
平成29年度 第30回「核燃料部会 夏期セミナー」の開催案内 

 

夏期セミナー幹事：京都大学、日本原燃(株)  

 

恒例の核燃料夏期セミナーにつきましては、今年度は、青森県浅虫温泉にて実施いたし

ます。PWR/BWR燃料の基礎、国内燃料サイクルの取組み、福島第一原子力発電所事故後の対

応などをまとめて学べるとともに、参加者の交流を深めることのできる貴重な機会です。

学会並びに部会の皆様、奮ってご参加ください。  

セミナーの概要を以下にご案内いたします。  

 開催日  

2017 年7月5日（水）～7日（金）  

2017 年7月5日（水)         見学会(13時～18時)、受付(15時～19時)  

2016 年7月6日（木）～7日（金）   講演  

 

 セミナープログラム： 別紙1をご参照  

 

 ポスターセッション  

若手および学生の発表を募集します。なお、発表者には、ポスターセッションの事前

講演を5分程度簡単に実施していただく予定です。発表要綱は申込みの方に別途連絡し

ます。  

 

 開催場所  

浅虫温泉 南部屋・海扇閣（http://www.kaisenkaku.com/）  

住所）〒039-3501 青森県青森市大字浅虫字蛍谷31番地 

電話）017-752-4411 

アクセス）別紙2,3をご参照  

 

 見学会  

日本原燃株式会社 再処理事業所（http://www.jnfl.co.jp/ja/）  

定員）40名、参加費）1,500 円（税込）  

行程）青い森鉄道野辺地駅に13時に集合しバスにて移動、13時半から施設を見学し

16時半に浅虫温泉へ移動（18時頃到着予定）  

内容）再処理工場内の使用済燃料施設において、使用済み燃料プール、キャスク取

扱い施設、キャスク実物大模型、高レベル廃棄物管理施設において、ガラス

固化体貯蔵エリア上の搬送エリア、キャスク取扱い走行クレーン、ガラス固

化体実物大模型、技術開発研究所において、実物と同じ使用済み燃料再処理

設備（せん断機、溶解槽、ガラス固化模擬溶融炉）を見学いただきます。パ

ンフレットを以下よりダウンロードすることが出来ます。  

http://www.jnfl.co.jp/ja/pr/brochure/  

http://www.kaisenkaku.com/
http://www.jnfl.co.jp/ja/
http://www.jnfl.co.jp/ja/pr/brochure/


 セミナー参加費  

部会員 ： 20,000 円（不課税）、正会員： 25,000 円（不課税）  

非学会員： 30,000 円（税込）、 学生会員・学生非会員： 無料  

 

 宿泊費・懇親会費・昼食代  

1 泊（2 食付） ： 12,030 円（税込、入湯税(150円)込み）  

懇親会 ： 2,700 円＊（税込）  

昼食代 ： 1,080 円／食（税込）  

*)宿泊無しで懇親会のみの参加の場合には、夕食代も含め7,128円（税込）となります。  

1部屋当たりの最大収容人数は6名です。また、これよりも少ない人数での部屋割り

を希望することは出来ません。部屋割りは原則事務局にて決めさせていただき、ご希

望に添えないこともございますので、予めご了承ください。  

宿泊費には朝食及び夕食が付きますが、昼食は含まれませんので、必要な方は申込

書にて注文願います。また、懇親会は7月6日の夕食を兼ねます。  

 

 申込方法  

申込書を核燃料部会のホームページ（下記）よりダウンロードし、電子メールにて下

記事務局までご送付下さい。申込締め切りは、6月16日(金)とさせて頂きます。  

http://www.aesj.or.jp/~fuel/Activities/summerschool.html 

 

 お支払いについて  

参加費、宿泊費、懇親会費、昼食代、見学会参加費は事前にお振込下さい。支払い方

法は申込みの方に別途ご連絡します。  

 

 お問い合せ先（申込書の送付先）  

日本原子力学会 核燃料部会夏期セミナー事務局  

日本原燃株式会社 燃料製造技術部 担当：上田、日山  

電話番号：0175-71-2557、メール： fuel-seminar-2017@jnfl.co.jp 

  

mailto:fuel-seminar-2017@jnfl.co.jp


 セミナープログラム 

日時 演目（仮題） 

2017 年 7 月 5 日（水）  

 【見学会】 

13:30～ 16:30 
日本原燃㈱再処理事業所(青森県六ヶ所村) 
（16:30過ぎに出発し 17:30～18:00頃ホテルに到着予定） 

 【受付】 

15:00～ 19:00 浅虫温泉 海扇閣 

2017 年 7 月 6 日(木)）   

9:00～ 9:05  開会の挨拶 

9:05～ 9:15  諸連絡 

  【燃料の基礎】 

9:15～10:15  PWR 及び BWR燃料設計について 

10:15～10:25  休憩 

 【ポスターセッション概要】 

10:25～11:45  参加者数に応じて時間を調整。 

11:45～13:10  昼食、写真撮影、運営小委員会 

 【国内燃料サイクルの取組み】 

13:10～13:40  J-MOX燃料の製造技術について 

13:40～14:10  使用済み核燃料再処理技術について 

14:10～14:40 ガラス固化技術について 

14:40～15:10 高レベル廃棄物の貯蔵技術について 
15:10～15:30 濃縮事業について 

15:30～16:00  休憩 

16:00～17:30  ポスターセッション 

19:00～21:00  懇親会 

2017 年 7 月 7 日(金)  

9:30～ 9:35 諸連絡 

 【分離変換関連トピックス】 

9:35～10:20  分離変換技術について 

  【再稼働・安全性向上・廃炉に向けた取り組み】 

10:20～11:05  福島第一原子力発電所の取り組み 

11:05～11:50  原子力発電所の高経年化対策について 

11:50～13:00  昼食 

  【核燃料部会奨励賞 記念講演】 

13:00～13:40  高速炉用燃料被覆管材と Cs-Te 化合物の化学的相互作用に関する研究 

13:40～14:20  原子燃料被覆管用 Zr-Nb-Mo 合金の開発に関する研究 

14:20～14:30  閉会の挨拶 

*；講演内容、題目、時間等は調整中のため変更になることがあります。 
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 会場までのアクセス  

○概略地図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○公共交通機関利用の場合のアクセス（見学会参加の方） 
＜野辺地駅（日本原燃㈱最寄駅）＞ 

(1)青森空港、新青森駅利用の場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)三沢空港、八戸駅利用の場合 
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日本原燃㈱ 

飛行機利用 新幹線利用 

千歳空港 羽田空港 伊丹空港 福岡空港(羽田乗継)
ぎ  JAL3 便 

ANA3 便 
(50 分) 

JAL8 便 
(75 分) 

JAL4 便 
ANA3 便 
(100 分) 

JAL6 便 
(4 時間) 

青森空港 

青森駅 

東京駅 

(3.5 時間) 

新青森駅 

連絡バス(約 35 分) 在来線(10 分) 

野辺地駅 

青い森鉄道(約 45 分) 

飛行機利用 新幹線利用 

札幌(丘珠)空港 羽田空港 伊丹空港 福岡空港(羽田乗継)
ぎ  JAL(HAC)1 便 

(40 分) 
JAL3 便 
(75 分) 

JAL1 便 
(95 分) 

JAL2 便 
(4 時間) 

三沢空港 

三沢駅 

東京駅 

(170 分) 

八戸駅 

連絡バス(約 20 分) 

青い森鉄道(約 45 分) 

野辺地駅 

青い森鉄道(約 25 分) 



○公共交通機関利用の場合のアクセス（直接会場入りの方） 
＜浅虫温泉海扇閣＞ 

(1)青森空港、新青森駅利用の場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)三沢空港、八戸駅利用の場合 
 
 
 
 
 
 
 
  

徒歩 3 分 

飛行機利用 新幹線利用 

千歳空港 羽田空港 伊丹空港 福岡空港(羽田乗継)
ぎ  JAL3 便 

ANA3 便 
(50 分) 

JAL8 便 
(75 分) 

JAL4 便 
ANA3 便 
(100 分) 

JAL6 便 
(4 時間) 

青森空港 

青森駅 

東京駅 

(3.5 時間) 

新青森駅 

連絡バス(約 35 分) 在来線(10 分) 

浅虫温泉駅 

青い森鉄道(20 分) 

海扇閣 

徒歩 3 分 

飛行機利用 新幹線利用 

札幌(丘珠)空港 羽田空港 伊丹空港 福岡空港(羽田乗継)
 JAL(HAC)1 便 

(40 分) 
JAL3 便 
(75 分) 

JAL1 便 
(95 分) 

JAL2 便 
(4 時間) 

三沢空港 

三沢駅 

東京駅 

(170 分) 

八戸駅 

連絡バス(約 20 分) 

青い森鉄道(70 分) 

浅虫温泉駅 

青い森鉄道(50 分) 

海扇閣 



 【ご参考】移動ルート例（2017年5月10日現在）  

*必ず最新の時刻表を確認願います*  

○各方面→青い森鉄道野辺地駅（7/5(水)13時前見学会集合場所着） 

7月5日（水）   
（東京方面） 
飛行機利用（三沢空港） 
8:20 羽田空港発 JAL155 
9:35 三沢空港着 
9:50 三沢空港発 連絡バス 

10:06 三沢駅着 
10:28 三沢駅発 青い森鉄道 
10:53 野辺地駅着 
 
飛行機利用（青森空港） 
7:40 羽田空港発 JAL141 
8:55 青森空港着 
9:10 青森空港発 連絡バス 
9:45 青森駅着 

10:46 青森駅発 青い森鉄道 
11:30 野辺地駅着 
 
新幹線利用 
9:08 東京駅発 はやぶさ9号 

12:01 八戸駅着 
12:10 八戸駅発 青い森鉄道(快速) 
12:54 野辺地駅着 

（大阪方面） 
飛行機利用（青森空港） 
7:55 伊丹空港発 JAL2151 
9:25 青森空港着 
9:40 青森空港発 連絡バス 

10:15 青森駅着 
10:46 青森駅発 青い森鉄道 
11:30 野辺地駅着 
 
新幹線利用 
6:23 新大阪駅発 のぞみ100号 
8:53 東京駅着 
9:08 東京駅発 はやぶさ9号 

12:01 八戸駅着 
12:10 八戸駅発 青い森鉄道(快速) 
12:54 野辺地駅着 
 
（福岡方面） 
飛行機利用（伊丹経由青森空港） 
7:05 福岡空港発 ANA1672 
8:15 伊丹空港着 
8:45 伊丹空港発 ANA1851 

10:25 青森空港着 
10:40 青森空港発 連絡バス 
11:15 青森駅着 
12:04 青森駅発 青い森鉄道 
12:48 野辺地駅着 
 

（札幌方面） 
飛行機利用（三沢空港） 
10:15 札幌(丘珠)空港発 JAL2817 
11:15 三沢空港着 
11:30 三沢空港発 連絡バス 
11:46 三沢駅着 
12:28 三沢駅発 青い森鉄道(快速) 
12:54 野辺地駅着 
 
飛行機利用（青森空港） 
10:05 札幌(新千歳)空港発 JAL2803 
10:50 青森空港着 
11:05 青森空港発 連絡バス 
11:40 青森駅着 
12:04 青森駅発 青い森鉄道 
12:48 野辺地駅着 
 
新幹線利用 
6:00 札幌発 JR特急S北斗2号 
9:11 新函館北斗着 
9:31 新函館北斗発 はやぶさ16号 

10:37 新青森着 
11:35 新青森発 JR奥羽本線 
11:41 青森駅着 
12:04 青森駅発 青い森鉄道 
12:48 野辺地駅着 

（１／３） 
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○各方面→青い森鉄道浅虫温泉駅（7/5(水)17時頃ホテル着） 

7月5日（水）   
（東京方面） 
飛行機利用（三沢空港） 
13:45 羽田空港発 JAL157 
15:00 三沢空港着 
15:15 三沢空港発 連絡バス 
15:31 三沢駅着 
16:21 三沢駅発 青い森鉄道 
17:10 浅虫温泉駅着 
 
飛行機利用（青森空港） 
13:15 羽田空港発 JAL145 
14:30 青森空港着 
14:50 青森空港発 連絡バス 
15:25 青森駅着 
16:40 青森駅発 青い森鉄道 
17:01 浅虫温泉駅着 
 
新幹線利用 
12:20 東京駅発 はやぶさ19号 
15:04 八戸駅着 
16:02 八戸駅発 青い森鉄道 
17:10 浅虫温泉駅着 

（大阪方面） 
飛行機利用（青森空港） 
11:40 伊丹空港発 JAL2153 
13:10 青森空港着 
13:25 青森空港発 連絡バス 
14:00 青森駅着 
14:37 青森駅発 青い森鉄道 
14:57 浅虫温泉駅着 
 
新幹線利用 
9:03 新大阪駅発 のぞみ4号 
11:33 東京駅着 
12:20 東京駅発 はやぶさ19号 
15:04 八戸駅着 
16:02 八戸駅発 青い森鉄道 
17:10 浅虫温泉駅着 
 
（福岡方面） 
飛行機利用（羽田経由青森空港） 
11:00 福岡空港発 JAL310 
12:40 羽田空港着 
13:15 羽田空港発 JAL145 
14:30 青森空港着 
14:50 青森空港発 連絡バス 
15:25 青森駅着 
16:40 青森駅発 青い森鉄道 
17:01 浅虫温泉駅着 

（札幌方面） 
飛行機利用（三沢空港） 
10:15 札幌(丘珠)空港発 JAL2817 
11:15 三沢空港着 
11:30 三沢空港発 連絡バス 
11:46 三沢駅着 
12:28 三沢駅発 青い森鉄道(快速) 
12:54 野辺地着（乗り換え） 
13:00 野辺地発 青い森鉄道(快速) 
13:20 浅虫温泉駅着 
 
飛行機利用（青森空港） 
11:50 札幌(新千歳)空港発 ANA1898 
12:40 青森空港着 
13:10 青森空港発 連絡バス 
13:45 青森駅着 
14:37 青森駅発 青い森鉄道 
14:57 浅虫温泉駅着 
 
新幹線利用 
10:44 札幌発 JR特急S北斗10号 
14:09 新函館北斗着 
14:44 新函館北斗発 はやぶさ26号 
15:50 新青森着 
16:15 新青森発 JR奥羽本線 
16:21 青森駅着 
16:40 青森駅発 青い森鉄道 
17:01 野辺地駅着 

（２／３） 

  



○ホテル→東京方面（7/7(金)15時頃ホテル発）  

7月7日（金）   
（東京方面） 
飛行機利用（三沢空港） 
14:57 浅虫温泉駅発 青い森鉄道 
15:46 三沢駅着 
18:14 三沢駅発 連絡バス 
18:30 三沢空港着 
19:05 三沢空港発 JAL158 
20:25 羽田空港着 
 
飛行機利用（青森空港） 
15:06 浅虫温泉駅発 青い森鉄道 
15:29 青森駅着 
15:45 青森駅発 連絡バス 
16:20 青森空港着 
17:00 青森空港発 JAL148 
18:15 羽田空港着 
 
新幹線利用 
14:57 浅虫温泉駅発 青い森鉄道 
16:07 八戸駅着 
17:06 八戸駅発 はやぶさ28号 
20:04 東京駅着 

（大阪方面） 
飛行機利用（青森空港） 
15:06 浅虫温泉駅発 青い森鉄道 
15:29 青森駅着 
15:45 青森駅発 連絡バス 
16:20 青森空港着 
18:20 青森空港発 JAL2158 
19:55 伊丹空港着 
 
新幹線利用 
14:57 浅虫温泉駅発 青い森鉄道 
16:07 八戸駅着 
17:06 八戸駅発 はやぶさ28号 
20:04 東京駅着 
20:20 東京駅発 のぞみ259号 
22:53 新大阪着 
 
（福岡方面） 
飛行機利用（青森空港） 
15:06 浅虫温泉駅発 青い森鉄道 
15:29 青森駅着 
15:45 青森駅発 連絡バス 
16:20 青森空港着 
17:00 青森空港発 JAL148 
18:15 羽田空港着 
18:55 羽田空港発 JAL331 
20:40 福岡空港着 
(17:05 青森空港発 ANA1856) 
(18:55 伊丹空港着) 
(20:20 伊丹空港発 ANA429) 
(21:30 福岡空港着) 

（札幌方面） 
飛行機利用（青森空港） 
15:06 浅虫温泉駅発 青い森鉄道 
15:29 青森駅着 
15:45 青森駅発 連絡バス 
16:20 青森空港着 
20:00 青森空港発 JAL2810 
20:45 札幌(新千歳)空港着 
 
新幹線利用 
15:06 浅虫温泉駅発 青い森鉄道 
15:29 青森駅着 
15:38 青森駅発 JR奥羽本線 
15:42 新青森駅着 
16:45 新青森駅発 はやぶさ21号 
17:51 新函館北斗駅着 
18:11 新函館北斗駅発 JR特急S北斗

19号 
21:35 札幌着 
 
 

（３／３） 

＜参考情報＞ 
三沢空港の滑走路補修工事に伴う運休が平成 29年 5月 11日～7月 4日に予定されており、

運休期間が延長された場合、三沢空港を経由したアクセスが不可能となります。 
三沢空港ホームページ（http://www.misawa-airport.co.jp/） 
 
○青森県内公共交通機関のホームページ 
青森空港連絡バス：http://www.aomori-airport.co.jp/access/timetable_bus 
青 い 森 鉄 道：http://aoimorirailway.com/ 

三沢空港連絡バス：http://www.toutetsu.co.jp/img/misawa_airport_bus.pdf 

http://www.misawa-airport.co.jp/
http://www.aomori-airport.co.jp/access/timetable_bus
http://aoimorirailway.com/
http://www.toutetsu.co.jp/img/misawa_airport_bus.pdf

