
回 日付 件名

第1回 4/2 気象庁　３月の天候

第2回 4/12 消防庁　今冬の雪による被害状況等（H30.11.1～H31.3.31） 

第3回 4/22
北海道開発局　i-Snow写真展「開通めざして」を「道の駅」で開催します！
　～ 「春山除雪」知床に春を呼ぶ仕事人たちの記録 ～

第4回 4/23 平成31年度 「富山県元気な雪国づくり事業」の募集

第5回 5/9 国道８号冬期道路交通確保対策会議 第５回 配布資料

第6回 5/13 北陸地方整備局　平成30年度　今冬の記録

第7回 5/16 消防庁　今冬の雪による被害状況等（H30.11.1～H31.4.30） 

第8回 5/20 国交省　今冬期の大雪による被害状況等について 第1報（2019年5月17日現在）

第9回 5/23 北海道開発局　i-Snow写真展「開通めざして」を開催しました

第10回 5/23 内閣府　今冬期の大雪等による被害状況等について 令和元年5月17日現在

第11回 6/14
北海道開発局　「2020ふゆトピア・フェアinとまこまい」開催決定！！
　～北国で暮らす人々の工夫や雪国の魅力を発信します～

第12回 6/14 消防庁　今冬の雪による被害状況等（H30.11.1～R1.5.31）

第13回 7/1
国交省　「ライティング技術、ＡＲ技術等の除雪作業の効率化に寄与する技術」の要求性能に対する
意見募集を行います　～新技術の活用に向けて～

第14回 7/11 雪氷防災研究センター　新庄雪氷環境実験所の一般公開を行います

第15回 7/12
国交省  「先端技術等による自然エネルギー、ローカルエネルギーを活用した融雪技術」
　　　　　　の技術選定結果について　～新技術の活用に向けて～

第16回 8/1
国交省　地域の除排雪体制づくりに向けた取組を募集します！
　～共助による除排雪体制づくり、安全な除雪作業に向けた取組への支援～

第17回 8/2
国交省　「ライティング技術、ＡＲ技術等の除雪作業の効率化に寄与する技術」
　　　　　の要求性能に対する意見募集結果と技術公募について　～新技術の活用に向けて～

第18回 9/13 北海道開発局　「2020ふゆトピア・フェアinとまこまい」除雪機械展示・実演会の出展者募集

第19回 9/17
国交省 「ライティング技術、ＡＲ技術等の除雪作業の効率化に寄与する技術」
　　　　　の技術選定結果について　～新技術の活用に向けて～

第20回 9/26 気象庁　冬の天候の見通し　12～2月

第21回 9/26 北陸地方整備局　全国の「雪のトップランナー」を目指して

第22回 10/8
雪氷防災研究センター　ワークショップ　降雪に関するレーダーと数値モデルによる研究 in長岡
(第18回)　ＪＰＣＺ revisited

第23回 10/10 雪氷防災研究センター　2019年度雪氷防災研究講演会 

第24回 10/15
国交省　雪国の未来を考える「スタートアップ交流会」を開催します！
　～共助による除排雪体制づくり、安全な除雪作業に向けた取組の共有～

第25回 10/25 気象庁　向こう３か月の天候の見通し 11月～1月

第26回 10/28
国交省　「除雪ボランティア」募集情報
　～雪国では除雪作業を手伝ってくれる方を必要としています～

第27回 10/29
北海道開発局　冬道ドライブにおける注意喚起リーフレット
　「まずいことになります。冬の準備を早めに」掲載
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第28回 10/31
国交省　地域ぐるみの除排雪体制づくりのお悩みをお寄せ下さい！
　～令和元年度克雪体制づくりアドバイザーの派遣を開始～

第29回 11/14 気象庁　新しい雪の情報の提供を開始します

第30回 11/14
消費者庁　除雪機の使用時の事故に注意しましょう!
-デッドマンクラッチ(安全装置)の無効化による事故が目立ちます-

第31回 11/19
寒地土研  「吹雪の視界情報」ポータルサイト今冬の開設について
　～11月21日(木）午前9時から運用及びメール配信開始～

第32回 11/21 北海道開発局  令和元年度 頻発する暴風雪を踏まえた今冬の取組について

第33回 11/25 気象庁　向こう３か月の天候の見通し 12月～2月

第34回 11/25 北陸雪害対策技術センター　『３８豪雪』から５０年の冊子を更新しました

第35回 11/26 国交省　１２月１日～７日は「雪崩防災週間」です

第36回 11/26

気象庁　2019年度第３回気象ビジネス推進コンソーシアム（WXBC）セミナーを開催します。
～身近な地域から広い世界まで、気象データでビジネスの可能性を広げよう～
今回の WXBC セミナーでは、気象庁が11月から新たに情報提供を開始した「解析積雪深」「解析降雪
量」データをご紹介します。

第37回 11/27
国交省　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38回 12/6
国交省　発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会
維持管理部会 令和元年度 第２回 資料「道路除雪における積算方法等の改善について」を含む

第39回 12/6 北海道開発局　ふゆトピア研究発表会 一般参加申込み開始

第40回 12/9
高田河川国道事務所　『今年もやります！』 上越ふゆみち情報配信　１２月１０日より配信開始！～
冬の道路情報をスマホでキャッチ！！～

第41回 12/10 国土審議会第12回豪雪地帯対策分科会 配付資料

第42回 12/12 「新潟県の雪情報」提供開始

第43回 12/19
国交省　「克雪体制づくりフォーラムin青森～雪でつながる、わのまちづくり～」を開催！
　～企業や学校等と協力した地域除排雪体制づくりの取組を共有～

第44回 12/19
気象研究所　地球温暖化が中部日本山岳地域の豪雪をより強く
～将来の寒波がより強い豪雪を引き起こす可能性を明らかに～

第45回 12/20
近畿地方整備局　大雪時の円滑な道路交通の確保に向けて
～大雪の恐れがある時は不要不急の外出を控えてください～

第46回 12/25 気象庁　向こう３か月の天候の見通し（1月～3月）

第47回 1/6
近畿地方整備局　雪対策にAI技術を活用した交通障害自動検知システムを強化
　～検知性能の強化に向けた実証実験を継続します～

第48回 1/6 東北地方整備局　大雪時の円滑な道路交通の確保に向けて

第49回 1/6 中部地方整備局　大雪に対する道路利用者へのお願い

第50回 1/6 中国地方整備局　冬期の円滑な道路交通確保のための取り組みについて

第51回 1/7 気象庁　12月の天候

第52回 1/7 気象庁　2019年（平成31年・令和元年）の日本の天候

第53回 1/7
北海道開発局　除雪現場の省力化による生産性・安全性の向上に関する取組
　プラットフォーム『i-Snow』第６回資料
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第54回 1/14 観光庁　第１回 スノーリゾートの投資環境整備に関する検討会 資料

第55回 1/16 消防庁　今冬の雪による被害状況等（R1.11.1～R1.12.31）

第56回 1/16 雪氷防災研究センター　2019年度積雪観測＆雪結晶撮影講習会のご案内

第57回 1/17 気象庁　向こう１か月の天候の見通し（1月18日～2月17日）

第58回 1/17
近畿地方整備局
　雪対策にAI技術を活用した交通障害自動検知システムのデモンストレーションを行います

第59回 1/23 気象庁　向こう１か月の天候の見通し（1月25日～2月24日）

第60回 1/24 気象庁　向こう３か月の天候の見通し（2月～4月）

第61回 1/27 国交省  「克雪体制づくりフォーラムin青森～雪でつながる、わのまちづくり～」資料　

第62回 1/27 気象庁　令和元年12月以降の高温と少雪の状況について（速報）

第63回 1/31 気象庁　向こう１か月の天候の見通し（2月1日～2月29日）

第64回 2/4 気象庁　1月の天候

第65回 2/7
国交省　令和元年度のモデル団体の「活動報告会」を開催します！
　～共助による除排雪体制づくり、安全な除雪作業に向けた取組の共有～

第66回 2/7 気象庁　向こう１か月の天候の見通し（2月8日～3月7日）

第67回 2/7
雪氷防災研究センター
　気象災害軽減イノベーションセンター長岡サテライト最終年度活動報告会

第68回 2/13 雪氷防災研究センター　令和2年度の雪氷防災研究棟の利用募集を開始しました。

第69回 2/14 気象庁　向こう１か月の天候の見通し（2月15日～3月14日）

第70回 2/14 消防庁　今冬の雪による被害状況等（R1.11.1～R2.1.31）

第71回 2/18
北陸地方整備局　雪のトップランナー　全国初！国道で除雪車の自動制御を実現
　～国道４９号でデモンストレーションを実施します～

第72回 2/20 観光庁　第２回 スノーリゾートの投資環境整備に関する検討会 資料

第73回 2/21 気象庁　向こう１か月の天候の見通し（2月22日～3月21日）

第74回 3/3 気象庁　冬（12～2月）の天候

第75回 3/3 気象庁　2月の天候

第76回 3/12
気象庁気象研究所　【東北大学ほかとの共同プレスリリース】
　　地球温暖化により極端化する北アルプスの降雪

第77回 3/17 消防庁　今冬の雪による被害状況等（R1.11.1～R2.2.29）

第78回 3/17 観光庁　第３回 スノーリゾートの投資環境整備に関する検討会 資料

第79回 3/19 国交省　今冬の自治体管理道路の除雪費を支援します　～道路除雪費補助等を配分～

第80回 3/30 総務省　令和元年度特別交付税交付額の決定


