令和 2 年度修学旅行事前説明会
令 和 ２年 ８ 月 １ 日(土)
志木市立志木第二小学校
１

はじめに

２

目的

①自然や地理、文化遺産等にふれ、先人の働きを理解する。
②各自の課題追及学習の場として、総合的な学習に役立てる。
③社会のマナーを身に付ける。
④集団行動のルールを守り、健康と安全に気を付けて行動する。
↓
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を最優先として、実施の方向で検討
３

期日
令和 2 年 9 月 8 日(火)～9 日(水)

４

場所
栃木県日光市方面 他
【主な見学場所】
・国会議事堂 ・華厳の滝
【宿泊場所】

・中禅寺湖

・戦場ヶ原

光徳温泉『日光アストリアホテル』
〒321-1661 栃木県日光市光徳温泉
【緊急連絡先】
日光市民病院 栃木県日光市安良沢 1752-10
奥日光診療所 栃木県日光市中宮祠 2578-22
県西健康福祉センター 栃木県鹿沼市今宮町 1664-1
今市健康福祉センター 栃木県日光市瀬川 51-8
５

・湯滝

・東照宮

TEL:0288-55-0585
TEL:0288-50-1188
TEL:0288-55-0501
TEL:0289-64-3028
TEL:0288-21-1066

行程
志木第二小学校 7:30 → 9:45 国会議事堂・議員会館(昼食) 12:15 →

9/8(火)

→（第二いろは坂）→ 15:20 華厳の滝 16:20 →(中禅寺湖・戦場ヶ原)→
→ 16:35 光徳温泉『日光アストリアホテル』

『日光アストリアホテル』 9:00 → 9:10 湯滝 9:30 →(戦場ヶ原・中禅寺湖)
→(第一いろは坂)→ 10:30 磐梯日光店 …(徒歩)… 五重の塔 …(徒歩)…
9(水)
… 10:45 東照宮(記念撮影・グループ見学) 12:15 …(徒歩)…
… 12:30 磐梯日光店（昼食） 13:30 → 16:00 志木第二小学校

６

コロナ対策
基本

バス

〇原則マスク着用

〇手洗い・うがいの徹底

〇対面的な活動の自粛

〇健康管理の徹底

〇ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽの確保
〇ゆとりある時間配分

〇バス増台による車内のｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽの確保
※ 『Go to ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ』を活用
〇常時換気（5 分間で空気入換）
〇バスレクの自粛(主にＤＶＤ鑑賞)
〇一部屋 4 人以内(10～12 畳)
〇上履きを持参(館内のスリッパは使用不可)
〇一般客の受け入れはなし(志木二小で貸切)
〇食事は 2 部制
・全員前向き

ホテル

・配膳等は全てスタッフ
・一人一席(テーブルの間隔は 80cm 以上)
〇入浴等はローテーション
・【食事】⇔【入浴・土産買い物】
・入浴は 20 人以下で入替
〇飲料水は各自持参したコップを使用
〇就寝時は頭を壁側

見学場所

〇人数制限等によるｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽの確保
〇アルコール消毒の設置
〇スタッフ等のマスク着用の徹底
〇一般客の入場制限

磐梯日光店
(昼食場所)

〇飛沫感染防止の工夫
・衝立の設置
・ビニールシートの設置

７ 旅行費用及びキャンセル料
【旅行費用見積（一人あたり）】
貸切バス代(240,900 円×３台÷９７人)

7,450 円

宿泊費(1 泊 2 食)

8,800 円

食事代(議員会館 1,000 円、磐梯日光店 1,100 円)

2,100 円

拝観入場料(華厳の滝ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 290 円、東照宮 405 円)

695 円

諸経費(有料道路・駐車料金、保険料、企画料、添乗員経費等)
合計
【キャンセル料】
２１日前(～8/18(火)) 8～20 日前(8/19(水)～) 2～7 日前(9/2(水)～)
０％
２０％
３０％
0円
4,224 円
6,337 円
※ 延期して中止した場合 ＋330 円

2,079 円
21,124 円

前日(9/7(月))
４０％
8,449 円

当日(9/8(火))
５０％
10,562 円

８

『Go to キャンペーン』について

〇国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の 1/2 相当額を支援。
〇一人一泊あたり 2 万円が上限（日帰り旅行については 1 万円が上限）
〇連泊制限や利用回数の制限なし
〇支援額の内、①７割程度は旅行代金の割引に、②３割程度は旅行先で使える地域共通ｸｰﾎﾟﾝとして付与。

バスの増台にかかる費用に充てる
↓

集金額は変えずバス増台が可能

９ 持ち物
【服装】
・普段着 ・靴下 ・上着(日光は 10℃以下になることも…)
・紅白帽(ゴム紐の確認を！) ・名札 ・マスク
【リュック】（バスの座席に持ち込みます）
持ち物

ﾁｪｯｸ

・履き慣れた運動靴

持ち物

しおり

常備薬（酔い止め等）

筆記用具

マスク予備（２～３枚）

水筒（お茶類）

腕時計（班で一つ）

雨具（折畳み傘、カッパ）※両方

財布（小遣い 2,000 円）

エチケット袋（２～３枚）

健康観察ｶｰﾄﾞ（2 学期も毎日使用）

ﾁｪｯｸ

ビニール袋（２～３枚）
タオル、ハンカチ、ティッシュ
【カバン】（バスの下のトランクに入れます）
持ち物

ﾁｪｯｸ

持ち物

着替え（洋服、靴下、下着）

上履き

入浴道具（タオル大小）

コップ

洗面道具（くし、歯ブラシ等）

手提げ袋（エコバッグ(土産用)）

ビニール袋等（浴室へ移動の際 等）

ドライヤー（班で一つ）

寝間着（長袖がおすすめ）
体温計（デジタル）
※ すべての持ち物に記名
※ 貴重品等は自己管理、自己責任

ﾁｪｯｸ

10

献立 ※アレルギー関係で必要な方には、材料等の詳細資料をお渡ししますのでお申し出ください。
【１日目夕食】
・魚料理（ｻｰﾓﾝﾊﾟｲ包み焼ﾄﾏﾄｿｰｽ添え）
・コーンスープ
・サラダ（ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ、ｿｰｾｰｼﾞ、ﾌﾟﾁﾄﾏﾄ）
・肉料理（ﾛｰﾙｷｬﾍﾞﾂ&ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ、ﾛｰｽﾄﾁｷﾝ、ｷｬﾛｯﾄ、ｸﾞﾘｰﾝｱｽﾊﾟﾗ、ｺｰﾝ）
・ライス
・デザート（ﾌﾟﾁｽﾄﾛﾍﾞﾘｰｹｰｷ）
・オレンジジュース
【２日目朝食】
・プレーンオムレツ&トマトケチャップ
・ソーセージ
・ベーコン
・茹で野菜（ｷｬﾍﾞﾂ、人参、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ）
・ポテトサラダ
・バナナ
・ツナサラダ
・コンソメスープ
・パン
・ヨーグルト
・オレンジジュース
【2 日目昼食（大杯膳）】
・湯波ご飯
・玉子スープ
・メンチカツ
・唐揚げ
・ウインナー
・キャベツ
・焼きそば
・ハンバーグ
・豆の華
・卵焼き
・きんぴらごぼう・オレンジ

・シュウマイ
・乳酸飲料

１１ 留意事項
〇本人及び同居家族への健康観察もお願いいたします。
〇御家庭においても感染予防への御協力をお願いいたします。
〇出発前に発熱・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。
〇ホテル内において、万が一、風邪の症状がでた場合、念のために隔離の体制をとらせ
ていただきます。
※必要に応じて、お迎えに来ていただきますので、必ず連絡が取れるようにしてくだ
さい。
〇万が一、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
応いたします。
以上のことを踏まえ、3 日(月)までに参加意向調査を御提出くださ
い。
↓
保護者の皆様の御意見を参考にして、総合的に判断して修学旅行の実施の可否を決定い
たします。御理解・御協力をよろしくお願いいたします。

