
 

                

平成２９年１月１８日 

 

2017ふゆトピア・フェアin函館オープニングセレモニーを開催します 

 

○ 本フェアの開催にあたり、ガイドブック、研究発表会論文、除雪車チャンピオンシップリーフレッ

トをホームページにて公開しましたので、併せてお知らせします。 

【ホームページ】http://www.hkd.mlit.go.jp/kanribu/chosei/fuyutopia/top_hakodate.html 

 

記 

 

（１）日時：平成２９年１月２６日（木）９：３０～１０：００ 

（２）場所：函館アリーナメインアリーナ（函館市湯川町１丁目３２番２号） 

（３）次第： 

１．開式 

２．式辞 

３．実行委員紹介 

４．テープカット 

５．閉式 

（４）取材：取材を希望される方は、別紙「取材申込書」により以下の申込み先までお申込み願います。 

      併せて、フェアの他のイベントの取材を希望される方も、同様にお申込み願います。 

【申込み期限】平成２９年１月２３日（月）１７：００まで 

【申込み先】 ＦＡＸ ０１１－７０９－９２１５ 

E-mail hkd-ky-huyutopia2017@milt.go.jp 

 

＜参考資料＞ 

 2017ふゆトピア・フェア in函館ガイドブック 

第３回除雪車チャンピオンシップリーフレット 

  「2017ふゆトピア・フェア in函館」オープニングセレモニーを下記のとおり開催しますので、お

知らせします。 

 セレモニーでは、式辞、実行委員紹介のほか、フェアで実施するイベント（「ふゆトピアシンポジ

ウム」、「ふゆトピア研究発表会」、「ふゆトピア展示会」、「除雪機械展示・実演会、競技会」）

に参加する方々をお呼びして、テープカットを行います。 

http://www.hkd.mlit.go.jp/kanribu/chosei/fuyutopia/top_hakodate.html


＜2017ふゆトピア・フェア in函館の見どころ＞ 

○ふゆトピアシンポジウム 

  吉田類氏による基調講演、北海道・東北・北陸の各地域で活躍されているパネリストによるパネル

ディスカッションにより、「世界に目を向けた北国の観光」を考えます。 

※事前申込み期限は、１月２０日（金）までになっています。この機会にぜひお申込みください。 
※席に限りはありますが、当日参加も可能です。 

 

○ふゆトピア研究発表会 

４０編の口頭発表、１４編のポスターセッションにより、冬期におけるインフラの維持管理、災害

対策、また観光振興などについて、様々な主体の取組を情報発信します。 

 

○ふゆトピア展示会 

  道内外から３３の企業・団体が出展し、冬期における生活環境や防災力の向上に資する、積雪寒冷

対策技術や情報などを紹介します。 

 

○除雪機械展示・実演会 

  １１の企業が出展し、除雪機械・装置の展示及び除雪作業の実演を行います。 

 

○競技会（第３回除雪車チャンピオンシップ） 

  渡島檜山地区で除雪事業に従事するオペレーター１０名と、東日本高速道路(株)北海道支社の競技

会における２６・２７年度の優勝者、合わせて１２名の選手により、除雪車の運転技能を競います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ一覧 

＜2017ふゆトピア・フェアin函館 総括／シンポジウム／報道受付＞ 

【申込み／問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 電話（代表）０１１－７０９－２３１１ 

開発監理部 開発調整課 課長補佐       酒井 祐介（内線５４９４） 

開発監理部 開発調整課 開発計画専門官    大部 裕次（内線５４７９） 
 

＜ふゆトピア研究発表会＞ 

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局      電話（代表）０１１－７０９－２３１１ 

 建設部 道路建設課 道路技術専門官      甲斐  明（内線５３６７） 

建設部 道路建設課 橋梁係長         秋本 光雄（内線５３７８） 

建設部 道路建設課 道路技術係長       橋本 忠幸（内線５９５６） 
 

＜ふゆトピア展示会＞ 

【問合せ先】北海道               電話（代表）０１１－２３１－４１１１ 

   建設部 建設政策局 維持管理防災課 主幹   橋本 雄太（内線２９－２５２） 

   建設部 建設政策局 維持管理防災課 主査   矢野 眞嗣（内線２９－２７２） 
 

＜除雪機械展示・実演会、競技会＞ 

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局      電話（代表）０１１－７０９－２３１１ 

事業振興部 機械課 課長補佐         中山 克己（内線５３９４） 

事業振興部 機械課 機械施工専門官      合田 彰文（内線５９４６） 



 

取  材  申  込  書 

2017ふゆトピア・フェア in函館 

 

【申込み先】2017ふゆトピア・フェア in函館実行委員会事務局 

（北海道開発局開発監理部開発調整課内） 

ＦＡＸ ０１１－７０９－９２１５ 

E-mail hkd-ky-huyutopia2017@milt.go.jp 

 

(*)受付番号（   ） 
    

ふ り が な 

氏  名                           

 

所属（会社名等）                        

 

連絡先（電話番号）                      

 

                                                     (*)は事務局使用のため記入不要 

 

【取材項目】 

ご希望の取材対象に○印を記入願います。 

項目 日時場所 ２６日（木） ２７日（金） 

オープニングセレモニー 
２６日 ９：３０～１０：００ 
函館アリーナメインアリーナ 

  

ふゆトピアシンポジウム 
２６日１４：００～１７：００ 
函館市民会館大ホール 

  

ふゆトピア研究発表会 
２７日 ９：３０～１６：００ 
函館市民会館小ホールほか 

  

展示会 
２６日１０：００～１７：００ 
２７日１０：００～１５：００ 
函館アリーナメインアリーナ 

  

除雪機械展示・実演会 
２６日１０：００～１６：００ 
２７日１０：００～１５：００ 
函館競馬場駐車場 

  

競技会（除雪車チャンピ
オンシップ） 

２６日１３：００～１６：００ 
函館競馬場駐車場 

  

その他 
 
 

  

 

※ 御提供いただいた個人情報は、当日の確認用にのみ使用し、他の目的には使用しません。 

 

 

                ＜問合せ先＞ 
                 2017ふゆトピア・フェア in函館実行委員会事務局 酒井、大部 
                  （北海道開発局 開発監理部 開発調整課内） 
                   電話：０１１－７０９－２３１１（内線５４９４，５４７９） 



GUIDE  BOOK

2017ふゆトピア・フェア in 函館 実行委員会

● 函 館 市 民 会 館
● 函 館 ア リ ー ナ
●  函館競馬場 駐車場 

開催日

開催
場所

2017.1/26    27木 金

北海道 函館市 （湯川町１丁目３２番１号）
（湯川町1丁目32番2号）
（深堀町２１番１9号） 

入場
無料

函館2017

C o n t e n t s

1/26(   )   9:30 --10:00オープニングセレモニー
（会場　函館アリーナ メインアリーナ）

1/26(   ) 14:00 --17:00ふゆトピアシンポジウム
（会場　函館市民会館 大ホール）

1/27(   )   9:30 --16:00ふゆトピア研究発表会
（会場　函館市民会館 小ホール、大会議室、小ホール前展示室）

木

1/26(   ) 10:00 --17:00ふゆトピア展示会
（会場　函館アリーナ メインアリーナ） 1/27(   ) 10:00 --15:00

木
金

金

1/26(   ) 10:00 --16:00

1/26(   ) 13:00 --16:00

除雪機械展示・実演会、競技会
（会場　函館競馬場 駐車場）

1/27(   ) 10:00 --15:00

【除雪機械展示・実演会】

【競技会】

木
金

1/26(   ) 17:30 --19:00ふゆトピア交流会
（会場　函館 湯の川温泉 花びしホテル（有料））

木

木

木

















































2017 2017 ふゆふゆトピア・フェアトピア・フェアin in 函館函館

第第33回回 除雪車チャンピオンシップ除雪車チャンピオンシップ

除雪の達人が技の共演

日時日時 平成平成2929年年11月月2626日（木）日（木） 13:0013:00～～16:0016:00

場所場所 函館競馬場函館競馬場 駐車場駐車場 （函館市深堀町21-10）場所場所 函館競馬場函館競馬場 駐車場駐車場

入場無料入場無料

（１月２６・２７日（１月２６・２７日 除雪機械展示・実演会も開催）除雪機械展示・実演会も開催）

（函館市深堀町21 10）

2017 2017 ふゆふゆトピア・フェアトピア・フェアin in 函館函館 実行委員会実行委員会

平成２９年１月平成２９年１月

http://www.hkd.mlit.go.jp/kanribu/chosei/fuyutopia/top_hakodate.html



目 的

第3回 除雪車チャンピオンシップ

渡島、檜山地区等の除雪作業に携わるオペレーターの方々が運転技能を
競い合い、除雪技術の向上やオペレーター同士の情報共有を目的として開
催します。

普段見ることがない、迫力ある除雪機械の操作を間近で見ていただき、
来場者の皆様に除雪作業の重要性や技術力の高さをご理解していただけ
るものと考えています。

目 的

るものと考えています。

スケジュール

１３：００～１３：２０ 開会式

１３：２０～１３：３０ 除雪車デモ走行

１３：３０～１５：２０ 競技開始 【参加選手 １２名】

１５：４０～１５：５０ 表彰式 【上位３名】

１５：５０～１６：００ 閉会式 除雪車チャンピオンシップ会場

競技種目

❶ 機械の点検
❷ ブ ド

競技状況 【釧路大会】 表彰式 【釧路大会】

❷ ブレード操作性
❸ 路側追従性
❹ 操縦性
❺ 車庫入れ

競技レイアウト


