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「ふゆトピア・フェア」を通じた地域活性化 
―２０１４ふゆトピア・フェアin釧路を開催して― 
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 「ふゆトピア・フェア」は、国、地方公共団体、地域住民、企業などが連携し、冬の課題解

決、冬を活かした地域づくりに関する情報発信や意見交換を行うことにより、積雪寒冷地域の

活性化や魅力あるまちづくりの実現を目指して、平成２５年度は北海道釧路市において開催し

たところ。本発表では、「ふゆトピア・フェア」の開催を通じた地域活性化の取組について、

他機関、地域との連携・協働を中心に報告するものである。 
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1.はじめに 

 わが国は、世界でも有数の多雪国であり、国土面積の

約半分を豪雪地帯が占めている。これらの地域では、暮

らしや経済活動などにおいて、雪や寒さにいかに対処す

るかが重要な課題である。このため、北海道では、雪に

強い快適な冬の生活環境づくりを目指した施策・技術開

発などが推進されるとともに、生活文化や観光面におけ

る冬の積極的な活用と魅力の発信が進められている。

「ふゆトピア・フェア」では、国、地方公共団体、地域

住民、企業などが一堂に会して冬の課題解決、冬を活か

した地域づくりに関する情報発信や意見交換を行うこと

により、各主体の活動及び相互の連携・拡大に寄与し、

雪国の活性化や魅力あるまちづくりの実現を目指し開催

している。 
 

2.ふゆトピア・フェアの開催経緯 

ふゆトピア・フェアは、東北・北陸地域で開催される

「ゆきみらい」と連携しながら、シンポジウム、研究発

表会、展示会、除雪機械展示などを３年に１度、北海道

で開催してきている。北海道最初の開催地は昭和６１年

度の札幌市であり、以降、旭川市、小樽市、網走市、旭

川市、千歳市において９回開催され、平成２５年度の釧

路市は、北海道としては第１０回目の開催となる。 
 

3.開催地「釧路」の概要 

 釧路市は、北海道の東部、太平洋岸に位置し、「釧路

湿原」「阿寒」の二つの国立公園をはじめとする雄大な

自然に恵まれ、特別天然記念物「タンチョウ」や阿寒湖

の「マリモ」をはじめとした貴重で魅力ある自然資源が

豊富に存在する。また、酪農を中心とした農業生産、国

内有数の水揚げ量を誇る水産業、大規模な食品・製薬工

場や製紙工場、国内唯一の石炭鉱業所が存在するなど、

道東の中核を担う都市である。 

 気候の面では、夏期は最高気温が２０度前後で推移す

る涼しい気候で、冬期は道内各都市と比べ積雪量が少な

く、過ごしやすい都市である。 

 

4.ふゆトピア・フェア開催までの取組 

ふゆトピア・フェア開催までには、次の取組を行った。 

 

(1) 開催地の選定 

開催地の選定に当たっては、①これまで道東の太平洋

側での開催実績がないこと、②釧路市街は比較的少雪地

域ではあるが、自然資源を活かし冬期観光振興に取り組

んでいること、③道東の玄関口としてインフラ（道東道

延伸、釧路港の国際バルク港湾選定、釧路港へのクルー

ズ船寄港の増加）の整備が進みつつあること、などの理

由から、釧路市を開催地として決定した。 

また、開催会場については、これまで、屋内で行うシ

ンポジウム・研究発表会・展示会と屋外で行う除雪機械

展示・実演・競技会の会場を近隣で確保することが困難

であったが、本フェアにおいては、開催地である釧路市

の協力により、釧路市観光国際交流センター及び釧路港

耐震旅客船岸壁と隣接する会場とすることができた。こ

れにより、多くの参加者がすべての会場に足を運ぶこと

ができた。 

 

(2) 実行委員会の設立 

ふゆトピア・フェアの開催に当たっては、従前から実

行委員会を設立し、実施される事業の企画、予算管理、
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事業の運営を行ってきた。今回についても平成２５年６

月６日に実行委員会を設立した。実行委員会の構成につ

いては、開催地である釧路市をはじめ、北海道開発局、

北海道、（一社）日本建設機械施工協会、（社）雪セン

ター、（一社）北海道開発技術センター、（一財）北海

道道路管理技術センターに加え、本フェアから新たに東

日本高速道路（株）北海道支社、（一社）北海道建設業

協会、釧路建設業協会の３機関が加わり１０機関で構成

し、官民が一体となって取り組む体制とした。 

 

(3) 開催テーマの選定 

開催地である釧路市は北海道の中でも冬期に晴天が多

く、豊かな自然による様々な観光資源に恵まれているこ

とから、様々な取組を通じ寒冷地の冬期の地域づくりに

関する知恵や文化が広がることを目指し「自然あふれる

ふゆの魅力を“道東”から発信！」をテーマに選定した。 

 

5.「2014ふゆトピア・フェアin釧路」の概要 

「２０１４ふゆトピア・フェアin釧路」は、平成２６

年１月２３日（木）～２４日（金）の２日間開催した。

開催に当たっては、より多くの一般の方々に来場頂ける

よう一般向けチラシ（写真－１）を作成し、釧路市内の

公共施設などに配布するなど本フェアのＰＲを行った。

フェアの概要については、次のとおりである。 

 

写真－１ 【一般向けチラシ】 

 
(1) 「ふゆトピアシンポジウム」 

「ふゆトピアシンポジウム」は、開催を通じ広く

「観光」の現状や重要性を周知するとともに、より多く

の市民に対し議論を呼びかけ、道東観光の玄関口である

釧路の冬期観光を発展させる契機となるよう、「道東エ

リアの冬期観光の展望について～観光資源の掘り起こし

～」をテーマとして、１月２３日（木）に行われた。 

基調講演では、北海道大学観光学高等研究センター

から講師をお迎えし、「道東エリアにおける冬期観光の

現状と活性化」をテーマとして、観光に関する世界の潮

流や道東の国境観光の可能性、世界遺産を目指す阿寒

湖・マリモの課題、阿寒湖温泉の入湯税に関する取組紹

介など、貴重なご講話をいただいた。 

基調講演に続いて行われたパネルディスカッション

では、コメンテーターを釧路公立大学地域経済研究セン

ターから、パネリストを道東エリアで観光、外食、交通

など各分野の専門家５名の方々を、さらにはコメンテー

ターとして基調講演講師をお招きして、計７名の方々に

より、「道東エリアの冬期の観光資源（＝個性）の掘り

起こし」をテーマとしてディスカッションを行った。パ

ネリストの方々の専門分野における様々な経験・知識か

らの相互議論により道東エリアの観光における様々な課

題が顕在化した有益な議論であった。 

 

(2) 「ふゆトピア研究発表会」 

 「ふゆトピア研究発表会」は、積雪寒冷地の快適な生

活環境づくりを目指し、幅広く地域の方々と議論し、情

報交換を行うことを目的とし、１月２４日（金）に行わ

れた。 

 今回は、「豪雪・地吹雪被害と対策」、「冬期の道路

管理と技術」、「冬期の観光支援と情報提供」の３つの

テーマを柱とし、様々な立場の方から８４件の論文応募

をいただき、その中から４０件を口頭発表論文とした。 

 

(3) 「ふゆトピア展示会」 

 「ふゆトピア展示会」は、快適な冬の生活環境づくり

のために必要な技術などを企業・団体・行政のブース展

示により幅広く紹介し、積雪寒冷地の自然、生活文化な

どを発信することを目的とし、１月２３日（木）～２４

日（金）の２日間開催した。 

今回は、道内外の企業や団体から２７件のブースを出

展いただき、新型の防雪柵や雪滑り塗料、自然エネルギ

ーを利用した融雪システムの雪対策関連の新技術などが

展示されたほか、スポーツ関連では、平成２６年に苫小

牧市で国内初開催となるブルームボール世界大会の紹介

も行われた。 

また、本フェアに合わせて、作成された除雪車ＰＲポス

ター「除雪者によろしく」（作成：（一社）日本建設機

械施工協会）（写真－２）も展示され、来場者の目を引

いていた。 

 

写真－２【除雪車PRポスター「除雪者によろしく」】 
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(4) 「除雪機械展示・実演・競技会」 

 「除雪機械展示・実演・競技会」は、１月２３日

（木）～２４日（金）の２日間開催した。 

展示・実演会では、７社１機関から最新鋭の高性能除

雪機械を１１台出展し、小型ロータリ除雪車による実演

も行われた。 

競技会（除雪車チャンピオンシップ）（写真－３）は、

１月２３日（木）に開催し、釧路・根室地区の除雪車オ

ペレーター８名が参加。約２００ｍのコース上を除雪ド

ーザによりブレードの操作性や路側追従などの５項目に

ついて技術を競った。前述のとおり、釧路市は積雪量が

少なく、特にフェア開催時は積雪がほとんど無かったこ

とから、砂を雪に見立て実施した。 

また、１月２４日（金）には、地元の幼稚園の園児約

９０名が会場を訪れ、除雪機械の試乗、記念撮影を行っ

た。その際、釧路のご当地キャラ「ゆうひっぴぃ」も会

場を訪れ、園児たちを楽しませてくれた。 

 

写真－３ 【除雪車チャンピオンシップ】 

 

(5) 同時開催 

 本フェアは、道内外から多くの方々が集まるイベント

であることから、地域をＰＲし、地域活性化に繋げるた

め、地元や関係機関と連携し、「現地視察バスツアー」、

「釧路湿原・阿寒・摩周シーニックバイウェイ活動紹

介」、「土木学会１００周年記念プレ企画ＤＶＤ上映」、

「東日本大震災パネル展」、「「イランカラプテ」キャ

ンペーンパネル展」、「次回開催地「長岡市」～地酒紹

介～」、「ハイウェイドライビングシミュレーター」、

「物産販売コーナー」、「観光情報コーナー」といった

同時開催イベントを行った。 

 特に「現地視察バスツアー」は、北海道では初めての

試みであり、本フェアの参加者を対象とし、釧路市内の

インフラや自然を巡る企画として実施した。視察コース

は、釧路合同庁舎から出発し、釧路市生涯学習センター

（まなぼっと幣舞）から釧路市の都市構造や釧路港など

のインフラの状況を眺望し、一般国道３８号釧路新道釧

路ＩＣ（仮称）・北海道横断自動車道阿寒ＩＣ（仮称）

の工事現場の視察、釧路市丹頂鶴自然公園の視察、たん

ちょう釧路空港の視察とした。チラシ（写真－４）を作

成し、広く周知した結果、当初の募集定員が４０名のと

ころ約６０名の応募があり、参加者からの関心も高く、

また後述のアンケート結果からも非常に好評であった。 

 

写真－４ 【現地視察バスツアーチラシ】 

 

6.アンケート結果から 

 フェア開催中、今後のふゆトピア・フェアの企画の参

考とするため「全体アンケート」、「シンポジウムアン

ケート」、「現地視察バスツアーアンケート」を実施し

た。 
   
(1) 全体アンケート 

「全体アンケート」については、９７名から回収。特

徴的な項目については次のとおりである。 

 

a) 参加者の職業 

図－１に示すとおり、「公務員」４６名（約４７％）、

「会社員」２８名（約２９％）、「建設業」１６名（約

１７％）となっており、約半数が公務員であった。 

47%

29%

17%
2%
2%

3%
公務員（４６）

会社員（２８）

建設業（１６）

観光業（２）

学生（２）

その他（３）

ｎ＝９７

 

図－１【参加者の職業】 

 

b) 参加者の居住地 

図－２に示すとおり、「釧路市」３０名（約３１％）、

「道内（釧路市を除く）」３４名（約３５％）、「東

北・北陸地方」２２名（約２３％）であり、全体の約３

４％が道外からの参加となっている。 
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31%

35%

23%

11%
釧路市（３０）

道内（釧路市を除く）

（３４）

東北・北陸地方（２２）

その他（１１）

ｎ＝９７

 

図－２【参加者の居住地】 

 

c) 参加者の宿泊数 

図－３に示すとおり、「１泊」２８名（約２９％）、

「２泊」２５名（約２６％）、「３泊以上」７名（約

７％）であり、全体の約６２％が宿泊をした。 

38%

29%

26%

7% ０泊（３７）

１泊（２８）

２泊（２５）

３泊以上（７）

ｎ＝９７

 

図－３【参加者の宿泊数】 

 

d) 本フェアを何で知ったか 

図－４に示すとおり、「人から聞いて」３７名（約３

６％）、「ホームページ」２３名（約２３％）となって

おり、「FacebookなどのＳＮＳ」は１名（約１％）とな

っている。 

36%

23%

10%

4%
1%

23%

3%
人から聞いて（３７）

ホームページ （２３）

公共施設（１０）

新聞（４）

facebookなどのSNS
（１）
その他（２３）

無回答（３）

ｎ＝１０１

 

図－４【本フェアを何で知ったか】 

 

e) 全体アンケートの結果から 

上記a)～d)の結果から、フェア全体では、参加者の約

半数が公務員であり、一般の方々の参加を増やすためフ

ェア自体のＰＲについて新たな方法を検討する必要があ

ると考えられる。また、ＳＮＳによるＰＲの効果が薄か

ったことから、単にＳＮＳに掲載するに止まらず、広く

展開する方法を検討する必要があると考えられる。 

 

(2) 「シンポジウムアンケート」 

「シンポジウムアンケート」については、１１８名か

ら回収。特徴的な項目については次のとおりである。 

 

a) 参加者の職業 

図－５に示すとおり、「公務員」６１名（約５２％）、

「会社員」２２名（約１８％）、「建設業」１７名（約

１４％）となっており、全体アンケート同様、約半数が

公務員である。 

52%

18%

14%

4% 2%

2%
2%

5%
1%

公務員（６１）

会社員（２２）

建設業（１７）

自営業（５）

観光業（２）

学生（２）

無職（２）

その他（６）

無回答（１）

ｎ＝１１８

 

図－５ 【参加者の職業】 

 

b) 参加者の居住地 

図－６に示すとおり、「釧路市」４８名（約４１％）、

「道内（釧路市を除く）」４２名（約３５％）、「東

北・北陸地方」２０名（約１７％）であり、全体の約２

３％が道外からの参加となっている。全体アンケートの

結果と比較すると「釧路市」の割合が上がっていること

から、地元の関心が高かったと考えられる。 

 

 

41%

35%

17%

6%
1% 釧路市（４８）

道内（釧路市を

除く）（４２）

東北・北陸地方

（２０）

その他（７）

無回答（１）

ｎ＝１１８

 

図－６ 【参加者の居住地】 

 

c) シンポジウムに参加した理由 

図－７に示すとおり、「道東の観光について興味があ

ったから」６５名（約４０％）、「冬期観光に興味があ

ったから」５７名（約３５％）、「出演者に興味があっ

たから」２６名（約１６％）であり“観光”への関心が
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高いと考えられる。 

40%

35%

16%

9%
道東の観光につい

て興味があったから

（６５）

冬期観光に興味が

あったから（５７）

出演者に興味が

あったから（２６）

その他（１４）

ｎ＝１６２

 

図－７ 【シンポジウムに参加した理由】 

 

d) 今後、聞いてみたいテーマ 

図－８に示すとおり、「交通・インフラ整備について」

７６名（約４４％）、「防災について」３７名（約２

１％）であったが、「観光について」５５名（約３

２％）があり、地方都市において観光という分野に対す

る期待感があることを示していると考えられる。 

44%

32%

21%
2%

1%
交通・インフラ整備

について（７６）

観光について（５５）

防災について（３７）

その他（４）

無回答（１）

ｎ＝１７３

 

図－８ 【今後、聞いてみたいテーマ】 

 

e) また、同様のシンポジウムがあれば参加したいか 

図－９に示すとおり、「ぜひ参加したい」４１名（約

３５％）、「参加したい」６６名（約５６％）であり、

合計すると約９１％がまた参加したいと回答した。 

35%

56%

9% ぜひ参加したい

（４１）

参加したい（６６）

どちらとも言えな

い（１１）

参加したくない

（０）

ｎ＝１１８

 

図－９ 【また、同様のシンポジウム 

があれば参加したいか】 

 

ｆ) 「シンポジウムアンケート」の結果から 

上記a)～e)の結果から、シンポジウムについても、全

体アンケート同様、参加者の約半数が公務員であり、一

般の方にも参加いただけるようＰＲの方法などの検討が

必要であると考えられる。また、テーマについても、観

光に対する関心、期待が高いと考えられる。再度参加し

たいという回答の多さからも、シンポジウムについては

一定の評価を得られたと考えられる。 

 

(3) 「現地視察バスツアーアンケート」 

「現地視察バスツアー」については、５２名から回収。

特徴的な項目については次のとおりである。 

 

a) 参加者の職業 

図－１０に示すとおり、「建設業」１７名（約３

３％）、「会社員」１３名（約２５％）、「公務員」１

２名（約２３％）となっており、他のアンケートと異な

り、公務員以外の参加が多い結果となり、一般の方の関

心が高かったと考えられる。 

33%

25%

23%

13% 2%

2%
2%

建設業（１７）

会社員（１３）

公務員（１２）

無職（７）

観光業（１）

その他（１）

無回答（１）

ｎ＝５２

 

図－１０ 【参加者の職業】 

 

b) 参加者の居住地 

図－１１に示すとおり、「東北・北陸地方」１３名

（約２５％）、「その他」１８名（３５％）であり、全

体の約６０％が道外からの参加となっている。また、地

元「釧路市」からも１０名（約１９％）の参加があった。

これは、地元在住であっても公共施設の現地視察を行う

機会が少なく、関心を高めたものと考えられる。 

19%

21%

25%

35%

釧路市（１０）

道内（釧路市を

除く）（１１）

東北・北陸地方

（１３）

その他（１８）

ｎ＝５２

 

図－１１ 【参加者の居住地】 

 

c) 参加した理由 

図－１２に示すとおり、「工事現場を見学してみたか
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ったから」２７名（約２６％）、「釧路のインフラにつ

いて興味があったから」２３名（約２３％）であり、全

体の約５０％が現場、インフラといったキーワードに関

心を示したと考えられる。また、「タンチョウを見たか

ったから」が２０名（約２０％）おり、タンチョウが観

光資源となり得ることを示していると考えられる。 

26%

23%20%

13%

8%
7% 3%

工事現場を見学してみ

たかったから（２７）

釧路のインフラについて

興味があったから（２３）

タンチョ ウを見たかった

から（２０）

無料だったから（１３）

帰路で空港を利用する

から（８）

観光コースが分からな

かったから（７）

その他（３）

ｎ＝１０１

 

図－１２ 【参加した理由】 

 

d) 今後、同様のバスツアーがあれば参加したいか 

図－１３に示すとおり、「ぜひ参加したい」２６名（約

５０％）、「参加したい」１９名（約３７％）であり、 

50%

37%

13% ぜひ参加したい（２

６）

参加したい（１９）

どちらとも言えない

（７）

参加したくない（０）

ｎ＝５２

 

図－１３ 【また、同様のバスツアー 

があれば参加したいか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計すると約８７％がまた参加したいと回答しており、

本ツアーについては、参加者から一定の評価を得られた

と考えられる。 

 

e) 「現地視察バスツアーアンケート」の結果から 

 上記a)～d)の結果から、普段は個人で見ることができ

ない工事現場などは地元在住の方であっても高い関心を

示すことが明らかになったことから、これまで観光資源

として考えられてこなかった公共施設についても、潜在

的に観光資源としての価値を有しており、今後、新たな

活用方法を検討することにより、地域の活性化に繋がる

可能性があると考えられる。 

 

7.おわりに 

「２０１４ふゆトピア・フェアin釧路」は、各方面の

ご協力と実行委員会の各構成員が、事前準備の段階から、

連携し取組を進めたこともあり、延べ約４，９００名の

参加を賜り、盛況の中終了することができ、一定の評価

を得られたと考えられる。 

また、会場の集約、現地視察バスツアーの実施、各種

チラシの作成など、これまでに無かった取組を行ったこ

とも一定の成果があったと考えられる。 

さらには、観光にスポットを当てシンポジウムを企画

した結果、関係者の中にも観光に対する高い関心がある

こと、インフラが新たな観光資源としての可能性がある

ことも明らかとなった。このようなニーズに対し、新た

な方向で取組を行うことにより、地域の活性化に繋がる

可能性もあると考えられる。 

ふゆトピアの取組が冬期の諸問題の解決のみならず、

開催地域の発展に繋がるよう今後も努めていくとともに、

様々な地域活動においても、官民の連携・協働により地

域の活性化に努めて参りたい。 
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