
INTERPRAEVENT International Symposium 2018 Toyama
The International Symposium INTERPRAEVENT 2018 Toyama will be held on the theme of "Large-
scale sediment-related disasters and disaster reduction measures in orogenic zones “ from 1st to 4th  
October 2018.
【INTERPRAEVENT Official website】 http://interpraevent2018.jp/
【Website for resistration】 https://va.apollon.nta.co.jp/interpraevent2018/

Shiraiwa sabo dam
（Nationally designated

important cultural properties）
Height is 63m, the highest of Japan

INTERPRAEVENT 2016 SwitzerlandINTERPRAEVENT  is the comprehensive  international research society on disaster 
prevention which was organized by sabo engineers, researchers, and administrative officials 
to promote interdisciplinary research on prevention and mitigation of disasters caused by 
debris flows, landslides, snow avalanches, and related phenomena and  to distribute the 
new technology and knowledge. The secretariat is located in Austria, which consists of 
seven other member countries and regions including Japan, Switzerland, Italy and others.
INTERPRAEVENT celebrates its 50th anniversary in this year. 

Date

The opening ceremony and keynote speeches on Oct. 1 are open to the public 
free of charge. The opening ceremony, keynote speeches on Oct. 1 and the panel 
discussion on Oct. 4 are provided with English-Japanese simultaneous translation.

Venue 

Organized by

Co-organaized by

Supported by 

In cooperation with

Remarks

October 1 (Mon) - October 4 (Thu) 2018

Toyama International Conference Hall, Toyama City, Toyama Prefecture, Japan

The Pacific Rim INTERPRAEVENT Committee of Japan (PRIC)
Organizing Committee of INTERPRAEVENT International Symposium 2018

International Research Society INTERPRAEVENT
Japan Society of Erosion Control Engineering (JSECE)
International Sabo Association (ISA)

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT)
Toyama Prefectural Government, Toyama City Government

Japan Sabo Association (JSA)
Sabo and Landslide Technical Center (STC)
Sabo Frontier Foundation (SFF)
Japan Association for Slope Disaster Management (JASDiM)



期 日：2018年10月1日（月）～4日（木）
開催地：富山県富山市（会場：富山国際会議場）
主 催：インタープリベント2018実行委員会、

環太平洋インタープリベント協議会
共 催：International Research Society INTERPRAEVENT、

（公社）砂防学会、（一社）国際砂防協会
後 援：国土交通省、富山県、富山市
協 賛：（一社）全国治水砂防協会、

（一財）砂防・地すべり技術センター、
（一財）砂防フロンティア整備推進機構、
（一社）斜面防災対策技術協会

その他：10月1日の開会式・基調講演及び4日のパネルディスカッション
は日英同時通訳で実施。
開会式・基調講演は無料で一般公開予定。

国際シンポジウム インタープリベント２０１８富山

２０１８年１０月１日から４日にかけて「変動帯における大規模な土砂災害と減災対策」
をテーマに国際シンポジウムのインタープリベント２０１８富山が開催されます。

【インタープリベント公式ホームページ】 http://interpraevent2018.jp/
【参加登録専用ホームページ】 https://va.apollon.nta.co.jp/interpraevent2018/

白岩砂防堰堤（重要文化財）
日本一の高さ63mを誇る

インタープリベント2016スイスインタープリベントは土石流、地すべり、雪崩などによる災害の
防止・軽減に関する学際的な研究を促進し、あわせて防災技
術・知識の普及を図ることを目的に砂防技術者、研究者、行政
関係者などが連携して組織された防災に関する総合的な国際
学会です。オーストリアに事務局におき、日本のほかスイス、イ
タリアなどの7つの国・地域が加盟しています。
2018年、インタープリベントは５０周年を迎えます。


