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＜報告＞

第12回北信越支部総会および研究発表会・製品発表検討会報告

期　日：平成11年5月15日（土）

場　所：富山大学理学部2号館

参加者：76名

　総会では遠藤支部長の挨拶の後、１９９８年度事業報告、会計報告案および１９９９年度事業計画

案、予算案が承認された。北信越支部の規約改正が行われた。１９９８年度役員については、支部長

に遠藤八十一氏が再任され、遠藤支部長から新役員の紹介があった。

　総会後、第７回支部賞授賞式が行われ、町田　誠氏、清水増治郎氏、上村靖司氏が大沼賞を、新宮

璋一氏が雪氷功労賞をそれぞれ受賞された。

　研究発表会・製品発表検討会では合計４４件の発表があり、二会場で活発な議論が行われた。会終

了後、懇親会がにぎやかに行われた。

（庶務担当　佐藤和秀理事記）

1999年度（社）日本雪氷学会北信越支部事業計画

１　第12回北信越支部総会および研究発表会・製品発表検討会:富山地区で開催する

２　講演会:１回開催する

３　見学会：新潟・長野地区、富山・石川・福井地区で各１回開催する

４　学習会：新潟地区、長野地区、富山地区、石川地区、福井地区で計８回開催する

５　講習会：新潟・長野地区、富山地区で各１回開催する

６　機関誌：『雪氷北信越』: 　19号を発行する

７　『ニュ-ズレタ-雪氷北信越』：隔月計６回発行する

８　理事・幹事会合同会議：３回開催する

９　顧問・評議員会：１回開催する

ニューズレター雪氷北信越

No.67  1999年6月10日
 (社)日本雪氷学会北信越支部発行

目次

＜報告＞

・第12回北信越支部総会および研究発表会・製品発表検討会　(5/15)

1999年度（社）日本雪氷学会北信越支部事業計画

1999年度（社）日本雪氷学会北信越支部役員名簿

第７回（1999年度）支部賞

北信越支部規約の改正

＜その他＞

・「雪氷北信越」訂正とお詫び



2

1999年度（社）日本雪氷学会北信越支部役員名簿（1999年5月15日現在）

-------- 支部長 ------------------------------------------------------------------------------

遠藤八十一 農林水産省森林総合研究所十日町試験地主任研究官

-------- 副支部長 ----------------------------------------------------------------------------

小林　詢 信州大学教育学部教授

対馬勝年 富山大学理学部教授

河田脩二 福井工業大学教授

前田博司 福井工業大学教授

-------- 顧問---------------------------------------------------------------------------------

平山征夫 新潟県知事

中沖　豊 富山県知事

谷本正憲 石川県知事

栗田幸雄 福井県知事

吉村午良 長野県知事

宮越　馨 上越市長

西川正純 柏崎市長

関　広一 小千谷市長

本田欣二郎 十日町市長

杵渕　衛 栃尾市長

大塚久郎 新井市長

大幸　甚 加賀市長

伊藤仙太郎 能生町長

久保田哲夫 野沢温泉村長

大沼匡之 日本雪氷学会名誉会員

中俣三郎 元新潟大学教授

津端一郎 長岡短期大学教授

古川征夫 (株)アルゴス代表取締役

-------- 評議員-------------------------------------------------------------------------------

池田直樹 新潟県企画調整部長

松本　寛 富山県生活環境部長

中島　浩 石川県土木部長

牧野百男 福井県県民生活部長

小川　健 長野県土木部長

永井絋一 上越市都市整備部長

品田正樹 柏崎市企画政策課長

村田　昭 小千谷市建設課長

春日宏市郎 十日町市建設課克雪利雪対策室長

高山辰三郎 栃尾市企画財政課長

田中一勇 新井市建設課長

神田健三 加賀市中谷宇吉郎雪の科学館館長

池田正夫 能生町総務課長

関口　恒 野沢温泉村企業課長

千田靖雄 (株)加賀田組常務取締役

高井義晴 北陸電力(株)地域総合研究所部長

藤野　徹 北陸道路エンジニア(株)技術管理部長

栗山　弘 大原技術（株）取締役業務部長

-------- 理事（＃編集担当）-------------------------------------------------------------------

和泉　薫 新潟大学積雪地域災害研究センター助教

授

梅村晃由 長岡技術科学大学機械系教授

遠藤治郎 (株)興和顧問

遠藤八十一 農林水産省森林総合研究所十日町試験地

主任研究官

河田脩二 福井工業大学教授

小林俊一 新潟大学積雪地域災害研究センター教授

小林　詢 信州大学教育学部教授

竹内誠司 福井県県民生活部生活企画課長

佐藤和秀 長岡工業高等専門学校教授

鈴木健治 東北電力(株)新潟支店電力部部長

杉森正義 福井県雪対策・建設技術研究所総括研

究員

須田公男 佐藤工業(株)北陸支店次長

高瀬信忠 福井工業大学教授

武藤克己 新潟県企画調整部雪対策室長

大田慎一 富山県生活環境部水雪土地対策課長

田村盛彰 新潟県立小千谷高等学校教諭

対馬勝年 富山大学理学部教授
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東浦將夫 防災科学技術研究所長岡雪氷防災実験

研究所長

新田隆三 信州大学農学部教授

早川典生 長岡技術科学大学建設系教授

前田博司 福井工業大学教授

町田　誠 町田建設(株)社長

村山　實 新潟産業大学教授

豊岡昭博 JR東日本新潟支社設備部担当課長

山田　穣 防災科学技術研究所長岡雪氷防災実験

研究所雪氷災害観測研究室長

湯本喜久雄 ソーラーシステム(株)社長

横山宏太郎# 農林水産省北陸農業試験場気象資源研

究室長

柳原雅行 北陸電力(株)地域総合研究所技術研究

担当課長

和田　惇 (社)北陸建設弘済会理事長

-------- 監事---------------------------------------------------------------------------------

丸山敏介 新潟電機（株）社長

山口　肇 長岡工業高等専門学校教授

-------- 幹事長-------------------------------------------------------------------------------

和泉　薫 新潟大学積雪地域災害研究センター助教授

-------- 幹事（※庶務担当、＊会計担当、＃編集担当）--------------------------------------------

東　信彦 長岡技術科学大学機械系

飯田　肇 富山県土木部砂防課

石坂雅昭 富山市科学文化センター

伊藤文雄 福井大学教育学部

宇治橋康行 福井工業大学建設工学科

加藤正明 長岡市立科学博物館

上石　勲 (株)アルゴス

河島克久※ (財)鉄道総合技術研究所

北原拓夫 長岡工業高等専門学校

鴻野繁和 (財)日本気象協会新潟センター

小林俊市 防災科学技術研究所長岡雪氷防災実験

研究所雪氷災害観測研究室

小南靖弘＃ 農林水産省北陸農業試験場気象資源研

究室

鈴木啓助 信州大学理学部

竹井　巖 北陸大学

竹内由香里 新潟大学積雪地域災害研究センター

藤井秀幸＊ 長岡技術科学大学建設系

村本健一郎 金沢大学工学部

山野井克己 農林水産省森林総合研究所十日町試験

地

第７回（1999年度）支部賞

大　沼　賞：町田　誠 氏 「雪崩発生の予知と対策に関する実践的活動」

大　沼　賞：清水増治郎 氏 「山地の気象・積雪デ-タの観測並びに山地積雪の推定に関する研

究」

大　沼　賞：上村靖司 氏 「豪雪都市の雪害とその対策の評価に関する研究」

雪氷功労賞：新宮璋一 氏 「雪害対策への先駆的な取り組み並びに雪害対策技術への支援」

北信越支部規約の改正

（支部総会において、以下の支部規約の改正が認められた）

第３条 旧規約：本支部の会員は北信越地方（新潟県、長野県、富山県、石川県、福井県）在住

の(社)日本雪氷学会の名誉会員、終身会員、正会員、特別会員、賛助会員、購読

会員会員とする。
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新規約：本支部の会員は北信越地方（新潟県、長野県、富山県、石川県、福井県）に在

住する(社)日本雪氷学会の会員とする。また、他支部に所属する会員であっても、

本支部に所属することを希望する場合は、重複所属することを妨げない。

改正理由：本部細則で重複所属を認めている。

第７条 旧規約：支部幹事（幹事長、庶務幹事、会計幹事、編集幹事を含む）は支部会員のうち

から支部長が委嘱する。

新規約：支部の幹事長は支部理事の中から支部長が委嘱する。支部幹事は支部会員の中

から支部長が委嘱する。

改正理由：理事が庶務幹事などを担当している。東北支部以外の規約には庶務幹事など

についての記載はない。

第13条 旧規約：役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。支部長の再任の場合、任期

を１年とする。副支部長、幹事長、庶務幹事、会計幹事、編集幹事の任期は支部

長の任期に合わせるものとし、再任は妨げない。

新規約：支部長の任期は２年とする。ただし、通算４年を越えて在任することはできな

い。支部長を除く役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。

改正理由：支部長の任期を本部理事と合わせる。

内規第１条 旧規約：事務局は長岡技術科学大学におく。

新規約：内規第１条を削除する。

改正理由：現実と異なる。

＜報告＞

『雪氷北信越』訂正とお詫び

　今年度発行の雪氷北信越第１９号のなかに、以下の誤記がありました。また、同様の誤記が第１８

号にもありました。訂正してお詫び申し上げます。

第１９号   ｐ．５１　表題　および　支部賞授賞式　の２カ所

　　１９９８年度（誤）を１９９９年度（正）に訂正

第１８号　 ｐ．６３　表題

　　１９９７年度（誤）を１９９８年度（正）に訂正

※なお、次号のニューズレターは1999年8月10日発行予定です。こちらの原稿は7月20日頃までにお送り下さい。
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日本雪氷学会北信越支部ニューズレター

原稿送付・問い合わせ先：小南靖弘，横山宏太郎

〒943-0193　新潟県上越市稲田1-2-1　北陸農業試験場　水田利用部　気象資源研究室

tel.: 0255-26-3234  /  Fax: 0255-24-8578  / E-Mail: met@inada.affrc.go.jp
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