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取り扱い
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発表をもって解禁

「ゆきみらい2022 in 白山」を開催します。
～雪がもたらす恩恵を再認識するとともに、
「雪との関わり」について議論し、白山の恵みを情報発信します。～
克雪・利雪技術の現状や課題、雪と地域文化を活かした様々な取組に対する意見交
換や情報交換を通じて、雪国の未来を展望し地域の活性化を図ることを目的とした「ゆ
きみらい2022ｉｎ白山」を下記の通り開催することが決定しました。
ゆきみらいは、昭和６０年度より、北海道、東北、北陸の３つの地域を順番に巡って毎
年開催しており、今回で３６回目の開催となります。。
北陸地域では４年ぶり、石川県内での開催は１０年ぶりとなります。

●開 催 日 ： 令和４年１月２７日(木)～２８日(金)
●開催場所 ： 松任文化会館ピーノ（シンポジウム、研究発表会）
白山郷公園（見本市、除雪機械展示・実演会）

参加者の募集を開始します。
●参加者募集：令和３年１１月１７日（水）
～１２月２７日（月）
■詳細は、ホームページでご確認下さい。

http://www.hrr.mlit.go.jp/yukimirai-hakusan/
「ゆきみらい2022in白山」実行委員会・事務局
国土交通省北陸地方整備局企画部広域計画課
課長

川尻 克巳

問い合わせ先

TEL(直通) 025-370-6687

石川県土木部道路整備課
課長

宮本 義浩

TEL(直通） 076-225-1725

白山市建設部土木課
課長

中川 浩一

TEL(直通） 076-274-9556

■開催の目的 テーマ：『古代から現在、白山の恵みを世界へ』
わが国は、面積の51％が豪雪地帯に指定され、総人口の15％が暮らしています。なかでも、北陸地方は世
界有数の豪雪地帯で、約９割が豪雪地帯に指定されています。
積雪地では、除排雪をはじめ、消融雪や流雪溝など雪を克服するハード・ソフト技術のほか、雪を資源として
積極的に活用する様々な試みが展開されています。しかし一方では、人口減少や高齢化の進行が深刻な課題
となっています。
今回の開催地である石川県白山市は、日本三名山の一つである標高２,７０２ｍの白山を有する豪雪地帯から
日本海に至る起伏に富んだ地形を有し、市域全体が日本ジオパークの「白山手取川ジオパーク」に認定されて
おり、「大地と自然と人々の生活」それぞれが深く関わり合っている地域です。
現在、「ユネスコ世界ジオパーク」の認定に向け、申請中であり、地域の気運が高まっています。
「ゆきみらい2022 in 白山」は、そのような自然豊かな地域において、雪がもたらす恩恵を再認識し、これから
の「雪との関わり」について議論し、白山の恵みを世界へ発信することを目的としています。

■開催内容
ゆきみらいシンポジウム

（１／２７（木） 松任文化会館ピーノ ホール）

ゆきみらいシンポジウムでは、特別講演、パネルディスカッション
により、白山の様々な分野の取組から白山の恵みを世界へ発信し
ます。

ゆきみらい研究発表会

（１／２８（金） 松任文化会館ピーノ
第１会場 ホール、第2会場 3階研修室）

ゆきみらいシンポジウム
（平成30年富山開催時の状況）

ゆきみらい研究発表会は、今日的な課題である「冬期における災害対
応」「冬期道路管理のICTと担い手」「地域資源を活かした雪国の観光」
などに関する調査研究の情報交換や交流の場として展開します。
（一社）建設コンサルタンツ協会継続教育（CPD）認定プログラム（申請中）
（一社）全国土木施工管理技士会連合会継続教育（CPDS）認定プログラム（申請中）

ゆきみらい見本市 （１／２７（木）～２８（金）

ゆきみらい研究発表会
（平成30年富山開催時の状況）

白山郷公園 体育館）

雪氷技術や情報、雪国に暮らす人々の文化・知恵などに関する
最新情報について、見本市を開催します。
同時開催で、地元物産販売、観光等のＰＲも行います。

除雪機械展示・実演会

（１／２７（木）～２８（金）
白山郷公園 駐車場）

ゆきみらい見本市
（平成30年富山開催時の状況）

除雪機械の展示や実演を行い、高度化された最先端の機械や装
置等を紹介するとともに、冬期の道路交通を確保し、雪国の生活を
まもる除雪機械をもっと理解していただくために開催します。

交流会

（ 有 料 ）

（１／２７（木） グランドホテル白山）

「ゆきみらい」に参加いただいた皆様との意見交換や情報交換を
目的に交流会を開催することを予定しています。

除雪機械展示・実演会
（平成30年富山開催時の状況）

■詳細は、ホームページでご確認下さい。

http://www.hrr.mlit.go.jp/yukimirai-hakusan/
※各イベントは、新型コロナウイルスの感染状況により開催方法を変更する場合がございます。

■参加者の募集

募集期間
令和３年１１月１７日（水）から令和３年１２月２７日（月）まで
※シンポジウム、研究発表会、交流会へのご参加は事前の申込みが必要です。

募集定員
○ゆきみらいシンポジウム
○ゆきみらい研究発表会
○交流会

５００名程度
４００名程度
１００名程度

申込方法
「ゆきみらい2022in白山」ホームページから申込用紙をダウンロードのう
え、いずれかの方法でお申し込み下さい。
［E-mail］ yukimirai@hrr.milt.go.jp
［郵 送］ 〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1
ゆきみらい2022in白山実行委員会事務局
（北陸地方整備局企画部広域計画課）

「ゆきみらい2022in白山」ホームページ
http://www.hrr.mlit.go.jp/yukimirai-hakusan/

ゆきみらい 白山

検索

※ゆきみらい見本市及び除雪機械展示・実演会は、事前申込の必要ありませんが、新
型コロナ感染対策のため、入場制限を行う 場合がございます。
※研究発表会第２会場【3階研修室】は、入場制限を行う場合がございます。
※各イベントは、新型コロナウィルスの感染拡大状況により開催方法を変更する場合
がございます。

■「ゆきみらい2022in白山」実行委員会
委員長

国土交通省 北陸地方整備局長

副委員長

石川県 副知事
白山市長

委員

国土交通省 北陸地方整備局 企画部長
（兼 北陸雪害対策技術センター長）
国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所長
国土交通省 北陸地方整備局 北陸技術事務所長
（兼 北陸雪害対策技術センター 副センター長）
国土交通省 北陸信越運輸局 観光部長
石川県 土木部長
石川県 観光戦略推進部長
白山市 副市長
白山市 観光文化スポーツ部長
白山市 建設部長
東日本高速道路株式会社 新潟支社 技術部長
中日本高速道路株式会社 金沢支社 高速道路事業部長
公益社団法人 雪センター 理事長
一般社団法人 日本建設機械施工協会 会長
一般社団法人 北陸地域づくり協会 理事長
白山市経済団体連絡協議会 会長
公益社団法人 石川県観光連盟 副理事長
一般社団法人 白山市観光連盟 理事長
一般社団法人 石川県建設業協会 会長
一般社団法人 白山野々市建設業協会 会長

■北陸地方整備局管内における開催状況
昭和６０年度（第１回）富山県富山市 ほか
昭和６２年度（第３回）富山県富山市 ほか
平成 ２年度（第６回）新潟県上越市
平成 ５年度（第９回）石川県金沢市
平成 ８年度（第１２回）新潟県長岡市
平成１１年度（第１５回）富山県富山市
平成１４年度（第１８回）石川県小松市
平成１７年度（第２１回）新潟県上越市
平成２０年度（第２４回）富山県高岡市
平成２３年度（第２７回）石川県金沢市
平成２６年度（第３０回）新潟県長岡市
平成２９年度（第３３回）富山県富山市
令和 ２年度 開催延期
令和 ３年度（第３６回）石川県白山市

石川県 ４回（今回の白山市を含む）
新潟県 ４回
富山県 ５回

※申込用紙は「ゆきみらい2022ｉｎ白山」ホームページからダウンロードできます。

http://www.hrr.mlit.go.jp/yukimirai-hakusan/

代表者連絡先
（フリガナ）

ご氏名
（フリガナ）

所属機関／会社名
所属課所名
役職名
住所
電話番号
メールアドレス

参加者
シンポジウム
ご氏名

お申込み方法
お申込み先

所属課所名

住所

電話番号

メールアドレス

令和4年1月27日（木） 令和4年1月27日（木）

令和4年1月28日（金）

14:00～17:00

18:00～

9:30～16:15

（入場無料）

（\8,000）

（入場無料）

受講証明の希望の有無
（○印をご記入下さい）
ＣＰＤ

上記に必要事項をご記入の上、下記のＥ-mailアドレス（もしくは郵送）までお送りください。

北陸地方整備局企画部広域計画課（ゆきみらい2022in白山 実行委員会事務局）
E-mail：
郵送 ：

締切り

役職名

研究発表会

交流会

yukimirai@hrr.mlit.go.jp
〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1

（企画部 広域計画課）

令和３年１２月２７日（月）

※ 各プログラムの詳細は、ホームページ等をご参照ください。
※ シンポジウム・研究発表会の参加者へ、後日メールをお送りしいたしますので、受付の際にメール画面をご提示いただくか、メールを印刷したものをご提示下さい。

※ 研究発表会第2会場の【3階研修室】は、入場制限を行う場合がございます。

※ シンポジウム・研究発表会は定員に達しない場合、当日参加も可能です。（当日参加募集についてはホームページなどで事前にご案内致します）
※ 研究発表会は、（一社）建設コンサルタンツ協会継続教育（CPD）認定プログラム及び（一社）全国土木施工管理技士会連合会継続教育（CPDS）認定プログラムに申請中でございます。認定されましたら、ホームページでお知らせ致します。
※ 交流会の会費は、当日受付にて頂戴します。

【個人情報の取り扱いについて】

お申込の際にご記入いただいた個人情報は、受付を円滑に行うためのものであり、それ以外の目的での使用及び第三者への提供はしませんが、新型コロナウイルス感染発生が疑われる場合は、保健所等の公的機関への提供を行う場合がございます。
≪お問合せ先≫
ゆきみらい2022ｉｎ白山 実行委員会事務局 （国土交通省 北陸地方整備局企画部 広域計画課内）
〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1

TEL：025-370-6687 担当：名畑、澤田

ＣＰＤＳ

※申込用紙は「ゆきみらい2022ｉｎ白山」ホームページからダウンロードできます。

（記載例）

代表者連絡先

http://www.hrr.mlit.go.jp/yukimirai-hakusan/

ハクサン イチロウ

（フリガナ）

白山 一郎

ご氏名

マルマルシヤクショ

（フリガナ）

〇〇市役所

所属機関／会社名
所属課所名

建設部建設課

役職名

主査

住所

〒〇〇〇-〇〇〇〇

電話番号

〇〇市●●2-1-3

●●●－●●●●－●●●●

メールアドレス

△△△＠city.〇〇〇.lg.jp

参加者

ご氏名

所属課所名

役職名

住所

電話番号

メールアドレス

交流会

令和4年1月27日

令和4年1月27日

令和4年1月28日

（木）

（木）

（金）

14:00～17:00

18:00～

9:30～16:15

（入場無料）

（\8,000）

（入場無料）

白山 一郎

建設部建設課

主査

〒〇〇〇-〇〇〇〇

〇〇市●●2-1-3 ●●●－●●●●－●●●●

△△△＠city.〇〇〇.lg.jp

○

白山 二郎

建設部建設課

係長

〒〇〇〇-〇〇〇〇

〇〇市●●2-1-3 ●●●－●●●●－●●●●

△△△＠city.〇〇〇.lg.jp

○

お申込み方法
お申込み先

受講証明の希望の有無
（○印をご記入下さい）
ＣＰＤ

ＣＰＤＳ

○

○

○
○

○

上記に必要事項をご記入の上、下記のＥ-mailアドレス（もしくは郵送）までお送りください。

北陸地方整備局企画部広域計画課（ゆきみらい2022in白山 実行委員会事務局）
E-mail：
郵送 ：

締切り

研究発表会

シンポジウム

yukimirai@hrr.mlit.go.jp
〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1

（企画部 広域計画課）

令和３年１２月２７日（月）

※ 各プログラムの詳細は、ホームページ等をご参照ください。
※ シンポジウム・研究発表会の参加者へ、後日メールをお送りしいたしますので、受付の際にメール画面をご提示いただくか、メールを印刷したものをご提示下さい。

※ 研究発表会第2会場の【3階研修室】は、入場制限を行う場合がございます。

※ シンポジウム・研究発表会は定員に達しない場合、当日参加も可能です。（当日参加募集についてはホームページなどで事前にご案内致します）
※ 研究発表会は、（一社）建設コンサルタンツ協会継続教育（CPD）認定プログラム及び（一社）全国土木施工管理技士会連合会継続教育（CPDS）認定プログラムに申請中でございます。認定されましたら、ホームページでお知らせ致します。
※ 交流会の会費は、当日受付にて頂戴します。

【個人情報の取り扱いについて】

お申込の際にご記入いただいた個人情報は、受付を円滑に行うためのものであり、それ以外の目的での使用及び第三者への提供はしませんが、新型コロナウイルス感染発生が疑われる場合は、保健所等の公的機関への提供を行う場合がございます。
≪お問合せ先≫
ゆきみらい2022ｉｎ白山 実行委員会事務局 （国土交通省 北陸地方整備局企画部 広域計画課内）
〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1

TEL：025-370-6687 担当：名畑、澤田

