
回 日付 件名

第1回 4/3 防災科学技術研究所  那須町雪崩災害調査（速報）（2017.3.28実施)

第2回 4/4 観光庁　スノーリゾート地域の活性化に向けた検討会　第6回資料

第3回 4/4 気象庁　３月の天候

第4回 4/11 防災科学技術研究所  那須町雪崩災害第2回調査（速報）(2017.4.2実施)

第5回 4/13 消防庁　今冬の雪による被害状況等（H28.11～H29.3）

第6回 4/17 国土地理院　全国の傾斜量区分図（雪崩関連）を公開しました

第7回 5/1 寒地土木研究所　論文　凍結防止剤散布におけるオペレータの現地作業判断支援に関する研究

第8回 5/1
寒地土木研究所　論文　吹雪危険度の評価手法に関する研究 －道路構造や沿道環境が冬期道路の吹雪
視程障害発生に及ぼす影響－

第9回 5/2 国交省　降雪状況について　平成29年3月31日現在

第10回 5/11 北陸地方整備局　平成28年度　今冬の記録

第11回 5/15 国交省　今冬期の大雪等にかかる被害状況等について 第2報（2017年5月8日現在）

第12回 5/17
国交省「平成29年度雪処理の担い手の確保・育成のための克雪体制支援調査に係る取組の募集につい
て

第13回 5/22 国交省　豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定（平成29年4月1日現在）

第14回 5/22 内閣府　今冬期の大雪等による被害状況等について 平成29年5月12日現在

第15回 7/7 北陸地方整備局　「ゆきみらい2018 in 富山」開催決定

第16回 9/25 気象庁　冬の天候の見通し（12～2月）

第17回 10/6 国交省 平成29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の取組紹介

第18回 10/23 観光庁  第１回 スノーリゾート地域の活性化推進会議 資料

第19回 10/24 観光庁 「スノーリゾート地域の活性化推進会議」におけるモデル事業の実施

第20回 10/26 気象庁　向こう３か月の天候の見通し（11～1月）

第21回 11/9 北陸技術事務所「冬の備えは万全に」立ち往生抑制啓発ポスター【平成29年度版】

第22回 11/20 気象庁　向こう１か月の天候の見通し（11月18日～12月17日）

第23回 11/20 寒地土木研究所　「吹雪の視界情報」ポータルサイト今冬の開設について

第24回 11/22 国交省　西日本で初！西日本の「共助による地域除雪」を考える会議の開催

第25回 11/22
内閣府　中央防災会議会長（内閣総理大臣）による「降積雪期における防災態勢の強化等について」
の通知について

第26回 11/27 国交省　克雪体制支援調査かわら版 第2号（平成29年11月21日発行）【号外】

第27回 11/27 気象庁　向こう３か月の天候の見通し（12月～2月）

第28回 11/28 北陸地方整備局 「ゆきみらい2018 in 富山」参加者の募集を開始します
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第29回 11/30 観光庁　スノーリゾート地域の活性化に向けたモデル事業の選定結果について

第30回 12/4 気象庁　１１月の天候

第31回 12/12 気象庁　エルニーニョ監視速報No.303（2017年11月）

第32回 12/14 気象庁　向こう１か月の天候の見通し（12月16日～1月15日）

第33回 12/14 観光庁  第２回 スノーリゾート地域の活性化推進会議 資料

第34回 12/21 雪崩・地すべり研究センター　雪害研究のための観測サイト

第35回 12/22 国交省　平成29年度の降雪状況について 平成29年12月14日現在

第36回 12/22 気象庁　向こう１か月の天候の見通し（12月23日～1月22日）

第37回 12/22 気象庁　2017年（平成29年）の日本の天候（速報）

第38回 12/25 国交省　「除雪ボランティア」募集情報

第39回 12/25 気象庁　向こう３か月の天候の見通し（1月～3月）

第40回 12/26 国交省　平成29年度の降雪状況について 平成29年12月21日現在

第41回 1/9 国交省　平成29年度の降雪状況について 平成29年12月26日現在

第42回 1/9 国交省　今冬（平成２９年度）除雪優先区間

第43回 1/9 北陸技術事務所　冬の道路情報がもっと便利に！

第44回 1/9 気象庁　12月の天候

第45回 1/9 気象庁　2017年（平成29年）の日本の天候

第46回 1/9 雪氷防災研究センター　「雪おろシグナル」（積雪重量分布情報）を公開しました

第47回 1/10
防災科学技術研究所　積雪時の雪下ろしの判断に役立つ「雪おろシグナル」（積雪重量分布情報）が
新潟県で活用開始へ

第48回 1/10 国交省　平成29年度の降雪状況について 平成30年1月4日現在

第49回 1/15 消防庁　今冬の雪による被害状況等（H29.11～12）

第50回 1/18 国交省　平成29年度の降雪状況について 平成30年1月11日現在

第51回 1/19 気象庁　向こう１か月の天候の見通し（1月20日～2月19日）

第52回 1/22 大雪に対する国土交通省緊急発表 2018年1月21日現在

第53回 1/22 防災科研ニュース 2017年 No.199　雪氷特集

第54回 1/23 国交省　1月22日からの大雪等にかかる被害状況等について 2018年1月23日現在

第55回 1/23 消防庁　1月22日からの大雪等による被害状況等について（第1報 H30.1.23）

第56回 1/23 国交省　「除雪ボランティア」募集情報
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第57回 1/24
土木研究所　「吹雪視程予測の精度向上に関する研究」＆「画像解析による吹雪量推定に関する研
究」の共同研究者を募集します

第58回 1/24 国土審議会「第10回豪雪地帯対策分科会」の開催

第59回 1/25 気象庁　向こう３か月の天候の見通し（2月～4月）

第60回 1/25 国交省　1月22日からの大雪等にかかる被害状況等について 2018年1月25日現在

第61回 1/25 消防庁　1月22日からの大雪等による被害状況等について（第4報 H30.1.25）

第62回 1/25 内閣府　1月22日からの大雪等による被害状況等について 平成30年1月25日現在

第63回 1/26 気象庁　向こう１か月の天候の見通し（1月27日～2月26日）

第64回 1/26 国交省　1月22日からの大雪等にかかる被害状況等について 2018年1月26日現在

第65回 1/26 消防庁　1月22日からの大雪等による被害状況等について（第6報 H30.1.26）

第66回 1/26 内閣府　1月22日からの大雪等による被害状況等について 平成30年1月26日現在

第67回 1/29 国交省　平成29年度の降雪状況について 平成30年1月25日現在

第68回 2/1 国土審議会第10回豪雪地帯対策分科会 配布資料

第69回 2/1
気象庁　南岸低気圧及び強い冬型の気圧配置による大雪・暴風雪等　平成30(2018)年1月22日～27日
（速報）

第70回 2/2 気象庁　向こう１か月の天候の見通し（2月3日～3月2日）

第71回 2/2 気象庁　１月の天候

第72回 2/2 大雪に対する国土交通省緊急発表 平成30年2月2日

第73回 2/5 国交省　2月1日からの降雪等に係る被害状況等について

第74回 2/6 国交省　2月1日からの降雪等に係る被害状況等について　2018年2月6日現在

第75回 2/7 国交省　2月1日からの降雪等に係る被害状況等について　2018年2月7日現在

第76回 2/7 消防庁　2月4日からの大雪等による被害状況等について（第3報・H30.2.7）

第77回 2/8 国交省　平成29年度の降雪状況について 平成30年2月1日現在

第78回 2/8 国交省　2月1日からの降雪等に係る被害状況等について　2018年2月8日現在

第79回 2/8 消防庁　2月4日からの大雪等による被害状況等について（第6報・H30.2.8）

第80回 2/8 内閣府　2月4日からの大雪等による被害状況等について 平成30年2月8日現在

第81回 2/9 国交省　2月1日からの降雪等に係る被害状況等について　2018年2月9日現在

第82回 2/9 消防庁　2月4日からの大雪等による被害状況等について（第8報・H30.2.9）

第83回 2/9 内閣府　2月4日からの大雪等による被害状況等について 平成30年2月9日現在

第84回 2/9 観光庁　「雪と文化の世界観光会議」開催について
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第85回 2/13 国交省　2月1日からの降雪等に係る被害状況等について　2018年2月13日現在

第86回 2/13 消防庁　2月4日からの大雪等による被害状況等について（第11報・H30.2.13）

第87回 2/15 国交省　平成29年度の降雪状況について 平成30年2月7日現在

第88回 2/16 国交省　市町村道の除雪費支援の検討に必要な調査を開始します

第89回 2/16 国交省　大雪時の道路交通確保対策検討委員会を設置します

第90回 2/16 国交省　平成29年度の降雪状況について 平成30年2月14日現在

第91回 2/16 消防庁　今冬の雪による被害状況等（H29.11～H30.1）

第92回 2/19 国交省　2月1日からの降雪等に係る被害状況等について　2018年2月15日現在

第93回 2/19 消防庁　2月4日からの大雪等による被害状況等について（第15報・H30.2.16）

第94回 2/19 内閣府　2月4日からの大雪等による被害状況等について 平成30年2月15日現在

第95回 2/19 気象庁　強い冬型の気圧配置による大雪　　平成30(2018)年2月3日～8日（速報）

第96回 2/19 気象庁　平成29年12月以降の低温と大雪の要因について（速報）

第97回 2/22
国交省　今年度の成果を共有する「活動報告会」を開催します！
～共助による除排雪体制整備、安全な除雪作業に向けた取組の共有～

第98回 2/23 総務省　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

第99回 2/23 国交省　第１回 冬期道路交通確保対策検討委員会を開催します

第100回 2/23 内閣府　大雪等に係る政府調査団の派遣について

第101回 2/27 内閣府　大雪等に係る政府調査団（福井県）派遣報告

第102回 3/1 国交省　平成29年度の降雪状況について 平成30年2月22日現在

第103回 3/2 気象庁　２月の天候

第104回 3/2 気象庁　冬（12～2月）の天候

第105回 3/2 国交省　第1回 冬期道路交通確保対策検討委員会 配布資料

第106回 3/6 気象庁　平成30年冬の天候の特徴とその要因について

第107回 3/12 消防庁　今冬の雪による被害状況等（H29.11～H30.2）

第108回 3/13 国交省　平成29年度の降雪状況について 平成30年3月8日現在

第109回 3/23 国交省　平成29年度の降雪状況について 平成30年3月15日現在

第110回 3/23 国交省　今冬の大雪に係る自治体に対する道路除雪費の支援について

第111回 3/26 国交省　克雪体制支援調査かわら版 第3号（平成30年3月16日発行）

第112回 3/26
気象庁気象研究所　平成29年3月27日栃木県那須町における表層雪崩をもたらした短時間大雪について
～閉塞段階の南岸低気圧に伴う3月として約20年に1度の稀な現象～
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第113回 3/30 国交省　第2回 冬期道路交通確保対策検討委員会 配布資料


