2 月 18 日（水）14 時解禁
報道関係各位
2015 年 2 月 18 日
公益社団法人土木学会社会ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ委員会
一般社団法人日本建設業連合会
株式会社ジェイティービー

工事現場見学ツアー第６弾

圏央道（さがみ縦貫道路）寒川北 IC-海老名 JCT 間 開通当日
高速道路ウォーキングと開通セレモニー見学
3月8日（日）開催予定

2月19日（木）10時からJTBホームページにて申し込み受付開始

公益社団法人土木学会社会コミュニケーション委員会（所在地：東京都新宿区、会長：磯部雅彦、委員長：中
井雅彦）
、一般社団法人日本建設業連合会（東京都中央区、会長：中村満義）
、株式会社ジェイティービー（JTB、
東京都品川区、代表取締役社長：髙橋広行）は連携し、3 月 8 日（日）に開通予定の圏央道（さがみ縦貫道路）
、
寒川北 IC−海老名 JCT 間において現場見学会を企画し、㈱ＪＴＢ国内旅行企画がツアーを発売します。
3 月 8 日（日）の開通当日、まさに開通直前の高速道路を歩いて見学するほか、開通セレモニー（テープカッ
ト、ウェルカム演奏等）を見学します。また、同開通区間内で新東名高速道路と交差する海老名南 JCT（開通予
定は 2016 年度）付近において新東名高速道路が相模川を渡る橋梁の工事現場を見学します。
このツアーは新宿駅発、東京駅着の有料バスツアーです。新宿駅から中央高速道路を経由して八王子 JCT より
圏央道に入り、2013〜2014 年にかけて開通したばかりの圏央道を走行し、今回の見学先である海老名南 JCT 付近
に向かいます。見学後は東名高速道路を経由し東京駅に帰着するという１周コースです。
JTB ホームページにて 2 月 19 日（木）午前 10 時より発売されます。工事現場に立ち入り、高速道路を 3ｋｍ
程度歩きますので、原則として小学４年生以上の参加企画となります。
このような土木工事現場見学の企画は、土木と一般市民の皆さんとの交流を促進することにより、モノづくり
の面白さ、社会資本の果たす役割、使命感をもって土木で働く人々の姿を多くの方に知っていただくとともに、
一般市民の皆さんの土木に対する理解向上などを目的としています。土木関係者の総力を結集した土木広報の取
り組みの一つであり、土木や建築、社会資本の見学を旅行目的とした「インフラツーリズム」の可能性を検証す
る有料の社会実験ツアーとして、日本建設業連合会、国土技術研究センターによる企画協力、JTB グループによ
るツアーの旅行企画実施、関東地域づくり協会によるツアーの実施協力、国土交通省関東地方整備局、中日本高
速道路株式会社及び建設会社の工事現場協力により実施するものです。
土木学会では、今後、工事現場見学ツアーが全国で継続的に展開していくことができるよう、この試行で得ら
れた知見を整理するともに、土木と一般市民の皆さんとの交流を促進していきます。
同 時 配 布 先
国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
＜報道関係の方のお問い合わせ先＞
さ さ き

ただし

土木学会 社会コミュニケーション委員会 委員 佐々木 正 （一般財団法人国土技術研究センター内）
０３−４５１９−５００６
株式会社ジェイティービー 広報室 ０３−５７９６−５８３３
※報道関係の方々の同行取材については、取材可能な区間及び集合時間・場所等を後日ご案内しますので、取材ご希
望の旨、上記問い合わせ先までご連絡下さいますようにお願いいたします。

＜一般のお客様のお申込み先＞ ＪＴＢホームページ（現地観光プラン）
http://opt.jtb.co.jp/kokunai̲opt/products/products.aspx?products=1027929

【ツアー概要】
◆出発日:2015 年 3 月 8 日（日）
◆集合場所：新宿駅西口 新宿センタービル前 9:30 集合 9:45 出発 （帰着地は東京駅丸の内の予定）
◆旅行代金：7500 円（税込）
◆募集人員：40 名（最少催行人員 25 名）
原則として小学４年生以上
2 月 19 日（木）10:00 から参加申し込み受付開始
◆旅行企画・実施：㈱JTB 国内旅行企画

写真 見学先の海老名南 JCT 付近
横浜国道事務所ホームページより
図 ツアー行程（新宿→中央道→圏央道→見学→東名高速→東京駅）
【協力関係】
土木学会
社会コミュニケーション委員会

一般社団法人日本建設業連合会
一般財団法人国土技術研究センター
連携

工事現場ツアー
の提言
企画協力
連携

工事現場見学ツアー（第６弾）
・モノづくりの面白さ、社会資本の果たす役割、土木で働く
人々の姿を一般市民のみなさんに知ってもらう。
・土木に対する理解を向上する。

企画・実施

見学先
●現場協力
・国土交通省関東地方整備局
・同 横浜国道事務所
・中日本高速道路株式会社
・建設会社

工事現場ツアー
の提言
企画協力

●旅行企画・実施
・株式会社ＪＴＢ国内旅行企画
●ツアー実施協力
・一般社団法人関東地域づくり協会

【参考：これまでの土木学会ツアーの開催実績】
◆第１弾 2013 年 8 月 24 日
「夏休み！親子で学べる道づくり」
（東京外かく環状道路千葉県区間）
◆第２弾 2013 年 12 月 14 日
「東京港トンネルウォーキングツアー〜大井からお台場まで歩いていく大人の探検〜」
（国道 357 号東京港トンネル）
◆第３弾 2014 年 3 月 29 日
「東京港トンネルウォーキングツアー〜東京湾今昔物語〜」
（国道 357 号東京港トンネル）
◆第４弾 2014 年 6 月 8 日
「圏央道見学ウォーキング」
（圏央道相模原 IC〜高尾山 IC、宮ヶ瀬ダム、小倉橋）
◆第５弾 2014 年 9 月 27 日
「新東名・さがみ縦貫道 JCT 工事と日向薬師平成大修理」
（伊勢原 JCT、海老名 JCT、海老名南 JCT、日向薬師）

緊急企画!
～圏央道 ( さがみ縦貫道路) ～

開通当日ウォーキング
と

開通セレモニー見学
画像はすべてイメージです

■集合場所

◆出 発 日：2015 年3 月8 日（日）
◆出発時間 ：午前9 時45 分 （集合9:30 ）
◆集合場所 ：新宿西口 新宿センタービル前
◆旅行代金 ：お一人様 7,500

円(税込） d 小学4 年生以上

◆食事条件 ：昼食1回
◆募集人員 ：40 名 （最少催行人員25 名）
◆添 乗 員：1名同行します。

ご参加条件
対象年齢は小学4年生以上。
当日は、３km程度を歩きますので、健康状態のすぐれない
方や乳幼児を連れての参加は、ご遠慮ください。ご自分の体
力、体調をチェックされたうえでご参加お願いします。

・「さがみ縦貫道路」を開通当日に歩くことができます。
（海老名JCT～海老名南JCT・海老名南JCT～寒川北IC方面）
・海老名南JCTから、新東名高速道路の相模川を渡る橋梁の工事現場を見学します。
・開通セレモニー（テープカット・ウェルカム演奏等）を見学できます。
・参加者全員に特別記念品を差し上げます。

集合場所・行程のご案内
行程
（スケジュール）

■集合場所：新宿西口 新宿センタービル前 ／ ■解散場所：東京駅 新丸ビル前
■出
発：午前９時45分（9:30集合）

時間

行程

9:45 新宿西口 新宿センタービル前
↓中央高速
八王子JCT
↓圏央道
厚木PA（休憩）
↓
海老名IC
↓
11:30 海老名南JCT（開通前）
海老名JCT
↓・ウォーキング
↓・新東名橋梁工事現場見学
（海老名JCT～海老名南）
↓
12:30 海老名南JCT（開通前）
↓
12:45
昼食休憩
13:30
↓
13:45 海老名南JCT（開通前）
14:00
↓・ウォーキング
（海老名南～寒川北方面約１Km往復）
↓
15:00 セレモニー見学（テープカット・ウェルカム演奏等）
↓
16:00 海老名南JCT（開通前）
↓
16:30 海老名IC
↓圏央道・東名高速
海老名SA（休憩）
↓
18:00 東京駅・新丸ビル前 解散

中央高速

東名高速

【確認事項】
※ウォーキング及びセレモニー見学の時間は予定であり、変更の可能性が
あります。
※雨天決行。雨天など諸事情により、行程が変更になる場合があり
ます。
※ウォーキング・セレモニーは、仮設トイレ利用となりますので
ご了承下さい。
※工事現場では、必ず現場係員の指示に従ってください。
※当日は、服が汚れる場合があります。スカート、踵の高い靴や,
つま先が覆われていないサンダル等は避け長袖シャツ・長ズボン、
運動靴など肌の露出が少なく、動きやすい服装でご参加下さい。
※当日は、3km程度を歩きますので、健康状態のすぐれない方は参加を
ご遠慮ください。ご自分の体力、体調をチェックされたうえで、ご参加くだざい。
※参加条件は、原則として小学4年生以上とさせていただきます。

企画協力
公益社団法人土木学会
一般財団法人国土技術研究センター
一般社団法人関東地域づくり協会
一般社団法人日本建設業連合会
国土交通省関東地方整備局
NEXCO中日本

ご利用条件（要旨）
■募集型企画旅行契約
この旅行は㈱ジェイティービー（東京都品川区東品川２－３－１１ 観光庁長官登録旅行業第６４号。以
下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約
（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行
条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行
契約の部によります。
■旅行のお申し込み及び契約成立時期
旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
込金（おひとり）旅行代金の２０％以上

お申

■旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって１３日目にあたる日より前にお支払いください。また、お客様が
当社提携のカード会社のカード会員の場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支
払いいただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といた
します。

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取り
いただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

■取消料
旅行契約成立後お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し
受けます。
旅行出発日の
旅行開始後
取消日 10日前
7日前
出発日当日の
無連絡
～8日前

取消料
００％
■旅行代金に含まれるもの

２０％

～2日前

３０％

前日

旅行開始前

４０％

不参加

５０％

旅行日程に明示した、演者・奏者・会場設営にかかる経費、添乗員経費、及び消費税等諸税。
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたし ませ
ん。
（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。)
■旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2015年2月1日を基準としています。また、旅行代金は2015年2月１日現在
の有効な運賃・規定を基準として算出しています。

お申込み・お問合せ
旅行企画・実施

JTB国内旅行企画

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この
旅行契約に関しご不明な点があれば、ご遠慮なく取扱管理者にお尋ねください。

観光庁長官登録旅行業第1955号
日 本 旅 行 業 協 会 正 会 員
東京都品川区東品川2-3-11 〒140-8602

１

ＪＴＢ現地観光プラン・レジャーチケット
http://opt.jtb.co.jp/kokunai_opt/products/products.aspx?products=1027929

