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開催日時  令和 3年７月７日   

開催方法  書面開催 

 

 議事 

 

第 1号議案 

正式名称について 

 

第 2号議案 

 令和 2年(2020年)度事業報告、決算及び監査報告 

 

第 3号議案 

 令和 3年(2021年)度事業計画及び予算 

 



 

英語名 

Adventure Travel World Summit Virtual - Hokkaido, Japan 

の日本における正式名称は次のとおりとする 

 

アドベンチャートラベル・ワールドサミット・バーチャル北海道／日本 

略称：ATWS北海道／日本 

 

第 1号議案 



令和 2 年(2020 年)度事業実施報告 

 

【概要】 

令和 2 年度は、アドベンチャートラベル・ワールドサミット(ATWS)2021 北海道の実行委

員会を設立し、ATWS 開催に向けた準備を本格的に実施する予定であったが、新型コロナウ

イルス感染症の影響等により、2020 年の ATWS オーストラリア(アデレード)大会が中止とな

り、実行委員会及び各構成員で予定していた事業の一部が中止となった。 

このような状況の中、ATWS において重要な要素であるプレサミットアドベンチャー（PSA）

及びデイオブアドベンチャー（DOA）を造成するために、造成を行う事業者と各コースを公

募し、主催団体であるアドベンチャートラベル・トレードアソシエーション(ATTA)との協議

により、道内外 PSA22 コース及び DOA21 コースの計 43 コースが採択された。 

その他、ATWS2021 北海道の周知・宣伝を行うウェブページの作成及び開催方法を検討す

るための委託事業等を実施した。 

 

【各事業の内容】 

１ コンベンション部所管事業 

（１）ATTA との補遺契約締結及び着手金支払  

・時 期：令和２年５月~６月 

・内 容：実行委員会の ATWS2021 北海道誘致準備会からの地位の承継、不可抗力条項の 

追加及び着手金の支払に関して、ATTA と補遺契約の締結及び着手金支払を実施 

（２）会議運営 

・時 期：通年 

・内 容：実行委員会総会の開催（４月、書面総会） 

実行委員会幹事会の開催（１１月、１月） 

ATTA とのテレビカンファレンスの開催（４月~３月（全１１回）） 

実行委員会事務局での会議開催（４月~３月（全１０回）） 

（３）広報宣伝 

      ・時 期：通年 

      ・内 容：ATWS2021 北海道開催発表 

          日 時：令和２年１２月４日 

          内 容：ATTA が実施したセミナー（ATTA Live Update on ATWS2021）

において、ATWS2021 の開催地が北海道であることが発表された 

 

HP 設置、情報発信及び管理運営（４月～３月） 

         ATWS ランディングページの作成（2 月～３月） 

 

 

 

第 2 号議案 



 

（４）ATTA メンバー招聘 

    ・新型コロナウイルスにより中止 

（５）各種調整 

    ・時 期：通年 

    ・内 容：ATWS 開催に係る各機関との各種調整を実施 

（６）スポンサー活動 

   ・時 期：通年 

   ・内 容：ATWS2021 北海道におけるスポンサー獲得のための活動を実施 

（７）Adventure ELEVATE２０２０ 

・新型コロナウイルスの影響によりオンラインによるバーチャル開催に変更となった 

ため、現地参加は中止し、オンラインで参加             

（８）ATWS2021 実施準備・運営支援事業 

   ・時 期：令和３年２月～３月 

   ・内 容：新型コロナウイルスの影響下における開催方法（ATTA 提案の４種類）等に 

ついて検討 

（９）事務局運営 

・時 期：通年 

・内 容：ATWS２０２１開催準備や各種対応を行うための事務局運営を実施 

 

２ AT 推進部所管事業 

（１）PSA/DOA の選定 

       プレサミットアドベンチャー（PSA：ATWS 参加者のうち、希望者が参加する大会の 

開催前に実施される 4 泊程度の AT 体験ツアー）、デイオブアドベンチャー（DOA： 

ATWS の初日に開催される、参加者が全員参加する日帰り AT ツアー）を造成 

      ・内 容：コース募集第一次～第三次審査及び選定（７月～１０月） 

         道外 PSA コース選定（１２月） 

ATTA が最終的にコース選択を行い、道内 PSA15 コース、道外 PSA7 コー 

ス、DOA21 コースが ATTA により正式に承認（DOA 失格 2、保留 9） 

（１月～３月） 

 （２）ATWS 開催に向けた説明会及びツアーオペレーターの教育等 

   ・道内 AT 関連事業者等に対し、AT 及び ATWS に関する説明会を道内４箇所及び Zoom 

によるオンラインで３回実施 

・PSA/DOA の造成に関連して、ツアーオペレーター等に対する教育及び育成を実施 

 

【決算案及び監査報告書】 

   別紙１「アドベンチャートラベル・ワールドサミット２０２１北海道 実行委員会 令和２ 

年度 決算書」及び別紙２「監査報告書」のとおり 

 



《参考（関連事業）》 

 １ 北海道運輸局 

（１）アドベンチャートラベルガイドの質的・量的改善に関する実証事業 

   道内各地域でネットワーキングイベントを実施 

   「アドベンチャートラベル北海道ミーティング」を実施  

・札幌発着日帰りエクスカーション（道内 4 箇所 １１月） 

・セミナー＆ネットワーキングイベント（札幌コンベンションセンター（１１月） 

（２）「訪日ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｬﾝﾍﾟｰﾝ等に対応したコンテンツ造成(GCC)事業」AT 商品造成事業 

  PSA・DOA コース案に対し、専門家による現地視察等を通して磨き上げを実施 

（３）映像制作事業（R2 年度地域の観光資源を活用したプロモーション事業） 

   ※北海道観光振興機構との連携事業 

  動画「HOKKAIDO The Island of Adventure」計 11 本を作成 

静止画像計約 800 枚を作成 

 

 ２ 札幌市 

（１）アドベンチャートラベルコンテンツ推進補助金 

札幌市内で AT コンテンツを扱う事業者に対し、コンテンツのレベルアップを図る

ための補助事業を実施（市内 4 事業者に対して交付） 

  

 ３ 北海道観光振興機構 

 （１）ATWS2021 育成対象ツアーオペレーター選定・商品造成事業 

    ツアーオペレーター計 15 社に対して、PSA/DOA ツアー造成に関する支援を実施 

（２）共同・協業販路開拓支援補助金事業 

    道外 PSA 関連団体への事業説明、国内商談会、相談会及び欧米事業者とのオンライン

商談会等を実施 

（３）映像制作事業（R2 年度地域の観光資源を活用したプロモーション事業） 

   ※北海道運輸局との連携事業 

  動画「HOKKAIDO The Island of Adventure」計 11 本を作成 

静止画像計約 800 枚を作成 

 

４ 北海道 

（１）北海道 AT ガイド認証制度検討事業 

  北海道アウトドアガイド資格制度取得者のAT対応能力を認証する制度のあり方につ 

いて検討を実施 

５ JNTO 

  （１）アドベンチャーツーリズムによる訪日誘客促進事業(Adventure ELEVATE 2020 出展) 

デジタル日本ブース運営、プレゼンテーション（事前録画）等 

  （２）訪日旅行者向けアドベンチャーツーリズムウェブサイト構築事業 

サイト構築及び AT コンテンツ・モデルコース等掲載による情報発信 



別紙１

（収　入） （単位：円）

予算額 決算額 増減額

１　負担金
　　・北海道
　　・札幌市
　　・釧路市 47,250,000 47,250,000 0

２　前年度繰越金
   ・ATWS2021北海道誘致準備会からの引継 2,750,000 2,749,560 -440 

３　利子収入 0 179

50,000,000 49,999,739 -261 

（支　出）
予算額 決算額 増減額

１　事業費 43,705,000 18,675,563 -25,029,437

（１）　会議運営 3,800,000 2,988,700 -811,300
　　　・TV会議用備品、通訳翻訳費、会場借り上げ費　等

　
（２）　広告宣伝費 4,200,000 3,329,704 -870,296
　　　・HP管理運営費、各種広報　等

（３）　招へい旅費 5,724,000 0 -5,724,000
　　　・招へい旅費、同行旅費　等

（４）　事務局調整旅費 6,050,000 1,414,359 -4,635,641
　　　・事務局旅費

（５）　スポンサー活動旅費 3,440,000 0 -3,440,000

　 　　　・事務局旅費

（６）　アドバイザリー料 2,420,000 660,000 -1,760,000
　    ・リーガルチェック　等

（７）　Adventure ELEVATE2020 7,060,000 0 -7,060,000
　　　・旅費、参加費、資料代、輸送費　等

（８）　着手金 11,011,000 10,282,800 -728,200
　　　・着手金、手数料

２　事務局経費 5,692,000 1,989,847 -3,702,153
（１）　事務局運営費 4,422,000 1,312,524 -3,109,476
　　　・Wifiレンタル、タブレットレンタル、パソコンリース　等
　
（２）　事務局予算管理費 1,270,000 677,323 -592,677
　　　・振り込み料、印鑑作成費、消耗費　等

３　予備費 603,000 0 -603,000
４　繰越金 0 29,334,329 29,334,329

50,000,000 49,999,739 -261合　計

アドベンチャートラベル・ワールドサミット２０２１北海道　実行委員会
令和２年度 決算書

科　目

計

科　目







令和 3 年(2021 年)度実施予定事業及び予算 

【概要】 

新型コロナウイルス感染症が収束に至らなかったことから、ATWS2021 北海道について、

ATTA との協議により、令和 3 年 5 月 6 日に開催方法をオンラインによるバーチャル開催

と決定し、 

  バーチャル開催は、ウィズコロナ社会における新しい形として、北海道ならではの魅力を世 

界各地のより多くの方々に発信する機会になると期待されることから、ATWS の開催効果を最 

大化するとともに、ATWS の開催を契機に、アドベンチャートラベルが本道観光を代表するツ 

ーリズムの一つとなるよう、実行委員会の各構成員が一体となって取り組む。 

 

【各事業の内容】 

１ 「アドベンチャートラベル・ワールドサミット・バーチャル北海道／日本」概要 

  ・日時 平成 3 年 9 月 20 日(月祝)～24 日(金) 

  ・方法 オンラインによるバーチャル開催 

   （詳細は別紙３「ATWS 北海道／日本実施概要（案）」のとおり） 

 

２ コンベンション部所管事業 

  （１）会議運営 

・時 期：通年 

・内 容：実行委員会総会（４、５、７月） 

実行委員会幹事会（４，５、７、１０月） 

ATTA とのテレビカンファレンス（通年） 

実行委員会事務局での会議（通年） 

（２）広報宣伝 

      ・時 期：通年 

      ・内 容：HP による情報発信、事務局運営に必要な情報開示等 

（３）各種調整 

      ・時 期：通年 

      ・内 容：ATWS 開催に係る関係機関との調整 

（４）スポンサー活動 

・時 期：令和３年４月～９月 

・内 容：ATWS 北海道／日本におけるスポンサー獲得に向けた取組 

（５）事務局運営 

・時 期：通年 

・内 容：ATWS 北海道／日本開催準備や各種対応を行うための事務局運営 

 

 

 

 

 

第３号議案 



【予 算 案】 

   令和３年度予算案については別紙４「アドベンチャートラベル・ワールドサミット２０２１ 

北海道 実行委員会令和 3 年度 予算案」のとおり。 

ATWS 北海道／日本の実施費用については、自治体（北海道、札幌市、釧路市）が実行委

員会へ拠出する負担金及び観光庁の事業費から支出することとし、その費用負担内訳につい

ては別紙５「実行委員会 構成員負担額について」のとおりとし、自治体と国負担割合は１：

１とする。 

※観光庁からの事業費が実行委員会の収入となる場合がある。 

 

《参考（関連事業）》 

１ 北海道運輸局 

 （１）ATWS 出展事業 

   ATWS 北海道／日本出展（HATA） 

Marketplace 及び MEDIACONNECT 商談用映像制作（予定） 

 （２）地域の観光コンテンツを活用したｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰﾂｰﾘｽﾞﾑのモデルツアー造成等事業 

    冬季 AT ツアー造成にむけた情報整理・研修事業 

    冬季 AT ツアー造成事業 

    非動力アドベンチャートラベルモデルルート設定事業 

 

 ２ 北海道観光振興機構 

（１）観光人材育成事業 

アドベンチャートラベル関連の人材育成事業（野外救急、英語能力、ガイド能力）を実施 

 （２）AT 商品造成・販売体制構築事業 

   ATWS 北海道／日本におけるマーケットプレイス参加、ラウンジ運営 

オンラインマッチング商談会 

冬季プロモーション、AT 商品の造成 

 （３）AT 受入体制整備・ブランド力向上事業 

   日本人に AT を周知する目的のサイトの更新 

デジタルパンフレットの作成 

メディア招聘等による情報発信 

体験型観光商談会 

ウェブサイト「旅して体験！北海道」の更新、サイトへの誘導広告 

（４）共同・協業販路開拓支援補助金事業 

    商品造成相談会、映像制作、ネットワーク・マッチング商談会、(ATWS)・バーチャル北

海道／日本出展等 

 ３ 北海道 

 （１）北海道 AT ガイド認証制度検討事業 

 北海道におけるアドベンチャートラベルの今後のあり方についての検討 

 ４ JNTO 

 （１）アウトドアアクティビティ・ウェブサイトの保守・運用及び情報発信事業 

   AT サイトの保守・運用及び情報拡充 



別紙４

（収　入） （単位：円）

予算額

１　前年度繰越金 29,334,329

２　協賛金収入 7,700,000

37,034,329

※（観光庁事業費） （単位：円）

予算額

１　観光庁事業費 37,900,000

37,900,000

※（収入・事業費合算額） （単位：円）

予算額

　　収入・事業費合算額 74,934,329

74,934,329

（支　出）

予算額

１　事業費 60,660,000

（１）　映像等制作事業 40,400,000

　　　・動画制作、HP改修等

　
（２）　映像編集事業 18,400,000

　　　・映像編集

（２）　事務局調整旅費 1,200,000

　　　・事務局旅費

（３）　アドバイザリー料 660,000

　    ・リーガルチェック　等

２　事務局経費 2,140,000

（１）　事務局運営費 1,440,000

　　　・Wifiレンタル、タブレットレンタル、パソコンリース　等

　
（２）　事務局予算管理費 700,000

　　　・振り込み料、印鑑作成費、消耗費　等

３　その他 12,134,329

（１）主催者との調整に係る費用

　

74,934,329合　計

アドベンチャートラベル・ワールドサミット２０２１北海道　実行委員会
令和3年度 予算案

科　目

計

科　目

科　目

計

※実行委員会の収入となる場合がある

科　目

計



別紙５

R2年度支出

支出額 自治体負担金 観光庁事業費 協賛金
１　事業費 18,675,563 18,675,563 0 0

（１）　会議運営 2,988,700 2,988,700 0 0
　　　・TV会議用備品、通訳翻訳費、会場借り上げ費

　
（２）　広告宣伝費 3,329,704 3,329,704 0 0
　　　・HP管理運営費、各種広報　等

（３）　招へい旅費 0 0 0 0
　　　・招へい旅費、同行旅費　等

（４）　事務局調整旅費 1,414,359 1,414,359 0 0
　　　・事務局旅費

（５）　スポンサー活動旅費 0 0 0 0
　 　　　・事務局旅費

（６）　アドバイザリー料 660,000 660,000 0 0
　    ・リーガルチェック　等

（７）　Adventure ELEVATE2020 0 0 0 0
　　　・旅費、参加費、資料代、輸送費　等

（８）　着手金 10,282,800 10,282,800 0 0
　　　・着手金、手数料

２　事務局経費 1,989,847 1,989,847 0 0

（１）　事務局運営費 1,312,524 1,312,524 0 0
　　　・Wifiレンタル、タブレットレンタル、パソコンリース
　
（２）　事務局予算管理費 677,323 677,323 0 0
　　　・振り込み料、印鑑作成費、消耗費　等

R2年度支出計
20,665,410 20,665,410 0 0

R3年度支出見込み

支出見込み額 自治体負担金 観光庁事業費 協賛金
１　事業費 60,660,000 15,060,000 37,900,000 7,700,000

（１）　映像等制作事業 58,800,000 13,200,000 37,900,000 7,700,000

　　　・動画制作、HP改修等

　
（２）　事務局調整旅費 1,200,000 1,200,000 0 0

　　　・事務局旅費

（３）　アドバイザリー料 660,000 660,000 0 0

　    ・リーガルチェック　等

２　事務局経費 2,140,000 2,140,000 0 0

（１）　事務局運営費 1,440,000 1,440,000 0 0

　　　・Wifiレンタル、タブレットレンタル、パソコンリース　等

（２）　事務局予算管理費 700,000 700,000 0 0

　　　・振り込み料、印鑑作成費、消耗費　等

事業費+事務局経費小計 62,800,000 17,200,000 37,900,000 7,700,000

３　その他 12,134,329 12,134,329 0 0

（１）主催者との調整に係る費用 12,134,329 12,134,329 0 0

　

74,934,329 29,334,329 37,900,000 7,700,000

R２年度・R３年度合計 83,465,410 37,865,410 37,900,000 7,700,000

科　目

科　目

実行委員会　構成員負担額について

R３年度支出計

A

B C

○自治体負担分=A＋B=20,665,410+17,200,000=37,865,410

国負担分=C =37,900,000

⇒自治体負担分：国負担分≒１：１



 

ATWS北海道／日本実施概要 

 

名  称： アドベンチャートラベル・ワールドサミット・バーチャル北海道／日本 

主催者： アドベンチャートラベル・トレードアソーシエーション（ATTA） 

参加者： 欧米豪を主体とした旅行会社・メディアを中心とした事業者が参加予定 

期 間： 9/20～9/24 

全 4日間のプログラムは、北米、欧州及び日本の時差を考慮し、再放送される 

内  容： Virtual Event Platform ”eventtia”によるオンライン開催。オープニング 

セレモニー、開催ホストである北海道の知事・国土交通大臣挨拶、日本のアドベ 

ンチャーコースの紹介、各種講演、分科会及び商談会等を収録済み映像及びラ 

イブ映像の配信により実施する。日本側からは、商談会等の一部内容を除き、録 

画した映像素材を ATTAに提供し、ATTAにおいて編集を行う予定。日程案概 

要は次のとおり。 

 

日    程 

（再放送） 
内  容 

9月 20日(月) 

（9月 21日(火)） 

・オープニングセレモニー（知事・大臣挨拶予定（録画）） 

・分科会 

・ジャパンアドベンチャー(道内外ツアーの動画：以下同）1,2 

・全体会合 

9月 21日(火) 

（9月 22日(水)） 

・商談会（マーケットプレイス） 

・全体会合 

・分科会 

・ジャパンアドベンチャー3,４ 

9月 22日(水) 

（9月 23日(木)） 

・全体会合 

・分科会  

・ジャパンアドベンチャー5,６ 

・メディア交流会 

9月 23日(木) 

（9月 24日(金)） 

・全体会合（日本プレゼンテーションを実施） 

・分科会 

・ジャパンアドベンチャー7,８ 

・クロージングセレモニー 

 ※ATTAストーウェル CEO等が講演(2022開催地発表等) 

 

別紙３ 



ATWS北海道/日本 行程表 案 日本の参加部分

日付
ィ再放
送イ

対象地
域

日本
時間

英国
時間

米国
東部
時間

米国
太平
洋時
間

商談会 メ 交流
会

ウン 出展

9/20

23:00

9/20

15:00

9/20

10:00

9/20

7:00

23:45 15:45 10:45 7:45

9/21

0:00

16:00 11:00 8:00 有識者分科会#1
ィケ0 分イ

有識者分科会#2
ィケ0 分イ

有識者分科会#3
ィケ0 分イ

1:00 17:00 12:00 9:00

1:30 17:30 12:30 9:30

2:00 18:00 13:00 10:00

3:00 19:00 14:00 11:00

9/21

9:00

9/21

1:00

9/20

20:00

9/20

17:00

9:45 1:45 20:45 17:45

10:00 2:00 21:00 18:00 再放送: 有識者分科会#1
ィケ0 分イ

再放送: 有識者分科会#2
ィケ0 分イ

再放送: 有識者分科会#3
ィケ0 分イ

11:00 3:00 22:00 19:00

11:30 3:30 22:30 19:30

12:00 4:00 23:00 20:00

13:00 5:00 9/21

0:00

21:00

9/21

21:00

9/21

13:00

9/21

8:00

9/21

5:00
商談会ィマ プ イィ2
時間イ: 北米 + パ +
南米 ィ+ 日本イ

23:00 15:00 10:00 7:00

23:45 15:45 10:45 7:45

9/22

0:00

16:00 11:00 8:00 一般参加型分科会
ィケ0 分イ
**Live**

一般参加型分科会
ィケ0 分イ
**Live**

一般参加型分科会
ィケ0 分イ
**Live**

1:00 17:00 12:00 9:00

1:30 17:30 12:30 9:30

2:00 18:00 13:00 10:00

3:00 19:00 14:00 11:00

9/22

9:00

9/22

1:00

9/21

20:00

9/21

17:00

10:00 2:00 21:00 18:00 再放送: 一般参加型分科会
ィケ0 分イ

再放送: 一般参加型分科会
ィケ0 分イ

再放送: 一般参加型分科会
ィケ0 分イ

11:00 3:00 22:00 19:00

11:30 3:30 22:30 19:30

12:00 4:00 23:00 20:00

13:00 5:00 9/22

0:00

21:00

配信 ベン

休憩ィ1グ分イ

ジャパンアドベンチャー#   分

ジャパンアドベンチャー#   分

ジャパンアドベンチャー#   分

再放送: ジャパンアドベンチャー#   分

再放送: ジャパンアドベンチャー#   分

再放送: ジャパンアドベンチャー#   分

再放送: ナ ィ全体会合イ #2

終了後 ン ン 訪問 ク時間継続

ナ ィ全体会合イ #3

休憩ィ1グ分イ

ジャパンアドベンチャー#   分

ジャパンアドベンチャー#   分

ジャパンアドベンチャー#   分

再放送: ジャパンアドベンチャー#   分

再放送: ジャパンアドベンチャー#   分

再放送: ジャパンアドベンチャー#   分

ジャパンアドベンチャー#   分

ジャパンアドベンチャー#   分

9/20

(9/21)

北米の参
加者向け

再放送：
と

北米の参
加者向け

9/21

(9/22)

北米の参
加者向け

プ ィ全体会合イ #1ィ4グ 分イ
オ プ ン ピ チィグ 分イ → 国交大臣および北海道知事のコメン 予定

ザ ィ2 分イ → 日本のコン ン の宣伝映像

ナ ィ全体会合イ #2

終了後 ン ン 訪問 ク時間継続

再放送: プ ィ全体会合イ #1ィ4グ 分イ
オ プ ン ピ チィグ 分イ → 国交大臣および北海道知事のコメン 予定

ザ ィ2 分イ → 日本のコン ン の宣伝映像
休憩ィ1グ分イ

再放送: ジャパンアドベンチャー#   分

再放送: ナ ィ全体会合イ #3

再放送: ジャパンアドベンチャー#   分

再放送: ナ ィ全体会合イ #ク

終了後 ン ン 訪問 ク時間継続

HOKKAIDO

デOUNGEィ仮イ
JAPAN

デOUNGEィ仮イ
→ 北海道 日本 AT
コン ン を動画 タ

ャ 等 紹介
する ウン 設置ィ常
設イ

商談会ィ イィ2
時間イ: 北米 + パ +
南米
※日本参加 想定なし

再放送：
と

北米の参
加者向け

商談会ィマ プ イィ2
時間イ ィ日本 + オセ +
北米 西海岸イ

ナ ィ全体会合イ #ク

終了後 ン ン 訪問 ク時間継続



ATWS北海道/日本 行程表 案 日本の参加部分

日付
ィ再放
送イ

対象地
域

日本
時間

英国
時間

米国
東部
時間

米国
太平
洋時
間

商談会 メ 交流
会

ウン 出展配信 ベン

9/22

23:00

9/22

15:00

9/22

10:00

9/22

7:00

23:45 15:45 10:45 7:45

9/23

0:00

16:00 11:00 8:00 一般参加型分科会
ィケ0 分イ
**Live**

一般参加型分科会
ィケ0 分イ
**Live**

一般参加型分科会
ィケ0 分イ
**Live**

1:00 17:00 12:00 9:00

1:30 17:30 12:30 9:30

2:00 18:00 13:00 10:00

3:00 19:00 14:00 11:00

9/23

16:00

9/23

8:00

9/23

3:00

9/23

0:00

17:00 9:00 4:00 1:00 再放送: 一般参加型分科会
ィケ0 分イ

再放送: 一般参加型分科会
ィケ0 分イ

再放送: 一般参加型分科会
ィケ0 分イ

18:00 10:00 5:00 2:00

18:30 10:30 5:30 2:30

19:00 11:00 6:00 3:00

20:00 12:00 7:00 4:00

9/23

23:00

9/23

15:00

9/23

10:00

9/23

7:00

23:45 15:45 10:45 7:45

9/24

0:00

16:00 11:00 8:00 有識者分科会#ク
ィケ0 分イ

有識者分科会#グ
ィケ0 分イ

有識者分科会#ケ
ィケ0 分イ

0:30 16:30 11:30 8:30

1:00 17:00 12:00 9:00

2:00 18:00 13:00 10:00

3:00 19:00 14:00 11:00

9/24

16:00

9/24

8:00

9/24

3:00

9/24

0:00

17:00 9:00 4:00 1:00 再放送: 有識者分科会#ク
ィケ0 分イ

再放送: 有識者分科会#グ
ィケ0 分イ

再放送: 有識者分科会#ケ
ィケ0 分イ

18:00 10:00 5:00 2:00

18:30 10:30 5:30 2:30

19:00 11:00 6:00 3:00

20:00 12:00 7:00 4:00

ジャパンアドベンチャー#   分

終了後 ン ン 訪問 ク時間継続

再放送: ナ ィ全体会合イ #8: ン  ィケ0 分イ

終了後 ン ン 訪問 ク時間継続

ナ ィ全体会合イ #8: ン  ィケ0 分イ

終了後 ン ン 訪問 ク時間継続

再放送: プ ィ全体会合イ #7: ィケ0 分イ
→ 日本人講演者による ピ チ 日本の文化映像の配信等ィ30 分イ

再放送: ジャパンアドベンチャー#   分 再放送: ジャパンアドベンチャー#   分

再放送: ジャパンアドベンチャー#   分 再放送: ジャパンアドベンチャー#   分

プ ィ全体会合イ #7: ィケ0 分イ
→ 日本人講演者による ピ チ 日本の文化映像の配信等ィ30 分イ

休憩ィ1グ分イ

ジャパンアドベンチャー#   分

ジャパンアドベンチャー#   分

9/22

(9/23)

パ
の参加者
向け

9/23

(9/24)

パ
の参加者
向け

再放送：
と
パ

の参加者
向け

ナ ィ全体会合イ #グ

休憩ィ1グ分イ

ジャパンアドベンチャー#   分

ジャパンアドベンチャー#   分

再放送: ジャパンアドベンチャー#   分

再放送: ジャパンアドベンチャー#   分

再放送: ジャパンアドベンチャー#   分

再放送: ジャパンアドベンチャー#   分

再放送: ナ ィ全体会合イ #ケ

HOKKAIDO

デOUNGEィ仮イ
JAPAN

デOUNGEィ仮イ
→ 北海道 日本 AT
コン ン を動画 タ

ャ 等 紹介
する ウン 設置ィ常
設イ

交流会 ィ2 時間イ - 
パ + 南米 + 北米

再放送：
と
パ

の参加者
向け

メ 交流会 ィ2 時間イ -
パ + 日本

ナ ィ全体会合イ #ケ

終了後 ン ン 訪問 ク時間継続

再放送: ナ ィ全体会合イ #グ

ジャパンアドベンチャー#   分

ジャパンアドベンチャー#   分

ジャパンアドベンチャー#   分


