福島応援学習バスツアー実施事業計画案
ごあいさつ
特定非営利活動法人 Social Net Project MOVE は、震災直後から福島県の震災被害、原発
事故被害、それによる風評被害に取り組む福島県内の市民のみなさんと連携し、復興、再
生、新生へ向けた取り組みを応援、支援、協働しております。
東京都港区立檜町公園における 2011 年「大いわき祭」2012 年「福島東北まつり」の開催の
ほか、ソーシャルネットワークによる福島支援協働事業の普及のため、いわき市・会津若
松市での「地域新生 IT セミナー」を実施し、トヨタ財団さまの支援を受け、今年、これま
でのイベント事業やセミナー事業で交流を持った福島県のみなさんと他の地域の方々を結
ぶ、市民ネットワーク事業、Smart City FUKUSHIMA MOVE http://www.smartcitymove.com
を立ち上げました。同時に、この市民ネットワークサイトに、インターネット配信による
情報番組「MOVE 放送局」を開設しております。
また、今年 4 月には「地域新生 IT セミナー」と連携させ、会津若松市の観光支援事業とし
て、
「会津応援バスツアー」を実施させていただきました。
この度、こうした活動をより発展させ、市民ネットワークの拡大と福島県のみなさんとの
より深い交流を創造するために、「福島応援学習バスツアー」を実施することとしました。
観光を中心とした福島県への支援ツアーもございますし、農作業や生産加工等の実働ボラ
ンティアを主眼とした支援などもございますが、私たちは、時間経過とともに変化し、あ
らたな課題や問題に直面する福島の実状を少しでも多くの方に知っていただくことを目的
として、今回の応援学習バスツアーを立案いたしました。
その意味で、観光ツアーとは趣旨を異にしておりますし、実働支援ボランティの活動でも
ございません。人と人のつながりと交流を主眼とし、福島応援、えこひいきの輪を拡大し
たいと考えております。
本応援学習バスツアーの趣旨に賛同いただけるみなさんのご参加を期待しております。
ご不明な点、ご確認されたい点は、facebook の MOVE ページや下記メールにご連絡いただけ
ればと思います。
よろしくお願いいたします。
特定非営利活動法人 Social Net Project MOVE
代表理事 秀嶋賢人
FB https://www.facebook.com/socialnetprojectmove
e-mail for01@themis.con.ne.jp
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1.目的
震災後 2 年 9 か月が経過し、被災地福島の日常が回復されつつある半面、依然、原発事故
による風評被害は続いています。また、復興住宅建設、代替え地の整備は進みつつあるも
のの、地域共同体の回復への道のりは厳しいものがあります。震災直後とは異なる新たな
課題を抱えている福島の実状について学習し、福島が自立し、回復するためにいま何が必
要かを市民交流の中で確認します。交流によってもたらされるつながり、信頼を MOVE が設
立した市民ネットワークサイト「Smart City FUKUSIMA MOVE」と連携させ、ツアーを通じ
て相互協力のネットワークを拡大していきます。
2.日時及び実施事業案
①開催日：平成 25 年 12 月 7 日（土）8 日（日）
②ツアー集合場所と時間：新宿駅西口スバルビル前

午前 8 時

③行程第一日目
・08 時 15 分新宿発→午前 11 時 00 分鏡石町岩瀬牧場着・岩瀬牧場内見学
・12 時 00 分岩瀬牧場発→12 時 20 分 JA すかがわ岩瀬「はたけんぼ」着→はたけんぼ見学
・13 時 10 分はたけんぼ発→13 時 30 分高橋製麺つれづれ庵着→昼食
・14 時 20 分高橋製麺発→15 時 00 分ななくさ農園・ふくしま農家夢ワイン(株)着
・二本松有機農業農家青年グループとの交流会
・16 時 00 分ふくしま農家夢ワイン(株)発→16 時 20 分菓子処まつもと着
・17 時 00 分菓子処まつもと発→いわき市へ
・18 時 50 分ホテルアルファワンいわき着チェックイン
・19 時 30 分ワシントンホテルにて交流懇親会
・21 時 30 分交流懇親会終了（各自にて宿泊ホテル、またはいわき市駅前観光へ）
④行程第二日目
・09 時 00 分（朝食後）ホテル発→09 時 30 分塩屋岬着→見学
・10 時 00 分塩屋岬発→10 時 10 分豊間公民館着
・10 時 30 分豊間小学校子ども映画上映会（予定）
・11 時 00 分豊間公民館発→11 時 10 分薄磯海岸慰霊・協議会の方の話（予定）
・11 時 30 分薄磯発→12 時 00 分四倉とまとランド着→交流昼食会・13 時 10 分とまとランド発
→富岡駅へ
・13 時 50 分富岡駅着見学
・14 時 20 分富岡駅発→15 時 00 分久ノ浜着→見学
・15 時 30 分久ノ浜発→16 時 10 分いわき平鮮場店着→買い物タイム
・17 時 00 分いわき平鮮場店発→20 時 00 分東京・新宿着
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⑤費用：実施予算（実費）
・バス運行費
・高速代

￥147500-

40 名計算 ￥3688-（1 名分）

合計￥ 33000-

40 名計算 ￥ 825-（1 名分）

（内訳）
新宿→鏡石

￥12000－

須賀川→二本松

￥3000-

二本松→いわき中央

￥5000-

四倉→広野

￥1000-

いわき中央→新宿

￥12000-

・17 日昼食代

￥ 840-（1 名分）

・17 日夕食懇親会費

￥6000-（1 名分）

・宿泊（朝食付）

￥5750-（1 名分）

・宿泊バス駐車場代

￥1500-

￥

38-（1 名分

・入場料岩瀬牧場

￥ 300-（1 名分）

・保険料

￥1500-（1 名分）

・バス運転手宿泊・食事代￥8590-

￥ 215-（1 名分）

・諸費

￥ 844-（1 名分）

計

￥20000-

費用：40 名（最低参加数）

徴収参加費 ￥20,000-

※定員：50 名まで受け付けます。人数 40 名以上でも一人当たりの金額に変更ありません。
⑥参加費用￥20,000－は 12 月 02 日までに下記口座に銀行振込払い。
口座：三井住友銀行六本木支店 普通預金 口座番号：7489752
口座名義人：トクテイヒエイリカツドウホウジン
ソーシャルネットプロジェクト ムーブ
⑥実施団体及び後援団体（予定）
主催：特定非営利活動法人 Social Net Project MOVE
後援：鏡石町観光協会・二本松市・いわき市・福島県・いわき商工会議所・ＦＭいわき・
豊間復興連絡協議会・薄磯復興連絡協議会・福島民報社・福島民友新聞・いわき民報新聞・
ラジオ福島・復興庁
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３．学習内容と支援協働事業
①鏡石町・須賀川市地域の視察学習と交流学習
②二本松市で有機農業に取り組む青年グループからの聞き取り学習と交流学習
③いわき市で農業・生産加工・商工業等にかかわる人々との交流学習
④いわき市豊間小学校及び豊間地区の日常の回復へ向けた取り組みの交流学習
⑤いわき市薄磯地区の実状と回復へ向けた取り組みの聞き取り学習
⑥富岡町立ち入り解除地域の視察学習
⑦いわき市久ノ浜の視察学習
※上記交流学習・視察学習の会場は所轄消防署の許可を得た施設で、安全管理責任者等
が明確な施設のみで行います。移動滞在期間中はすべて保険適用を申請。バス運行は国土
交通省の認可をえた会社で、かつ指導に準じた休憩休養の中で実施します。
４．応援学習バスツアー訪問先住所及び連絡先一覧
17 日
岩瀬牧場

〒969-0401 福島県岩瀬郡鏡石町桜町 225
℡0248-62-6789

JA すかがわ岩瀬はたけんぼ

〒962-0053 福島県須賀川市卸町 54 番地
℡0248-73-5261

(株)高橋製麺

〒962-0821 福島県須賀川市桜岡 24 番地
℡0248-75-6494

ふくしま農家夢ワイン(株)

〒964-0203 福島県二本松市木幡字白石 181-1
℡0243-24-8170

菓子処まつもと

〒964-0911 福島県二本松市亀谷 2-220
℡0243-22-0935

ホテルアルファワンいわき

〒970-8026 福島県いわき市平字大工町 6-5
℡0246-22-8888

いわきワシントンホテル椿山荘〒970-8026 福島県いわき市平字一町目１番地
℡0246-35-3000
18 日
豊間公民館

〒970-0224 福島県いわき市平豊間字洞 120
℡0246-39-2938

薄磯復興協議委員会

〒970-0223 福島県いわき市平薄磯字北街 68
℡0246-38-3850

㈲とまとランドいわき

〒979-0214 福島県いわき市四倉町長友字深町 30
℡0246-66-8630

(株)おのざき平鮮場店

〒970-8026 福島県いわき正内町 80-1
℡0246-23-4174
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