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「ふゆトピアシンポジウム」基調講演は吉田 類さんに決定！ 

 

○ 「ふゆトピアシンポジウム」では、基調講演のほか、北海道・東北・北陸の各地域の観光分野でご

活躍されている方々をお呼びし、「北国における魅力ある観光地域づくりや連携・交流のあり方」に

ついてパネルディスカッションを実施します。 

本シンポジウムの開催にあたり、下記のとおり参加申込みを開始します。また、「ふゆトピア研究

発表会」及び「交流会（有料）」の参加申込みも開始します。 

○ 「ふゆトピア研究発表会」のプログラム、「ふゆトピア展示会」、「除雪機械展示･実演会」に出

展する企業･団体等が決定しましたので併せてお知らせします。 
 

記 
 

＜参加申込み方法＞ 

申込み対象：「ふゆトピアシンポジウム」「ふゆトピア研究発表会」「交流会」 

申込み方法：参加申込用紙に必要事項を記入し E-mail またはＦＡＸにて申込みください。 

申込み先 ：（E-mail）hkd-ky-huyutopia2017@mlit.go.jp  

（ＦＡＸ）０１１－７０９－９２１５ 

締切り  ：平成２９年１月１２日（木） 
 

※シンポジウム、研究発表会は当日参加も可能ですが、会場の都合からお断りする場合がありますので、

お早めの事前申込みをお願いします。 
 

※「2017 ふゆトピア・フェア in 函館」について 

国や北海道・函館市・民間団体等が参加した実行委員会が主催し、平成２９年１月２６日（木）・２

７日（金）の２日間、函館市民会館・函館アリーナ・函館競馬場駐車場において、「函館に集う ヒト・

モノ・技術から 北の暮らしのイノベーション」をテーマに、シンポジウム・研究発表会・雪寒技術の

展示会・除雪機械の展示・実演会・競技会などを行います。 
 

※「2017 ふゆトピア・フェア in 函館」に関する詳細情報や参加申込用紙は、以下ホームページに掲載

しています。 

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

「2017ふゆトピア・フェアin函館」で催します、「ふゆトピアシンポジウム」の基調講演は、あの

吉田 類さんを講師にお招きし、「大人の好奇心を満たす旅へ～青函新時代に切り込む“旅人類”～」

と題してご講演を賜ります。 

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


 

＜添付資料＞ 

 【別紙－１】参加申込用紙 

 【別紙－２】2017 ふゆトピア・フェア in 函館 全体概要 

【別紙－３】ふゆトピアシンポジウム プログラム 

 【別紙－４】ふゆトピア研究発表会 概要 

 【別紙－５】ふゆトピア展示会 出展者一覧 

【別紙－６】除雪機械展示・実演会 出展者一覧 
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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＞ 

【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 

 事業振興部 技術管理課 課長補佐       五十嵐 光徳（内線５６５３） 

事業振興部 技術管理課 企画係長       菊地 雅大（内線５６５８） 

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 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＞ 

【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） 
 

＜ふゆトピア交流会＞ 

【問合せ先】函館市               電話（直通）０１３８－２１－３４２７ 

   土木部 新外環状道路整備推進室 室次長    岡本 美敏 

   土木部 新外環状道路整備推進室 主査     石田 明義 



※申込⽤紙は、2017ふゆトピア・フェアin函館ホームページからダウンロードできます。
http://www.hkd.mlit.go.jp/kanribu/chosei/fuyutopia/2017-03.html

（代表者）

シンポジウム  交流会
平成29年1⽉26⽇(⽊) 平成29年1⽉26⽇(⽊) 平成29年1⽉27⽇(⾦)
14:00〜17:00 17:30〜19:00 9:30〜16:00
（⼊場無料） (\6,000) （聴講無料）

電話番号

メールアドレス

お申込内容

参加希望欄に○を記⼊願います

研究発表会

受講証明希望
（CPDS）

所属課所名

役職名

住所

（フリガナ）

ご⽒名

（フリガナ）

所属機関／会社名

参加申込⽤紙

研究発表会
(ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ含む)

     上記に必要事項をご記⼊の上、下記のＥ-mailアドレス（またはFAX番号）までお送りください。

E-mail ： hkd-ky-huyutopia2017@mlit.go.jp
ＦＡＸ ： 011-709-9215

平成２９年 １⽉１２⽇（⽊）

※ 各プログラムの詳細は、別添リーフレット等をご参照ください。
※ シンポジウム、研究発表会は当⽇参加も可能ですが、会場の都合からお断りする場合がありますので、お早めの事前申込みをお願いします。
※ 研究発表会は、（⼀社）全国⼟⽊施⼯管理技⼠会連合会の継続学習制度（ＣＰＤＳ）に申請予定です。
※ ＣＰＤＳは、事前申込みが必要です。当⽇受付にて本⼈確認を⾏いますので、顔写真⼊り⾝分証明書（運転免許証、管理技術者資格証など）
  を持参願います。持参されない⽅への発⾏は、できませんのでご注意ください。受講証明書はお帰りの際に受付にてお渡しします。
※ 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いたしません。

受講証明希望ご⽒名 所属課所名 役職名 シンポジウム 交流会

お申込み⽅法

お申込み先

締切り

≪お問合せ先≫
2017ふゆトピア・フェアｉｎ函館実⾏委員会事務局 （国⼟交通省 北海道開発局 開発監理部 開発調整課内）

〒060-8511 札幌市北区北8条⻄2丁⽬札幌第1合同庁舎 TEL：011-709-2311（内線5494,5479） 担当：酒井、⼤部

【別紙－１】



※申込⽤紙は、2017ふゆトピア・フェアin函館ホームページからダウンロードできます。
http://www.hkd.mlit.go.jp/kanribu/chosei/fuyutopia/2017-03.html

（代表者）

シンポジウム  交流会
平成29年1⽉26⽇(⽊) 平成29年1⽉26⽇(⽊) 平成29年1⽉27⽇(⾦)
14:00〜17:00 17:30〜19:00 9:30〜16:00
（⼊場無料） (\6,000) （聴講無料）

○ ○ ○ ○

（フリガナ）

ご⽒名

ハコダテ タロウ

函館 太郎

（フリガナ）

所属機関／会社名

マルマルシヤクショ

○○市役所

所属課所名 企画部企画課

役職名 主査

住所 〒060-8511 札幌市北区北8条⻄2丁⽬札幌第1合同庁舎

電話番号 011-709-2311（内線123）

メールアドレス hakodate-tarou@mlit.go.jp

お申込内容

参加希望欄に○を記⼊願います

研究発表会

受講証明希望
（CPDS）

参加申込⽤紙
【記⼊例】

研究発表会
(ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ含む)

北海道 ⼀郎 観光部 観光振興課 主査 ○ ○ ○ ○

東北 三郎 ⼟⽊部 河川道路課 主査 ○ ○ ○ ○

北陸 五郎 防災・環境課 主査 ○ ○

     上記に必要事項をご記⼊の上、下記のＥ-mailアドレス（またはFAX番号）までお送りください。

E-mail ： hkd-ky-huyutopia2017@mlit.go.jp
ＦＡＸ ： 011-709-9215

平成２９年 １⽉１２⽇（⽊）

※ 各プログラムの詳細は、別添リーフレット等をご参照ください。
※ シンポジウム、研究発表会は当⽇参加も可能ですが、会場の都合からお断りする場合がありますので、お早めの事前申込みをお願いします。
※ 研究発表会は、（⼀社）全国⼟⽊施⼯管理技⼠会連合会の継続学習制度（ＣＰＤＳ）に申請予定です。
※ ＣＰＤＳは、事前申込みが必要です。当⽇受付にて本⼈確認を⾏いますので、顔写真⼊り⾝分証明書（運転免許証、管理技術者資格証など）
  を持参願います。持参されない⽅への発⾏は、できませんのでご注意ください。受講証明書はお帰りの際に受付にてお渡しします。
※ 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いたしません。

受講証明希望ご⽒名 所属課所名 役職名 シンポジウム 交流会

お申込み⽅法

お申込み先

締切り

≪お問合せ先≫
2017ふゆトピア・フェアｉｎ函館実⾏委員会事務局 （国⼟交通省 北海道開発局 開発監理部 開発調整課内）

〒060-8511 札幌市北区北8条⻄2丁⽬札幌第1合同庁舎 TEL：011-709-2311（内線5494,5479） 担当：酒井、⼤部



【別紙－２】





【別紙－３】





2017 ふゆトピア・フェア in 函館 

第２９回 ふゆトピア研究発表会 

「積雪寒冷地」の快適な生活環境づくりを目指し、市民、行政、研究機関、企業等が行っている様々な取組や調査研究

に関して、幅広く地域の方々と議論し、情報交換を行うことを目的に開催いたします。 

日時：平成29年1月27日(金) 9:30～16:00(開場9:00、閉場16:30) 

会場：函館市民会館 小ホール・大会議室・小ホール前展示室 

キーワード：災害（地震、地滑り、噴火、大雪、吹雪、雪崩、高潮等）、 

災害対策基本法（放置自動車）、通行止め、除雪、雪氷予測、情報提供、 

関係機関連携、タイムライン、被災者支援、復旧等 

キーワード：ICT、i-Construction、新技術、コスト、縮減、効率化、メンテナンス、 

冬期路面管理（凍結防止剤散布、除排雪作業）、視程障害予測技術、吹雪対策、 

雪氷対策、事故対策、雪崩対策、結氷･流氷対策、融雪、融雪出水、 

除雪機械の性能向上、除雪業者の疲弊（人口減少、高齢化、技術の伝承等）、 

雪氷予測、官民協働、住民参加、克雪、冬期ＶＳＰ、民間ボランティア、 

地域防災力、凍害・複合劣化 等 

キーワード：冬期観光、利雪・親雪、雪国文化、流氷、情報発信、インバウンド、 

北海道新幹線、地方創生、地域活性 等 

会場 

時間割 

論文口頭発表 

第１会場（小ホール） 

250 席 

論文口頭発表 

第２会場（大会議室） 

136 席 

ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ 

(小ホール前 

展示室) 

9:00～ 9:30 開場・受付 

午前の部 

9:00-12:45 

※準備・後片付

時間を含む 

9:30～ 9:40 開会挨拶 

9:45～10:45 
特定テーマ 

（４編） 
【災害(大雪)･情報提供】 

セッションⅠ 

（４編） 
【冬期路面管理・効率化】 

休憩（10 分） 

10:55～11:55 
特定テーマ 

（４編） 
【氷雪予測・情報提供】 

セッションⅠ 

（４編） 
【冬期路面管理・効率化】 

昼食・休憩（65 分） 

13:00～14:15 
セッションⅠ 

（５編） 
【ＩＣＴ・除雪機械】 

セッションⅡ 

（５編） 
【冬期観光・その他】 

午後の部 

12:45-16:30 

※準備・後片付

時間を含む 

休憩（10 分） 

14:25～15:25 
セッションⅠ 

（４編） 
【雪崩･吹雪･氷雪対策】 

セッションⅠ 

（４編） 
【官民協働・地域防災力】 

休憩（総評会場への移動時間含む）（15 分） 

15:40～16:00 総評・閉会挨拶 

※プログラムについては予定であり、変更する場合があります。 

※研究発表会は、（一社）全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度（ＣＰＤＳ）に申請予定です。 

特定テーマ 『冬期に生じる災害の支援・復旧』

セッションⅠ テーマ 『冬期のインフラ管理とＩＣＴ、官民連携』

セッションⅡ テーマ 『地域性を活かした冬期観光』

【別紙－４】



1／2

日程：平成２９年１月２６日（木）１０：００～１７：００、２７日（金）１０：００～１５：００

会場：函館アリーナ メインアリーナ

（受付順）

No 企業・団体名 展示テーマ 出展技術

1 KFアテイン株式会社
『雪滑り・着雪防止を実現する機能
性塗装』

雪対策関連技術

株式会社ワイズ

ワイズ公共データシステム株式会社

3 株式会社セイシン

『自己制御型ヒーターによる屋根・
雨樋等の積雪防止、水道の凍結防止
を中心とした住環境の雪害防止技
術』

雪対策関連技術
環境・エネルギー関連技術
住宅・建築関連技術

4 株式会社興和
『再生可能エネルギー利用消融雪技
術　雪氷関連遠隔監視制御技術』

雪対策関連技術
環境・エネルギー関連技術
情報通信技術

5 理研興業株式会社
『防雪対策における防雪柵に関わる
新技術・新工法の開発』

雪対策関連技術
環境・エネルギー関連技術
舗装・道路管理・材料・機械
気象予測関連技術

6 株式会社ナカノアイシステム
『GPS専用端末等を除雪車に搭載
し、除雪車の進行状況を管理、除雪
費の集計』

情報通信技術

新潟電機株式会社

クリマテック株式会社

8 株式会社ノースプラン
『従来型防雪対策製品の弱点を軽減
する新たな製品技術』

雪対策関連技術

9 国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所 『開発技術の紹介』
雪対策関連技術
その他

10 日本地下水開発株式会社
『地下水熱・地中熱を利用した無散
水消雪システム　可搬式溶液散布装
置　帯水層蓄熱システム』

雪対策関連技術
環境・エネルギー関連技術

11 株式会社前川製作所 『ヒートポンプ融雪システム』 雪対策関連技術

12 株式会社ヒルコ
『北国の生活を快適に過ごす融雪を
中心とした商品』

雪対策関連技術

13 株式会社早水組
『環境に配慮した水底土砂を取り除
く真空吸引圧送浚渫工法』

その他

14 北海道日油株式会社
『環境配慮型液状凍結防止剤及びそ
の自動供給システム』

雪対策関連技術
舗装・道路管理・材料・機械

15 日本コンクリート工業株式会社

『雪崩・落石対策のシェッド短期間
で効率的に側壁を構築できる工法
急峻地に切土掘削の少ない土留め擁
壁の構築が可能な工法』

雪対策関連技術
地域づくり・まちづくり
環境・エネルギー関連技術
住宅・建築関連技術

北海道縦貫自動車道建設促進 道南地方期成会

高規格幹線道路 函館･江差自動車道早期建設促進期成会

函館広域幹線道路整備促進期成会

松前半島道路建設促進期成会

17 株式会社ＴＴＫ
『道路、公園、スポーツ施設、漁港
など、様々な環境にフィットする防
雪・防風対策施設』

雪対策関連技術

7
『融雪設備の自動運転制御機器
自動雪氷観測機器』

雪対策関連技術

16
『冬でも安心の高規格幹線道路
「つなげよう道南の高速交通ネット
ワーク」』

地域づくり・まちづくり

2017ふゆトピア・フェアin函館

ふゆトピア展示会　出展者一覧

2 『除雪日報作成を効率化』
雪対策関連技術
舗装・道路管理・材料・機械

【別紙－５】
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（受付順）

No 企業・団体名 展示テーマ 出展技術

18 東光鉄工株式会社
『アーチ状に曲げて加工し組み立て
る技術を活用し製作した車庫』

住宅・建築関連技術

19 株式会社エルコム
『照射型融雪機による冬の安全対策
と防災対策』

雪対策関連技術

20 株式会社ＧＩＳｕｐｐｌｙ
『見える除雪管理システム～配車効
率の改善、日報自動作成』

雪対策関連技術

東日本高速道路株式会社　北海道支社

ネクスコ東日本グループ

22 シナネン株式会社　ファブヒート事業部
『融雪マット・LED信号着雪防止
軒先雪止め 等』

雪対策関連技術

23 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー 『融雪板工事用敷板』
雪対策関連技術
住宅・建築関係技術

24 株式会社構研エンジニアリング
『北の道の安全と安心のための技
術』

雪対策関連技術
情報通信技術

25 キャタピラーソリューションエンジニアリング株式会社
『除雪車による除雪作業の安全・効
率向上』

雪対策関連技術

26 函館測量設計業協会
『函館市内近郊の社会基盤施設
被災現場の測量
建設業の最新技術』

地域づくり・まちづくり
情報通信技術
その他

27 株式会社ウェザーニューズ
『雪寒地域に対する気象予測技術の
取り組み』

雪対策関連技術
気象予測関係技術

28 有限会社 斉藤農機具製作所 『除雪作業の軽楽化』 生活関連技術

有限会社井村商会

青森環境開発株式会社

株式会社北海道PVGS

株式会社KITABA

31 山田技研株式会社
『道路雪氷対策の最適なソリュー
ション』

雪対策関連技術

32 株式会社ドーコン
『北国の暮らしを豊かに寒冷地の環
境と歩む技術』

雪対策関連技術
舗装・道路管理・材料・機械
情報通信技術　その他

33 株式会社キャスト
『フォークリフト除雪アタッチメン
ト』

雪対策関連技術

30
『雪を味方につける両面発電太陽電
池』

環境・エネルギー関連技術

21
『高速道路における雪氷技術及び取
り組み』

雪対策関連技術

29
『ランニングコストを抑えた新・融
雪装置。そのシステムを活用し雪が
付着しない信号機の試作』

雪対策関連技術
環境・エネルギー関連技術



日程：平成２９年１月２６日（木）１０：００～１６：００、２７日（金）１０：００～１５：００

会場：函館競馬場　駐車場

（受付順）

No 会社名 出展機械・機材

1 矢野口自工(株) スノウプラウ、高圧路面洗浄車

2 （株）タイショー 凍結防止剤散布機（予定）、凍結防止剤供給機

3 範多機械（株） 凍結防止剤散布車、ハンドガイドロータリー

4 ＵＤトラックス（株） 除雪トラックシャシ＋プラウ

5 （株）協和機械製作所 除雪トラック

6 （株）日本除雪機製作所 ロータリ除雪車、小型除雪車、凍結防止剤散布車

7 名古屋電機工業(株) 車載標識Ａ、散光式警光灯

8 （株）小松製作所
モータグレーダ、ミニホイールローダ、ホイールローダ、
ミニショベル

9 （有）弘前重機 WEST SNOW WAGON

10 日野自動車（株） 湿塩散布車用シャシ

11 新潟トランシス（株） ロータリ除雪車、小型除雪車

除雪機械展示・実演会　出展者一覧

2017ふゆトピア・フェアin函館
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