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はじめに
  これまで２度にわたり、「北の交差点」誌上で 2002（平
成 14）年１月28日（月）から31日（火）にかけて札幌ド
ームにおいて「2002PIARC 国際冬期道路会議札幌
大会」が開催されること、３年に１度北海道で開催さ
れる「ふゆトピア・フェア」が時期を合わせて開催し、
展示会を共同で行うことは、紹介させていただいたと
ころです。
　本号では、大会を構成する行事の中で、シンポジ
ウムと展示会について現時点での状況についてご報
告します。

１．全国克雪・利雪シンポジウムについて
　「ふゆトピア・フェア」のメイン行事であるこのシンポ
ジウムは、「21 世紀に続く北海道の挑戦」をテーマに
有識者２名から講演をいただき、その後対談をしてい
ただくこととなりました。現状の北海道における生活、
経済について総括し、21 世紀における北海道の方
向性について議論することを予定しております。次第は
下記のとおりです。
・日　時　2002（平成 14）年１月28日（月）
　　　　　12:30 開場　13:00 開始　16:00 終了
・会　場　札幌市民会館
・参加費　無料
       　  　 　
 （ただし、シンポジウム報告書の希望者には資料代と
して2,000 円申し受ける）
・基調講演
　講師㈵　武井　正直  氏
　　　　　北洋銀行取締役会長
　講師㈼　西部　　邁  氏
　　　　　評論家　秀明大学教授
・ディスカッション（対談）
　 　NHK解説委員である藤田太寅氏をコーディネー
ターとして基調講演者 2名によるディスカッション
を行います。

２．展示会
　本展示会は札幌ドームで行われる初めての本格
的展示会となります。会場そのものも大きな話題性を
持っているところです。
　北海道最大の屋内展示スペースであるアリーナ
（野球グランド）では、国内外から雪対策技術や道路・
自動車関連技術、機械・電気通信技術など様々な展
示が予定されています。日本を代表する自動車メーカ
ーや電気通信メーカー、機械メーカーをはじめ、北海
道からも克雪・利雪の技術など多数の出展申込みを
受けております。国内外から約 200 社・団体（うち海外
からは 13 カ国 21 社・団体）の出展を予定しています。
ふだんは広 と々したアリーナですが、展示会中は所
狭しと展示ブースが多数並ぶことになりそうです。お
そらく、この展示会は、これまで北海道で行われた屋
内展示会と比べ最大規模になると考えられます。
　一方、屋外駐車場エリアでは、融雪機などが展示
されるほか、除雪機械の展示実演会を開催します。
除雪機械の展示実演会では、25 社・団体の出展が
予定されており、最新の大型除雪機が会場で迫力満
点の除雪のデモンストレーションを行います。表でそ
れぞれの申込状況を示します。

おわりに
　本号で紹介した、シンポジウムと展示会については、
いずれも無料で一般公開されます。また、どちらの行
事も土木学会 CPDプログラムとして認定されていま
す。土木学会員をはじめ、土木施工管理士や技術士
などの方で継続教育の記録をつけている方は、所要
の証明を行います。
　本誌をお読みの皆様の積極的なご参加をお待ち
しております。

PIARC札幌大会

～札幌ドーム初の国際展示会～

ふゆトピア・フェアに向けて

PIARC札幌大会現地実行委員会／ふゆトピア・フェア合同実行委員会事務局

（文責　谷村昌史　北海道開発局建設部道路計画課）
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【屋内展示】 
（情報通信・ITS）  
朝日航洋株式会社 
アジア航測株式会社 
株式会社アンフィニーシステム 
株式会社岩根研究所 
株式会社ウェザーニューズ 
NTTインフラネット株式会社 
株式会社エヌ・ティ・ティ　エムイー東海 
株式会社 NTTデータ 
株式会社エヌ・ティ・ティ ドコモ北海道 
沖電気工業株式会社 
オムロン株式会社 
株式会社オリエンタルコンサルタンツ 
国際航業株式会社  
株式会社シー・イー・サービス 
昭和電線電纜株式会社 
住友電気工業株式会社 
星和電機株式会社 
株式会社ゼンリン 
株式会社拓和 
株式会社長大 
株式会社デンソー 
株式会社東芝 
株式会社ドーコン 
財団法人日本気象協会 
日本スペースイメージング株式会社 
日本データーサービス株式会社 
日本電気株式会社 
パシフィックコンサルタンツ株式会社 
株式会社パスコ 
東日本電信電話株式会社 
福井大学／山形大学／日本電子工業株式会社 
富士通株式会社 
松下電器産業株式会社 
三菱電機株式会社 
矢崎総業株式会社 
（建設） 
株式会社エーティック 
株式会社大林組 
大林道路株式会社 
鹿島建設株式会社 
鹿島道路株式会社 
北川ヒューテック株式会社 
株式会社栗本鐵工所 
清水建設株式会社 
ショーボンド建設株式会社 
新キャタピラ三菱株式会社 
住友重機械工業株式会社 
世紀東急工業株式会社 
ソリトンコム株式会社／野田建設工業 
大成建設株式会社 
大成ロテック株式会社 
東亜道路工業株式会社 
西松建設株式会社 
株式会社西村組 
社団法人日本道路建設業協会 
日本鋪道株式会社 
福田道路株式会社 
社団法人プレストレストコンクリート建設業協会 

前田建設工業株式会社 
前田道路株式会社 
三井造船株式会社 
三井道路株式会社 
（機械） 
いすゞ自動車株式会社 
岩崎工業株式会社 
株式会社ウエスタンコーポレーション 
株式会社荏原製作所 
コベルコ建機株式会社  
コマツ  
株式会社鶴見製作所 
TCM株式会社 
株式会社電業社機械製作所 
株式会社酉島製作所 
西田鉄工株式会社 
株式会社日本除雪機製作所 
阪神動力機械株式会社 
日立建機株式会社  
株式会社日立製作所 
日立造船株式会社 
日野自動車株式会社 
株式会社ホクスイ設計コンサル 
三菱重工業株式会社 
ユタニ工業株式会社 
（自動車） 
トヨタ自動車株式会社 
三菱自動車工業株式会社 
日産自動車株式会社 
日産ディーゼル工業株式会社 
（交通安全）
石川島播磨重工業株式会社  
岩崎電気株式会社 
株式会社キクテック 
株式会社小糸製作所 
小糸工業株式会社 
Gガード研究会 
積水樹脂株式会社 
社団法人日本アルミニウム協会 
日本橋梁株式会社 
日本工営株式会社 
株式会社日本製鋼所 
日本道路株式会社 
株式会社パトライト 
株式会社北海道ロードサービス／神東塗料株式会社／札幌市豊平区土木部 
ミストライン推進協会 
理研興業株式会社 
株式会社吾妻商会 
（資材・材料）
株式会社創建開発 
株式会社田中工業／株式会社岡本 
東京電力株式会社 
東京貿易株式会社／ニイガタ機電株式会社／飯田鉄工株式会社 
株式会社日本ハイウエイとうほく 
範多機械株式会社 
光工業株式会社 
北海道日本油脂株式会社 
（環境）
川崎重工業株式会社 
工藤建設株式会社  

株式会社クボタ 
新日鉄グループ 
日本資源技術株式会社 
日本地下水開発株式会社 
日本電池株式会社 北海道支店 
株式会社パティネ商会　
クライオテック　ディアイシング　テクノロジー
株式会社フジタ 
豊国工業株式会社 
北海道スプリットン工業株式会社 
三菱マテリアル株式会社 
宮澤鋼業株式会社 
株式会社渡辺組 
（地域（北海道・東北・北陸）） 
株式会社旭鉄工所 
株式会社アルゴス 
株式会社興和 
札幌総合情報センター株式会社 
三英鋼業株式会社 
株式会社ショーワ 
社団法人水中トンネル研究調査会 
株式会社仙台銘板 
ソフテレック株式会社 
地熱エンジニアリング株式会社 
東北通信建設株式会社 
東北電力企業グループ
（東北電力株式会社／北日本電線株式会社／通研電気株式会社）道路工業株式会社 
ほくでんグループ 
社団法人北海道オートリゾートネットワーク協会 
独立行政法人北海道開発土木研究所 
社団法人北海道建設業協会 
北海道高等工業高校クラブ連盟／社団法人北海道建設業協会 
社団法人北海道土木協会／北海道立寒地住宅都市研究所 
北海道 PC防災技術協会 
株式会社前川製作所 
ミサワ環境技術株式会社 
株式会社ユアテック 
克雪・利雪技術研究会／日本無散水消融雪施設協会 
流雪溝工業会 
稚内建設協会／宗谷建設青年会 
社団法人建設コンサルタンツ協会北海道支部
社団法人北海道舗装事業協会
財団法人北海道道路管理技術センター
社団法人日本道路建設業協会北海道支部
北海道土木技術会
（主催者など）
日本政府ブース
北海道ブース
東北ブース
北陸ブース
日本道路公団
首都高速道路公団
阪神高速道路公団
名古屋高速道路公社
福岡北九州高速道路公社
広島高速道路公社
本州四国連絡橋公団／社団法人日本橋梁建設協会 
【屋外展示】  
日本鋼管ライトスチール株式会社／東光鉄工株式会社

表－１　屋内・屋外出展企業・団体名（国内）

表－２　海外出展企業／団体一覧

ASSALONI COMMERCIALE SRL （イタリア） 
BOSCHUNG MECATRONIC LTD （スイス） 
Clean Burn, Inc. （アメリカ） 
FINDLAY IRVINE LTD. （イギリス） 
Finnish National Road Administration （フィンランド） 
French Pavilion （フランス） 
GILETTA MICHELE S.P.A. （イタリア） 
GOUVERNEMENT DU QUEBEC （カナダ） 
Italian PIARC （イタリア） 
有限会社セネコム /LUFFT/MICKS （ドイツ） 
Minnesota Mining & Manufacturing Co./住友スリーエム株式会社 （アメリカ） 
National Center for Atmospheric Research （アメリカ） 
Norwegian Public Roads Administration　他 （ノルウェー他５ヶ国） 
PIARC SWISS NATIONAL COMMITTEE （スイス） 
Public Roads Administration, Iceland （アイスランド） 
Road Directorate, Denmark （デンマーク） 
Swedish National Road Administration （スウェーデン） 
US Dept. of Transportaion / Federal Highway Administration （アメリカ） 
VAISALA LTD （イギリス） 

表－３　除雪機械展示・実演会　出展企業／団体一覧

いすゞ自動車株式会社 
岩崎工業株式会社 
株式会社ウエスタンコーポレーション 
開発工建株式会社 
川崎重工業株式会社 
株式会社協和機械製作所 
株式会社ケービーエル 
コベルコ建機株式会社 
コマツ  
新キャタピラ三菱株式会社 
ソリトン・コム株式会社 
第一実業株式会社 

TCM株式会社 
日産ディーゼル販売株式会社 
株式会社日本除雪機製作所 
日本ボルボ株式会社 
株式会社パトライト 
範多機械株式会社 
日立建機株式会社 
日野自動車株式会社 
古河機械金属株式会社 
三菱自動車工業株式会社 
矢崎総業株式会社 
北海道開発局


