
Call for foreign students to visit Fukushima Nuclear Power Plants 

by Tohoku Energy Conference  

  

Date & Time      : March 16 (Friday), 2018.  7:30 – 17:40 

Visiting place      : Fukushima #1 NPPls & “Kojyuro No Sato” at Shiroishi city  

Capacity          : 30 persons 

Fee                : ¥2,500 ,which includes bus fee, insurance and lunch. 

Application deadline : January 31th, 2018 

Required Information：Name, Present address, Date of birth, Nationality, Gender 

Please your information to 

   Mr. Weixi Chen , Phd course student of quantum science and energy engineering.   

     wchen@karma.qse.tohoku.ac.jp 

 

 

 

 

Important notes 

 

1. You must bring your ID. The information shown in the ID, such as name and present 

address, must be identical to the ones in the application form. 

2. You are suggested not to take your belongings or valuables to the plant. 

3. You must not bring any recording device, including phones with camera, to the plant. 

4. You must wear socks, long pants, clothes with long sleeves, and shoes with flat sole. No 

sandals or heel shoes are allowed. 

5. You must follow the instructions by TEPCO. Note that you will be equipped with a 

personal dosimeter and protective wears, such as cotton gloves, offered by TEPCO to 

enter controlled area 

6. Those receiving radiation and/or radionuclide therapy need contact the office in advance. 

Those who feel bad during the tour should contact the office immediately.  
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Schedule of Fukushima-1 NPP visit (tentative) 

 

Date: 16/March/2018 (Fri) 

Time  

7:30 

 

7:45 

 

 

8:50～9:00 

 

9:20 

 

9:40 

 

10:30～13:00 

 

13:00～13:30 

 

13:50～14:20 

 

 

 

15:50～16:50 

 

 

17:00～ 

 

17:40 

 

Gathering at the bus terminal at the East Exit of JR Sendai Station 

(see the map below) ※BE PUNCTUAL!!  

Departure→ Nagamachi IC → Sendaiwakabayashi JC (via 

Jobanhighway)→ 

 

10 min. break at Minamisouma SA 

 

Jyobantomioka IC 

 

Reaching the former PR Center  

 

Visiting Fukushma-1 NPP (2h 30min) 

 

Lunch (restaurant in the plant) 

 

Q&A (former PR Center) 

 

moving to Shiraishi City (approx. 90 min) 

 

Visiting a facility to measure the radioactivity of farm products at 

Kojyuurou-no-sato (Shiraishi City) 

 

Shiraishi IC→ Sendaimiyagi IC → Sendai City 

 

Breaking up at the bus terminal at the East Exit of JR Sendai 

station 

 

Fee: 2,500 JPY (incl. lunch) 



Meeting/Breakup point 



平成 29年 11月 27日 

東北大学 工学研究科 

教務課国際交流室 様 

東北エネルギー懇談会 

会長 佐 藤 敏 秀 

                              （公印省略） 

 

留学生を対象とした福島第一原子力発電所、農産物の放射能測定施設の 

                      見学について（ご案内） 

拝啓 晩秋の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別の

ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、当会では、日本のエネルギー事情や環境問題、放射線に関する正しい

知識を深めていただくことを目的にさまざまな活動を行っておりますが、この

ほど、福島の風評被害払拭の一助になればとの思いから、留学生を対象とした

福島第一原子力発電所ほかの施設見学会を企画いたしました。 

つきましては、貴大学の留学生に、ご参加いただきたくご案内申し上げます。

何卒よろしくお願いいたします。 

敬 具  

記 

 

１．日 時：平成３０年３月１６日（金）７：３０～１７：４０ 

 

２．募集人数：３０名 

 

３．見学先：（１）東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所 

（２）白石市農産物直売所 小十郎の郷（放射能測定施設） 

 

４．行 程：別紙のとおり 

 

５．参加費：2,500円（バス代、旅行保険料、昼食・飲み物代） 

見学会当日に集金させていただきます。 

 

６．参加申込：平成３０年１月３１日（水）まで、集約をお願いいたします。 

 

７．その他 

  ・参加者には、別途、集合場所や注意事項などをご連絡いたします。 

  ・皮膚に創傷のある方は参加出来ませんので、ご注意願います。 

（担当者）東北エネルギー懇談会 広報部 添川、松川 

℡：022-267-0021、FAX：022-224-8163 



東北大学留学生 様 福島第一原子力発電所見学会 行程（案） 

 

平成 30年 3月 16日（金） 

時 刻 行 程 

7:30 

7:45 

 

8:50～9:00 

 

9:20 

 

9:40 

10:30～13:00 

13:00～13:30 

13:50～14:20 

 

15:50～16:50 

 

17:00～ 

 

17:40 

 

仙台駅東口バスプール集合（全行程貸切バス移動）※時間厳守 

出発→ 長町ⅠＣ → 仙台若林ＪＣ（常磐道経由）→  

 

南相馬鹿島ＳＡ（休憩 10分）→ 常磐富岡ＩＣ 

 

常磐富岡ＩＣ 

 

東京電力ホールディングス(株)旧エネルギー館到着 

福島第一原子力発電所を見学（2時間 30分） 

昼食休憩〈発電所構内食堂） 

質疑応答（旧エネルギー館） 

（移動時間：約 90分） 

農産物の放射能測定施設を見学（60分）小十郎の郷（白石市） 

 

白石ＩＣ → 仙台宮城ＩＣ → 仙台市内 

 

仙台駅東口バスプール到着（解散） 

 集合場所（7:30集合／7:45出発） ≪集合時間厳守≫ 

・仙台駅東口バスプール 

・参加費：2,500円（発電所構内食堂での昼食代含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高速バス 

案内所前

付近 



 

 

福島第一原子力発電所見学にあたっての注意事項 

 

 

１．福島第一原子力発電所へ入構の際、施設見学会参加申込書に記載した住所・

氏名などを、本人確認用書類（運転免許証など）と照合・確認しますので、

ご持参・携行をお願いします。 

当日、本人確認用書類を忘れるなど、本人確認ができない場合は、特例なく

発電所への入構はできませんのでご留意願います。 

・再度、本人確認用書類と施設見学会参加申込書に記載した住所・氏名な

どの表記が一致していることを、ご確認願います。もし、異なっている

場合には、至急事務局までお知らせください。 

・本人確認用書類は、有効期限が切れているもの、または写しでは認めら

れませんので、再度ご確認ください。 

・本人確認書類は、当日コピーを取らせていただきますので、予めご了承

願います。 

  

２．手荷物・貴重品などは、極力待ち込まないようにお願いします。 

 

１．カメラの持ち込みは、ご遠慮下さい。 

また、携帯電話・スマートフォンなど撮影機能のある機器についても、同様

に持ち込み出来ません。 

 

４．服装は、「長袖」および「長ズボン」を、必ずご着用ください。 

また，足元は靴下を着用の上、靴は、肌の露出がなく、靴底が平らなもので

お越しください。（サンダル、ヒールのある靴は不可） 

 

５．見学中は、案内者の指示に従って行動していただきます。 

また、放射線管理が必要な区域へ立ち入りますので、発電所の指定する綿手

袋などの放射線防護装備および個人線量計を着用します。 

 

６．医療機関にてＲＩ投与などの放射線治療をされている方は、事前にその旨を

事務局にご連絡ください。 

また、見学中などに体調や気分が悪くなった場合は、速やかに事務局にお申

し出ください。 

 

                                    

以 上 

 

 

別添 2 


