
令和３年度 トム・ソーヤ オータムキャンプ(小４～中学生) 実施要項 

１ 日時  令和３年９月 11日(土)～９月 12 日(日) １泊２日４食付き 

２ 場所  静岡市南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家及び井川本村 

３ ねらい 

(１) 井川の自然の中でテントをはって宿泊したり、収穫体験をしたりすることで、自然に対する感謝する心

や、環境を大切にしようとする心情を育む。

(２) 自然の中でキャンプを行うことで、自分でできることを増やしたり、新しい仲間と協力して物事にあた

る経験を増やしたりして、自己肯定感や協調性を育む。

４ 参加者 小学４年生～中学３年生 30 名

(１) 新型コロナウィルス感染拡大防止の対応に伴い、バスによる送迎に関して、下記の対応を予定しており

ます。 

  ア 参加募集人数を 30 名とし、バス３台に対し、１台 10 名ずつの乗車となります。 

  イ 参加者は２人掛けの座席に１名ずつ座ります。 

  ウ 乗車時に参加者全員の手指の消毒、乗車中及び横沢バス停休憩時にバス車内の換気を行います。 

  エ 参加者全員、マスクの着用をします。 

(２) 学生キャンプリーダーや所員が、参加者をサポートします。 

(３) 班編成は、学年と性別を考慮し、決定いたします。ご承知おきください。 

５ 日程 

 ※ 天候等で、別の活動プログラムに変更する場合がございますので、ご承知おきください。 

※ 新型コロナウィルス感染拡大防止の対応に伴い、参加者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解

とご協力をよろしくお願いいたします。

１日目 ９月 11 日(土) 

時刻 活動内容 集合場所 留意点 

8:30 

9:00 

11:00

11:30

12:00

13:00

13:30

16:00

17:00

18:00

18:30

19:00

受付・検温・参加費集金 

東静岡駅出発 

横沢バス停休憩 

自然の家到着 

玄関ホールに荷物を置く 

食堂へ移動し名札作り 

始めの会とオリエンテーション 

昼食 

荷物をもってテントサイト移動 

テント設営（雨天時多目的ホール）

ホットサンドを作ろう！ 

夕食 

片付け終了 

ナイトハイク 

営火場でのグループミーティング 

（雨天時多目的ホール） 

東静岡駅北口 

(バスに集合) 

横沢バス停 

正面玄関→ 

食堂 

テントサイト 

集会広場 

（小雨決行） 

第１・第２炊飯棟

集会広場→ 

営火場 

・ 東静岡駅北口に停車しているバスへ直接、お

越しください。バス乗車前に、お手洗いを済ま

せておいてください。 

・ 乗車時に手指の消毒、マスクの着用をします。 

・ バス車内の換気を行います。 

・ 入所時に手指の消毒、マスクの着用をします。 

・ 本館２階の水道と食堂前の水道に分散して手

洗いを行います。食堂で手指のアルコール消毒

を行います。 

・ 指定されたテーブルで食事をとります。 

・ 男子は山桜と黒文字、女子は集会広場に分か

れてテントをはります。 

・ テントは、３人用ドームテントを１人１つず

つ利用します。

・ マスクを着用し、各班で活動します。 

・ それぞれのスープ用の容器でスープもつくり

ます。 

・ 所員やリーダーと一緒に夜の森の中を歩きま

す。 



20:30

21:00

就寝準備 

消灯・就寝（テント泊） 

テントサイト

集会広場 

・ それぞれのテントで静かに過ごします。 

２日目 ９月 12 日(日) 

時刻 活動内容 集合場所 留意点 

6:00 

6:30 

7:30 

9:30 

10:00

11:00

12:00

13:30

15:30

起床・荷物整理・検温

寝袋・毛布の返却 

朝食づくり 

テント撤収 

荷物をバスへ移動 

バス乗車 西山平へ出発 

西山平到着・収穫体験 

西山平出発・吊り橋体験（徒歩） 

井川支所着 

昼食・アンケートの記入 

終わりの会  

ビジターセンターへ移動 

ビジターセンターでバス乗車 

富士見峠休憩 

横沢バス停休憩 

東静岡駅北口到着・解散 

山桜・黒文字 

第 1・第 2 炊飯棟

テントサイト 

集会広場 

西山平 

小雨決行 

井川支所 

東静岡駅北口 

・ 朝食前に検温を行います。 

・ 水道で手洗い・手指のアルコール消毒を行い

ます。 

・ 班ごとにテントを撤収後、荷物を持ってバス

へ移動します。 

・ 乗車時に手指の消毒、マスクの着用をします。 

・ マスクを着用し、各班で活動します。 

・ 手洗い、手指の消毒を行います。 

・ 出発前にトイレを済ませます。 

・ 大きな荷物は座席に置きます。 

・ 乗車時に手指の消毒、マスクの着用を行い

ます。 

・ バス車内の換気を行います。 

・ バス到着後、お１人ずつ、引き渡しを行いま

す。東静岡駅北口に停車しているバスへ直接お

越しください。 

６ 参加費 

  ７，６１０円 ※ 当日集金します。記名した封筒に、おつりのないように入れ、封をしてください。 

(内訳) ① 食事代・備品活動代    ４，４６０円 

    ② 宿泊費・交通費・保険料他 ３，１５０円 

７ 服装 

帽子  

活動しやすい服装(ジーンズは不可)  

防寒着上下(ジャージ・ウィンドブレーカーなど)  

履き慣れた運動靴  

軍手  ※リュックサック(デイバック)に入れておく。  

マスク

  ※ 新型コロナウィルス感染拡大防止の対応に伴い、マスクの着用をお願いします。 

  ※ 当地の気温は、市街地より６度低く、昨年の９月の最高気温の平均は 21 度、最低気温の平均は 14 度で

す。 

８ 持ち物  

※ すべての持ち物に記名をお願いいたします。 

※ 参加費以外のお金、お菓子、ゲーム機、携帯電話は持たせないようにしてください。 



(１) 活動時用のリュックサック(デイバック)に入れて、バスの座席に置く物 

参加費 ※ 当日、受付時に集金します。記名した封筒に、おつりのないように入れ、封をしてく

ださい。

水筒（お茶・もしくは水を入れてくる）  軍手（ゴムがついていないもの）  

タオル１枚(汗拭き用)  防寒着(ジャージ・ウィンドブレーカー等)  

ビニール袋３枚(用途多様)  折り畳み傘  

カッパ(上下別に分かれている物)  常時、服用している薬(必要な人)  

ハンカチ・ティッシュ  上履き(学校の上靴可 靴底を拭いてくる)

筆記用具  ふきん１枚  

レジャーシート  １L の牛乳パック（開かずに持ってくる）  

ヤマビル除け用の塩（小袋に入れて持ってくる）   アルミホイル  

予備用のマスク  酔い止め薬(必要な人)  

エチケット袋３個（本事業では３回バスで移動する機会があります。）固まるタイプがおすすめです。  

食器セット（お皿・スプーン・フォーク・箸 等）  

夕・朝食時のスープ用の容器 

（大きめのマグカップ等 150mL～200mL の量が入る物で割れないもの） 

(２) 大きなバックに入れる物 

２日目の着替え(服・ズボン・下着・靴下２足) 

※収穫体験で汚れる恐れがあります。

 ビニール袋２枚 

※ 濡れた服等を入れられる大きさの物 

寝るときの服  歯磨きセット(歯ブラシ・歯磨き粉)  

タオル２枚(洗顔用 等)  ２日目用のマスク

長靴（収穫体験用）  

２日目の飲み物（水、お茶等）５００ｍL ペットボトル２～３本 

※持ってくる量はお子様とご相談ください。 

※ 寝袋（シュラフ）は自然の家の物を利用します。 

９ お願い 

(１) 当日の朝、必ず検温をお願いします。 

(２) 新型コロナウィルスの感染拡大防止の対応に伴い、以下のお子様については、本事業のご参加をご遠慮

いただきます。 

・ ９月 11 日(土)当日に、ご自宅をご出発される際、発熱や咳などの症状がある方。 

(３) クラスター（集団）感染発生リスクが高い３つの条件が同時に重なることを徹底的に回避するため、以

下の方針にご協力ください。 

① 室内の換気を良くする。定期的に外気を取り入れる。（密閉） 

  ② 多くの人が近くに集まるような状況を作らない。（密集） 

  ③ 人が近距離で会話や発声を続ける環境を作らない。（密接） 

(４) 活動中に、発熱や咳などの症状がある場合は、参加を中止していただく場合があります。  

(５) 退所後、２週間以内に体調不良者が発生した場合は、速やかにご報告ください。 

(６) 屋内に入る際には、アルコール消毒や手洗いを実施していただくとともに、途中においても、適宜アル

コール消毒、手洗いを行ってください。 

(７) 井川自然の家における新型コロナウィルス感染拡大防止に関する具体的な対応等については、自然の家

のＨＰをご覧ください。 

10 交通について 

(１) バスを利用し横沢経由で往復します。バスには、自然の家の所員が添乗します。 

(２) お子様が乗車するバスまで、保護者が送迎をしてください。子どもだけで帰すことはいたしません。 

  ※ 本事業のご集合・お引渡し場所は、東静岡駅北口になります。

(３) 道路事情等で、東静岡駅到着の時刻が前後することがあります。 

(４) 東静岡駅周辺は、駐車禁止区域となっておりますので、自家用車等での送迎には十分ご注意ください。 



11 その他 

(１) 兄弟、姉妹、友達と一緒に参加のご希望をいただく場合がありますが、応募多数の際は、トム・ソーヤ

事業の目的に即して抽選を行いますので、ご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。 

 (２) ９月５日(日)以降のキャンセルについては、原則として、参加費の一部をご負担いただきます。 

(３) 当選された方は、８月28日(土)までに、指定のＵＲＬより「事前アンケート」へ必要事項をご入力くだ

さい。アンケートのへご入力が確認できたところで、正式な当選とさせていただきます。 

(４) 万が一、お子様が怪我や病気になった時など、ご自宅に連絡をさせていただく場合があります。保護者

の方は、キャンプ期間中、確実に連絡が取れるようにしてください。場合によっては、井川自然の家まで

のお迎えをお願いすることがあります。 

(５) バス酔いが心配されるお子様は、酔い止め薬を服用させてください。酔いやすいお子様は、座席の割り

振りの際に、窓際に座るよう配慮いたしますが、席が確保できない場合もございますので、必ず薬を服用

させてください。

※ エチケット袋は、全員必ずご用意ください。消臭機能付きの固まるタイプがおすすめです。 

(６) ９月11日（土）当日の朝、やむを得ず不参加になってしまう場合や、集合時刻に遅れそうな場合は、井

川自然の家に必ずご連絡ください。７時30分以降に所員が待機しております。 

(７) 悪天候等による中止及び日程の変更などの緊急時にはメールにて連絡をさせていただきます。別紙「メ

ール配信登録手順書」の手順に従って、必ずご登録ください。 

(８) 井川自然の家、井川地区の詳細については、下記ウェブサイトをご覧ください。 

① 井川自然の家ホームページ 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/052_000006.html 

② 静岡市環境創造課が提供しているウェブサイト「南プス」 

https://nanpusu.jp/ 

本事業の手続きの際にいただいた内容は、静岡市個人情報保護条例に基づき、適切に管理し、事業実施後処

分させていただきます。また、この事業以外の目的には利用いたしません。なお、井川自然の家ホームページ・

フェイスブック等に活動の様子を掲載する目的で写真等を撮らせていただいたりすることがあります。ご了承

ください。 

〒428-0504 静岡市葵区井川３０５５番地の１ 

静岡市南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家 

ＴＥＬ：054-260-2761 ＦＡＸ：054-260-2219 

担当：中曽根 一平(なかそね いっぺい)


