平成 3年 度事業報告
支部総会 ・ 研 究発 表会
日時 :平 成 3年 6月

19日

会 場 :北 海道学術交 流会館

(水 )

10:00‑15:50

第 一 会議 室

(1)支 部総 会
10:00‑10:30
(2)第 1回 理 ・ 幹事会
12:00‑13:00
19件
) 10:35‑15:50
(3)研 究発 表会 (発表件数
①衛星画像 に見 られるオホ ーツク海の海氷 と大気の特徴
榎本浩之、百武欣二 、高橋修平 (北 見工業大学)
② 1990〜 91年 冬期 の道北地方の積雪分布 と化学成分 の変動
藤原滉一 郎 (北 大演習林 )、 佐藤冬樹、笹智一郎 (北 大天塩演習林 )
③平成 2年 〜平成 3年 冬期の札幌 における平地積雪の特徴
尾関俊浩、秋田谷英次、白岩孝行 (北 大低温研 )
④森林内にお ける積雪分布
北原曜、中井裕一郎、坂本知 己、斎藤武史 (森 林総合研究所北海道支所 )
⑤アメダスデ ータに基づ く北海道内の凍結 ―融解出現頻度分布について
福 田正 己 (北 大低温研 )、 岩崎一孝 (北 大文学部)
⑥苫小牧 における土壌凍結深、凍上量 と凍結指数の関係
石崎武志、原田鉱一郎、鳥田宏行、福田正己 (北 大低温研 )
⑦根釧原野 のアースハ ンモ ックにおける凍結深観測
曽根敏雄 (北 大低温研 )
③大雪 山および周辺低山地における永久凍土の分布
原田鉱一 郎、福田正己、石崎武志、曽根敏雄 (北 大低温研 )
⑨北見地方置戸町に見 られる氷穴 の観測
高橋修平、榎本浩之、沢 田正剛、百武欣二 (北 見工大 )、 安達寛
(北 見土質調査事務所 )、 福田正己 (北 大低温研 )
⑩凍土層形成 に対する物理探査 の適用例 ―帯広畜産大学実験圃場の場合 ―
河内邦夫、武藤章、後藤典俊 (室 蘭工大)、 高見雅三 、和気徹
(道 立地下資源調査所 )、 土谷富士夫 (帯 広畜産大学 )
①膜材を用 いた屋根 の滑雪性状について
山形敏明、山田利行、中島肇、山口英治、橋本茂樹、苫米地司 (道 工大 )
⑫膜材を用 いた屋根 の滑雪距離について
山口英治、山田利行、中島肇、橋本茂樹、山形敏明、苫米地司 (道 工大 )
⑬膜材を用 いた屋根における滑雪後の堆積性状について
橋本茂樹、山田利行、中島肇、山口英治、山形敏明、苫米地司 (道 工大 )
⑭ ガラス屋根用いた屋根 の滑雪性状 について
苫米地司、伊東敏幸、山口英治、橋本茂樹、星野政幸 (道 工大 )
⑮非磁器がい しの着氷雪特性 について
藤井裕 (北 海道電力総合研究所 )
⑮北海道 の冬期間における自動車の諸問題 と現状
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宮下義孝 (北 海道 自動車短期大学 )
⑫雪尺 ・樹木等 のまわ りの融雪凹みの成因について
小 島賢治 (中 央区南 9西 17)
⑩耕地防風林 の地吹雪捕捉機能 と樹木の雪害 について (第 3報 )一 ―間伐及 び裾枝打 ちが
雪丘形成 に及ぼす影響 について
斎藤新一 郎、成 田俊司 (北 海道立林業試験場 )
⑩道路 防雪林 の成長経過 について 一道央 自動車道札幌〜岩見沢間の事例
斎藤新一 郎 (北 海道立林業試験場 )、 上 島勉 (日 本道路公団札幌建設局 )
雪氷学会北海道支部 30周 年記念「 雪氷調査法」 の 出版
平成3年 7
北海道 の雪氷第

10号 の発行

平成 3年 8月
支部講演会「冬 と親 しみ科 学す る」 の開催
主催 :日 本雪氷学会北海道支部、 (社 )北 海道開発技術 セ ンター
後援 :日 本青年会議所北海道支部会、寒地 開発研究会、氷工 学研究会
日時 平成4年 1月 10日
場所 ポルスター札幌 4階 シンフ ォニー 参加者 100名
講演 プ ログラム
(1)「 雪中キ ャ ンプの試み」
(2)「 国際雪合戦」
(3)「 冬 の野外活動」

雪を考える会
壮瞥町役場
札幌学院大学

十河 哲也氏
谷岡 康徳氏
佐 々木 順氏

支部談話会「 氷 (雪 )と 道東の 自然環境」の 開催
主催 :日 本雪氷学会北海道支部
後援 :釧 路市、釧路市教育委員会、北海道教育大学、北海道新聞
釧路新間、朝 日新間、釧1路 市博物館、環境庁 くしろ湿原事務所
日時 :平 成4年 2月 8日

場所 :北 海道教育大学釧路分校
参加者 :70名
講演 プ ログラム
北海道大学低温科学研究所 秋田谷英次
(1)氷 (雪 )と 遊 ぶ
北海道教育大学釧路分校
(2)氷 とスポー ツ
藤井英嘉
北海道教育大学釧1路 分校
(3)湖 の水 は語 る
東海林昭雄
針生 勤
〈4)氷 がない と魚 は困る ? 釧路市立博物館
々
―
一
の
に
は今
(5)自 然 と生 きる道東 人
酸性化す る地球
西尾文彦
北海道教育大学釧路分校
ー
(6)参 加型環境 問題ネ ッ トワ クを考える
北海道教育大学釧路分校
(7)北 海道の 自然 と教育 北海道教育大学釧路分校
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酒井源樹
矢作 裕

支部幹事会 の 開催
日時 :平 成 4年 3月 19日
場所 :北 大低温科学研究所 3階 会議室
議題 :1992年 度 日本雪氷学会全国大会 の運営方針について
支部理幹事会 の 開催
日時 :平 成 4年4年 21日
場所 :北 農健保会館特別会議室
議題 :平 成 3年 度 の事業会計報告、平成4年 度 の事業会計計画につ いて

‑62‑

