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２．感染症予防対策・
保険について

３．その他ご案内



１．ご旅行の概要



■日程について

2021年11月14日（日）～11月16日（火）2泊3日



　〒401-0320

　山梨県南都留郡鳴沢村字

　　　　　　　　ジラゴンノ8532-5

　ＴＥＬ：0555-85-2236

　ＦＡＸ：0555-85-2296

　〒401-0320

　山梨県南都留郡鳴沢村字

　　　　　　　　ジラゴンノ8532-5

　ＴＥＬ：0555-85-2236

　ＦＡＸ：0555-85-2296

★集合写真・昼食・お土産購入

〇 －

談合坂SAにて休憩

〇

2
11/15

(月)

日次 月/日 行　　　程 宿泊施設

11/14
1

(日)

14:30

宿舎

【鳴沢村】

富士緑の休暇村

各自持参 〇

【昼食】持参弁当

貴校
【首都高～中央道】

富士
緑の休暇村

青木ヶ原樹海（ガイドウォーク）
ガイド8名＋全体統括1名

11/16
3

午前中：宿舎にて発表会、全体総括 宿舎
【中央道～首都高】

貴校

朝食 昼食 夕食

13:00 13:45～14:00 15:15
(火)

談合坂SAにて休憩

朝食 昼食 夕食

〇 〇 〇

朝食 昼食 夕食

－

【鳴沢村】

富士緑の休暇村

宿舎・・・・・・
行動班毎に話し合い＆発表準備

（貸切ﾊﾞｽの利用はなし）

13:20 14:40

8:10 8:25 10:25 10:45 13:05

8:30 10:00～10:15 11:00 11:30

14:50

（部屋には戻らない）

宿舎
青木ヶ原樹海：午前探究

※広場までは全体で行き、ﾎﾟｲﾝﾄにｶﾞｲﾄﾞさんに立ってもらう。

ガイド8名＋全体統括1名＝8グループに分かれる

宿舎（昼食） ・・・・・・

■行程について

学校前から貸切バス
にて西湖近辺へ

青木ヶ原樹海にて
森の探究活動

青木ヶ原樹海にて
森の探究活動

行動班毎の話し合い
発表準備

行動班毎に探求発表
全体総括

貸切バスにて学校へ

富士緑の
休暇村

2連泊



「富士緑の休暇村」

■宿泊先について

全館貸切



富士緑の休暇村

学校から約2時間30分／探究エリアまで約10分

探究エリア



宿泊先について■客室について

和室2～4名1室利用（通常は6～8名1室利用）



宿泊先について■入浴について

大浴場利用（通常男女各80名収容を少人数時間差にて）



宿泊先について■食事について

全員一方方向・スクール形式／セットメニュー



全員一方方向／スクール形式



アクリル板もあり



宿泊先について■探究エリアについて





















２．感染症予防対策・
保険について



宿泊先について■貸切バス（日本中央バス）

＜主な取り組み＞

・換気制御装置で走行中も約5分で車内全ての空気が入れ替わります（窓を開けた換気も実施）

・ドライバーはマスクを着用（必要に応じてビニール手袋も装着）
・ドライバーは出勤前と出庫点呼時の2回検温を実施
・出庫前、入庫後などに車内消毒を実施
・バス車内に手指用アルコール消毒液を設置
・運転席周辺に飛沫防止用の透明のビニールシートを設置（状況に応じて）



宿泊先について■宿泊先（富士緑の休暇村）

・アルコール消毒液の設置（玄関、出入口、フロント、パブリックスペースのお手洗い、
エレベーター内、各階のエレベーターホール、食事会場の出入口）

・館内設備の消毒や換気の徹底
・出入口の扉や手すりなど、お客様が手を触れる場所の定期的な消毒の実施
・スタッフは出勤前に必ず体温を計り、健康チェックシートにて体調管理を行う。
・スタッフの手指消毒、マスク着用の徹底
・客室清掃時の人の手が触れることの多い場所(ドアノブ・リモコン・電話機等)の消毒徹底
・客室清掃時の換気、アルコール消毒の徹底

＜主な取り組み＞



宿泊先について■宿泊先（富士緑の休暇村）

項目 例年 今回の実施

利用方 他校同宿・一般客宿泊 全館貸切

客室 6～8名1室利用 2～4名1室利用

食事 セットメニュー セットメニュー

食事レイアウト 向かい合っての食事
スクール形式

一方方向を向いて

入浴 通常通り利用
時間を長く取り、
少人数時間差利用



■加入を予定している保険

1. 国内旅行傷害保険

2. 学校旅行総合保険

3.新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ安心充実ｾｯﾄﾌﾟﾗﾝ
※コロナウイルス用の保険ではございません。



保険種類 補償内容 有責【＝お支払いできる場合】は○印、無責【＝お支払いできない場合】は×印

特別補償保険（国内） 傷害死亡補償、入院・通院見舞金
疾病死亡補償、入院・通院見舞金 ×

「新型コロナウィルス感染症」は「疾病」であり、「傷害」に該当しないため

国内旅行傷害保険(国内)
傷害死亡保険金、傷害入院・通院日額 疾病死亡保険金、傷害入院・通院日額 ×

「新型コロナウィルス感染症」は「疾病」であり、「傷害」に該当しないため

学校旅行総合保険(国内)
旅行参加者条項

傷害死亡、傷害治療費用、救援者費用
疾病死亡 × 疾病治療費用 ×

救援者費用 ○

学校旅行総合保険(国内)
学校条項

学校緊急対応費用
疾病死亡 × 疾病治療費用 ×

旅行変更費用保険
（国内航空機欠航、

新幹線運休補償プラン）
航空機遅延欠航、新幹線遅延運休

いずれも × 天候、ストライキ等に伴う欠航、運休、大幅な遅延が対象のため

なお、帰りの新幹線または航空機が「新型コロナウイルス」の影響により、 運休（欠航）と

なり、旅行団が「延泊」せざるを得なくなった場合の「追加宿泊費用、追加交通費用、追加

食事費用」については対象となります。

※但し、保険の責任期間は「旅行当日及び前日」となりますので、前もっての「減便」や「計画運休」等

は対象になりませんのでご注意ください。

救援者費用 補償項目

(親族現地急行費用 救援者2名分迄)

(現地からの移送費用)

(現地からの帰宅時の追加費用)

(諸雑費：現地交通費、通信費など、3万円程度)

学校緊急対応費用 補償項目

(教職員・親族等派遣費用)

(応対施設借上費用)

(現地からの移送費用)

(葬儀費用)

(諸雑費：現地交通費、通信費など、3万円程度)

■学校旅行総合保険



■新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ安心充実ｾｯﾄﾌﾟﾗﾝ



３．その他ご案内



現地管轄保健所に相談電話 富士・東部保健福祉事務所
〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田1-2-5 ＴＥＬ：0555-24-9033

滞在中にコロナの疑似症が発生 ※ｹｶﾞをはじめ、症状等から明らかに新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽではない場合は、最寄りの病院（滞在中の宿泊施設のかかりつけ医等）を受診。

疑似症生徒の対応可能な医療機関を紹介
重要 この時点で学校にお願いしたいこと

当該生徒が陽性となった場合を想定し、検査結果判明後に速やかに対応できるよう、
次の準備をお願い致します。

①発症2日間前以降における当該生徒の行動歴や他の生徒様との接触状況を確認し、
「濃厚接触の可能性がある者」を抽出する。また、生徒の体調を改めて確認する。
②団体一行での帰宅方法も含めて、その後の計画の見直しを検討する。医療機関を受診、医師による診察

感染の有無についての検査が必要と判断された場合

基本的に抗原検査を実施 ※1

（検査費用は公費、初診料等は自費（保険適用あり）

（その他生徒への対応）

結果判明まで待機 ※2 をお願いする場合あり

陽性の場合

結果判明まで待機 ※2 （入院対応の場合は自費）

入院など、保健所の指示に従って対応

保健所が濃厚接触者を特定 ※3

※保健所には医療機関から発生届けが提出される。
※この時点で、発症2日前以降における「濃厚接触の可能性がある者」が
抽出されていると、より迅速な作業につながる。

入院など、保健所の指示に従って対応
※1 検査結果判明までの迅速性等を考慮し、抗原検査（検査結果判明まで約30分）の実施を基本。
※2 原則として、宿泊中の宿泊施設での待機をお願いする事となります。
※3 濃厚接触者の範囲は、学校による「濃厚接触の可能性がある者」 の抽出結果を踏まえ、保健所が判断。

■新型コロナウイルス感染症似症症発生時の対応フロー



※ホテルから車で約20分

富士・東部保健福祉
事務所

富士緑の休暇村

■新型コロナウイルス感染症似症症 管轄保健所

＜現地管轄保健所＞ 富士・東部保健福祉事務所
〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田1-2-5 ＴＥＬ：0555-24-9033



※ホテルから車で約15分

山梨赤十字病院

富士緑の休暇村

■新型コロナウイルス感染症似症症 想定医療機関

山梨赤十字病院 〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津6663-1 ＴＥＬ：0555-72-2222



※ホテルから車で約23分

富士吉田市立病院

富士緑の休暇村

■新型コロナウイルス感染症似症症 想定医療機関

富士吉田市立病院 〒403-0004 山梨県富士吉田市上吉田6530 ＴＥＬ：0555-22-4111



・旅行実施の2週間前から、本人および同居家族の皆様の検温および健康観察に
ご協力ください。

・ご家庭においても感染予防へのご協力をお願い致します。
（旅行中の手洗い、咳エチケット、マスク着用、持ち物のご準備等）

・出発前に発熱・感染疑いの症状がある場合は参加を取りやめていただきます。
（その際は所定の取消料が発生致します。）

・万が一、旅行中に感染・濃厚接触となった場合は、保健所・医療機関の指示に
従い対応をします。
また、保護者の方に現地まで迎えにきたいただく場合もありますので、ご理解
ご協力をお願い致します。

・食物アレルギーや既往症の事前調査に際し、新型コロナによる重症化リスクの
可能性について、主治医の見解を保護者様から確認して頂きますようお願い
致します。
状況によっては、学校様との協議により参加の是非のご検討をお願い致します。

・ご旅行不参加の場合は、分かり次第、学校様へご連絡をお願い致します。

■保護者の皆様へのお願い



■キャンセル規定のご案内

旅行契約の解除期日 取消料

①前日から起算してご旅行出発日の21日前まで
※参加承諾書ご提出後～2021年10月24日（日）

企画料金相当
（旅行代金の約12％）

②前日から起算してご旅行出発日の8日前まで
※2021年10月25日（月）～2021年11月6日（土）

旅行代金の20％

③前日から起算してご旅行出発日の2日前まで
※2021年11月7日（日）～2021年11月12日（金）

旅行代金の30％

④ご旅行出発日の前日まで
※2021年11月13日（土）

旅行代金の40％

⑤ご旅行出発日の当日まで
※2021年11月14日（日）

旅行代金の50％

⑥ご旅行開始後の解除及び無連絡不参加 旅行代金の100％



安全、安心な旅行の実施に向けて、感染症対策を徹底して参ります。
皆様も新しい旅のエチケットへのご協力、よろしくお願い申し上げます。

本日はご清聴ありがとうございました。

■さいごに




