
   

平成３０年度火力原子力発電大会 

（関西大会）のご案内 
【平成３０年１０月２５日（木），２６日（金）】 
会 場：大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪） 

    見 学 会：[Ａ]大阪コース 

          [Ｂ]姫路コース 

           [Ｃ]京都コース 

[Ｄ]神戸コース 

          [Ｅ]朝来コース 

          [Ｆ]若狭コース 

 

 

 
 

 
大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪） 

 

   主催 一般社団法人火力原子力発電技術協会 
〒105‐0014 東京都港区芝二丁目 31 番 15 号 電話（03）3769‐3090（代表）

平成３０年度火力原子力発電大会（関西大会）    1 頁 

大会参加申込み案内                19 頁 



   

※必ずお読みください※ 
＜大会の注意事項＞ 
１． 大会参加申込み方法 

大会参加申込みは，火力原子力発電技術協会ホームページ

（https://www.tenpes.or.jp）の「発電大会」サイトからお願いします。 
定員に達しましたら締め切りますので，お早めにお申込みください。 

 
２． 参加券 

必ず大会の参加券【関西大会参加確定メールの印刷物】をお持ちく

ださい。本参加券と名刺２枚を合わせて大会受付にご提示願います。 
 

３． 参加受付・クローク 
受付は大阪府立国際会議場５階メインホワイエ，手荷物のお預かり

は５階クロークにおいて９時００分から開始します。受付がお済みで

ない場合，入場できません。受付終了後，各会場へ移動してください。 
また，クロークをご使用される場合は，５階クロークへお立ち寄りい

ただき，参加券をご提示のうえ，手荷物をお預けください。クロークに

つきまして，懇親会終了後（１９時４５分）までのご利用となりますの

でご注意ください。 
 

４． 会場全体図 
 

記念式典・基調講演・ 
経済産業省講演 

(5 階 メインホール) 

次世代リーダー育成セミナー 

(12 階 特別会議場) 

技術展示，ポスター発表 

(10 階 1003 会議室) 

研究発表 
10 階 1001-2,1004-5 

1006-7,1008 
1009 会議室 

受付・クローク 
（5 階 メインホワイエ） 

昼食会場 

(12 階 ホワイエ，1202 会議室) 

12F 

10F 

3F 
懇親会会場 

(3 階 イベントホール) 

5-8F 
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【期 日】平成３０年１０月２５日（木），２６日（金） 

 

【会 場】１０月２５日（木）：＜記念式典・研究発表 他＞ 

     大阪府立国際会議場 

        〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島５丁目３－５１ 

        TEL:０６－４８０３－５５５５ 

 

 ＜記念式典・基調講演・経済産業省講演＞ 

５階 メインホール 

      ＜研究発表＞ 

       １０階 １００１-１００２，１００４-１００５， 

１００６-１００７，１００８，１００９会議室（口頭発表）                  

１００３会議室（ポスター発表） 

 

      ＜技術展示＞  

１０階 １００３会議室 

 

      ＜次世代リーダー育成セミナー＞  

１２階 特別会議場 

 

＜懇親会＞ 

３階 イベントホール  

 

      １０月２６日（金）：見学会 

              （各コースの詳細は，9 頁から 17 頁をご参照願います） 

 

【参加資格】 ・本協会の会員（法人会員含む）に限ります。 

・次世代リーダー育成セミナーは，年齢 25～35 歳程度を対象としていま

す。技術職・事務職は問いません。本セミナーの参加定員は 60 名です。 

（お申込み順で，定員に達し次第締め切りますので，ご了承願います。）  

平成３０年度火力原子力発電大会（関西大会） 
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【参 加 費】１．大会参加費（消費税含む） 

（１）大会のみ参加の方             ：  8,000 円／人 

（２）大会・懇親会参加の方           ： 20,000 円／人 

（３）次世代リーダー育成セミナー参加の方（昼食代含む） ： 15,000 円／人 

２．見学会参加費（消費税含む） 

・[Ａ]，[Ｂ]，[Ｃ]，[Ｄ] ，[Ｅ]，各コース    ： 10,000 円／人 

・[Ｆ] コース                        ： 11,000 円／人 

      ３．大会１日目昼食(お弁当)※希望の方     ： 1,000 円／個 

      ４．その他 

         懇親会のみ，見学会のみ，懇親会と見学会のみの参加は，受付して  

いません。 

 
【申 込 み】・参加申込み方法および参加費等のお支払い方法は，19 頁「大会参加申込み    

案内」をご参照のうえ，８月３１日（金）までにお申込みください。 
 
【交通案内】・大会会場（大阪府立国際会議場）へのアクセスは，18 頁「大会・次世代

リーダー育成セミナー・懇親会 会場案内図」をご参照願います。 
 
【昼  食】・１日目は，予約制にて昼食（お弁当）を用意します。 

昼食を申込みされた方には，大会受付時に昼食引換券をお渡ししますので，

昼食会場１２階「ホワイエ」にてお引換えください。 
なお，お食事の際は，昼食会場（１２階「ホワイエ」「１２０２会議室」

および１１階「１１０１・１１０２会議室」）をご利用ください。 
      ・飲食物のお持込みはできませんので，お食事は予約制のお弁当か，会場内

レストラン等（１２階レストラン「グラントック」，５階「まいどおおき

に 大阪国際会議場食堂」）のご利用をお願いします。なお，館内レスト

ランは混雑が予想されますので，ご了承願います。 
 （お飲み物の自動販売機は会場内にあります。） 
      ・２日目の見学会は，全コースとも昼食をご用意しています。  
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受付：大阪府立国際会議場 ５階 メインホワイエ ９時～ 
 
Ⅰ．研究発表 

 ＜口頭発表＞（10 時 00 分～14 時 20 分） 
会場：１０階 各会議室 

（１００１-１００２，１００４-１００５，１００６-１００７， 
１００８，１００９）  

＜ポスター発表＞（9 時 30 分～14 時 30 分）                 
会場：１０階 １００３会議室 

    
＊発表件名は会誌７月号，プログラム（発表順）は会誌８月号に掲載予定です。 

    （火力原子力発電大会ホームページにも随時掲載します。）    
 
Ⅱ．経済産業省講演（14 時 35 分～15 時 20 分） 

 会場：５階 メインホール 
 講演者・演題は未定 

 
Ⅲ．記念式典（15 時 35 分～16 時 35 分） 

 会場：５階 メインホール 
 １．会長 挨拶 
 ２．歓迎の辞（関西支部長） 
 ３．来賓 祝辞 
 ４．協会功労者賞 表彰 
 ５．後藤清太郎賞 表彰 
 ６．論文賞 表彰 
 ７．火力原子力発電所現場永年勤務者賞 表彰 
 ８．閉会の辞 

 
Ⅳ．基調講演（16 時 45 分～17 時 30 分） 

 会場：５階 メインホール  
 講演者・演題は未定 

  

１日目 １０月２５日
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Ⅴ．懇親会（18 時 00 分※～19 時 30 分） 
会場：３階 イベントホール 

ご都合により，懇親会からの参加となる場合も，受付は５階メインホワイエと

なります。 
※ 記念式典，基調講演の進捗状況等により，懇親会の開始時間は多少前後  

することがあります。 
 
Ⅵ．技術展示（9 時 00 分～17 時 00 分） 

会場：１０階 １００３会議室 

  会員企業が有する技術や製品等を広くお知らせし，会員相互の技術交流を 

通じて，会員の皆さまが現場で抱えている様々な課題・問題解決の糸口として

いただくことを目的に実施します。 
大会参加者以外の方もどなたでもご覧になれますので，お誘い合わせのうえ，

ぜひ足をお運びください。 
 
Ⅶ．次世代リーダー育成セミナー（9 時 30 分～17 時 30 分） 

会場：１２階 特別会議場 
（受付は「１２階 特別会議場」にて行いますので，直接会場へお越しください。） 
 

１．ね ら い 
   将来のリーダーとして期待されている若手職員の皆さま（年齢 25～35 歳程度）を

対象に，次世代リーダーに向けた人材育成のサポートと知識向上を目指した 

  セミナーです。今回は，「チーム活性化とリーダーの在り方」を軸として，次世代の

リーダー像について話し合っていただきます。講義や討論を通した若手同士の繋が

りや，ネットワークづくりの場の提供も目的の一つです。 

 

２．内  容 

（１）＜テーマ＞ 
“2030 年のリーダー像を考える” ～チーム活性化とリーダーシップとは？～  

    生産年齢人口の減少，第４次産業革命を巡るグローバル競争の激化，温室効果ガ

スの長期大幅排出削減等。受講生がリーダーとなる 2030 年において，世界はどの

ように変化し，日本の位置づけはどう変化していくのでしょうか。 

自分が所属する職場で，チームの一員として，また将来のリーダーとして，どの

ように働き，チームを動かしていくことが求められるのでしょうか。 

変化の中で柔軟に対応できる組織力と，必要とされるリーダーシップについて

考えていただきます。 

（２）オリエンテーション  
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（３）特別講座「世界で戦うチーム作りとキャプテンシ―」     
                      横河レンタ・リース株式会社 特別顧問 植山 信幸 氏                                               

ラグビー元日本代表選手。日本で初のインサイド・ステップ・キックを体得。

早稲田大学ラグビー部監督,日本代表コーチ等のご経験をもとに，「世界で戦うチ

ーム」をどう作り上げるのか，チームを率いるキャプテン（リーダー）に求められ

る資質（＝キャプテンシ―）とチームワークについてご講義いただきます。 

 

（４）話題提供「外から見たニッポン  ～日本は世界から見ると特異な国～」 
    特別講座に加えて，出生率低下，生産年齢人口減少，ＧＤＰ停滞等，将来に向

け課題を抱える日本について，統計データ等を用いながら，グローバルな視点か

ら日本の今後についてお話しいただきます。 
 
（５）昼食休憩 

    お弁当をご用意します。皆さまで一緒に召し上がっていただきます。 

 

（６）グループディスカッション 

   ① 2030 年のチーム像を考える  

   ② 2030 年のリーダー像を考える  

   特別講座，話題提供を参考に，グループディスカッションを行っていただきます。 

（７）グループ発表 
“2030 年のリーダー像を考える”  

ディスカッション結果を踏まえ，グループの意見を発表していただきます。 

 

（８）発電大会懇親会（４頁 Ⅴ.懇親会をご参照ください。） 

   ＊懇親会会場内に，セミナー参加者コーナーを設置予定です。 
 

３．そ の 他 
・定員（60 名）になり次第，募集を締め切りますので，火力原子力発電技術協会 

ホームページの「発電大会」サイトからお早めにお申込みください。 
・女性および海外出身の方を歓迎します。 

・プログラムは一部変更する場合がございます。 
・２日目の見学会参加をご希望の方は，別途お申込みと見学会参加費が必要です。 
・本セミナーの実施概要を，会誌「火力原子力発電」に紹介する予定です。 
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Ⅷ．お知らせ 
 
１．宿泊施設のご予約 

宿泊施設の斡旋は行っていませんので各自でご予約ください。なお，会場周辺の 
ホテルには限りがありますので早めのご予約をお勧めします。また，宿泊予約サイ 
トを大会ホームページ内にご用意していますので，よろしければご利用ください。 

 
２．基調講演終了後のメインホールから３階懇親会場への移動時の注意 

基調講演終了後の退席時は混雑が予想されますので，会場の係員が誘導します。

係員が誘導するまで着席にてお待ちください。 

５階クロークにお荷物を預けておられる方はそのまま，３階懇親会場へ移動して 

ください。懇親会終了後（１９時４５分）まで，５階クロークでお預かりします。  



7 
 

 
 

 
Ⅰ．見学会 
 

１．参加条件 
    見学会のみの参加は出来ませんので，大会１日目の参加とあわせてお申込み  

ください。 
 

２．申込み方法 
    19 頁「大会参加申込み案内」をご参照のうえ，８月３１日（金）までにお申込み

ください。なお，各コースとも申込み先着順で定員に達しましたら締め切ります

ので，お早めに申込みください。 

 
３．集合場所・集合時刻 

 集合・出発時刻は，コースごとに異なりますのでご注意ください。 
集合場所については，17 頁をご覧ください。 

見学会コース 集合時刻 出発時刻 集合場所 

[A] 大阪コース ７：４５ ８：００ 

西梅田バス 
暫定駐車場 

（JR 大阪駅近く） 

[B] 姫路コース ７：４５ ８：００ 

[C] 京都コース ７：４５ ８：００ 

[D] 神戸コース ７：３５ ７：５０ 

[E] 朝来コース ７：４５ ８：００ 

[F] 若狭コース ７：２５ ７：４０ 

・各コースとも，出発時刻の１５分前から受付を開始します。 
・予定時刻になりましたら出発しますので，集合時刻の厳守をお願いします。 
※全コースとも作業現場の見学となりますので，底の平らな靴を着用し，ヒール・

サンダルでのご参加はご遠慮ください。  

２日目 １０月２６日
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４．見学会中の移動手段 
    全コースとも貸切バスを使用し，見学会終了後の解散場所は各見学コースに 

より異なります。 
    交通事情によっては，一部コースの内容・見学時間・解散場所を変更する場合  

がありますので，あらかじめご了承ください。 
 

 
５．参加費 

・[Ａ]，[Ｂ]，[Ｃ]，[Ｄ] ，[Ｅ]，各コース  ：  10,000 円／人 

・[Ｆ] コース                       ：  11,000 円／人 

 
   上記参加費は，全コースとも集合場所からのバス代・昼食代・各種入場料等を   

含めた費用です。集合場所までの交通費は参加の方ご負担となります。 
   
 

６．その他（注意事項） 
・集合時刻の厳守をお願いします。 
・諸事情により集合解散の場所や時間・コースの内容を変更する場合があります  

ので，あらかじめご了承ください。 
・申込み後やむを得ない理由により変更が生じた場合，１０月１２日（金）までに  

関西大会事務局までご連絡ください。 
・22 頁の「ｃ．見学会のお申込み」もあわせてご参照ください。 

 

【Ｄ】神戸コースをご希望の方 

・三菱日立パワーシステムズ（ＭＨＰＳ）・三菱電機と同業の方はお申込みいただ

けませんので，他のコースへのお申込みをお願いします。 

 

【Ｆ】若狭コースをご希望の方 

・原子力発電所入構に際しセキュリティの観点から，身分証明書（運転免許証・パ

スポート等）による本人確認が必要となっています。見学会当日は，身分証明書

（写し不可）がない場合はご見学できませんので，必ずご持参をお願いします。 
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Ⅱ． 見学会コース行程 
 

[Ａ] 大阪コース （定員８０名） 
【見学先】 ・堺港発電所 - 関西電力（コンバインド 40 万 kW×5 ユニット） 

       堺ＬＮＧ基地 - 堺ＬＮＧ株式会社 

・なにわ探検クルーズ，道頓堀散策 

・パナソニックミュージアム 

 

【見学内容】   堺・泉北臨海工業地帯の西端に位置し，平成 22 年にコンバインドサ

イクル発電方式への設備更新を実施した火力発電所と，燃料である天然

ガスを供給する堺ＬＮＧ基地を見学します。落語家さんの軽妙な案内で，

水の都・大阪の街を川から探検する観光遊覧船で昼食をとり，その後，

松下幸之助の経営観，人生観に触れ，パナソニックのものづくりのＤＮ

Ａを探ることができるパナソニックミュージアムへご案内します。 

見学後は，JR 新大阪駅，伊丹空港で解散となります。 

 

 

【概略行程】 

JR 大阪駅周辺（西梅田バス暫定駐車場）       堺港発電所・堺ＬＮＧ 

  （集合 7:45）出発 08:00                    8:50～11:20       

昼食（なにわ探検クルーズ）      道頓堀（散策・買い物） 

12:00～13:30                13:45～14:45 

パナソニックミュージアム     JR 新大阪駅      伊丹空港（解散） 

      15:20～16:40           17:00 頃          17:30 頃 
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[Ｂ] 姫路コース （定員８０名） 
【見学先】 ・姫路第二発電所 - 関西電力（コンバインド 48.65 万 kW×6 ユニット， 

コンベンショナル 60 万 kW×2 ユニット） 

・姫路城 

     

【見学内容】     姫路第二発電所は,姫路市南部の播磨臨海工業地帯の中心に位置し， 

燃料である液化天然ガスの受入から発電までを一貫して行っている関

西電力最大規模の火力発電所です。平成 27 年に 1600℃級ガスタービン

を用いたコンバインドサイクル発電方式へ設備更新が完了した，世界最

高水準の熱効率を誇る発電プラントと構内のＬＮＧ基地を見学します。 

昼食後は，世界文化遺産・国宝の姫路城を見学します。特徴である白漆

喰総塗籠造りの鮮やかな白の城壁や 5 層 7 階の大天守と東，西，乾の小

天守が渡櫓で連結された連立式天守を見学します。 

見学後は，JR 姫路駅，伊丹空港で解散となります。 

 

 

【概略行程】 

JR 大阪駅周辺（西梅田バス暫定駐車場）       姫路第二発電所 

  （集合 7:45）出発 08:00                    10:00～12:00   

昼食（市内）          姫路城（見学・買い物）  

12:30～13:30              13:45～15:45  

JR 姫路駅      伊丹空港（解散） 

        16:00                17:30 頃     
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[Ｃ] 京都コース （定員７５名） 
【見学先】 ・蹴上発電所 - 関西電力 （水路式水力発電所 4,500kW） 

・島津製作所 

・南禅寺，錦市場 
 

【見学内容】  琵琶湖から京都へ水を導く「琵琶湖疏水」を利用した水路式水力発電

所である蹴上発電所を見学します。蹴上発電所は，日本初の事業用水力

発電所として，明治 24 年から今なお現役の発電所として電気を送り続

けており，平成 28 年 9 月に世界的な電気・電子技術の専門家組織であ

る『ＩＥＥＥマイルストーン』に認定されました。  

近隣の南禅寺，蹴上インクライン周辺を散策していただき，昼食後は，

1875 年創業以来の分析・計測機器等で世界的なシェアを誇る島津製作

所を見学します。昔から京都の人々に親しまれてきた京情緒溢れる雰囲

気で賑わう「錦市場」にも立寄ります。 

見学後は，JR 京都駅，伊丹空港で解散となります。 

【概略行程】 

[ C ]  1 号車 

JR 大阪駅周辺（西梅田バス暫定駐車場）       蹴上発電所，南禅寺 

  （集合 7:45）出発 08:00                     9:30～11:30   

昼食（市内）       島津製作所        錦市場 

12:00～13:10           13:50～15:40           16:00～17:00  

JR 京都駅      伊丹空港（解散） 

        17:30                18:30 頃 
 

[ C ]  2 号車 

JR 大阪駅周辺（西梅田バス暫定駐車場）       島津製作所 

  （集合 7:45）出発 08:00                       9:30～11:20   

昼食（市内）       蹴上発電所，南禅寺       錦市場 

11:50～13:00          13:30～15:30          16:00～17:00 

JR 京都駅      伊丹空港（解散） 

        17:30                18:30 頃 
 

[ C ]  3 号車 

JR 大阪駅周辺（西梅田バス暫定駐車場）       島津製作所 

  （集合 7:45）出発 08:00                       9:30～11:20   

昼食（市内）       錦市場             蹴上発電所，南禅寺   

11:50～13:00          13:30～14:30     15:00～17:00 

JR 京都駅      伊丹空港（解散） 

17:30                18:30 頃 

※[ C ]コースの１～３号車では，見学先順序のみ異なります。 
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[Ｄ] 神戸コース （定員８０名） 
【見学先】  ・三菱日立パワーシステムズ高砂工場（コンバインド  38.9 万 kW） 

・三菱電機 電力システム製作所 

・神戸南京町 

 

【見学内容】  世界最高クラスの熱効率を誇る高性能ガスタービンの製作を手掛け，

構内に実証試験プラントを有する三菱日立パワーシステムズ高砂工場

を見学し，昼食後は，大型発電機の製造を手掛ける三菱電機電力シス

テム製作所を見学します。そして日本三大中華街のひとつとして知ら

れる神戸・南京町の散策時間をご用意しています。 

  見学後は，JR 新神戸駅，伊丹空港で解散となります。 

 

【概略行程】 

  [ D ]  1 号車 

JR 大阪駅周辺（西梅田バス暫定駐車場）   ＭＨＰＳ 高砂工場  

（集合 7:35）出発 7:50             9:30～11:30 

昼食（神戸市内）    三菱電機 電力システム製作所      神戸南京町 

12:30～13:30       14:00～15:30            15:45～16:45 

JR 新神戸駅      伊丹空港 （解散） 

        17:00            18:00 頃 

 

[ D ]  2 号車 

JR 大阪駅周辺（西梅田バス暫定駐車場）   ＭＨＰＳ 高砂工場  

（集合 7:35）出発 7:50             9:30～11:30 

昼食（神戸市内）    神戸南京町    三菱電機 電力システム製作所   

12:30～13:30       13:50～14:50    15:10～16:40 

JR 新神戸駅     伊丹空港（解散） 

        17:00          18:00 頃   
 

※[ D ]コースの１号車と２号車では，見学先順序のみ異なります。  
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 [Ｅ] 朝来コース （定員４０名） 
【見学先】 ・大河内発電所 - 関西電力（揚水式水力発電所 128万 kW） 

・朝来バイオマス発電所 - 関西電力グループ 

（木質バイオマス専焼発電所 5,600kW） 

・生野銀山 

 

【見学内容】  2 つのダムの 400m の高低差を利用して発電をおこなっている揚水式

水力発電所の大河内発電所の見学をします。 

昼食後は，森林からバイオマスエネルギー材を搬出し，発電までの一

連の工程を一体で行う「兵庫モデル」として，木質バイオマスによる

発電を行う，朝来バイオマス発電所を見学します。最後に 1973 年に閉

山するまで稼働をしていた生野銀山を散策します。 

見学後は，伊丹空港，新大阪駅で解散となります。 

 

【概略行程】 

   JR 大阪駅周辺（西梅田バス暫定駐車場）       大河内発電所 

  （集合 7:45）出発 08:00                   10：00～11:30       

昼食        朝来バイオマス発電所        生野銀山 

12:20～13:20       14:00～15:20            15:40～16:30    

     伊丹空港      JR 新大阪駅（解散） 

         18:20            18:50 頃   
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[Ｆ] 若狭コース （定員４０名） 
【見学先】 ・大飯発電所 - 関西電力（原子力発電所 ＰＷＲ 118 万 kW×2 機） 

・蘇洞門（そとも）遊覧船 

 

【見学内容】  若狭湾国定公園内に属する大飯発電所。3，4 号機はそれぞれ定格出

力が 118kW あり１機あたりの発電量としては関西電力で最大の発電所

を見学します。構内をバスで巡る見学会だけでなく，ＶＲ（バーチャル

リアリティー）により，通常は入れない原子炉格納容器や津波対策等

の見学を疑似体験していただきます。昼食後はＣＮＮのウェブ特集で

「日本の最も美しい場所 34 選」に選ばれた蘇洞門を見学する遊覧船に

乗ります。 

見学後は，伊丹空港，新大阪駅で解散となります。 

 

【概略行程】 

  JR 大阪駅周辺（西梅田バス暫定駐車場）       大飯発電所 

（集合 7:25）出発 7:40                  10：00～12：00   

        昼食（小浜市内）         蘇洞門（そとも）遊覧船 

12:45～14:00                14:00～15:00 

          伊丹空港      JR 新大阪駅（解散） 

        17:30            18:00 頃      
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【Ａ】 大阪コース 

【Ｂ】 姫路コース 

【Ｃ】 京都コース 

見学コース案内図 

※1 号車の行程を記載 

１

２

３ 
４ 

５

JR 大阪駅（集合場所）から 

伊丹空港へ 

蹴上発電所 

南禅寺 

島津製作所 

錦市場 

ＪＲ京都駅 

大阪府 

堺港発電所・堺ＬＮＧ 

なにわ探検クルーズ 

道頓堀 

パナソニックミュージアム ＪＲ新大阪駅 伊丹空港 

JR 大阪駅（集合場所） 

２ 

３ 

兵庫県 

姫路第二発電所 

伊丹空港 

JR 大阪駅（集合場所） 

姫路城 

姫路駅 

３ 

２ 
４ 

１ 

１ 

４ 

５

京都府 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1523523589/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9wZHMuZXhibG9nLmpwL3Bkcy8xLzIwMTIwNC8wMy80OS9iMDE5OTQ0OV8yMTE4NTk3NC5qcGc-/RS=%5EADBJi9TGVvQD7UIKUzK2w_zccRslhQ-;_ylt=A2RCL5KFzs1acEMAnhIdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1523523626/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5hc2FoaS5jb20vYW5kX3cvaW50ZXJlc3QvZ2FsbGVyeS9rYXJ1dGFfMTMwMzI3L2ltYWdlcy9rYXJ1dGFfNDdfUy5qcGc-/RS=%5EADB8cgMVgo7sXVzw8KTuEMUZqtns8Q-;_ylt=A2RCA9mpzs1aYgUALz0dOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1523523138/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9jZG4uYW1hbmFpbWFnZXMuY29tL3JtX3RodW1iMjAwLzI1NDg4LzI1NDg4MDIxNTI1LmpwZw--/RS=%5EADBP1EkGZQBAZUvgoXUMb6hCwppcKQ-;_ylt=A2RCKw7BzM1abU0AmxMdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1523523318/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5zYWl0b3lva28uY29tL3gvc2l0ZWRhdGEvNjIyLmpwZw--/RS=%5EADBQKQOvQuv6lGU_SZCinNzhahu0bI-;_ylt=A2RCCzF1zc1a6XMACw8dOfx7
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【Ｄ】 神戸コース 

見学コース案内図 

【Ｅ】 朝来コース 

【Ｆ】 若狭コース 

※1 号車の行程を記載 

蘇洞門遊覧船 
２ 

大飯発電所 

福井県 

京都府 

JR 大阪駅（集合場所）から 伊丹空港／JR 新大阪駅へ 

１ 

兵庫県 
伊丹空港 

JR 大阪駅（集合場所） 

ＪＲ新神戸駅 

南京町 

三菱電機 電力システム製作所 

２ 

１ 

３ 

５ 

４ 

MHPS 高砂工場 

朝来バイオマス発電所 

１ 
大河内発電所 

生野銀山 

兵庫県 

伊丹空港 

JR 新大阪駅 

３ 

２ 

４ 

５

３ 

JR 大阪駅（集合場所） 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1523523881/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tvYmUuYXJlYWJsb2cuanAvdXBsb2FkLzEwMDEwMC9ibG9nL3Bvc3QvMjAwODAyMDguanBn/RS=%5EADBWk0j_pHS64mZru4lD9emGKEZfYs-;_ylt=A2RCKwmoz81axU4AQx0dOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1523576511/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3QxNDI1LnBuZw--/RS=%5EADBKd1Cl4rwNNvl1z5gQHnN206XMz0-;_ylt=A2Rivck.nc5aG0QADxodOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1523576787/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zbmFwbGFjZS5qcC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNi8wMy8lRTclOTQlOUYlRTklODclOEUlRTklOEElODAlRTUlQjElQjEuanBn/RS=%5EADBi7qOG6kNH23eDlgxvYjta4AbESg-;_ylt=A2RCMZNSns5aWWAAAyEdOfx7
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【Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆコース集合場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

見学会コース 集合時刻 出発時刻 集合場所 

[A] 大阪コース ７：４５ ８：００ 

西梅田バス 
暫定駐車場 

（JR 大阪駅近く） 

[B] 姫路コース ７：４５ ８：００ 

[C] 京都コース ７：４５ ８：００ 

[D] 神戸コース ７：３５ ７：５０ 

[E] 朝来コース ７：４５ ８：００ 

[F] 若狭コース ７：２５ ７：４０ 

 

 

 集合場所（バス配車場所）のご案内 

見学会 
集合場所 
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＊会場＊ 

大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪） 

〒530-0005 大阪市北区中之島５丁目３番５１号 

 
 

＊交通アクセス＊ 

(1)電車 

・京阪電車中之島線「中之島（大阪国際会議場）駅」(２番出口)すぐ 

・JR 大阪環状線「福島駅」から徒歩約 15 分 

・JR 東西線「新福島駅」(３番出口)から徒歩約 10 分 

・阪神本線「福島駅」(３番出口)から徒歩約 10 分 

・大阪市営地下鉄「阿波座駅」(中央線 1 号出口・千日前線９号出口） 

から徒歩約 15 分 

(2)バス 

・JR「大阪駅」駅前バスターミナルから，大阪市営バス(53 系統 船津橋

行)または(55 系統 鶴町四丁目行)で約 15 分，「堂島大橋」バス停下車

すぐ 

・シャトルバスが，「リーガロイヤルホテル」と JR「大阪駅」桜橋口の

間で運行されており，ご利用いただけます。（定員 28 名） 

・中之島ループバス「ふらら」で地下鉄・京阪「淀屋橋駅」（４番出口・

住友ビル前）から約 15 分。 
 

 

 

大会・次世代リーダー育成セミナー・懇親会 会場案内図 
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１.大会・懇親会，次世代リーダー育成セミナーおよび見学会への参加について 
（１）大会参加申込み方法 

大会参加は，火力原子力発電技術協会ホームページ

URL(https://www.tenpes.or.jp)から「発電大会」サイトへアクセスいただき， 
「お申込みフォーム」に必要事項をご記入・ご選択いただきお申込みくださ

い。定員に達しましたら締め切りますので，お早めにお申込みください。                 
お申込みには，会員番号とパスワードが必要となります。      
なお，火力原子力発電技術協会ホームページをご利用いただけない会員さま

は，下記大会事務局までご連絡ください。 
・関西大会事務局     TEL ：０３（３４５４）３５０８（直通） 

                  E-mail：taikai@tenpes.or.jp 
 

 ＜１．火力原子力発電技術協会ホームページ トップ画面 ～ 会員ログイン画面イメージ＞ 
  【トップ画面】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 【大会画面】                 【会員ログイン画面】 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

（画面は変更となる場合があります） 

「お申込みはこちら」をクリック 

大会参加申込み案内 

「発電大会申込み」をクリック 

「会員番号」「パスワード」を入力し 

「ログイン」をクリック 
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＜２．火力原子力発電技術協会ホームページ 申込み画面イメージ＞ 

 

         ■１ページ目

         ■２ページ目

〔F〕若狭コース

を選択した場合，備考欄へ本

人確認書類の記載と同じ表記

で住所を記載ください。

法人会員でログインされた場

合は，実際に参加される方の

氏名，電話番号及びメールア

ドレスをご記入願います

見学会で原子力発電所コース

をご希望の方は，当日持参の

公的身分証明書と同じ表記と

してください

ご担当者さまが複数参加者

分をまとめてお申込みされ

る際，全員同じメールアド

レス（ご担当者さまのメー

ルアドレス等）を設定する

、各社の通信セキュリティ

環境により当協会からの自

動送信メールが届かない場

合があります。

（例：同じ日に5名分の申込

みをしたが，受付メールは2

名分しか届かない 等）

その場合は，お早めに事務

局までご連絡願います。

1234567

見学会コースを選択すると表

示されます

見学会コースで

〔F〕若狭コース

を選択すると表示されます

（画面は変更となる場合があります） 
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◆お申込み～大会受付 フロー

 
 

ＷＥＢ申込み 

＜関西大会事務局＞ ＜会員さま＞ 

申 込 み 確 認 

内 容 確 認 

（メール受信） 

 

お 振 込 み 

注）メール受信後，９月２８日（金）までに参加費のお振込みをお願いします。 

入 金 確 認 

（ 参 加 確 定 ） 

注）関西大会参加確定メール

印刷物が本大会の 

【参加券】となります。 

関西大会参加 
確定メール 内 容 確 認 

（メール受信） 

関西大会参加確定メール

印刷物と名刺２枚を 

受付にご提示 

注）振込完了後は申込み内容の変更・ 

取消がご自身でできません。 

注）１０月６日以降の取消は参加費 

の返金をいたしかねます。 

  ＜時期＞ 

 ７月２日(月) 

   ～ 

８月３１日(金) 

お申込み後 

～ 

１週間程度 

 お振込み後 

   ～ 

１０月５日(金) 

１０月２５日(木) 

【申込み手順(ａ～ｃ)】 

【申込み手順(ｄ)】 

【申込み手順(ｅ)】 

【申込み手順(ｆ)】 

「大会お申込み受付
のお知らせ」メール 

注）［Ｆ］若狭コースご参加の方は申込み時に

ご登録いただいた本人確認書類と照合しま

すので，同じものをご持参願います。 
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【申込み手順】 

ａ．個人会員さま 
会員ページからお申込みされますと，ご登録の個人会員さまの基本情報が既に

入力された状態で表示されますので，その他必要事項をご入力してお申込みくだ

さい。 
 

ｂ．法人会員さま 
会員ページからお申込みされますと，ご登録の法人会員さまの基本情報が既に

入力された状態で表示されますので，実際に参加される方の氏名，電話番号およ

びメールアドレス※等をご記載のうえ，その他必要事項をご入力してお申込みく

ださい。 
複数の方が参加される場合は，お手数をお掛けしますがお一人ずつお申込みくだ

さい。 
※ご担当者さまが複数参加者分をまとめてお申込みされる際，お申込み画面の「メ

ールアドレス」欄に，全員同じメールアドレス（ご担当者さまのメールアドレ

ス等）を登録すると，各社の通信セキュリティ環境により当協会からの自動送

信メールが届かない場合があります。例としては同じ日に５名分の申込みをし

たが受付メールは２名分しか届かない等のケースです。その場合は，お早めに

事務局までご連絡願います。  

（20 頁の「申込み画面イメージ」もあわせてご確認願います。） 
 

 ｃ．見学会のお申込み 
大会の参加申込み画面に見学会の申込み画面も表示されますので，ご希望の 

コースをお選びください。各コースとも先着順で，定員に達しましたら選択不可

となります。参加確定は，参加費お支払い後となりますのでご了承ください。 
また，「生年月日」「性別」「当日の連絡先」記入欄も表示されますので，必ずご記

入ください。 
 
※【Ｄ】神戸コースは三菱日立パワーシステムズ・三菱電機と同業の方はお申込

みいただけません。 
 

※【Ｆ】若狭コースへお申込みされる場合，「本人確認書類」を選択し，申込書 
の記載にあたっては「氏名，住所，生年月日」を，本人確認書類の記載と同じ

表記でご記載ください。 
 

お申込み期間：７月２日（月）～８月３１日（金） 



23 
 

〔氏名〕 
「１．基本事項」の氏名欄に，本人確認書類と同じ表記でご記載ください。 

略字や異体字等は，別の文字とみなされますので，ご注意願います。  
例：「渡辺」，「渡邊」，「渡邉」 
なお，本人確認書類と同字体が登録できない場合は，関西大会事務局まで  

ご連絡ください。 
 

〔身分証明書種別〕 
Ｆコースをご選択いただきますと，「身分証明書種別」が表示されますので，

いずれかひとつご選択ください。  

※ご選択いただきました本人確認書類は，一日目大会受付時および二日目見学

会当日の２回確認しますので，大会２日間にわたり同じものをご持参くだ

さい。なお，本人確認書類は有効期限内のものをご選択ください。 

お忘れの場合，原子力発電所見学に参加できなくなりますのでご注意くだ

さい。 

 
ｄ．「大会お申込み受付のお知らせ」（メール）の送付 

関西大会事務局がお申込み受付後，「大会お申込み受付のお知らせ」（メール）

を送付いたしますので，内容をご確認ください。 
（この時点では参加確定しておりません。） 
 

ｅ．参加費のお支払い 
 「大会お申込み受付のお知らせ」（メール）受領後，９月２８日（金）まで

に指定の口座にお振込みください。  

・振込手数料は会員さまご負担にてお願いします。 
・９月２８日（金）までにお支払いが無い場合はキャンセル扱いとなります。 
 

  ＜お振込みに際しては，以下の点にご留意ください。＞ 

〔銀行ＡＴＭまたはネットバンキングからのお振込みの場合〕 

振込人名義は「参加者氏名」とし，参加者氏名の前に受付番号（「大会お申込

み受付のお知らせ」（メール）に記載）をご入力のうえ，お振込みください。 

 
〔公費払い等により振込人名義が機関名となる場合〕 

（参加者氏名と振込人名義が異なる場合，複数名分を一括お振込みの場合 等） 

「振込連絡票」により，関西大会事務局へメールまたはＦＡＸにてご連絡願 

います。 

 ※「振込連絡票」は「大会お申込み受付のお知らせ」メールに添付します。 

また，協会ホームページからもダウンロードできます。 
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〔郵便振替の払込用紙でお振込みの場合〕  

郵便局に備え付けの「払込取扱票」（青色）の通信欄に，『①受付番号， 

②参加者氏名』をご記入ください。 

 

＜銀行振込口座＞ 

・銀 行 名： ゆうちょ銀行 〇一九（ゼロイチキユウ） 店 

・口座番号： 当座預金 ０４３３１８９ 

・口座名義： 火力原子力発電大会事務局 

     カリヨクゲンシリヨクハツデンタイカイジムキヨク 

・銀 行 名： みずほ銀行 虎ノ門支店 

・口座番号： 普通預金 １４４５６４０ 

・口座名義： 一般社団法人火力原子力発電技術協会 

       シヤ）カリヨクゲンシリヨクハツデンギジユツキヨウカイ 

 

＜郵便局振替口座＞ 

・口座記号番号： ００１２０－６－４３３１８９ 

 ・加 入 者 名： 火力原子力発電大会事務局 

    

ｆ．大会参加確定 

        関西大会事務局が入金を確認次第，関西大会参加確定メールを送付いたします。

参加確定は，参加費お支払いをもって行いますのでご了承願います。 
大会当日は，関西大会参加確定メールの印刷物と名刺２枚を受付へご提示 

ください（携帯電話やスマートフォンのメール画面提示は不可です）。 
 

（２）申込み内容の変更・取消し 
    申込期間中（８月３１日（金）まで）は，「会員ページ」の「行事申込履歴」

から，ご自身で申込み内容の変更・取消しができます。ただし，参加費お振込み

完了後および申込期間終了後（９月１日（土）以降）は，ご自身で変更・取消し

ができませんので，関西大会事務局までご連絡ください。 
なお，１０月６日（土）以降の取消しは，準備の都合上，お支払いいただきま

した大会参加費（大会・懇親会，次世代リーダー育成セミナー）および見学会参

加費の返金はいたしかねます。  
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（３）大会当日の受付について  
大阪府立国際会議場 ５階メインホワイエで，必ず受付を行ってください。               

入金確認後に送付します関西大会参加確定メールの印刷物と名刺２枚を受付へご

提示ください。引き換えにお渡しする名札ケースに名刺を入れ，大会参加中は参

加者であることが確認できるように明示していただきますよう，お願いします。 
 

２．お問い合わせ先 
 「火力原子力発電大会 関西大会事務局」 
  連絡先 ＴＥＬ：（０３）３４５４－３５０８（直通） 
      ＦＡＸ：（０３）３７６９－３０９３ 

        E-mail：taikai@tenpes.or.jp 

    《受付時間》 10:00～12:00，13:00～16:30（土曜日･日曜日･祝祭日を除く） 

    《担 当 者》 三股，米田  

 
 
 


