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計画・実施についてのガイドブック



佐渡島をフィールドとした地域体験学習について

佐渡には、海・山・川あらゆる自然が豊富にあります。
また素朴で温かい佐渡の人情に触れることは、子ども達にとって一生忘れられない
貴重な体験となることでしょう。佐渡の各地にある民泊受入れ家庭の方々も、元気で
イキイキとした子ども達とのふれあいを楽しみにしていらっしゃいます。

佐渡観光交流機構では、佐渡の農業・漁業・文化等を活かした教育旅行での体験
プログラムをご提案・コーディネートしております。
これらの体験は、地域のみなさんのご協力・ご参加のもとに行います。
体験内容の決定に至るまでは、先生方や子ども達のご要望を伺い、受入れ地域と
話し合いを重ねた上で、調整を行っていきます。

このパンフレットは、自然体験・民泊の実施に至るまでのおおまかな流れや、事務
局との連絡体制、当日のスケジュールなどを、ご紹介します。疑問・質問・ご要望など
ありましたら、遠慮なく事務局までお問い合わせください。
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民泊・体験活動の申込から実施まで

① 実施が決まりましたら佐渡観光交流機構 または佐渡市観光課にご連絡下さい。

② ご担当の先生（担任・学年主任）と、旅行会社で日程やスケジュールの調整を
行っていただいたのち、事務局より民泊家庭や地域への手配を行います。
※すでに他の学校より予約が入っているなど、ご希望の地域に添えないところも
ありますのでご了承ください。その年の地域決定はおおよそ３月頃を予定しています。
※事務局スタッフが学校へ訪問して説明することも可能です。
また、現地下見を兼ねて来島される場合には、
佐渡市から旅費の補助制度がありますので、ご相談下さい。

③ 保護者への説明と、子どもの健康状態の把握をお願いします。
提出用ＵＳＢをお送りしますので、書留郵便（レターパック）等で
事務局までお送り下さい。

児童の名前・性別・年齢が書かれた名簿（傷害保険用含む）
・アレルギー ・持病 ・いつも飲んでいる薬 ・夜尿症
書類形式が入っていますので、打ち込んで保存ののちお送りください。

④ 受入れ家庭の決定と児童の振り分けをお願いします。
集落で話し合い、受入れ家庭と、人数振り分け、家庭のプロフィールを
お知らせしますので、先生方で子どもの振り分けをお願いします。
なお、民泊の班は男女別にし、１軒に男子または女子の班が入ります。

※ペットを飼っている家庭もありますので、動物アレルギーにご配慮下さい。
※特別支援学級の児童（軽度）も受入れした実績があります。
ただし、家庭に負担がかからないようメンバー構成等配慮をお願いします。

⑤ 民泊グループごとに、受入れ家庭へお手紙を書いて下さい。→事務局へ送付
・子どもの顔写真、趣味や特技、好きな食べ物、佐渡でやりたい事・・・・etc
このお手紙を、受入れ家庭はとても楽しみに待っています！

⑥ 受入れ家庭から子ども達へお手紙が届きます。子ども達にお渡し下さい。

当日も事務局スタッフが現地にて補助させて頂きます。
どうぞよろしくお願いします。



子ども達からのお手紙の例

民泊実施前に受入れ家庭と子ども達の間で一度お手紙のやりとりをしていただいています。
事前にプロフィールや希望していること、顔写真をやりとりしておくことで、コミュニケーションが
取りやすくなり、相手の顔を知っておくことでスムーズに体験に入る事ができると考えています。

≪入れてほしいこと≫
・学校名 ・学年 ・名前（よみがな） ・顔写真

≪これまでに書いてあった手紙の例≫
・趣味・特技 ・佐渡でやってみたいこと ・食べたいもの、好物 ・苦手な（物・食べ物）

決まったフォーマットはありませんので、自由に作成して下さい。

できあがりましたら事務局までまとめて郵送して下さい。
受入れ家庭に渡した後、受入れ家庭から返事の手紙を書いてもらい、学校へお送り致します。

■民泊後のやり取りについて
民泊実施後は、無事に家に着いた報告やお礼の手紙・・・など「ありがとうの気持ち」を伝えたり、
その後も手紙や年賀状などで交流を続けている方も多くいます。
受入れ家庭が子どもに了解を得た上で連絡先を知ることもありますが、
利用は常識の範囲内、また他に教えることはないようにお願いしています。
また、家族旅行などでお世話になった家庭へ訪問する際は、電話や手紙などで連絡をいれてから
訪問していただくようお願いします。（事務局へ連絡いただければ、家庭にお伝えします。）



事務局にお送り頂きたい書類

民泊前 提出用ＵＳＢ
①子どもの体調把握リスト

・アレルギー ・持病 ・いつも飲んでいる薬
・夜尿症（対応できない場合もあります。）

②引率教諭の携帯番号（当日緊急連絡先）

民泊先へのお手紙

民泊後
保険を使う場合

病院を利用した子どもは保険の請求ができることがあります。

保険証の写しと、領収書コピー、
保護者の連絡先
※保険会社より保護者へ連絡し、保険の手続きをさせていただきます。

３か月前～１カ月前までにはお送り頂きますようお願いします。

※以上の書類は、民泊旅行実施以外の目的に使用することはありません。
また、事務局が得た情報は民泊を円滑に実施するために受入れ家庭の代表者に
伝えることはありますが、第三者、または公に公開することはありません。



民泊スケジュール（モデル）

13：00 民泊地域到着
（集落センター）
対面式

お世話になる方と仲良くできるかな～？
ドキドキ・ワクワクの対面式です！
事前に手紙のやりとりをしているので、
顔はバッチリわかるよね？！

13：15 各家庭へ移動
体験開始

いよいよ待ちに待った佐渡の暮らし体験！
その家の普段の暮らしを体験します。
海へ行ったり、畑で収穫したり、お料理を作ったり・・
思いっきり楽しんで一番の思い出を作って下さいね！

16：00頃 夕食の支度～
夕食・入浴

積極的にお手伝いしてお家の方と一緒にご飯作りをしま
しょう。めずらしいお魚や海の幸が食卓に乗るかも？！

19：00頃 団らん お家の方といろんなお話をしましょう。
佐渡のこと、昔の話・・・おしえてくれますよ。

21：00 就寝 早寝早起きを心がけましょう。

※興奮して寝付けない、目が覚めてしまうお子さんもい
るようです。

6：00頃 起床

7：00頃 朝食
家庭作業

朝食も積極的にお手伝いしましょう。
お弁当づくりなども・・・

10：00 集落センター
集合

全員・班別体験 地域ごとに、みんなで取り組める体験があります。
他の班の友達とも合流してひとつの体験に取り組みます。

12：00 昼食 お弁当・郷土料理など

13：00

13:20

お別れ式

出発

お世話になった方々に感謝の気持ちを伝えましょう。

バスに乗るなどして、地域を離れます。

農家・漁家民泊 （１泊２日 ３食 夕・朝・昼）
受入れ最大 ７０軒 ２００名（１家庭に３～５人）



民泊中の活動について

★対面式

★お別れ式

司会：子ども達
①挨拶 ②民泊のめあて発表 ④地域の方々の自己紹介
⑤先生の言葉 ⑥握手・自己紹介 ⑦解散

２８年度に実施した学校の例です。

司会：子ども達
①挨拶 ②感想発表 ③サプライズ発表 ④地域の方々の感想
⑤先生の言葉 ⑥握手 ⑦お別れ
※サプライズ発表・・・歌、お手紙を手渡すなど、感謝の気持ちを込めて発表

★民泊中の体験について
佐渡は海・山・両方に恵まれている土地であるため、多くの集落では

半農半漁で生活が成り立ってきました。しかし、ここ近年は生活環境が変わり、会社勤めの
方もいらっしゃいます。
天気がよければ海で釣りをしたり、海岸散策をしたり、畑で収穫をしたりする

お宅が多いです。雨なら家や納屋で出来るお手伝いや、お料理、おばあちゃんと百人一
首・・・など室内体験を各家庭が用意してくれています。

佐渡の民泊では「人と人の心のふれあい」を目的にしていますので、
どの体験でもきっと子ども達の心に残り、また来たい、また会いたいと思う
貴重な体験になることでしょう。

また
来てくれっちゃ～

★地域共同体験について

佐渡の民泊では、その地域に泊まった全員が集まってひとつの体験に取り組む「共同体
験」も組み込んでいます。２～３時間程度、民泊先のお父さんお母さんの他にも地域の方々、
その道の達人と一緒に「地域のなりわい」を体験します。

体験メニューは地域ごとに特色があり、郷土料理づくりや農漁業、芸能などで、数種類の
中から選んでいただく形を取っています。



緊急連絡先・佐渡島内主要病院一覧 局番（０２５９）

佐渡総合病院
休日急患センター

千種１１３－１ ６３－３１２１

佐渡市立相川病院 相川広間町７ ７４－３１２１

佐渡市立両津病院 浜田１７７－１ ２３－５１１１
（外来受付専用）
２３－３４３４

佐和田病院 八幡町３３２ ５７－３３３３

羽茂病院 羽茂本郷２２ ８８－３１２１

主要病院

佐渡観光交流機構 23-5230

佐渡市観光振興課 67-7944

救急連絡先一覧
佐渡市消防中央消防本部 八幡５８ ５１－０１１９

佐渡市消防両津消防署 両津湊３４３－３７ ２７－３５５５

佐渡市消防両津消防署海府分遣所 鷲崎９１７－１ ２６－２５１１

佐渡市消防相川消防署 相川栄町２７ ７４－０１１９

佐渡市消防相川消防署高千出張所 高千１０１４－１ ７８－２０４５

佐渡市消防南佐渡消防署 羽茂本郷１９６－２ ８８－３１１９

佐渡市消防南佐渡消防署前浜分遣所 松ヶ崎８４４ ８１－２５５０

佐渡海上保安署 両津夷１ ２７－０１１８

佐渡西警察署 相川羽田町７４ ７４－０１１０

佐渡東警察署 両津湊３５１－８ ２７－０１１０

佐渡保健所 相川二町目浜町２０－１ ７４－３３９９



民泊体験学習 緊急時連絡体系（現地スタッフ・先生）

担任が確認
①子どもの名前
②事故の内容
③ケガの様子
④搬送先の病院

事務局スタッフが確認
①搬送先の病院
②民家の人を自宅に送る

事故児童の担任
①子どもの家庭に連絡
②搬送先に向かう
③搬送先から引率教諭に経過報告
④様子をみて指示に従う

引率教諭
①本部待機・指示
②情報収集
③別の子どもの対応

養護教諭
①本部待機
②別の子どもの対応

段階１

段階２

段階３

・民泊先がすぐに救急車必要と判断した場合は
先生方への連絡前に１１９番することもあります。
第一報は先生の携帯か事務局スタッフです。



保険について ～安心と安全のために～

安全面には事前のアレルギー確認からはじまり、受入れ家庭には、可能な限りの対策と指導を行な
いますが，万一に備えて児童ひとりひとりに保険に加入して頂きます。また、受入農林漁家には、賠償
保険への加入をお願いしています。加入手続き、保険金支払いについての保険会社との連絡は事務
局で行います。

■普通傷害保険（児童向け）
民泊地域の集合から解散まで
◎死亡・後遺障害 300万円
◎入院保険金 １日3,000円
◎通院保険金 １日1,500円

<死亡・後遺障害・入院通院の傷害事故>
・体験活動中に誤って、ため池に落ちて死亡した。 ・カマで自分の指を切ってしまった。
・階段から落ちて、だぼくした。 ・やけどをしてしまい、病院で手当てを受けた。 等
<賠償責任>
・民泊先で備品を壊してしまった。 ・他の参加者に誤ってケガをさせてしまった。
・釣り針で他人の衣服を破ってしまった。 等 （国内旅行総合保険の対象内容）
※旅行中の、持病の悪化、また持病が原因で引き起こされた病気については保証対象外です。
（例）ぜんそく持ちの子が、宿泊中にぜんそく症状が出た。アレルギー症状。

■宿舎賠償責任保険（受入れ家庭向け）
佐渡市内での佐渡地区農山漁村体験推進協議会側の責任による事故に対しての賠償責任保険です。
◎施設賠償責任(施設・体験会場で)

対人 １人7,000万円（1事故1億円）
対物 １事故1,000万円

◎生産物賠償責任(食中毒など)
対人 1人7,000万円（1事故・期間中1億円）
対物 1事故・期間中200万円

<施設賠償責任＋生産物賠償責任>
・体験道具の不備により、ケガをさせてしまった。 ・提供した料理で食中毒を起こしてしまった。

※集合地から宿泊地や体験学習先までの送迎に、受入家庭等の自家用車を使用した場合、事故等に
は当該車両の自動車保険での対応となります。

取引保険会社名
共栄火災海上保険株式会社 新潟支社 佐渡事務所

〒952-0014 佐渡市両津湊145中村ビル２階
電話 （0259）27-7277
FAX （0259）27-7276

児童・受入れ家庭にはそれぞれ
保険をかけています。加入は事務局で
手続きを行います。（学校で加入する
保険とは別にかけています）


