び平成25年度道路関係予算概要　　　    国土交通省道路局

第22回 3/7 今冬期の大雪等にかかる被害状況について　　　　　　　　　　　　　　　          　国土交通省

第23回 3/7 融雪出水期における防災態勢の強化について　　　　　　　　　　　　　　              　内閣府

第24回 3/15 今冬の大雪に係る地方自治体に対する道路除雪費の支援について　　　　　          　国土交通省

第25回 4/5 今冬期の大雪等に関わる被害状況について　　　　　　　　　　　　　　　          　国土交通省

第26回 4/9 今冬期の大雪等に関わる被害状況について　　　　　　　　　　　　　　　　          国土交通省

第27回 4/10 『地域除雪活動☆実践ガイドブック（完成版）』の公表について　　　　　　国土交通省国土政策局

第28回 4/19
「平成25年度　雪処理の担い手確保・育成のための克雪体制支援調査」に係る取り組みの募集につい
て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省国土政策局
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第29回 5/16 冬期道路交通の確保のあり方に関する検討委員会提言 　　　　　　　　　       国土交通省道路局

第30回 5/17 市町村による空き家等の除雪等の考え方について　　　　　　　　　　　　　国土交通省国土政策局

第31回 5/17 平成 25年道路関係予算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　 国土交通省道路局

第32回 5/17 雪寒道路指定に係わる調査始まる。調査説明会を各ブロックで開催　　　    　  国土交通省道路局

第33回 6/28 災害対策等緊急事業推進費の執行について　　　　　　　　　　　 　　　　 国土交通省国土政策局

第34回 8/2 全国雪対策連絡協議会定期総会を開催、要望活動を実施　　　　　　　　　　全国雪対策連絡協議会

第35回 8/5 全国雪対策連絡協議会定期総会の講演資料　　　　　　　　　　　　　　　　全国雪対策連絡協議会

第36回 8/27 ふゆトピア・フェアi n釧路の開催と論文・出展募集　　　　 　 　　　　     　（社）雪センター

第37回 8/28 平成 26年度国土交通省関係予算概算要求概要・税制改正要望　　　 　　          　　国土交通省

第38回 8/28 平成25年度　空き家管理等基盤強化推進事業の公募について　　 　 　　    　　国土交通省住宅局

第39回 9/2 気象庁　「特別警報」の運用開始 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　              　気象庁

第40回 9/26
新潟県ドクターヘリの運航における除雪ステーション等の活用に関する協定
                                                                    新潟県・北陸地方整備局

第41回 9/26 気象庁発表　3か月予報、寒候期予報　　　　　　　　　　　　　　　　　              　 気象庁

第42回 9/27 北陸雪害対策技術センターの設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　北陸地方整備局

第43回 10/25 気象庁発表　3か月予報（1 1～ 1月）　　　　　　　　　　　　　　　　　              　気象庁

第44回 10/31 大雪に関する異常天候早期警戒情報の開始　　　　　　　　　　　　　　　              　気象庁

第45回 10/31 国土審議会第６回豪雪地帯対策分科会の開催　　　　　　　　　　 　　　　 国土交通省国土政策局

第46回 11/7 「吹雪の視界予測情報」（平成2 5年 12月 1日提供予定）　　　　　　 　      　 寒地土木研究所

第47回 11/12 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保について　　　　　　　　　　　    　国土交通省道路局

第48回 11/12 国土審議会第６回豪雪地帯対策分科会　議事要旨等　　　　　　　　　　　　国土交通省国土政策局

第49回 11/14 雪対策協議会の要望活動報告　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　      　　(社)雪センター

第50回 11/15 雪対策協議会の要望活動報告その2　　　　　　　　　　　　 　 　　　     　　（社）雪センター

第51回 11/15 積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画＿追加資料　　　　　　　　　　    　国土交通省道路局

第52回 11/15 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保＿官報資料　　　　　　　　　　独立行政法人国立印刷局

第53回 11/15 吹雪など視界不良時における交通事故の実態　　　　　　　　　　　　          　　　北海道警察

第54回 11/21 雪センターホームページ 雪情報の提供開始　　　　　　　　　　　　　      　 （社）雪センター

第55回 11/25 雪センター・ホームページ「ゆきふるさと紹介コーナー」の運用開始 　　       （社）雪センター

第56回 11/26 気象庁発表　3か月予報（1 2～ 2月）　　　　　　　　　　　　　　　　              　　気象庁
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第57回 12/2 雪崩防災週間（1 2月 1日～1 2月 7日）　　　　　　　　　　　　　　　　          　国土交通省

第58回 12/4 豪雪に対する社会資本整備総合交付金の活用事例　　　　　　　　　　       　　 北陸地方整備局

第59回 12/10 雪寒指定道路（平成25年11月12日付け告示）の修正                       　　 国土交通省道路局

第60回 12/12 北海道の「吹雪の視界情報」メール配信開始　　　　　　　　　　　      　　　　寒地土木研究所

第61回 12/16 12月 13日時点の降雪状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　 国土交通省道路局

第62回 12/17 「雪下ろし安全１０箇条 動く電子ポスター」の公表　　　　　　　　　　　 国土交通省国土政策局

第63回 12/17 降積雪期における防災態勢の強化等について　　　　　　　　　　　　　　   　内閣府（防災担当）

第64回 12/19 北海道中標津町　吹雪発生予測システム試験運用を開始　　　　独立行政法人　防災科学技術研究所

第65回 12/25 気象庁発表　3か月予報（1～3月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　               　気象庁

第66回 12/26 今冬期の大雪等による被害状況等について　　　　　　　　　　　　　              　　　内閣府

第67回 1/6 12月 27日時点の降雪状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　国土交通省道路局

第68回 1/15 1月 10日時点の降雪状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 国土交通省道路局

第69回 1/16 除雪車に関する動画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 国土交通省北海道開発局

第70回 1/16 北陸橋梁保全会議の論文の公開　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　国土交通省北陸地方整備局

第71回 1/27 1月 24日時点の降雪状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　 国土交通省道路局

第72回 1/28 気象庁発表　3か月予報（2～4月）　　　　　　　　　　　　　　　　               　　　気象庁

第73回 1/28 弘前市で「追従除雪」を導入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　         青森県弘前市

第74回 1/28 北海道における道路舗装の耐久性向上と補修に関する技術ハンドブック  国土交通省北海道開発局等

第75回 1/30
秋田県南部地域の豪雪に対する国土交通省東北地方整備局の支援について
                                                                  国土交通省東北地方整備局

第76回 1/30 今冬 (平成25年度 )の記録(第1報)　　　　　　　　　　　　　　　　 　国土交通省北陸地方整備局

第77回 1/31  陸の道路除雪「38豪雪から50年」　　　　　　　　　　　　　　　　 　国土交通省北陸地方整備局

第78回 2/3 今冬期の大雪等にかかる被害状況について（第１報）　　　　　　　　          　　　国土交通省

　第79回～第91回は、今冬期の大雪にかかる被害状況について　等を配信

第92回 2/18 降雪時の安全輸送の確保について　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　国土交通省鉄道局

第93回 2/16 今般の大雪による道路における対応状況とみなさまへのお願い　　　　　    　　国土交通省道路局

　第94回～第109回は、今冬期の大雪にかかる被害状況について　等を配信

第110回 2/25 ロータリ除雪車の運転操作を支援　　　　　　　　　　   　 国土交通省北陸雪害対策技術センター

第111回 2/25 今冬の大雪等に係る特別交付税( 3月交付分)の繰上げ交付　　　　 　 　　              　総務省
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第112回 2/26 今冬期の大雪等にかかる被害状況について（第14報）　　　　　　　 　 国土交通省水管理・保全局

第113回 2/28  対策などの主な研究成果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福井県建設技術研究センター

第114回 2/28 今冬期の大雪等にかかる被害状況について（第16報）　　　　　　　 　 国土交通省水管理・保全局

第115回 3/3 気象庁発表　1か月予報（3月）　　　　　　　　　　　　　　　　　              　　　　気象庁

第116回 3/3 今冬期の大雪等にかかる被害状況について（第17報）　　　　　　　 　 国土交通省水管理・保全局

第117回 3/3 2月28日時点の降雪状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　 　国土交通省道路局

第118回 3/5 2014.2.14-15 東日本大雪被害調査　　　　独立行政法人防災科学技術研究所 雪氷防災研究センター

第119回 3/5 自治体管理道路への除雪費支援の検討に必要な調査の開始　　　　　　    　　　国土交通省道路局

第120回 3/6 今冬の雪による被害状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              　　　消防庁

第121回 3/7 国土交通省　今冬期の大雪等にかかる被害状況について（第18報）　　  国土交通省水管理・保全局

第122回 3/10 3月 7日時点の降雪状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　国土交通省道路局

第123回 3/11 国土交通省　今冬期の大雪等にかかる被害状況について（第19報）　 　 国土交通省水管理・保全局

第124回 3/12 融雪出水期における防災態勢の強化について　　　　　　　　　　　　　              　　内閣府

第125回 3/12 今冬の大雪に係る地方自治体に対する道路除雪費の支援について　　　　　    　国土交通省道路局

第126回 3/25 平成26年 2月の大雪における雪崩・地すべり研究センターの雪崩調査結果　          　土木研究所

第127回 3/25 国土交通省　今冬期の大雪等にかかる被害状況について（第20報） 　 　国土交通省水管理・保全局

第128回 3/26 内閣府　今冬期の大雪等による被害状況について（第8報）　　　　　              　　 　内閣府

第129回 3/27 平成 26年豪雪災害調査報告　　　　　　  独立行政法人防災科学技術研究所 雪氷防災研究センター

第130回 3/27 国総研資料　凍結防止剤散布の影響に関する検討　　　　　　　国土交通省国土技術政策総合研究所


