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第 40 回 技術士全国大会(札幌)のご案内

大会テーマ

｢北の大地から明日の日本を拓く｣

主催：公益社団法人 日本技術士会

第 40回技術士全国大会(札幌)実行委員会事務局

TEL：011-801-1617 FAX：011-801-1618

期間：2013年 10月 3日(木)〜 10月 6日(日)

会場：ロイトン札幌(札幌市中央区北 1条西 11丁目 TEL：011-271-2711)

◆ 大会日程

10 月 3日(木) 8：00〜 親睦ゴルフ大会(札幌芙蓉 CC)※

13：30〜 17：00

13：30〜 17：00

18：15〜 19：55

技術者倫理ワークショップ

第一部 倫理委員会等報告

第二部 次世代技術者の倫理教育に関する講演

第 9回全国防災連絡会議

ウェルカムパーティー(サッポロビール園)※

10 月 4日(金) 8：30〜

9：30〜 12：30

12：30〜 14：00

14：00〜 15：40

16：00〜 17：00

17：30〜 19：30

受付開始

分科会 第 1分科会(男女共同)：｢技術者のワークライフバランス｣

第 2分科会(北海道) ：｢北海道が日本の未来に渡すもの｣

第 3分科会(食) ：｢農山漁村における新たな食産業｣

第 4分科会(防災) ：｢未曾有の災害に備えて｣

昼食

大会式典 ・開会挨拶

・式辞

・来賓祝辞

・分科会報告

・大会宣言

記念講演 ｢ノーベル化学賞を受賞して｣

2010 年ノーベル化学賞受賞

鈴木章氏(北海道大学名誉教授)

交流パーティー

9：00〜 16：30

10：00〜 16：00

パートナーズツアー(小樽方面)※

展示コーナー：協賛企業等パネル展示、絵画展(技術士会美術同好会)

10月 5日(土) 8：30〜

9：00〜 17：30

13：00〜 16：00

テクニカルツアー B(1泊 2 日)：洞爺・登別方面〜 6日(日)16：15※

テクニカルツアー A(日帰り)：札幌市内※

青年技術士の集い(札幌市内)

※はオプショナル行事です。

注)上記内容は事情により変更することがあります。

後援(予定)：文部科学省／国土交通省北海道開発局／経済産業省北海道経済産業局／北海道／札幌市

◆ 参加費用

大会参加費 5,000円 ※大会当日の昼食(弁当)が必要な方は 1,000円で承ります。申込用紙にてご予約下さい。

交流パーティー 8,000円(同伴者 6,000円)
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◆ 分科会(予定)

分科会テーマ 基調講演等 ディスカッションの内容等

第 1分科会(男女共同)

｢技術者のワークライフ

バランス｣

■話題提供(第 1部)

札幌大谷大学社会学部教授

梶井 祥子 氏

北海道建設新聞社

取締役(事業担当)

荒木 正芳 氏

第 2部：ディスカッション

1)学生の視点

2)管理職の視点

3)女性の視点

4)未来を担う技術者の視点

第 3部：グループ別発表・

まとめ

第 2分科会(北海道)

｢北海道が日本の未来に

渡すもの｣

■基調講演

｢次世代につなぐ北海道｣

北海道大学公共政策大学院

特任教授

小磯 修二 氏

■パネルディスカッション

コーディネーター

小磯 修二 氏

｢強靱な国づくりと北海道｣

北海道から提起されたバック

アップ拠点構想の理念、展開方

策について、幅広い立場から意

見交換を行う

第 3分科会(食)

｢農山漁村における新たな

食産業｣

〜過疎地域における食の

高付加価値化への取り組み〜

■話題提供

NPO法人ワインクラスター北海道

代表・シニアソムリエ

阿部 眞久 氏

■パネルディスカッション

コーディネーター

北海道フードマイスター

(元NHK レポーター)

木村 光江 氏

話題提供を受けて、パネラーの

それぞれの立場から、実績、経

験談、着眼点、今後の可能性や

意見を披露

第 4分科会(防災)

｢未曾有の災害に備えて｣

〜よく知り、よく備え、

正しく恐れよう〜

■基調講演

｢巨大津波履歴：歩いて、観て、考える｣

北海道大学名誉教授

平川 一臣 氏

■パネルディスカッション

コーディネーター

北海道本部 防災委員会委員長

高宮 則夫 氏

1)防災委員会の提言書と今後の

課題(北海道本部)

2)来たるべき災害に備え、｢技

術者は何をなすべきか？｣に

ついて議論
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◆ オプショナル行事

場所：札幌芙蓉カントリークラブ ※プレー代は個人支払いとなります。(税込￥10,500 ※ 4Bの場合)

※直接ゴルフ場へ行かれる方の交通費は各自負担になります。

丘陵コース。札幌市の郊外にありながら豊かな樹種の自然林に囲まれた雄大なコース。バンカーの配置や

グリーンのアンジュレーションなど、さりげない中に面白さがある。河野高明プロ監修によるコースは南・中・

北コースともそれぞれに個性を持ったレイアウトとなっており、回を重ねるたびに球趣盛り上がるチャンピオ

ンコース。カート使用できます。南：3,220yd、北：3,220yd、中：3,075yd(RT)

札幌の代表的なビール園の 1つ。ビール博物館があり、ビールの歴史や科学および自然を楽しく学ぶこと

ができます(入場無料、要予約 011-748-1876)。博物館は 1890 年建造の元製糖会社。見学終了後、サッポ

ロ黒ラベル(生)や清涼飲料水を試飲することができます(※ビール、飲料水のテイスティング、おつまみは有

料)。オーストラリア産の生ラムジンギスカンは、食べ飲み放題(グリルプレート、おつまみプレート、グリー

ンサラダ、ごま塩おにぎり 1個付)。また、園内には売店もあり、北海道の形をしたビール園オリジナルジン

ギスカン鍋(￥4,500)などのお土産を買うことができます。

小樽市は札幌から約 40kmに位置する道内随一の人気観光スポット。天然の良港、北海道の鉄道基点、商業

都市としての歴史、ガラス工芸、様々な食等、見所が一杯。今回は、パートナーの皆様方には｢食｣と｢食後の散

歩｣をテーマにした企画を用意いたしました。地域に精通した若手技術士がご案内します。

見学先の詳細は次の通りです。皆様のご参加、お待ちしています。

【小樽ワイン工場】：おたるギャラリーでは、葡萄栽培に最適な北の大地で作られた、おいしいワインを試飲す

ることができます。

【小樽老舗スイーツめぐり】：小樽観光の魅力の一つは、スイーツめぐりです。老舗店舗の伝統銘菓をご賞味く

ださい。

【小樽運河周辺散策】：北の商都として歴史的な建造物が多く、レトロな街並がロマンチックな雰囲気を醸し出

します。

【北大散策】：中央ローンと呼ばれる芝生、木々、小川など北海道大学を象徴する緑溢れるキャンパスを散策し

ます。大学の象徴、クラーク博士の胸像も見学頂けます。
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札幌市は、人口約 190万人を擁する東京以北最大の都市。見所も多く、観光地としても大人気です。今回

は、｢北国の都札幌市の魅力｣をテーマにその特徴的な施設の見学を企画しました。｢札幌博士｣を自称する技術

士がご案内します。

見学先の詳細は次の通りです。皆様のご参加、お待ちしています。

【大倉山展望台・ウインタースポーツミュージアム】：｢ソチ｣での活躍が期待される高梨沙羅ちゃんが、世界を

驚かせた舞台はここ大倉山ジャンプ競技場。冬季札幌オリンピックなどウインタースポーツの貴重な資料展

示や｢体感・体験ゾーン｣では、スキージャンプなど疑似体験もできます。

【もいわ山】：平成 23年 12月にリニューアルオープンした展望台内のレストランより札幌市内を眺望しなが

ら昼食をお楽しみ下さい。また、｢最新型ビークル｣もお楽しみに！

【豊平さけ科学館】：サケに関するパネル展示の他、実際にサケの遡上・産卵が見学できるかも？

【札幌芸術の森】：豊かな自然環境に溶け込んだアート・モニュメントをお楽しみ下さい。

｢楽しみませんか？活火山の胎動を！ 知ってみませんか？自然との共存を！｣息づく北の大地を表象する

昭和新山、英知を注ぎ予知と防災に挑んだ有珠山を辿りつつ、色づき始めた初秋の道南を巡ります。

お泊りは道内随一の温泉地｢登別温泉｣。アイヌ文化やビール工場内のビオトープもお楽しみいただけます。

道中、運が良ければサケの溯上に出会えるかも。技術士メンバーが添乗し地元ならではの裏話も……。

見学先の詳細は次の通りです。皆様のご参加、お待ちしています。

【昭和新山】：1943 年(昭和 18 年)の噴火で誕生し、2007 年には日本地質百選に選ばれました。今なお水蒸

気の噴気を上げています。

【有珠山西山山麓火山群】：約 65個の火口が点在し、火山の恵みと力を体感できる自然公園です。

【火山科学館】：有珠山噴火のメカニズムや防災方法など、映像や体感装置で紹介しています。

【有珠山金比羅火口災害遺構散策路】：2000年 3月の噴火で被害にあった施設など、歩いて見ることができま

す。

【登別温泉(宿泊)】：温泉は江戸時代からその存在が知られ、湯が湧き出る｢地獄谷｣は学問的には爆裂火口跡で、

奇怪な光景を遊歩道から楽しめます。

【ウヨロ川】：サケの遡上で有名な河川です。国道橋からサケが子孫を残すための頑張りを応援しましょう。

【白老ポロトコタン】：北海道の先住民族アイヌの伝統的な住居や、豊富な資料が展示されています。

【サッポロビール恵庭工場ビオトープ】：6,300m2 の空間の中で、地元の季節の草花や小鳥など自然を体感で

きます。

※パートナーズツアー、テクニカルツアー A、テクニカルツアー Bについては、最少催行人員に満たない場合

は中止のご連絡を致しますのでご了承下さい。

※上記交通機関、ならびに時刻等は天候などにより変更する場合がございますので予めご了承下さい。
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◆ 会場案内図

◆ 会場への交通機関
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◆ お申込方法

お申込み開始 平成 25年 7月 1日(月) 9：00〜

お申込締切 平成 25年 8月 16日(金) 17：00必着

別紙申込書に必要事項をご記入の上、必ず FAXにてお申込下さい。

※締切日以降のお申込は出席者名簿に掲載されませんのでご承知おき下さい。

※確認書及び請求書はご出発の 14日前頃に発送させていただきます。

※事故防止のため、お申込・ご変更は必ず FAXにてお願いいたします。

※記載事項をご確認のうえ、期日までに所定の銀行口座にお振込み下さい。

※振込手数料は別途ご負担いただきますようお願いいたします。

◆ お取扱い店

北海道旅客鉄道㈱法人旅行札幌支店

｢第 40回技術士全国大会(札幌)｣係(担当：浅野・上小倉・井口)

〒060-0004 札幌市中央区北 4条西 4丁目 伊藤ビル 7階

TEL：011-223-5740 FAX：011-280-8386 E-mail：taikaidesk-jrh-b@jrhokkaido.co.jp

営業時間：月曜〜金曜 9：00〜 17：30(土・日・祝日休業)

◆ 宿泊【10月 3日(木)・4日(金)・5日(土)】

ホテル 室タイプ 申込番号 宿泊料金 住所／ TEL アクセス

ホテルルートイン

札幌駅前北口

シングル A1 ￥6,500 札幌市北区

北 7条西 4丁目

011-727-2111

JR｢札幌駅｣より

徒歩 1 分
ツイン A2 ￥6,000

ホテルサンルート

ニュー札幌

シングル B1 ￥8,000 札幌市中央区

南 2条西 6丁目

011-251-2511

地下鉄南北線・東西線｢大通駅｣

より徒歩 4 分

地下鉄南北線｢すすきの駅｣

より徒歩 4 分
ツイン B2 ￥7,000

東京ドームホテル札幌

シングル C1 ￥9,000 札幌市中央区

大通西 8丁目

011-261-0111

地下鉄南北線・東西線｢大通駅｣

より徒歩 8 分
ツイン C2 ￥8,000

ロイトン札幌

シングル D1 ￥12,000 札幌市中央区

北 1条西 11丁目

011-271-2711

地下鉄東西線｢西 11丁目駅｣

より徒歩 3 分
ツイン D2 ￥9,000

JRタワーホテル日航札幌

シングル E1 ￥16,000 札幌市中央区

北 5条西 2丁目

011-251-2222

JR｢札幌駅｣直結

ツイン E2 ￥14,000

※JRタワーホテル日航札幌は禁煙ルームとなります。

※10 月 3日(木)・4日(金)・5日(土)以外の宿泊をご希望の場合は別途、ご相談下さい。

①この料金は 1泊朝食付(税・サービス料込)のお一人様当たりの料金です。

②お申込みの際は、上記の申込番号を必ずご記入下さい。

③朝食が不要な場合でも、ご返金はできません。

④各ホテルの部屋数には限りがございますので、お申込順にご希望のホテルを手配させていただきます。



94

◆ 参加申込書の記入について

※太枠線内に楷書でご記入下さい。参加については○印をご記入下さい。

※事故防止のため、お申込・ご変更は必ず FAXにてお願いいたします。

※10 月 3日(木)・4日(金)・5日(土)以外の宿泊をご希望の場合は別途、ご相談下さい。

また、飛行機・JR等のご予約・ご購入もご相談下さい。

※この申込書の個人情報を大会名簿作成の資料として利用いたしますので、ご了承下さい。

それ以外の目的には利用しないことを誓約いたします。

※大会内容についてのお問い合せは、大会実行委員会事務局まで

◆ 大会実行委員会事務局

公益社団法人日本技術士会 北海道本部 第 40回技術士全国大会(札幌)実行委員会

〒004-8585 札幌市厚別区厚別中央 1条 5丁目 4-1 Docon新札幌ビル

TEL：011-801-1617 FAX：011-801-1618

E-mail：hkd-eng@ipej-hokkaido.jp

◆ 取消料

内 容
〜 21日前

迄

20 日前〜

8日前迄

7 日前〜

3日前迄
2 日前迄 前 日 当 日

無連絡

不参加

親睦ゴルフ大会

(参加費・プレー代)
無料 無料 無料 無料 40％ 50％ 100％

ウェルカムパーティー 無料 無料 無料 無料 50％ 100％ 100％

昼食(弁当) 無料 無料 無料 100％ 100％ 100％ 100％

パートナーズツアー

テクニカルツアー

(日帰り)

テクニカルツアー

(1泊 2 日)

無料 20％ 30％ 30％ 40％ 50％ 100％

宿 泊 無料 20％ 30％ 30％ 40％ 50％ 100％

◆ 宿泊等のお取消方法及び返金方法

※お取消は必ず FAXにて北海道旅客鉄道㈱法人旅行札幌支店までご連絡下さい。

※返金は取消料及び振込手数料を差し引き、大会終了後に振込にて返金いたします。

※お取消の FAXに返金口座をご記入下さい。(銀行名・支店名・普通／当座・口座番号・口座名義)

※北海道旅客鉄道㈱法人旅行札幌支店が定める取消料は以下の通りです。
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