
 

開催月日 平成３１年１月１7 日（木）～１月１8 日（金） 

開催場所 ミュゼ雪小町（上越市本町 5 丁目 4 番 5 号 あすとぴあ高田 5 階） 

国立妙高青少年自然の家（新潟県妙高市大字関山 6323-2） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☎ 連絡先 

雪崩対策の基礎技術研修会 事務局 

共立観光（株）六日町支店 担当：村山 

TEL 025-772-2771  FAX 025-772-7664 

HP：http://www.kyoritsu-kanko.jp 

E-mail：muikamachi@kyoritsu-kanko.jp 

  

第 29 回 

雪崩対策の基礎技術研修会 

ご 案 内 
 

主催：公益社団法人 日本雪氷学会 

 
土木学会 CPD プログラム 11.5 単位 
土木施工管理技士会 CPDS プログラム 11.0 unit 
気象予報士会ＣＰＤ 11.0 単位 

mailto:muikamachi@kyoritsu-kanko.jp


（公社）日本雪氷学会では 

「第２9 回 雪崩対策の基礎技術研修会」 

                            を企画いたしました。 

雪崩対策の前線でご活躍の皆様方の要望にお応えして、雪崩のプロフェッショナルが雪崩

の基礎から設計・計画・対策への応用・雪崩発生時の初動に至る最新の技術について、講義

と実習を通し密着指導致します。なお、最終日に専門家による修了試験を行い、日本雪氷学

会より修了証を授与いたします。 

❄❄❄ 研修会プログラム ❄❄❄ 

 

※１ 1 日目の昼食は会場周辺にあります。2 日目の昼食は会場内に食堂があります。 

※2 18 日朝のバスに乗車されない方は、妙高青少年自然の家へ 8 時 45 分までに集合して下さい。 

※３ 研修生を A・B 班に分け実施します。 

講 師 紹 介 

上石 勲：防災科学技術研究所 雪氷防災研究センター 

山口 悟：防災科学技術研究所 雪氷防災研究センター 

中村一樹：防災科学技術研究所 気象災害軽減イノベーションセンター 

平島寛行：防災科学技術研究所 雪氷防災研究センター 

伊藤陽一：防災科学技術研究所 雪氷防災研究センター 

原田裕介：国立研究開発法人 土木研究所 雪崩・地すべり研究センター 

和泉 薫：特定非営利活動法人 なだれ防災技術フォーラム 

町田 誠：町田建設株式会社 

町田 敬：町田建設株式会社 

注意：天候等により予定した講師・プログラム順が変更となる場合が 
ございます。講義内容の変更や受講時間の変更はございません。 

研修題目 講師等

　９：００ ～   ９：３０ 集合・受付（会場：ミュゼ雪小町）

　９：３０ ～   ９：４５ 開校式

　９：４５ ～ １０：４５ 降・積雪の性質と雪崩の発生 中村一樹

休憩

１１：００ ～ １２：００ 積雪断面観測法 原田裕介

昼食（各自）※1

１３：００ ～ １４：００ 雪崩予測技術 平島寛行

休憩

１４：１５ ～ １５：１５ 雪崩対策工の調査・計画・設計 上石勲

休憩

１５：３０ ～ １６：３０ 雪崩危険斜面の判定・雪崩管理の実態 町田誠・町田敬

１６：３０ ～ １７：００ 雪崩発生時の初動対応 町田敬

１８：００ ～ ２０：００ 交流会　（希望者と講師全員）

研修題目 講師等

　８：００ ～ ８：４５ 高田駅⇒ 妙高青少年自然の家　※2 バス移動

休憩・着替え

　９：００ ～ １１：３０

Ａ班：雪崩対策の現地研修
（会場：妙高市関山地区）

Ｂ班：積雪観測法実習
　　   雪崩発生時の初動実習　
　　
（会場：妙高青少年自然の家）　※3

A班担当：上石勲
　　　　  町田誠

B班担当：山口　悟
　　　　  和泉　薫
              中村一樹
              伊藤陽一
              原田裕介
              町田　敬

昼食（各自）※１

休憩

１５：１５ ～ １５：４５ 修了試験

１５：４５ ～ １６：００ 閉校式・修了証授与

１６：１５～ 妙高青少年自然の家⇒上越妙高駅⇒高田駅 バス移動

B班担当：上石勲
　　　　  町田誠

A班担当：山口　悟
　　　　  和泉　薫
              中村一樹
              伊藤陽一
              原田裕介
              町田　敬

日時

1月１８日（金）

日時

1月１７日（木）

１２：３０ ～ １５：００

室内研修

屋外研修

B班：雪崩対策の現地研修
（会場：妙高市関山地区）

A班：積雪観測法実習
　　　雪崩発生時の初動実習　
　　
（会場：妙高青少年自然の家）　※3



 

(１) 受講料について 

受講料（1 名につき） 

日本雪氷学会『会員』 
（日本雪学会個人会員及び特別・賛助会員） 

日本雪氷学会『非会員』 

２５，０００円 ３０，０００円 

(２) 宿泊のご案内 
宿泊日 素泊り（税込） 宿泊先 部屋利用人数 

１月１7 日（木） 8，０００円 
アートホテル上越 

（高田駅より徒歩 2分） 
１室１名利用 

（シングルルーム） 

(３) 交流会のご案内 
開催地 施設名 会 費 備 考 

高田駅前 海鮮ろばた船栄 ４，000 円 1 日目受付にて徴収します。 

 
■注意事項 

お申込みは基本的に先着順で受け付けさせて頂きます。部屋数の都合により希望区分での宿泊ができず料金が
あがる場合がありますのでご了承下さい。前後泊を希望の方は、事務局の『共立観光』へご連絡下さい。 

 

(４) お申込み方法[ご旅行条件書]（要約） 
※この書面は、旅行業法第１２条の４の定めるところの取引条件の説明書面及び同法第１２条の５の定めるところ

の契約書面の一部になります。 

■お申込み方法 
申込書または必要事項をご記入のうえ『共立観光』までＦＡＸまたはｅメールにて送信下さい。 

 

■お申込み締切日／定員 
お申込み締切日 平成 ３０年 １１月 ３０日(金) 

■お申込み受付、回答 

 FAX 申込みの場合は受信後一週間以内に受付確認書と請求書をお送りします。 
 ご希望に添えない場合、調整が必要な場合はご相談の電話をさせて頂く場合があります。 
 予定している宿泊数を超えた場合は締切日を待たずに予約を中止する場合もあります。 

■お支払い方法 
 弊社よりお送りする受付確認書と請求書の内容を確認のうえ、指定期日までに全額のお支払い手続

きをお済ませ下さい。 
※クレジットカード決済は行っておりません。 ※振込手数料はお客様負担になります。 

 

■お申込み変更、取消 
 申込受付後の変更、取消は FAX または電話でご連絡下さい。 
 お客様の都合で宿泊予約を取り消される場合は、次の取消料を申し受けます。 
 取消料は弊社営業日・営業時間内にご連絡を頂いた日を基準とします。 
 受講料の入金後のキャンセルの払い戻しはありません。 

取 消 日 
取 消 料 

契約解除日／宿泊日（1 月 17 日）の前日から起算してさかのぼって 

① ２１日前に当たる日以前の解除 無料 

② ２０日前に当たる日以前の解除 （③～⑥を除く） 旅行代金の２０％ 

③ ７日前に当たる日以前の解除 （④～⑥を除く） 旅行代金の３０％ 

④ 旅行開始日前日の解除  旅行代金の４０％ 
⑤ 旅行開始日当日１２：００までの解除 旅行代金の５０％ 
⑥ 当日１２：００以降または無連絡不参加 旅行代金の１００％ 

 

  

受講定員 宿泊定員 

５０名 ２５名 

申 し 込 み 要 領 



 

研修会受講の際にご準備するもの 

研修会は 1 月の厳冬期に行われ、2 日目は屋外で長時間の研修を予定しております。 

防寒着、長靴、手袋、帽子等の防寒装備を必ずご用意ください。 

ホームページでのご案内先 

公益社団法人日本雪氷学会 雪崩分科会ホームページ  URL：http://www.seppyo.org/~nadare/ 

土木学会継続教育（CPD）プログラムにいて 

本研修は、土木学会継続教育（CPD）認定プログラムです。有資格者で必要な方へ研修会終了後に受講証明書

を発行致します。 

CPＤ認定番号：JSCE18-0857  単位数：11.5 ユニット 教育分野：B・L・O 

CPDS 学習プログラムについて 

本研修は、（一社）全国土木施工管理技士会連合会継続学習制度（CPDS）認定プログラムです。有資格者の

方は会場にて本人確認を行いますので、CPDS 技術者証を持参して下さい。研修会終了後に受講証明書を発行

致します。学習履歴の申請は受講者が行ってください。 

プログラム登録番号：487540   ユニット数：11.0 unit 

気象予報士 CPD 制度認定プログラムについて 

本研修は気象予報士 CPD 制度の認定プログラムです。有資格者で必要な方へ研修会終了後に受講証明書を発

行いたします。学習履歴の申請は受講者が行ってください。 

単位数：１1.0 単位 

第２９回 雪崩対策の基礎技術研修会 申込書 

（フリガナ） 

氏 名 
所属 性別 年齢 区分 

17日 

交流会 

17日 

宿泊予約 

18日 

バス乗車 

必要な 

受講書 

 

 
男 
・ 
女 

 
会 員 

非会員 

参 加 

不参加 

要 

不要 

要 

不要 

CPD 

CPDS 

CPD(気) 

 

  
男 
・ 
女 

 
会 員 

非会員 

参 加 

不参加 

要 

不要 

要 

不要 

CPD 

CPDS 

CPD(気) 

 

連 絡 先：住所                            

TEL    FAX   e-mail               
＊ご記入いただきました個人情報は、本研修会の参加登録（保険登録含む）のみに利用させていただきます。 
１）日本雪氷学会個人会員及び特別・賛助会員は、会員価格で受講できます。 
２）1月 17日の交流会、宿泊を申し込まれた方の代金は、現地にて別途徴収します。 
３）18日の高田駅出発のバスに乗車されない方は、8時 45分までに妙高青少年自然の家へお越し下さい。 
４）CPD（気)：気象予報士会 CPDとなります。 
５）事前・事後宿泊の予約を希望する場合は、直接下記申込先へご連絡下さい。 
６）食物アレルギーがある場合は、直接下記申込先へご連絡下さい。 

申込先 

共立観光（株）六日町支店 担当：村山 

TEL 025-772-2771  FAX 025-772-7664 

E-mail：muikamachi@kyoritsu-kanko.jp 

キリトリセン 

http://www.seppyo.org/~nadare/

