
9月15日(金)～16日(土)/北海道下川町
旭川空港・旭川駅(経由) 集合解散

SDGs

特別講演 蟹江 憲史 氏
慶應義塾大学大学院政策･メディア研究科教授

取り組みに向けた
フィールドワークツアー

イベント企画 北海道下川町

企 画 協 力 日経BP環境経営フォーラム事務局

旅行企画・実施 株式会社ＪＴＢ北海道札幌法人事業部



日 時 内 容 備考

9月15日(金)

～ 9:40 旭川空港1F到着ロビー集合 ※1

9:50～10:30 旭川空港～旭川駅 移動（貸切バス）

～10:30 旭川駅東改札口前集合 ※2

10:40～12:40 旭川駅～下川町 移動（貸切バス）

12:50～13:50 開会・ご挨拶、昼食 / フレペ

14:00～15:00
日経BP環境経営Fとのパートナーシップによる森
づくりを知る / 日経BP環境経営Fの森

15:10～15:40
循環型森林経営による持続的な森づくりと、FSC
認証による適切な森林管理を考える / 町有林

15:50～16:50
森林資源のカスケード利用によるゼロエミッショ
ンの木材加工 / 森林組合北町工場・フプの森

17:00～18:00 チェックイン、小休憩 / 五味温泉・ヨックル

18:00～20:00 交流会（バーベキュー） / 五味温泉

9月16日(土)

～ 8:50 チェックアウト

9:00～ 9:30
森林資源を活用したバイオマスエネルギーの原料
生産 / 木質原料製造施設

9:40～10:40
心と身体に優しいタンポポコーヒーワークショッ
プ(無農薬カモミールお土産付き) / コモレビ

10:50～11:40
バイオマスエネルギーを活用した人口減少・高齢
集落の再生モデル / 一の橋バイオビレッジ

11:50～12:50 昼食 / みなみ家

13:00～14:30
下川町からの情報提供、希望される企業様からの
プレゼンテーション、意見交換 / コモレビ

14:30～15:30
蟹江憲史氏 特別講演「SDGsが変革する世界」 / 
コモレビ

15:40～17:40 下川町～旭川駅 移動（貸切バス）一部解散 ※3

17:40～18:10 旭川駅～旭川空港 移動（貸切バス）解散 ※4

ご 旅 程 表

17 パートナー
シップで目
標達成

15 陸の豊かさ
も守ろう

12 つくる責任
つかう責任

13 エネルギー
をみんなに
クリーンに

3 すべての人
に健康と
福祉を

11 住み続けら
れるまちづ
くりを

世界を変える
ための17の
目標

※1～4 旭川空港または旭川駅からご自宅まではお客様の手配となります。
行程表記載の下川町内の移動には貸切バスを利用（バス会社：旭川電気軌道）します。



慶應義塾大学大学院 政策･メディア研究科 教授

蟹 江 憲 史 氏 特別講演

｢SDGsが変革する世界｣

航空便・JRのご案内(旅行代金には含まれません)

※1 羽田空港・旭川空港間航空便
▽当日

JAL551便 7:55→9:30 ADO81便 6:40→8:15
▽前日

JAL557便 17:55→19:30 ADO87便 17:20→18:55
など7便有り。前日旭川泊、当日駅集合も可能。

※2 札幌駅・旭川駅間ＪＲ
特急ｶﾑｲ7号 9:00→10:25

※3 旭川駅・札幌駅間ＪＲ
特急ﾗｲﾗｯｸ40号 18:00→19:25

※4 旭川空港・羽田空港間航空便
▽当日

ADO88便 19:35→21:20  JAL558便 20:15→22:00
▽翌日

ADO82便 8:55→10:40  JAL552便 10:15→12:00
など7便有り。当日旭川宿泊、翌日の帰宅の場合。

2015年、国連において持続可能な開発サミットが開催され、多くの国連加盟
国参加のもと、2030年を期限とする持続可能な開発目標(SDGs)が採択されま
した。

日本がSDGsの目標を達成し、世界でイニシアティブを発揮していくためには
国はもとより、企業・団体・国民など様々な主体が能動的に、また連携して
取り組んでいく必要があります。

フィールドワークツアーでは、北海道下川町の取り組みをご紹介・体験いた
だき、ご希望の企業様からプレゼンテーションをいただきながら、下川町と
企業の皆さまで、SDGs達成のためにできることを模索します。

最後に、日本のSDGs研究の第一人者である慶応義塾大学大学院政策・メディ
ア研究科の蟹江憲史教授をお招きし、ご講演をいただきます。

日経BP環境経営フォーラム様との
パートナーシップの森

人口減少・高齢化集落再生モデル
一の橋バイオビレッジ



■旅行期間／2017年9月15日（金）～16日（土）
■旅行代金／日経BP環境経営フォーラム会員の方 大人1名様 25,000円（税込）

日経BP環境経営フォーラム非会員の方 大人1名様 30,000円（税込）
■旅行代金に含まれるもの／宿泊費（1泊2食）、昼食代（2回）、セミナー参加費、体験料、行程表に記載

の観光・移動費 ※航空券代金・JR代金は含まれておりません。
■食事条件／朝食1回、昼食2回、夕食1回
■宿泊施設／五味温泉(下川町班渓2893番地)、森のなかヨックル(下川町南町411番地) ※1名1室利用（宿

泊施設・お部屋タイプは選べません）
■添乗員／添乗員は同行いたしません。下川町職員がご案内致します。
■バス会社名／旭川電気軌道
■募集人員／15名
■最少催行人員／5名 ※人員未達により催行中止の場合は出発日の14日前までにご連絡いたします。
■募集締め切り日／2017年8月31日（木）
■申し込み／別紙お申込用紙にご記入のうえ、FAXまたはメールにてお申し込みください。お電話でのお申

し込みは受け付けておりません。
■旅行代金支払い方法／ツアー催行決定後、請求書を送付いたします。期日までに指定口座へお振込み願い

ます。

●募集型企画旅行契約
この旅行は(株)JTB北海道 札幌法人事業部（札幌市中央区北1条西6丁目1-
2 観光庁長官登録旅行業第978号。以下「当社」といいます。）が企画・実施する
旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「契
約旅行」という）を締結することになります。また、旅行条件は下記によるほか、別途お
渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面
及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（１）所定の申込書に必要事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みくだ

さい。お申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約

の承諾の旨通知した翌日から起算して３日以内にお申し込み内容を確認の
うえ、申込金の支払をしていただきます。

（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立する
ものとします。

（４）お申込金（おひとり）：当プラン旅行代金の全額

●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（お申し込
みが間際の場合は当社が指定する期日までに）にお支払ください。また、お客様が当
社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料
、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様
からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料とし
て申し受けます。

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊
費、食事代、及び消費税等諸税
※これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたし
ません。(コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。)

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名
なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を
条件にお申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。(受託旅
行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も受託
旅行業者により異なります。)
１．契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき

(e-mail等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様の到達したとき)と
します。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。

２．与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合
、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただ
し、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた
場合はこの限りではありません。

●個人情報の取扱について
１．当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情

報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し
込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそ
れらのサービスの受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。

２．当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様
の個人情報を土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名及び
搭乗される航空便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付すること
によって提供いたします。なお、これらの個人情報の提供の停止を希望される場合
は、お申込店に出発前までにお申し出ください。

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2017年07月28日を基準としています。又、旅行代金は2017年07
月28日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。当社はいかなる場合も
旅行の再実施は致しません。

ツアーのお申し込み・お問い合わせは
＜旅行企画・実施＞観光庁長官登録旅行業第978号 日本旅行業協会正会員

札幌法人事業部

〒060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目2－1 アーバンネット札幌ビル8F

営業時間／平日9:30～17:30 土・日・祝 休業
電話（011）271-7024 FAX（011）232-5272
総合旅行業務取扱管理者：斉野英俊 担当：椿・稲葉（未）

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様のご旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。
この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

契約解除日 取消料(お１人様)

旅行開始
日の前日
から起算
してさかの
ぼって

１．21日目にあたる日以前の解除
（日帰り旅行にあっては11日目）

無料

２．20日目（日帰り旅行にあっては10日
目）にあたる日以降の解除（３～６を除く）

金代行旅の２０％

３．７日目にあたる日以降の解除
（４～６を除く）

旅行代金の３０％

４．旅行開始日前日の解除 金代行旅の ４０％

５．当日の解除（６を除く） 金代行旅の ５０％

６．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100％

 

 

ご旅行条件(要約)
お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

募 集 要 項


