
令和元年度 イノベ構想交流人口拡大モデルルート実証事業 ①  

 【産業振興／新エネ社会構想】 
募集（15）名 

 

      

  

日 

発着時間 
市町村 訪問先 目的 備考 

到着 出発 

12

月 

 10：00 福島市 福島駅 集合・出発 
＜接続例:東京 08：08 やまびこ 127➔福島 09：46＞ 

貸切バス：大型バス 

11：00 12：00 相馬市 相馬ＩＨＩグリーンエネルギーセンター 見学   

12：10 13：00 相馬市 松川浦 昼食  

13：10 14：10 相馬市 ＦＧＰ福島天然ガス発電所 見学  

14：30 15：30 新地町 新地海釣り公園 視察・体験  

15：45 17：00 新地町 新地スマートコミュニティ 見学 復興知（東京大学と連携） 

17：10  新地町 ホテルグラード新地 宿泊 地域関係者との懇談 

 

 

12

月 

 08:30 新地町 ホテルグラード新地 出発  

09：10 09：40 南相馬市 万葉の里風力発電所 見学  

10:20 11：00 浪江町 福島水素エネルギー研究フィールド 視察  

11：40 12：20 富岡町 富岡ホテル 昼食  

12：50 13：50 広野町 広野火力発電所（ＩＧＣＣ） 視察  

15：00 16：00 葛尾村 葛尾創生電力 視察  

17：15  郡山市 郡山駅 解散   

宿泊施設 

月日 施設名 食事条件 客室設備 連絡先 備考 

／ ホテルグラード新地 1 泊 2 食付 
 

 
  

交通手段 食事条件 アテンド 

■貸切バス（大型） 

 
朝食：1 回  昼食：2 回  夕食：1 回 

イノベ機構コンシェルジュ 

 



 

 

令和元年度 イノベ構想交流人口拡大モデルルート実証事業 ②  

 【産業振興／農林水産】 
募集（15）名 

 

      

 
 

  

日 

発着時間 
市町村 訪問先 目的 備考 

到着 出発 

11

月 

 10：00 福島市 福島駅 集合・出発 
＜接続例:東京 08：08 やまびこ 127➔福島 09：46＞ 

貸切バス：大型バス 

10：30 11：00 川俣町 アンスリウム栽培地 視察 【復興知】近畿大学×川俣町 

11：30 13：00 飯舘村 飯舘村交流センターふれあい館 
昼食と

説明会 
取組紹介と郷土料理の昼食 

13：10 13：40 飯舘村 酪農又は花卉栽培農家 視察 【復興知】東京大学×飯舘村 

14：20 15：00 南相馬市 浜地域農業再生研究センター 視察  

15：15 15：45 
南相馬

市？ 実証農地 視察  

16:00 16：30 南相馬市 紅梅夢ファーム 視察  

16：45  南相馬市 ホテル西山 宿泊 地域関係者との懇談 

 

11

月 

 08:30 南相馬市 ホテル西山 出発  

09：00 09：40 浪江町 農業“新興”実証地 視察 【復興知】東京農業大学×浪江町 

   県道 35 号線（山麓線） 通行  

10：20 11：20 大熊町 いちご栽培地 視察 ネクサスファームおおくま 

11：40 12：20 富岡町 富岡ホテル 昼食  

12：40 13：20 広野町 バナナ栽培地 視察 広野町振興公社 

14：20 15：00 川内村 川内ワイン葡萄ビンヤード 視察   

15：30 16：00 葛尾村 マンゴー栽培地 視察  

17：00   郡山駅 解散  

宿泊施設 

月日 施設名 食事条件 客室設備 連絡先 備考 

／ ホテル西山 1 泊 2 食付 シングル 
 

 

交通手段 食事条件 アテンド 

■貸切バス（大型） 朝食：1 回  昼食：2 回  夕食：1 回 
イノベ機構コンシェルジュ 

 



 

イノベ構想交流人口拡大基盤整備に係るモデルルート実証事業 ③  

 【人材育成／社員研修・教育旅行】 
（募集人数 15 名） 

日 

発着時間 
市町村 訪問先 目的 備考 

到着 出発 

11

／

21 

（木） 

 11：20 富岡町 富岡駅 集合・出発 

＜上野 08：00 特急ひたち 3➔いわき 10：23／10：27 

➔富岡 11：09＞ 

貸切バス：大型バス 

11：30 12：30 富岡町 ふたばいんふぉ 

ブリーフィ

ングと昼

食（弁当） 

研修の説明、ふたばいんふぉ平山代表の講話 

12：30 13：30 富岡町 富岡町内視察 視察 とみおかプラス佐々木事務局長の案内 

14：00 15：00 大熊町 大熊町内視察 視察 おおくままちづくり公社の案内  

15：30 18：00 富岡町 
富岡町文化交流センター 

学びの森 
ＷＳ 避難所ルールー作成 or 防災ＷＳと初日のまとめ  

18：10  富岡町 ホテル蓬人館 宿泊 夕食（参加者、地域プレーヤー）交流会 

      

11 

／

22 

（金） 

 8:30 富岡町 ホテル蓬人館 出発  

9：00 10:30 富岡町 東京電力廃炉資料館 視察 東京電力社員の説明 

10:50 12：30 富岡・楢葉町 福島第二原子力発電所 視察 東京電力社員の説明 

12：50 16：15 楢葉町 展望の宿 天神 昼食とＷＳ 防災ＷＳ、発表、まとめ 

16：45  富岡町 富岡駅 解散 
＜富岡 17：04➔いわき 17:46/18：16 特急ひたち 26 

➔上野 20：37＞ 

      

      

 

  

宿泊施設 

月日 施設名 食事条件 客室設備 連絡先 備考 

11／21 ホテル蓬人館 1 泊 2 食付 シングル    

交通手段 食事条件 アテンド 

■貸切バス（大型）  朝食：1 回  昼食：2 回  夕食：1 回 イノベ機構コンシェルジュ 



 

令和元年度 イノベ構想交流人口拡大モデルルート実証事業 ④  

 【交流・関係人口／廃炉・ロボット産業・会議学会】 
募集（15）名 

 

 

日 

発着時間 
市町村 訪問先 目的 備考 

到着 出発 

2020

年 

1 月 

 10：30 いわき市 いわき駅 集合・出発 
＜接続例:上野 08：00 特急ひたち 3➔いわき 10：23＞ 

貸切バス： 大型バス 

10：45 11：45 いわき市 ロボット関連企業 視察 【ロボット】 

12：15 13：30 いわき市 ワンダーファーム 
昼食と

説明会 
取組紹介と昼食 

14：00 14：40 楢葉町 楢葉遠隔技術開発センター 視察  

15：00 16：30 富岡町 東京電力廃炉資料館 視察  

16：50 17：20 楢葉・広野町 Ｊヴィレッジ 視察  

17：40  広野町 ハタゴイン福島広野 宿泊 地域関係者との懇談 

      

 

2020

年 

1 月 

 08:30 広野町 ハタゴイン福島広野 出発  

09：30 10：00 双葉町 
東日本大震災・原子力災害

伝承館建設現場 
視察  

10：15 11：15 浪江町 ロボット関連企業 視察  

11：45 12：30 南相馬市 浦島寿司 昼食  

12：35 13：00 南相馬市 松月堂 視察  

13：30 15：30 南相馬市 福島ロボットテストフィールド 視察 視察、入居企業の紹介、交流 

   南相馬ＩＣ～相馬ＩＣ～霊山ＩＣ  常磐道、東北中央道 

17：00  福島市 福島駅 解散  

      

宿泊施設 

月日 施設名 食事条件 客室設備 連絡先 備考 

／ ハタゴイン福島広野 1 泊 2 食付 シングル 
 

 

交通手段 食事条件 アテンド 

■貸切バス（大型） 

 
朝食：1 回  昼食：2 回  夕食：1 回 

イノベ機構コンシェルジュ 

 


