エクスカーション（見学）募集案内
内

容

１．募集概要
２．エクスカーション参加資格
３．参加申込方法
４．エクスカーションコース紹介
エクスカーション参加申込書（PDF、WORD）
１. 募集概要
・実施日：令和 4 年 8 月 26 日㈮
コース１：郡山駅西口 8 時集合～この間見学～福島駅 17 時 30 分解散予定
コース２：郡山駅西口 8 時集合～この間見学～郡山駅 17 時 30 分解散予定
※詳細は４．エクスカーションコース紹介をご覧ください。
・参 加 費：

一人当たり 6,500 円

・参加受付開始：

４月 25 日より募集します

・参加受付締切：

7 月 27 日（水）

・参加費支払期限：

8 月 3 日（水）

・募集人数：

各コースとも最大 40 名

・募集人数に達した場合は締切期限前に募集終了とします。お早めにお申し込みください。
・コロナ感染対策等について
・バスの換気および消毒を実施します。
・コロナウイルス感染拡大防止のため、バスの中・見学中はマスクの着用をお願い致します。
・参加者の傷害保険等について学会では対応していません。バス会社では保険に入っています。
万一の場合は、参加者の所属企業の出張労災等で対応してください。
２．エクスカーション参加資格
・第 11 回環境放射能除染研究発表会参加者を原則といたします。
企業展示者・企画展示者も含みます。
（第 11 回発表会ポータルサイトから参加登録された方、学会からの招待メールにより参加登録され
た方、企業展示や広告に参加いただいた企業の社員が該当します。
）
・当日、見学先による本人確認の為、公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書（運転免許証・マイ
ナンバーカード・パスポート等の公的証明書）の提示が必要となります。
身分証明書を忘れた方は中間貯蔵施設や飯舘村にある管理区域に入れません。
見学にあたって必要な身分証明書等については、参加登録者に追ってお知らせいたします。
３．参加申込方法
・参加申込用紙（PDF 又は WORD）に必要事項を記載し、メールの件名を『エクスカーション申込』
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とし、下記アドレス宛に送付をお願いします。
（提出先アドレス）
： 11th-conf@khjosen.org
・申し込み受け付け後、事務局より参加受付可否の確定についてメールにてご案内いたします。
・参加受付確定者には参加費の振込先等をお知らせいたします。支払い期限（8 月 3 日）までにお振込
みをお願い致します。
・参加費の入金確認後、エクスカーション受付票等について、ご案内メールを致します。
【キャンセルポリシー】
参加確定後に都合により参加できなくなった方でキャンセルする場合は、恐縮ですが、下記のキャン
セルポリシーにて取り扱いにさせていただきます。なお、代わりの方がいれば事務局にご相談くださ
い。できるだけ対応いたします。
（キャンセル料金について）
① 申込受付締切 7 月 27 日の 14 日前（7 月 13 日）までにキャンセルされた場合、参加費は全額返
却したします。
② 7 月 14 日から開催当日までの間についてキャンセルされた場合は、
参加費の返却はありません。
また、参加費未納の参加確定者に恐縮ですが、参加費を請求させていただきます。
③ 連絡なしの無断キャンセルの場合、参加費の返却はありません。また、参加費未納の参加確定者
に恐縮ですが、参加費を請求させていただきます。
【その他の注意事項】
※体調管理について：コロナウイルス感染拡大の防止のため、参加当日は受付にて検温をいたします。
当日の体温が 37℃以上の場合、参加をお断りする場合がございます。なお、そのような場合は、恐
縮ですが、参加料金を返金できないので体調管理にはご注意願います。
※コロナ禍や地震等の影響でエクスカーションが中止なることも考えられます。その際は納入いただ
いた参加費は全額返却いたします。
※見学先の事情等で見学先が変更となる場合が考えられますが、参加のキャンセルはできません。ご理
解をお願いします。
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４．エクスカーションコース紹介
２コースの募集をいたします。各コースとも訪問先への時間が決まっております。
出発時間厳守にご協力お願致します。遅刻した場合は置いていくことになります。その際、参加費の返
金には応じかねますのでご承知ください。
なお、下記に示すコース案内の時刻表示については遅延等も生じることをご了承ください。
■ 第１コース（中間貯蔵工事情報センター・中間貯蔵施設、飯舘村除染土壌再利用現場）
・参加費：6,500 円/人
・コース概要：郡山駅 8：00➡中間貯蔵工事情報センター➡中間貯蔵施設➡道の駅なみえ（昼食）
➡飯舘村長泥地区見学（川俣町山木屋「とんやの郷」で集合し見学スタート）
➡帰途途中で「道の駅かわまた」でトイレ休憩➡17：30 福島駅

大型バスで運行：乗員40名（添乗員1名含む）
コース１（40名）

住所

発

郡山駅西口

郡山市

8:00

着

見学所要時間

中間貯蔵工事情報センター
（除染土壌等の中間貯蔵工事紹介施設）
※センター内は20名定員、2チームに分けて見学。
後半チームはセンターを出るまでバスの中で説明
を聞き、前チームの見学が終了次第にセンター
内の見学を行う。

中間貯蔵施設見学
大型バスにJESCO情報センター担当者が同乗し、案内
(廃棄物貯蔵施設・分別処理施設・埋立施設や工事状況等）

道の駅なみえ（昼食）

飯舘村長泥地区
（除染土壌再生利用現場）

10:00

福島県双葉郡大熊町大字小入野字向畑256
Tel:0240-25-8377

30分

アドレス：johocenter@jesconet.co.jp
備考：10時オープン

10:30

10:50

中間貯蔵工事情報センターから
中間貯蔵施設区域に入域

福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字知命寺60

100分
12:30
12:50
13:30
15:00

川俣町山木屋「とんやの郷」にバス着

60分

見学スタート
福島県伊達郡川俣町山木屋字日向40－1

福島駅西口に至る※帰路途中で

道の駅かわまた

「道の駅かわまた」でトイレ休憩

福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字東13-1
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40分

16:00

17:30

■ 第 2 コース（A 班と B 班で別行動となる）
（リプルンふくしま・廃棄物処理施設、東京電力廃炉資料館、中間貯蔵工事情報センター）
・参加費 6,500 円/人
・コース概要：2 コースは受入側の都合で 2 班に分けて見学をいたしますが、見学先は同一です。
【2-A 班】郡山駅 8：00➡東京電力廃炉資料館➡中間貯蔵工事情報センター
➡（さくらモール昼食）➡リプルンふくしま
➡特定廃棄物処理施設等（埋立施設又は固化施設）
➡（さくらモール集合：2-A 班、2-B 班）➡富岡駅又は竜田駅経由➡ならは SI
➡阿武隈高原 SA➡17：30 郡山駅
【2-B 班】郡山駅 8：00➡東京電力廃炉資料館で 2-A を降車させ➡リプルンふくしま
➡特定廃棄物処理施設等（埋立施設又は固化施設）➡（さくらモール昼食）
➡東京電力廃炉資料館➡中間貯蔵工事情報センター ➡（さくらモール集合：2-A 班、2-B 班）
➡富岡駅又は竜田駅経由➡ならは SI➡阿武隈高原 SA➡17：30 郡山駅
※廃棄物処理施設の施設見学は見学者数制限のため、1 班につき埋立地のエコテックは最大 20
名、固化施設は最大 5 名までと限定されています。固化施設の見学希望の方は申込書に記載くだ
さい。
なお、廃棄物処理施設の特に固化施設は見学者数が 1 班 5 名と限られていますので、先着順とさ
せていただきます。なお、A 班とＢ班で固化施設の見学者は 10 名の募集となります。
※多くの見学先を回るためタイトな時間管理となります。ご協力をお願いします。
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大型バスで運行：乗員40名（添乗員２名含む）をA班、B班に区分し見学 凡例：●相乗り、○片方でバス使用、×未使用、➡運行方向、-----は見学時間および待機時間、
コース２-Áチーム（20名）
郡山駅西口

住所
郡山市
※途中行程で阿武隈高原SAでトイレ休憩

発

着

見学等

コース2-Bチーム（20名）

住所

発

●

郡山駅西口

郡山市

8:00

所要時間

8:00

徒歩移動

バス使用

A・B班が合同で乗車・出発し、廃炉資料館から別行動

×

着

見学等
所要時間

バス使用
●

バス乗員A、B4班全員40名
A班の20名下車し、廃炉資料館見学
東京電力廃炉資料館でA班降車

10:00

B班20名がバス乗車し、リプルンふくしま
10:00

東京電力廃炉資料館(２０名を2班に編編成）
（60分見学ツアー）

×

福島県双葉郡富岡町大字小浜字中央378

60分

Tel:0120-502-957

コース

リプルンふくしま

Tel:0240-23-7781

（特定廃棄物の埋立処分事業紹介施設）

×

10:15

福島県双葉郡富岡町大字上郡山字太田526-7
yoyaku_reprun@env.go.jp

30分
（自由見学）

10:45

○

埋立見学は学会バス

×

学会バス（空）で廃炉資料館へA班ピックアップへ

固化施設はリプルン送迎車

○

10:55

11:10

○

A班20名、バスで中間貯蔵工事情報エンターへ

特定廃棄物処理施設等
特定廃棄物埋立処分施設まで

※見学先は下記の2カ所ですが、
・特定廃棄物埋立処分施設：1班20名迄

福島県双葉郡富岡町大字上郡山字太田713

×

・固化施設：1班5名迄

×

11:20

55分

リプルン福島より10分程度

入場員数制限から2班に分けての見学となります。

福島県双葉郡大熊町大字小入野字向畑256
中間貯蔵工事情報センター(20名）

Tel:0240-25-8377

（除染土壌等の中間貯蔵工事紹介施設）

アドレス：johocenter@jesconet.co.jp
備考：10時オープン

40分

B班20名、バスでさくらモールへ（昼食）

学会バス（空）で中間貯蔵工事情報センターでA班ピックアップへ
バスでさくらモール（昼食）

A班20名、バスでさくらモールへ（昼食）

周辺散策
12:20

さくらモール（昼食）
周辺散策

福島県双葉郡富岡町小浜中央４１６

50分
バス待機
昼食時間

12:00
福島県双葉郡富岡町小浜中央４１６

B班徒歩にて移動

（特定廃棄物の埋立処分事業紹介施設）

（60分見学ツアー）

13:20

Tel:0240-23-7781

30分

yoyaku_reprun@env.go.jp
※5名の固化施設見学者は施設見学を先行する。
リプルン福島の見学は施設見学終了後に行う

×

○

東京電力廃炉資料館(２０名を2班に編編成）

福島県双葉郡富岡町大字上郡山字太田526-7

50分
12:50

13:10

リプルンふくしま

○

11:50

学会バス（空）で中間貯蔵工事情報センターでB班ピックアップへ

○

12:10

13:00

60分

福島県双葉郡富岡町大字小浜字中央378

（コース見学）

Tel:0120-502-957

×

○

13:50

14：00

埋立見学は学会バス

B班徒歩にて移動

固化施設はリプルン送迎車
14:00

さくらモールでバス待ち

○

福島県双葉郡富岡町小浜中央４１６

学会バス（空）で中間さくらモールでB班ピックアップへ

特定廃棄物埋立処分施設まで
特定廃棄物処理施設等
※見学先は下記の2カ所ですが、
入場員数制限から2班に分けての見学となります。
・特定廃棄物埋立処分施設：1班20名
・固化施設：1班5名迄

リプルン福島より10分程度
※埋立施設見学後はBチームは

50分

Aチーム固化施設見学者をピックアップ後に、埋立施設

×
中間貯蔵工事情報センター(20名）

Tel:0240-25-8377

（除染土壌等の中間貯蔵工事紹介施設）

アドレス：johocenter@jesconet.co.jp
備考：10時オープン

14：50

●

15:00

リプルンふくしま経由でA固化班の施設見学者５名を
ピックアップし、埋立処理施設のA班ピックアップ

・富岡17：06➡いわき17：55常磐線➡水戸19：35
・富岡15：47➡ひたち13号➡仙台17：25
・竜田駅17：12➡広野駅17：57➡ひたち26号

常磐線利用者降車：つくば方面
富岡駅（ならはSI）又は竜田駅（ならはSI）

郡山駅西口

10分

又はかJビレッジ（広野IC）
※富岡駅は少し戻るコース

➡水戸19：26

※途中行程で阿武隈高原SAでトイレ休憩

A,Bの全員で班帰路に就く

●

15:20

●

15:30

郡山市

17:30

14:20

福島県双葉郡大熊町大字小入野字向畑256

前に迎えに来る。埋立施設見学者は埋立地前の待機場所

（見学完、待機）

・富岡17：43➡ひたち26号➡水戸19：26

B班20名、バスで朝刊貯蔵工事情報エンターへ

福島県双葉郡富岡町大字上郡山字太田713
中間貯蔵情報センターより、リプルンふくしまにおいて

で待つ、バスが到着次第に乗車し帰路に向かう

（参考）

×

14：10
（さくらモール）

●

5

30分
14:50

○

