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２ 教 高 第 944 号
令 和 ２ 年 10 月 ７ 日

県 立 学 校長

様

高校教育課長
特別支援教育課長

修学旅行 等の実施に向けた最大限の配慮 について
修 学 旅 行等については、各校において 、「 県立学校における学校行事に関す る
ガ イ ド ラ イン」（令和２年８ 月 11 日現在）等に 基づき、感染状況を慎重に見 極
めながら、実施時期の変更や、旅行先、旅行日程の見直しも視野に入れつつ、適
切 な 計 画 を検討していただいている ところですが、この度、文部科学省から、別
添 写 し の とおり、修学旅行の実施 を取りやめる場合も、中止ではなく延期扱い と
したり、既に取りやめた場合においても、改めて実施することを検討したりする
等の、修学旅行の実施に向けた配慮について、周知依頼があったので、お知らせ
します。
つ い て は、引き続き、修学旅行等の実施に向け、検討を行うよう、 お願いし ま
す。
な お 、最 大限 配慮した結果 とし て、本年度 中に実施予定であった修学旅行を 来
年 度 に 延 期 することは 、差し支えないことを 、申し添えます。

〈問い合わせ先 〉
高校教育課 教育指導グループ
担当 近藤 啓
ＴＥＬ：089-912-2953
ＦＡＸ：089-912-2949
特別支援 教育課 教育指導グループ
担当 安部 良次
ＴＥＬ：089-912-2967
ＦＡＸ：089-912-2964

㊢
修学旅行等の実施に向けた配慮をお願いするものです。
事
務
連
絡
令和２年１０月２日
各都道府県教育委員会担当課
各指定都市教育委員会担当課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く各国立大学法人担当課
附属学校を置く各公立大学法人担当課
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第１２条
第１項の認定を受けた各地方公共団体の担当課

御中

文部科学省初等中等教育局児童生徒課

修学旅行等の実施に向けた最大限の配慮について
修学旅行等の実施については、それぞれの実情等を踏まえて、各学校や学校設
置者において適切に御判断いただいているところと思います。
今年度未実施の学校におかれては、かねてよりお願いしているとおり、修学旅
行等の教育的意義や児童生徒の心情等を考慮し、当面の対応として修学旅行等
の実施を取りやめる場合も、中止ではなく延期扱いとしたり、既に取り止めた場
合においても、改めて実施することを検討したりするなどの配慮をお願いしま
す。
延期扱いとする場合においては、年度末の３月末日までの実施を検討するよ
う最大限の配慮をお願いします。当初の計画どおりの実施が難しい場合であっ
ても、感染の拡大防止策を適切に講じた上で、近距離での実施や旅行日程の短縮
など実施方法の適切な変更等について御検討いただくなどの配慮をお願いしま
す。
また、１０月１日から東京都発着も含め全国の旅行が Go To トラベル事業の
対象となりました。修学旅行等は、特例として令和３年３月までに実施する旅行
も対象となり得ますので、具体的な旅行の日程と同事業による割引の可否につ
いては旅行業者等や Go To トラベル事務局と適宜御相談いただきますようお願
いします。
修学旅行等の実施にあたっては、「修学旅行等における Go To トラベル事業の
活用等について」
（令和２年９月２５日付け文部科学省初等中等教育局児童生徒
課・国土交通省観光庁参事官（旅行振興）事務連絡）でお知らせした「２．修学
旅行等に関する参考情報」に加え、全国にある国立青少年教育施設も宿泊施設等
として利用できますので、別添資料を参考にしてください。また、旅行業者等と
の契約にあたっては、標準旅行業約款等に基づき、適切に御対応いただきますよ

うお願いします。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、修学旅行等を中止や延期した
ことにより発生したキャンセル料等については、各自治体の判断により、今年度
補正予算に計上されている「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
金」の活用が可能ですので、必要に応じ、活用について御検討いただきますよう
お願いします。

＜添付資料＞
別添 国立青少年教育施設を修学旅行で利用してみませんか？
※独立行政法人国立青少年教育振興機構のサイトにて、修学旅行等のモデル
プランを紹介しています。https://www.niye.go.jp/training/shugakuryokou/
※修学旅行等での利用にあたっては、機構版 FAQ も参考にしてください。
https://www.niye.go.jp/training/shugakuryokou/shugakuryokoufaq.html

＜本件連絡先＞
文部科学省初等中等教育局児童生徒課
電話：03-5253-4111（内線 2389）
＜国立青少年教育施設について＞
独立行政法人国立青少年教育振興機構
電話：03-6407-7752（広報担当）
＜Go To トラベル事業に関する相談窓口＞
電話①：0570-017345
電話②：03-6747-3986
（受付時間：10 時～19 時 ※年中無休）

別添

国立青少年教育施設 を

してみませんか？

国立青少年交流の家・国立青少年自然の家
■学校団体の利用料は無料！
（1人1泊につきシーツ洗濯料 300 円 + 食事代 3 食 1,670 円程度）

■広大な敷地で大人数受入可能。
充実した研修設備や活動環境が整っています！

国立オリンピック記念青少年総合センター
■低廉な利用料金！
（学校団体は宿泊利用料１人１泊1,830円～）

■東京都心へのアクセス良好！

スキー・スノーボード

※

スノーシューハイク

フォトスタンド作り

天体観測

当機構の施設は Go To トラベル登録宿泊事業者ではありませんが、日帰り利用や他の登録宿泊事業者の宿泊を含む宿泊利用等において、
交通費や体験にかかる費用等について給付金交付対象になる可能性があります。詳細は、担当する各旅行会社等にお問い合わせください。
（令和２年１０月現在）

各施設の情報一覧
施設名（所在地）

※
※2
宿泊定員 ※1 宿泊室数

電話番号

1 大雪青少年交流の家（北海道美瑛町）

0166-94-3121

400人

2 日高青少年自然の家（北海道日高町）

01457-6-2311

3 岩手山青少年交流の家（岩手県滝沢市）

活動プログラム

56

ハイキング、スノーシューハイク

400人

49

ハイキング、スノーシューハイク

019-688-4221

400人

89

創作活動、そり遊び、雪合戦

4 花山青少年自然の家（宮城県栗原市）

0228-56-2311

400人

27

御駒山ハイキング、かんじきハイキング

5 磐梯青少年交流の家（福島県猪苗代町）

0242-62-2530

400人

68

天体観測、スキー・スノーシュー等各種冬季野外活動

6 那須甲子青少年自然の家（福島県西郷村）

0248-36-2331

400人

27

白河だるまの絵付け、スノーハイキング、そりすべり

7

03-3469-2525

1,500人

910

8 赤城青少年交流の家（群馬県前橋市）

027-289-7224

400人

76

登山、クラフト、オリエンテーリング

9 信州高遠青少年自然の家（長野県伊那市）

0265-96-2525

300人

14

地域の史跡巡り、そり遊び、天体観測、野鳥観察

10 妙高青少年自然の家（新潟県妙高市）

0255-82-4321

300人

41

ハイキング、アルペン・歩くスキー

11 立山青少年自然の家（富山県立山町）

076-481-1321

300人

19

クロスカントリースキー、チューブそり、かんじきハイク

12 能登青少年交流の家（石川県羽咋市）

0767-22-3121

400人

41

アーチェリー、砂像づくり

13 若狭湾青少年自然の家（福井県小浜市）

0770-54-3100

300人

41

海の環境学習、ハイキング

14 中央青少年交流の家（静岡県御殿場市）

0550-89-2020

500人

68

ウォークラリー、山中湖周辺トレッキング

15 乗鞍青少年交流の家（岐阜県高山市）

0577-31-1011

400人

53

乗鞍岳登山、星空観察、スキー、スノーボード

16 曽爾青少年自然の家（奈良県宇陀郡）

0745-96-2121

400人

52

登山、ハイキング、星座観察、森林環境教育プログラム

17 淡路青少年交流の家（兵庫県南あわじ市）

0799-55-2695

400人

80

防災教育プログラム、ウミホタル観察

18 吉備青少年自然の家（岡山県吉備中央町）

0866-56-7231

300人

8

19 三瓶青少年交流の家（島根県大田市）

0854-86-0319

400人

84

登山、歩くスキー、まが玉作り、ボルダリング

20 江田島青少年交流の家（広島県江田島市）

0823-42-0660

400人

60

カッター研修、ウミホタル観察、江田島焼き、江田島クラフト

21 山口徳地青少年自然の家（山口県山口市）

0835-56-0113

300人

10

登山、ノルディックウォーク、ナイトウォーク、天体観察

22 大洲青少年交流の家（愛媛県大洲市）

0893-24-5175

400人

52

カヌー、スポーツクライミング、マウンテンバイク

23 室戸青少年自然の家（高知県室戸市）

0887-23-2313

300人

26

星空観察、流木クラフト

24 夜須高原青少年自然の家（福岡県筑前町）

0946-42-5811

300人

28

夜須高原アドベンチャーウォーク、クラフト活動

25 諫早青少年自然の家（長崎県諫早市）

0957-25-9111

400人

48

登山、ハイキング

26 阿蘇青少年交流の家（熊本県阿蘇市）

0967-22-0811

400人

60

ジオパーク学習プログラム、防災プログラム

27 大隅青少年自然の家（鹿児島県鹿屋市）

0994-46-2222

300人

27

登山、ハイキング、星空観察

28 沖縄青少年交流の家（沖縄県渡嘉敷村）

098-987-2306

160人

35

スノーケリング、大型カヌー、平和学習

オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区）

※

各種スポーツ活動、東京散策

カッター活動、天体観察、ハイキング、ウォークラリー

安心してご利用いただくために、各施設では地域の実情に対応した「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を策定し、
手指の消毒やアルコール消毒、マスク着用の徹底に加え、みなさまに安心してご利用いただける環境整備に取り組んでいます。
※１

新型コロナウイルス感染症対策のため、当面は上記の宿泊定員より少ない宿泊定員としています。

※２

宿泊室数はユニット等が含まれます。

モデルプラン（北海道：国立日高青少年自然の家）２泊３日
6:00

起床

8:00

朝食

10:00

12:00

羽田空港

千歳空港

出発

到着・出発

14:00

国立アイヌ民族博物館

スキー、スノーボード
（日高国際スキー場：徒歩15分程度）

ウポポイ到着、昼食

16:00

18:00

自然の家

出発

到着

スキー、スノーボード

昼食

20:00

22:00

夕食

入浴

就寝

夕食

入浴

就寝

このほか、修学旅行でのご利用に関する情報は
QRコードにアクセスしてご覧ください

24:00

（トマムスキーリゾート：車で約1時間）

起床

朝食

自然の家
出発

千歳空港
到着

昼食

千歳空港
出発

羽田空港
到着

https://www.niye.go.jp/training/shugakuryokou/

Web https://www.niye.go.jp/

