- 国内研修生・交流研究員宿泊施設の利用案内 はじめに
筑波事務所研修生宿泊施設は､農林水産省や筑波農林研究団地の各機関が主催する研
修､研究交流等に参加される方にご利用いただく研修生宿泊施設です｡宿泊期間や目的は
2 年間の講習生､ 1 年間の依頼研究員､数週間程度の研修生､数日の会議出席者と多様であ
り､また属性も民間､独立行政法人､大学､県､外国人など様々な方にご利用いただいてい
ます｡
当宿泊施設の利用にあたっては､利用者がお互いに快適に宿泊し､交流を深めたり研究
や学習に集中できるよう､必ず､利用案内を読んで厳守していただくようお願いします｡

１ 施設の概要
■国内研修生宿泊施設
２棟：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 5 階建､ 173 室､フロント､集会室､談話室､共同浴室､洗面・洗濯室
■交流研究員宿泊施設
１棟：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 5 階建､ 80 室､洗濯室､ホール､コミュニティホール
＊年末年始(12 月 29 日～ 1 月 3 日)は宿泊施設は利用できません｡

2)火災・震災等の非常事態が発生した場合､第一発見者は大声でを知らせると共に､フ
ロントに連絡して下さい｡火災等の場合には施設内放送で退避等の連絡をします｡
3)避難の際には絶対にエレベーターは使用しないで下さい｡
4)喫煙は指定された場所(喫煙コーナー)以外は禁止です｡
5)湯沸室のガスコンロの使用の際には､ガスの着火と消火を確実に確認して下さい｡
また使用中は現場を離れないで下さい｡

国内研修生・交流研究員宿泊施設平面図
■国内研修生宿泊施設

６ 冷房・暖房
冷房期間
７月１日～８月３１日
暖房期間
１２月１日～３月３１日
(４月、１１月の防寒対策は、各自でお願いします。冷房・暖房の期間及び時間に
ついては各シーズン毎に掲示版に掲示します。)

７ 駐車場
1)宿泊施設の利用者は自動車での来所は禁止です｡やむを得ず自動車で来所した場合
には､自動車使用届出をフロントに提出し､筑波事務所の許可を受けて下さい｡
2)許可を受けた方は､夜間(17:00 ～ 8:30)のみ筑波事務所の一般駐車場の駐車し､勤務
時間中は研修を行っている受入機関に車を移動して下さい｡(日中の一般駐車場への
駐車は他の来客者に迷惑になりますので厳禁です)

８ フロントからの連絡等

２ 利用雑費について
■国内研修生宿泊施設

毎日かかる 1 人あたりの金額
退去時にかかる 1 人あたりの金額
週１回かかる 1 人あたりの金額

180 円
520 円
360 円

■交流研究員宿泊施設

毎日かかる 1 人あたりの金額
退去時にかかる 1 人あたりの金額
週１回かかる 1 人あたりの金額

200 円
650 円
430 円

1)利用雑費の金額については変更されることがあります｡
2)利用雑費の金額には､食事代は含まれておりません｡
3)宿泊期間の変更・取消は該当日の土・日曜日及び休日を除く 5 日前までにフロント
へ連絡をして下さい｡
4)利用雑費の支払
①利用雑費の支払い時間は､平日の 7:30 ～ 20:30 です｡朝のフロントは混雑しますの
で朝以外の時間帯でお支払い下さい｡また､平日 7:30 以前や休日に出発される方
は前日までにお支払い下さい｡
②１ヶ月以上の利用者は月ごとに利用雑費をお支払い頂きます｡月末までにフロン
トから当月の利用雑費の請求書を渡しますので､これに従ってお支払い下さい｡
なお､最終月は前日までにお願い致します｡
③研修及び講習で利用する場合は､原則として研修主催者からまとめてお支払い頂
きます｡

３ チェックイン・チェックアウトと宿泊施設への出入り
1)チェックイン時間は､平日 15:00 ～ 20:30 です｡この時間帯以降にチェックインされ
る方は事前にチェックイン時間をフロントに連絡して下さい｡
2)チェックアウト時間は､平日 7:30 ～ 9:00 です｡居室の鍵は出発の際､フロントに返却
して下さい｡
3)宿泊施設の正面玄関は 6：00 に開け、0:30 に閉鎖します｡以後の帰棟は玄関のブザ
ーを鳴らしてフロントに連絡のうえ入棟して下さい｡

４ 居室の利用・生活
1)宿泊期間中は､各室の清掃､整理整頓に努め､施設をきれいに使用すると共に､清潔な
環境作りに努めて下さい｡
2)研修生宿泊施設内の物品は丁寧に取り扱って下さい｡紛失・破損した時には速やか
に研修主催者､フロントに申し出て下さい｡紛失・破損については故意・過失にかか
わらず修理代等の実費を弁償して頂きます｡悪質な紛失・破損をした方については
宿泊施設から退棟して頂くことがあります｡
3)居室は割り当てられた部屋(２人部屋の場合には割り当てられたベッド)を使用して
下さい｡また､談話室等はそのフロアーのものを使用し､フロントの承諾なしに他の
フロアーの談話室を占有しないで下さい｡
4)居室の鍵は滞在期間中は､各自が責任を持って保管し､出発時にフロントに返却して
下さい｡鍵の返却を忘れないように注意して下さい｡居室の鍵を紛失した場合には､
実費を弁償して頂きます｡
5)シーツ､枕カバー､タオルケット、掛け布団カバー、バスタオル等の寝具交換時期は
フロントから掲示等により連絡します｡交換日に使用済みの寝具は居室内のドア付
近にまとめておいて下さい｡浴衣を利用される方は、各自で洗濯し退去時に他の寝
具と一緒にまとめておいて下さい。寝具交換のため清掃業者が居室へ出入りします
のでご了承下さい｡

５ 火災予防・防災
1)居室に入ったら非常口・避難経路を確認して下さい｡また､消火器・消火栓等の位置
の確認を必ず行って下さい｡

1)フロントからの連絡は施設内放送､玄関ロビー掲示板(以下｢掲示板｣という)､各居室
へのメモ入れ等により行います｡毎日一度は掲示板を見るようにして下さい｡
2)掲示板での連絡事項は本人が確認した時点で消して下さい｡
3)公衆電話は、筑波事務所本館１階玄関にあります｡

９ 郵便物・宅配便
1)宿泊施設利用者への郵便物は､掲示板横の郵便受から受け取って下さい｡
2)書留郵便､速達及び宅配便は､掲示板に氏名を掲示しますので､フロントで受け取っ
て下さい｡
3)郵便局は筑波事務所本館１階にあります｡
4)宅配便発送は、郵便局をご利用下さい。フロントでは着払い発送と、送付元払いの
受け取りのみ取り次ぎます。
宿泊棟に届く宅配便は、平日のみ配送されるよう手配して下さい。

１０ 出発(退棟)時の注意
1)使用後のシーツ・枕カバー・浴衣・タオルケット・掛け布団カバー・バスタオル等
は居室内のドア付近にまとめておいて下さい｡
2)居室の鍵は必ずフロントに返却して下さい｡
3)利用雑費の支払いは､忘れずに退棟前の平日に済ませて下さい。

１１ その他の案内
1)研修生宿泊施設では無線 LAN の利用が可能です｡ただし､貸出用 PC はありません
ので､各自ご用意下さい｡利用方法については居室内に置いてある｢施設利用案内｣を
ご覧下さい｡
2)研修生宿泊施設の中に｢女性以外立入禁止｣の表示がされた階があります｡みだりに
立ち入った場合には研修生宿泊施設から退棟して頂きます｡
3)研修生宿泊施設では､タオル・バスタオル・浴衣・洗濯洗剤・ボディソープ・リン
スインシャンプーは置いてありますが､洗面用具(歯磨き・髭剃り等)､ドライヤーは
各自で用意して下さい｡
4)常備薬程度はフロントの事務室に備えてあります｡
5)ビール・ジュース類､カップ麺は宿泊施設内１階の自動販売機で購入可能です｡ま
た､日用品・パン・お弁当は筑波事務所本館１階の売店で販売しています｡(営業時
間 7:30 ～ 18:00)
6)居室内への物品の持ち込みは研修生活上必要な物に限って下さい｡家具等は持ち込
み禁止です｡また､居室内の電気容量は限られています｡(暖房器具､ホットプレート､
電熱器､電気ポット､電子レンジ等は防火上使用禁止です｡)
7)研修生宿泊施設内での炊飯は原則として禁止です｡食事は筑波事務所本館１階の食
堂を利用して下さい｡
食堂の利用時間
朝食
7:30 ～ 9:00(予約制平日前日の 14:00 まで）
(平日)
昼食 11:40 ～ 13:20
夕食 17:00 ～ 18:45(予約制当日の 14:00 まで）
(食堂 029-836-6433）
＊食事は､定食で 500 円～ 600 円程度です｡(麺類は 400 円～)
なお筑波事務所の食堂は土・日曜日及び祝日は休みです｡
8)自転車を利用したい方は､フロントで申し込んで下さい｡(貸出時間厳守)
9)筑波事務所本館１階に理容室(月曜日～金曜日)があります｡また､併設する診療所の
利用については､フロントで利用方法、利用可能な曜日を確認してご利用下さい｡
10)上記の規律を遵守しない場合には退棟して頂くことがあります｡
11)上記以外に不明な点がありましたら､フロント又は筑波事務所研究交流課までお問
い合わせ下さい｡

■交流研究員宿泊施設
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筑波事務所研修生宿泊施設

◆交通案内◆
◆ JR 利用
常磐線牛久駅西口（上野駅より約 1 時間）より関東鉄道バス
・谷田部車庫行き
・筑波大学病院行き
・つくばセンター行き
のいずれかで「動物衛生研究所前」または「農林団地中央」下車
◆つくばエクスプレス利用
みどりの駅（秋葉原駅より約 50 分）より関東鉄道バス
・農林団地中央行きで「農林団地中央」下車
◆農林水産技術会議事務局筑波事務所ホームページ（http://sto.affrc.go.jp）
トップ > 筑波事務所 > アクセス・地図 より
各駅、バスの時刻表のリンクがあります。
◆高速バス利用
東京駅八重洲南口より、つくばセンター行きバスで終点下車
つくばセンターから、牛久駅行きのバスで「農林団地中央」下車
注）筑波山行きの高速バスは平成 18 年 9 月 30 日をもって廃止になりました。
◆タクシーを利用する場合
「農林研究団地の筑波事務所 研修生宿泊施設へ」と告げて下さい。
･･････筑波事務所周辺のタクシー･･････
・中央タクシー
Tel.：029-836-0184 フリーダイヤル：0120-390184
・さとうタクシー Tel.：029-836-1288 フリーダイヤル：0120-011288
・学園タクシー
Tel.：029-851-5656 フリーダイヤル：0120-005670
・土浦タクシー
Tel.：029-851-5566

農林水産技術会議事務局筑波事務所
（共同利用施設）

〒305-8601

茨城県つくば市観音台2-1-9

筑波事務所研究交流課
Tel.029-838-7127
029-838-7128
研修生宿泊施設フロント
Tel.029-838-7220
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