
長崎県立佐世保西高等学校様
令和2年度修学旅行について

（株）近畿日本ツーリスト九州長崎支店

植野 花菜/河添 行和



方面・修学旅行行程について



１．方面について

＊学校様と方面を検討した中で北陸・関西地方
に決定致しました。

なぜ北陸・関西地方か？

①移動：新幹線と貸切バスでの移動
往路：博多駅⇒名古屋駅 復路：京都駅⇒博多駅
・最も感染者数の多い東京都内を避けることが可能
・貸切バスでは不特定多数の人との接触がない

②別の団体の北陸・関西地区への変更が少ない



 

ご旅行行程表（予定）   

 

 

 

 

長崎県立佐世保西高等学校 様 
 

行 先 

 

北陸 旅行日 令和2年12月14日（月）～17日（木） 人 員 
生徒 240名 

引率  12名 

支店長 河添 行和 

担当者 植野 花菜 

 期    日 行                                              程 宿  泊  地  

1 
12/14 

(月) 

    
  のぞみ22号（昼食：弁当）                                     （夕食） 

学校 ＝＝＝＝ 博多駅 □■□■□■□ 名古屋駅 ＝＝＝＝＝＝＝ 名古屋地区研修 ＝＝＝＝＝＝ ホテル 

7:30          10:00//10:39             13:58着//14:30頃        

 

 

大津地区 

ひだプラザホテル 

2 
12/15 

（火） 

   
（朝食）        （昼食:レストラン）                           （夕食）    

ホテル ＝＝＝＝ 高山地区散策 ＝＝＝＝＝ 白川郷散策 ＝＝＝＝＝ ホテル 

 

           

金沢地区 

KKRホテル金沢 

 

金沢ニューグランドホ

テル 

3 
12/16 

（水） 

                        （徒歩、各自公共交通機関を利用）                                                     

ホテル  ・・・・・・・・・・ 金沢市内班別自主研修 ・・・ 金沢駅 ＝＝＝＝＝＝＝＝ ホテル 

            

 

金沢地区 

ANAクラウンプラザホ

テル金沢 

 

4 
12/17 

（木） 

 （朝食）                         （昼食）               のぞみ31号                                                         

ホテル ＝＝＝＝＝ 東尋坊遊覧船 ＝＝＝ レストラン ＝＝＝ 京都駅 □■□■□■□ 博多駅 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 学校 

   14:00//14:23発         17:06着//17:30              19:45頃 

          ※120名に分けて30分程度 

          ※残りの120名についてはお土産購入など 

 

交通機関・道路事情などにより変更になる場合がございます。 



なぜ『金沢』で班別自主研修？

ポイント①
班別行動に適したまち

ポイント②
災害リスクが少なく、安全性が高いまち

ポイント③
城下町の風情や文化的景観が残るまち

ポイント①
班別行動に適したまち



ご旅行代金について



初回引落し 支払額
回数・
預入期間

サービス
額

支払総額 満期日

毎
月
払
い

2019年
9月27日

＠11,535円 13回 45円 149,955円
2020年
10月26日
（月）

一
括
払
い

2019年
9月27日

＠148,393円
1回

（13か月）
1,607円 148,393円

2020年
10月26日
（月）

１．現状の修学旅行代金積立について

2020年9月14日（月）現在の積立状況について
一括支払いコース：＠148,393円

毎月支払いコース：＠138,420円（12回お支払い済み※強制解約を除く）
残り1回（＠11,535)



１．ご返金について

①ご返金金額について
積み立て金額（毎月：＠149,955円、一括：＠148,393円）-国内修学旅行代金（＠83,000以内）
-＠330（振込手数料）
⇒ご返金金額となります。

②ご返金口座について
1.弊社修学旅行代金積立プランにご登録の方
⇒積立プラン申込書記入時の口座にご返金

2.弊社修学旅行代金積立プランにご登録ではない方
⇒振込み口座記入用紙をお渡し、記入後FAXでのご返送

③ご返金時期について
修学旅行終了後になります。
（具体的な日程：未定）



GOTOトラベルキャンペーン適応について
【概要】国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行の1/2相当額を支援。

⇒修学旅行は適応になります。
※今後の状況によっては変更になることもあります。

（例）旅行代金：80,000円の場合（3泊4日）
1泊あたりの補助金上限（旅行代金割引：14,000円 地域共通クーポン：6,000円）
旅行代金割引：28,000円
地域共通クーポン：１２，０００円



新型コロナウイルス対応について



新幹線でのコロナウイルス対策について

①車内での取り組み
〇換気
空調装置や乗務員による窓の開放等により、外の空気と入換えを行っています。
※通新幹線車両は概ね6～8分程度で車内の空気が外の空気と入れ換わっています。

〇消毒・抗菌
ウイルスの繁殖を長期間抑制できる抗ウイルス材（※）の噴霧により、車内の抗菌加工を施してまいり
ます。
※インフルエンザウイルス（H3N2）、ネコカリシウイルス（ノロウイルス代替）への効果が確認されてい
ます。
※抗ウイルス材は天然由来の物質で構成されており、薬品等の人工的に生成した化学物質は使用して
おりません。

※JR東海、JR九州HP参照



貸切バスでの対応について

＊運行中、乗務員・ガイドともにマスク着用にて運行
＊乗務員の健康管理の徹底（乗務前点呼時の検温及び手洗い・うがいの徹底）
＊運行中、車内窓開けによる換気(固定窓の大型1台ありますがこの車両はバイレベル・強制換気機能に
て対応中）
＊エアコン外気導入モードでの運行（約5分で車内換気が出来ます）
＊運行ごと及び待機中での車内清掃及びアルコールによる消毒
＊車内アルコール（消毒液）の設置

利用予定バス会社：東彼観光バス方針



貸切バスでの対応について

利用予定バス会社：東彼観光バス方針

＊除菌バス（除菌液噴霧器）を全車両導入 ｛コロナ対策ではありま
せんでしたがノロウイルス・インフルエンザ予防の為｝
＊日本バス協会作成「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」
に基づき感染防止策の実施
＊飛沫感染防止用仕切り（現在試作中）添付画像あり・台数制限有
＊車両にお客様用予備マスク積込 ・枚数に制限がございます。



弊社での取り組みについて

（１）主な感染経路である飛沫感染と接触感染のそれぞれのリスクに応じた場面ごとの対策検討

（２）飛沫感染は、換気の状況を考慮しつつ、人と人の距離をどの程度確保できるか等を検討

（３）接触感染は、他社と共有する物品や手を触れる場所の頻度を特定し、対策を検討

３つの密（密閉・密集・密接）の対策として下記事項について留意します。

対策にあたっての考え方

お客様へのお願い

感染予防対策事前指導

健康観察

旅行参加の判断について

・手洗いや咳エチケット、乗物乗車中や食事中、大浴場利用中の会話を控える等ご協力ください

・発熱、体調不良、感染の疑いのある症状があった場合は医療機関にご相談ください

・同居のご家族も含め、出発前の体調確認にご協力ください



集合場所

輸送機関（車両換気について）

広い場所の確保

集合方法

・可能な限り、開放した広い場所を確保（駅や空港などに事前確認）

・クラスや列の間隔・前後の隊形を考慮（学校様と検討）

バス

JR

＊貸切バス車内の換気による空気の完全入替に必要な時間 ５～６分（常時作動）

＊車両内の換気による空気の完全入替に必要な時間 ６～８分（常時作動）

【参考】 バ ス ：日本バス協会ガイドライン参照
http://www.bus.or.jp/news/covid-19guideline_v2.pdf

新幹線 ：鉄道連絡会ガイドライン参照
http://www.mintetsu.or.jp/association/news/2020/15261.html



付帯保険について

学 校 保 険国内旅行傷害保険（「集合」～「解散」補償タイプ

Railway（学生用）（修学旅行変更費用保険）

●E54タイプ
死亡・後遺障害保険金額

→658万円
入院保険金日額

→7,500円
手術保険金
→入院保険日額の10倍または5倍
通院保険金日額

→4,500円
賠償責任保険金額（免責0円）

→1,000万円

●J1タイプ
学校緊急対応費用（1名あたり）

→30万円
学校賠償責任

（対人）→1名あたり5,000万円
1事故あたり10億円

（対物）→1事故あたり5,000万円
弔慰費用

→50万円

●往復タイプ
支払限度

→30,000円



付帯保険についてよくある質問

Ｑ1．新型コロナウイルスが原因の場合に、入院や通院費が補償される保険はありますか。
Ａ1．ありません。

Ｑ2． 被災者本人の滞在費を補償する保険はありますか。
Ａ２．ありません。

Ｑ3.復路の予定列車が新型コロナウイルスの影響で欠航・運休となりました。この場合は「Railway」は対象とな
りますか。
Ａ3． いずれも新型コロナウイルスを理由とした欠航・運休等は「保険金をお支払できない主な場合」に該当し、お
支払対象とはなりません。

＊実際の保険金請求に当たっては個別に支払いの可否や金額を保険会社に確認
致しますので、詳細は改めてお問い合わせください。＊

（株)近畿日本ツーリスト九州長崎支店
０９５-824-1910



付帯保険について（追加保険）

『コロナお守りパック』

新型コロナウイルス感染症（Covid-19）を補償し、
旅行参加者に安心をお届けする新しい保険パッケージです。

（国内旅行傷害保険＋新型コロナウイルス感染症一時金特約、メディカルアシストサービス付帯）

※ ㈱近畿日本ツーリスト北海道、㈱近畿日本ツーリスト東北、㈱近畿日本ツーリスト関東、㈱近畿日本ツーリスト首都圏、㈱近畿日本ツーリスト中部、㈱近畿日本ツーリスト関西、

㈱近畿日本ツーリスト中国四国、㈱近畿日本ツーリスト九州、㈱近畿日本ツーリストコーポレートビジネスの各社をいいます。

①旅行中に新型コロナウイルスに罹患し、発病した場合に一時金をお支払い
【新型コロナウイルス感染症一時金特約】

②旅行中に偶然な事故によりケガを負われた場合、所定の保険金をお支払い
【国内旅行傷害保険】

③救急専門医常駐の相談窓口が、傷病時の対処方法などをアドバイス
【メディカルアシスト】



新型コロナウイルス感染症一時金特約

旅行者本人
の感染

下記のいずれかに該当した場合、被保険者1名に対し3万円をお支払いします。

旅行行程中または旅行行程が終了した日から14日以内に新型コロナウイルス感染症を
発病したとき

旅行同行者
の感染

旅行行程中に、被保険者の旅行同行者*が新型コロナウイルス感染症を発病したとき
*「旅行同行者」とは以下のいずれかに該当する方をいいます。

①被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方で被保険者に同行する方
②被保険者が参加する「添乗員を有する企画旅行」に参加する方
③被保険者が参加する企画旅行の添乗員

参加者が団体旅行終了後10日後に、体の不調を
感じ病院でPCR検査を受診。
新型コロナウイルス感染症の発病を確認。

20名が参加した団体旅行（添乗員付）で、
旅行行程中に参加者1名が体調不良により病院へ。
新型コロナウイルス感染症の発病を確認。

発病した本人に3万円をお支払い 旅行参加者全員に3万円をお支払い

Point１

CASE１ CASE２


