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連絡責任者の皆様へ

『第43回全国土地改良大会 群馬大会』を開催するにあたり、連絡責任者の皆様には、

今後、それぞれの機関や団体との連絡・調整・確認をお願いすることとなりますので、業務

ご多忙の折、誠に恐縮ですが、ご対応のほどよろしくお願い申し上げます。

本大会は、『鶴舞う形 群馬の大地 水土里の未来へ ここから羽ばたいて』をテーマに、

全国の土地改良事業関係者が一堂に会し、農業農村整備事業の着実な推進に向け、事

業の重要性と現在の状況、将来進むべき方向を再確認し、意思統一を図り、共に行動し

ていくことを誓い合うために開催します。

また、大会式典はもとより、併催行事、事業視察等を通して、群馬県の農業農村整備事

業の取り組みをはじめ、標高10～1400メートルで生産される豊富な農産物、豊かな自

然や歴史、伝統文化など幅広く紹介して参ります。

本大会が盛会に開催され、ご参加される皆様方の心に残る大会にすべく、大会事務局

一丸となって、鋭意準備に取り組んで参りますので、今後ともご協力を賜りますようお願

い申し上げます。

未だ新型コロナウイルスの収束が見えない中、ご参加にあたりご心配な面もおありかと

拝察しておりますが、十分な感染防止対策を徹底して参りますので、全国から多くの皆様

のお越しを心からお待ち申し上げております。

群馬県土地改良事業団体連合会

第43回全国土地改良大会 群馬大会

運営委員会委員長 熊 川 栄

令和3年6月吉日



国、県等のガイドラインを遵守し、参加者の安全・安心

を第一とした大会とします。このため下記のとおり定め

ます。

１．参加者の条件

65歳以上の参加者については、原則大会日までにワクチン接種（２

回）を終了した方とします。また、64歳以下の方は、ワクチン接種につ

いて可能な限り努めていただくことをお願いします。ただし、アレル

ギー反応その他によりワクチン接種を受けることが出来ない人等はこ

の限りではありません。

２．参加申込み状況による対応

参加者の申込み状況によっては、事業視察を中止とさせていただく

ことがあります。この場合は8月13日（金）までにお知らせします。

３．開催方法の決定

コロナ禍の開催となり、開催日の状況が見通せないため、開催日に

おける新型コロナウイルス感染症の状況に応じた対応として、開催の

可否および開催の方法（無観客開催を含む）について、８月末に決定

します。

なお、８月末に通常開催と決定した場合でも、９月以降の感染状況

等により、無観客開催に変更する場合があります。また、無観客開催

の場合は、大会式典以外のその他の行事（事業視察を含む）は実施し

ません。

ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解頂きますようお願いします。

新型コロナウイルス感染症に対する対応について
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●参加申込期限

８月 6 日（金）
※円滑な大会準備のため、期限内に必ず申込書の送付をお願いします。

８月６日の申込み状況で事業視察の実施を判断させていただきますので、お 早めにお申込み

いただきますようご協力をお願いします。

●⼤会の参加・昼⾷の変更⼿続き期限

８月24日（火）
※取消料の取扱いにつきましては、22ページをご参照ください。

大会参加申込みのご案内

大会にご参加の皆様の参加登録（大会式典・事業視察等）、費用の精算、弁当昼食の手配、交通機関・宿

泊機関の手配については、「株式会社JTB 群馬支店 」にて承っております。

参加人数の概数につきましては、既に「事前アンケート」によりご報告頂いておりますが、今回が正式な申し

込みとなりますので、土地改良事業功績者表彰受賞者（予定）も含めて各都道府県の参加者全員を取りまと

めのうえ、お申込みをお願いします。

参加申込書は、水土里ネット群馬のホームページの大会WEBサイトからダウンロードして入手してください。

水土里ネット群馬ホームページ： http://www.kakasi.or.jp/

全国土地改良大会 群馬大会 検索

１.参加申込みのご案内
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以下の資料を同封しております。ご確認をお願いいたします。

（1）大会のご案内

（2）参加の手引書…本冊子

※申込書(Excelファイル) は、大会WEBサイトからダウンロードしてください。

２.資料の送付

３.参加申込みの流れ

都道府県毎に参加者全員を取りまとめのうえ、お申込みをお願いいたします。

※電話、郵送及びFAX等は行き違いの原因となりますので、変更や取消も含めＥメールでの連絡を

お願いします。

参加申込書（Excel 形式）をダウンロード

大会WEBサイト http://www.kakasi.or.jp/

全国土地改良大会 群馬大会 検索

参加申込書の送付（Eメール受付）

Eメールに申込書(excel) と、群馬大会に参加される交通手段、宿泊場所、事業視察地、見
学地等の出発から到着までの行程表(PDFファイル)を添付して送信してください。

※行程表には、コースの概略と大会会場到着・出発の時間帯を記載してください。

《宛先》 株式会社JTB 群馬支店 受付デスク 宛 （担当：一場・黒田）

《変更・取消》8月24日(火)までにお願いします。※取消料の詳細はP.22をご覧ください。

送 付 先 ：gunma_043@jtb.com 

申込期間：７月１日(木)～8月6日(金)

請求書・宿泊回答・申込内容確認書の送付（郵送 8月下旬頃）

※お申込み内容のご確認をお願い致します。

お支払い

下記の口座にお振込みください。※恐れ入りますが振込手数料はご負担ください。

みずほ銀行 十二号支店 普通口座 1171806
口座名： (株)JTB 【ｶ)ｼﾞｴｲﾃｲﾋﾞｰ】 支払期間 9月6日（月） ～9月10日（金）

参加証引換券・宿泊予約確認書 当日のご案内等の送付（9月中旬頃）

ご登録いただいた連絡責任者宛に送付いたします。
大会当日に必ずご持参ください。

大会参加申込みのご案内

2



【大会内容に関するお問い合わせ】

群馬県土地改良事業団体連合会 全国土地改良大会準備室

住 所：〒371-0844 前橋市古市町二丁目6番地4 

担 当：渡邉、岡、栗原

電話番号：027-251-4105 FAX：027-251-4139

Email：gd_zenkokutaikai@kakasi.or.jp

受付時間：月～金 8:30 ～ 17:15 休業日：土・日・祝祭日

※回線数が限られておりますので、混雑時はしばらく経ってからおかけ直しください。

またはEメールをご利用頂きますようお願い申し上げます。

【大会参加登録・申込に関するお問い合せ】

●旅行企画・実施
株式会社 JTB 群馬支店 観光庁長官登録旅行業協会正会員ボンド保証会員

株式会社 JTB 群馬支店 営業課内「第43回全国土地改良大会群馬大会」係

受付デスク：一場・黒田

住 所：〒370-0045 高崎市東町9番地 ツインシティ高崎4Ｆ

電話番号：027-310-3060 FAX：027-310-3067

Email：gunma_043@jtb.com

受付時間：月～金 9:30 ～ 17:30 休業日：土・日・祝祭日

４.お問い合わせ先

大会参加申込みのご案内
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●大会参加費 ： 10,000円/1名

●昼食費（弁当） ： 1,500円/1名

●事業視察参加費：（大会専用バス利用）

日帰りコース （全５コース） 13,000円/1名

１泊２日コース（全４コース） 38,000円/1名

●事業視察（独自バス負担金） 500円/1名

１.大会概要・日程

●受付（午前10：00 開始）

連絡責任者が一括して受付を行ってください。

（土地改良事業功績者表彰受賞者の受付も同時に行います。）

参加者全員の参加証をお渡しします。

参加証は大会期間中の着用をお願いします。

●併催行事

10：00～ 併催行事（パネル展示、群馬物産展 他）を予定しております。

●大会プログラム（式典）について

13:00～ 大会プログラムを開始いたします。

※10分前には着席のうえ、お待ちください。

※内容及び時間は変更になる可能性があります。

9月中旬頃にお送りする「当日のご案内」にて詳細はお知らせします。

10 月 6 日（水） 大会式典

10:00～ 受付開始

10:00～16:30 併催行事（パネル展示・群馬物産展 他）

13:00～16:00 大会プログラム（大会式典）

10 月 7 日（木） ・ 8日（金） 事業視察（日帰り／１泊２日）

２.大会参加費

大会のご案内

※8月6日の参加申込み状況により実施の判断をさせていただきます。
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３.大会会場のご案内

【大会会場】 〒370-0044 高崎市岩押町12−24 TEL:027-322-2100

〇電車でお越しの方 ：JR高崎駅から徒歩約15分

※大会当日はJR高崎駅よりシャトルバスを運行

〇独自バスでお越しの方：高崎玉村スマートICから約15分

○自家用車でお越しの方：高崎玉村スマートICから約15分

駐車料金 100円/1時間
500円/1日上限
※駐車料金は各自ご負担願います。

５.お客様手配によるバス（独自バス）でお越しの方へのご案内

４.シャトルバスのご案内

下記の通り、運行いたします。

乗車場所の詳細は9月中旬頃にお知らせいたします。

（1）往路：JR高崎駅 ⇒ Ｇメッセ群馬

（2）復路：Ｇメッセ群馬 ⇒ JR高崎駅

独自バスは指定場所にて降車して頂き、Ｇメッセ群馬内のバス専用駐車場へ駐車してください。

9月中旬頃に「当日のご案内」と共に「専用駐車証」をお送りいたします。

入退出は、大会事務局のアナウンスに従ってください。

大会のご案内
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６.大会会場での受付

受付方法は次の通りです。

（1）大会の受付は10:00からです。

（2）受付は連絡責任者が一括して受付を行ってください。

※土地改良事業功績者表彰受賞者の受付も同時に行います。

（3）受付の際、参加者全員の参加証をお渡しします。大会期間中の着用をお願いします。

（4）大会会場のレイアウトは9月中旬頃を目処に連絡責任者へ送付します。

入場制限について

① 開催日より14日以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方、新型コロナウイルス発症者と

の濃厚接触または同居をされている方、日本の入国規制国・地域への渡航歴がある方、渡航歴

をお持ちの方と接触された方、発熱症状(37.5度以上)、倦怠感や咳など体調がすぐれない方、

いずれかに該当する方の参加はお控え願います。

② 受付時には来賓・参加者・出展者・関係者など、すべての方に問診票の提出を実施し、体温が

37.5度以上の方、または、体調がすぐれない方の入場をお断りさせていただきます。

③ 問診票は大会ＷＥＢサイト上に掲載しますのでプリントアウトして、大会式典当日に問診票

にご回答いただき連絡責任者が一括して受付に提出してください。

8.大会式典

（1）開催日 10月6日（水）13:00～ 大会式典を開始いたします。

（2）大会式典開始10分前には着席のうえお待ちください。

（3）登壇者及び講演者への配慮のため、大会式典中の途中退出はご遠慮ください。

（1）大会式典終了後、混雑防止のためアナウンスに従って、順次移動のご協力をお願いします。

（2） JR高崎駅までお帰りの方はシャトルバスの運行がございます。

9.大会式典終了後の誘導

大会のご案内

群馬県の食材を盛り込んだ特製弁当をご用意します。当日のお申込みはお受けできませんので、必

ず事前にお申込みください。

連絡責任者へ昼食引換券を発送致しますので、当日ご持参いただき引換場所でご提示ください。

７.大会当日の昼食（弁当）
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10.大会期間中の新型コロナウイルス感染防止への対応

（1）会場は十分な間隔を確保できるよう配慮しております。

（2）来賓・参加者・出展者・関係者など、すべての方へのマスク着用を実施します。

（マスク着用の上ご来場いただきますようお願いいたします。お持ちでない方は、大会事務局で用

意しているマスクを着用していただきます。）

（3）受付および会場内各所に手指アルコール消毒液、除菌シートなどを設置いたします。

（4）シャトルバス、大会専用バスは乗車定員数を設定し、車内の消毒液による拭き取り清掃及び業務

用オゾン脱臭除菌機による車内の除菌・脱臭、換気を行います。

（5）万が一、感染が発生した場合に備え、参加者の情報を1ヶ月以上保管します。

（6）開催日より14日以内に下記事項に該当する方は参加をお控えください。

① 平熱を超える発熱

② せき、のどの痛みなどの風邪の症状

③ だるさ、息苦しさ

④ 嗅覚や味覚の異常

⑤ 新型コロナウイルス感染症の陽性者との濃厚接触があった方

⑥ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる人がいる方

⑦ 開催日より14日以内に海外への渡航 又は当該在住者との濃厚接触がある方

（7）ご来場の際はマスクを着用し、大きな声での会話はお控えください。

情勢は日々変化しており、先の見通しのたたない状況が続いております。今後の情勢によっては、予

定を変更する可能性もございます。

予定を変更する場合、大会WEBサイトでの告知や連絡責任者へご案内させて頂きます。

大会のご案内
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地区 宿泊施設名 部屋タイプ
定員

1泊2食 1泊朝食
利用人数

高崎

ホテルメトロポリタン高崎

スタンダードシングル 1名 設定なし ¥15,000

デラックスシングル 1名 設定なし ¥20,000

ツイン 1名 設定なし ¥14,000

高崎ワシントンホテルプラザ シングル 1名 設定なし ¥10,000

パークイン高崎 シングル 1名 設定なし ¥9,000

高崎アーバンホテル シングル 1名 設定なし ¥10,000

榛名の湯 ドーミーイン高崎 シングル 1名 設定なし ¥15,000

ホテル ココ・グラン高崎 シングル 1名 設定なし ¥16,000

ホテル1-2-3高崎
シングル 1名 設定なし ¥8,000

デラックスシングル 1名 設定なし ¥9,000

ビジネスホテル寿々屋 シングル 1名 設定なし ¥6,500

サンコー72

シングル 1名 設定なし ¥7,500

ツイン
2名 設定なし ¥6,500

1名 設定なし ¥9,500

ニューサンピア 和室

４名 設定なし ¥７,000

3名 設定なし ¥8,000

２名 設定なし ¥９,000

1名 設定なし ¥11,000

１.宿泊施設の手配

大会のご参加に際し、以下の宿泊施設を手配いたします。

大会参加とあわせてお申込みください。

・宿泊設定日：10月5日(火)・6日(水)・7日(木)

・１名あたりの宿泊代金／ 1 泊分 税込 サービス料込

■最少催行人員：1名

■添乗員同行：なし

高崎

宿泊施設のご案内

8

7

6

5

3

2

８

２
４

５

３

９

10

7

６

1

1

2

3

４

５

６

７

８

９

10
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地区 宿泊施設名 部屋タイプ
定員

1泊2食 1泊朝食
利用人数

前橋

コンフォートホテル前橋 シングル(ダブル) 1名 設定なし ¥10,000

アパホテル前橋駅北 シングル 1名 設定なし ¥9,000

グレースイン前橋 シングル 1名 設定なし ¥8,000

前橋ホテルサンカント シングル 1名 設定なし ¥8,500

ベルズイン・前橋 シングル 1名 設定なし ¥8,000

新前橋ターミナルホテル シングル 1名 設定なし ¥8,500

ホテルサンダーソン

シングル 1名 設定なし ¥8,000

ダブル 1名 設定なし ¥8,500

ツイン
２名 設定なし ¥8,000

１名 設定なし ¥8,000

前橋テルサ ツイン 1名 設定なし ¥8,500

東横イン前橋駅前

シングル 1名 設定なし ¥7,000

ダブル 1名 設定なし ¥8,000

ツイン 1名 設定なし ¥9,000

磯部 舌切雀のお宿磯部ガーデン 和室
5名 ¥13,500 設定なし（部屋食×）

4名 ¥14,500 設定なし（部屋食×）

藤岡 ホテルルートインコート藤岡

シングル 1名 設定なし ¥9,000

ツイン
２名 設定なし ¥８,000

１名 設定なし ¥１６,000

磯部 藤岡

宿泊施設のご案内

前橋

21

２０

19

16

１１
１５

１２

１３

１４

18

１７

１２

１１

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１
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地区 宿泊施設名 部屋タイプ
定員

1泊2食 1泊朝食
部屋
食利用人数

伊香保

岸権旅館 和室

5名 ¥13,000 設定なし

✕4名 ¥13,000 設定なし

3名 ¥15,000 設定なし

一番湯の宿ホテル木暮 和室

5名 ¥15,500 設定なし

✕4名 ¥16,500 設定なし

3名 ¥22,000 設定なし

お宿玉樹 和室

5名 ¥17,500 設定なし

〇4名 ¥18,500 設定なし

3名 ¥21,000 設定なし

ホテル天坊 和室

5名 ¥13,000 設定なし

✕4名 ¥14,000 設定なし

3名 ¥16,500 設定なし

和心の宿大森 和室

5名 ¥12,000 設定なし

✕4名 ¥12,500 設定なし

3名 ¥14,000 設定なし

心に咲く花 古久屋 和室

5名 ¥14,000 設定なし

✕4名 ¥14,000 設定なし

3名 ¥15,000 設定なし

2.お申込み方法・ご案内

(1) 参加申込書によりお申込みください。

(2) ご希望の宿泊施設の番号を選択し、必ず第3希望までご記入をお願いいたします。

(3) 宿泊施設は申込み状況に応じて、㈱JTB 群馬支店にて割り振りをさせていただく場合がございます。

予めご了承願います。（申込み多数の場合は、先着順の受付とさせていただきます。）

(4) 禁煙・喫煙の記入もお願いいたします。(施設の都合にてご希望に添えない場合もございます。)

(5) 同室希望がある場合も参加申込書に記入をお願いいたします。

伊香保

宿泊施設のご案内

22

23
24

27
26

25

２２

２６

２７

２２

２３

２３

２４

２５

２７
２６

２４

２５
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群馬県内で実施した農業農村整備事業等の中で、特色のある地区や土地改良施設を視察して頂きます。

あわせて群馬の魅力を全国からお越しの皆様にご覧頂きます。

集合場所・出発時間・コースの詳細等につきましては、9月中旬頃までに連絡責任者へご案内します。

宿泊施設の割り振りは、大会事務局に一任ください。

交通事情、お申込み状況などにより、コースが変更となる場合もございますので予めご了承ください。

事業視察のご案内

１.事業視察コース・参加費について

■催行日 ：10月7日(木)・8日(金)

■最少催行人員：１５名

■添乗員同行 ：あり

■参加費 ：日帰りコース 13,000円/人

1泊2日コース 38,000円/人

(1) お申込みは、参加申込書によりお申込みください。

(2) ご希望のコースを選択し、必ず第3希望までご記入をお願いいたします。

(3) 日帰りコースは昼食付、1泊2日コースは、原則昼食2回、夕・朝食付です。

(4) 宿泊ホテルは極力県単位で調整をいたしますが、ご希望に添えない場合もございますので、予めご了

承ください。宿泊施設の割り振りにつきましては、大会事務局に一任させていただきます。1泊2日コー

スの夕食は、宿泊施設により部屋食、会場食など対応が異なりますのでご了承ください。

(5) 交通事情、お申込み状況などにより、コースが変更となる場合もございますので、ご了承ください。

(6) 事業視察の集合場所、出発時間及びコースの詳細等につきましては、9月中旬頃までに連絡責任者へ

ご案内いたします。

上記の「事業視察」は、㈱JTB 群馬支店が旅行企画・実施するものであり、お申込みいただくお客様は㈱

JTB 群馬支店と募集型企画旅行契約を締結することになります。

２.お申込み方法・ご案内

３.お客様手配によるバス（独自バス）で事業視察地を視察される場合

（１） 独自で手配されたバスで事業視察地を視察される場合は、群馬大会に参加される交通手段、宿泊場

所、見学地等の出発から到着までの行程表(PDF)を参加申込書と一緒に送付してください。

(2) 現地の事情で入場・駐車場に限度がありますので、施設により受け入れ不可能な場合もございます。

(3) 事業視察先の視察受入可否・時間等の詳細については、9月中旬頃までに連絡責任者へご案内いたし

ます。

(4) 現地の駐車場に限りがありますので、自家用車での参加はご遠慮ください。

(5) 事業視察の受け入れは、10月7日（木）、8日（金）に限ります。

※ 独自バス等で事業視察地の説明を受ける場合は、視察コース、箇所数にかかわらず独自バス

負担金として、お1人様500円ご負担いただきますので、ご了承ください。

※8月6日の参加申込み状況により実施の判断をさせていただきます。

お客様手配によるバス（独自バス）の事業視察についても、同様とさせていただきます。

11



日帰りコース

催行日：10月7日(木) 参加費：13,000円 最少催行人員：15名
添乗員：あり(各コース1名) 食事：昼食1回付

1泊2日コース

催行日：10月7日(木)～8日(金) 参加費：38,000円 最少催行人員：15名
添乗員：あり(各コース1名) 食事：昼食2回、夕・朝食付

※ 交通事情、お申込み状況などにより、コースが変更となる場合もございますので予め

ご了承ください。

※ 飲物代は含まれておりません。各自でご精算ください。

コース記号 コース名 事業視察地

Ⅰ 中部コース 坂東大堰 ・ 天狗岩用水

Ⅱ 西部コース 長野堰用水 円筒分水工 ・ 松義台地

Ⅲ 吾妻コース 美野原小水力発電所

Ⅳ 利根沼田コース 群馬用水 赤榛分水工 ・ 赤城西麓 利根調整池

Ⅴ 東部コース 渡良瀬川中央 水管理システム

コース記号 コース名 事業視察地 宿泊地

Ⅵ 西部コース
(1日目) 松義台地
(2日目) 雄川堰

磯部温泉

Ⅶ 吾妻コース
(1日目) 美野原小水力発電所
(2日目) 愛妻の丘

万座温泉

Ⅷ 利根沼田コース
(1日目) 真沢（棚田保全）
(2日目) 赤城西麓 利根調整池

水上温泉

Ⅸ 東部コース
(1日目) 邑楽東部第１排水機場

明和町〔農地中間管理機構関連農地整備〕

(2日目) 渡良瀬川中央 水管理システム
藪塚温泉

事業視察のご案内

4.事業視察コースのご案内
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事業視察 位置図

事業視察のご案内

Ｅ

Ｆ

Ｉ

Ｊ

天狗岩用水〔前橋市〕

坂東大堰〔渋川市〕Ａ

Ｂ

群馬用水 赤榛分水工〔渋川市〕Ｃ

長野堰用水 円筒分水工〔高崎市〕

松義台地〔安中市、富岡市〕

雄川堰〔甘楽町〕

Ｄ

Ｅ

Ｆ

美野原小水力発電所〔中之条町〕

愛妻の丘〔嬬恋村〕

Ｇ

Ｈ

赤城西麓 利根調整池〔昭和村〕

真沢（棚田保全）〔みなかみ町〕

Ｊ

Ｉ

渡良瀬川中央 水管理システム〔太田市〕

邑楽東部第１排水機場〔板倉町〕

明和町〔農地中間管理機構関連農地整備〕

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ａ
Ｂ

Ｃ

ＧＨ

Ｋ

Ｌ
Ｍ

すべてのコースでＪＲ高崎駅が出発・到着となります。

Ｄ

利根沼田

吾妻

中部

西部

東部
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Ⅴ 東部コース 集合：⾼崎駅東⼝(8:50)

Ⅳ 利根沼⽥コース 集合：⾼崎駅東⼝(8:20)

Ⅲ 吾妻コース 集合：⾼崎駅東⼝(8:20)

Ⅱ ⻄部コース 集合：⾼崎駅東⼝(8:20)

Ⅰ 中部コース 集合：⾼崎駅東⼝(8:20)

事業視察のご案内 〔日帰りコース〕

⾼崎駅
8:30発

⾼崎駅
15:40着

坂東⼤堰 天狗岩⽤⽔ 昼⾷
〔とんとん広場〕

⾚城神社 ぐんまフラワーパーク 道の駅ふじみ

⾼崎駅
8:30発

⾼崎駅
15:45着

⻑野堰⽤⽔ 円筒分⽔⼯ 松義台地
昼⾷

〔妙義グリーンホテル＆テラス〕

富岡製⽷場

群⾺県⽴⽇本絹の⾥

⾼崎駅
8:30発

⾼崎駅
16:00着

美野原⼩⽔⼒発電所
昼⾷

〔浅間酒造観光センター〕
⼋ッ場ふるさと館 ⼋ッ場ダム

⾼崎駅
8:30発

⾼崎駅
15:20着

群⾺⽤⽔ ⾚榛分⽔⼯ 昼⾷
〔奥利根うどん本舗〕川場⽥園プラザ

⾼崎駅
9:00発

⾼崎駅
15:20着

渡良瀬川中央 ⽔管理システム

昼⾷
〔ティアラグリーンパレス〕

縁切寺 満徳寺資料館

⼥堀遺跡

⾚城⻄麓 利根調整池

道の駅おおた

中之条ガーデンズ

Ａ Ｂ

Ｄ Ｅ

Ｇ

Ｃ

Ｊ

Ｋ
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Ⅸ 東部コース 集合：⾼崎駅東⼝(8:50)

Ⅷ 利根沼⽥コース 集合：⾼崎駅東⼝(8:20)

Ⅶ 吾妻コース 集合：⾼崎駅東⼝(8:50)

Ⅵ ⻄部コース 集合：⾼崎駅東⼝(8:50)

⾼崎駅
9:00発

⾼崎駅
15:30着雄川堰

松義台地 昼⾷
〔おぎのや横川店〕妙義神社

⾼崎駅
9:00発

万座温泉
16:40着

美野原⼩⽔⼒発電所
昼⾷

〔浅間酒造観光センター〕

中之条ガーデンズ

⼋ッ場ダム

⾼崎駅
8:30発

⾼崎駅
15:10着

真沢

昼⾷
〔奥利根うどん本舗〕迦葉⼭ 弥勒寺

⾼崎駅
9:00発

⾼崎駅
15:20着

⾢楽東部第１排⽔機場

昼⾷
〔ティアラグリーンパレス〕

縁切寺 満徳寺資料館

⼥堀遺跡

⾚城⻄麓 利根調整池

道の駅おおた

群⾺県⽴⾃然史博物館 磯部温泉
15:50着鉄道⽂化村

磯部温泉
9:00発 楽⼭園 昼⾷

〔妙義グリーンホテル＆テラス〕
富岡製⽷場

道の駅おのこ

草津温泉 愛妻の丘 昼⾷
〔⻤押出し園〕

⾼崎駅
15:10着

万座温泉
8:30発 ⻤押出し園

川場⽥園プラザ

⾕川岳ロープウェイ ⽔上温泉
16:40着

⽔上温泉
9:30発 たくみの⾥ 昼⾷

〔ホテルファミリーオみなかみ〕

渡良瀬川中央 ⽔管理システム

薮塚温泉
17:00着

薮塚温泉
8:30発 ⾦⼭城(新⽥⾦⼭城)跡 新⽥荘歴史資料館

昼⾷
〔新⽥庄寒⼭亭〕

ホテル磯部ガーデン

万座プリンスホテル

ホテル松乃井

ホテルふせじま

事業視察のご案内 〔１泊２日コース〕

⼋ッ場ふるさと館

明和町

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｌ Ｍ 茂林寺沼
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群馬用水 赤榛分水工〔渋川市〕

群馬用水は、利根川源流にある矢木沢ダム・奈良俣ダム等を水源として、
群馬県県央地域に農業用水と水道用水を供給しています。取水は、矢木沢
ダムから約50km利根川を下った綾戸ダム（東京電力）湛水域の利根川右岸
から行っており、農業用水では赤城山南麓（赤城幹線）・榛名山東麓（榛
名幹線）の農業地帯約6,300haの耕地にかんがいしています。赤榛分水工は
赤城幹線水路・榛名幹線水路に分水する基幹施設で水資源開発公団営事業
として昭和41年度に完成、昭和45年度より管理を開始し、今年で51年を迎
えています。

Ｃ

坂東大堰〔渋川市〕

坂東大堰は、昭和26年に群馬県営坂東大堰合口事業により、一級河川利根川
に架かる坂東橋下流に建設された堰堤約200mの固定堰です。上流の利根川左岸
の坂東大堰合口から取水した用水は、県都前橋市をはじめ、高崎市、伊勢崎市
及び玉村町の3市1町の約3,000haの農地へ安定的に供給しています。
県営水利施設等整備事業(基幹水利施設保全型)により、令和2年3月に補修・

補強工事が完成しています。

天狗岩用水は群馬県で3番目に登録された世界かんがい施設遺産です。
1601年総社藩主となった秋元長朝は戦乱により荒廃した領地の復興と新

田開発を進めるために用水路の開削を計画します。開削の途中で大きな岩
が立ちはだかりましたが、突如現れた天狗の化身がその岩を取り除いてく
れたという逸話があり、天狗岩の由来になっています。
1604年天狗岩用水が完成し、米の収穫量は格段に増えました。当時使用

した水制工法や測量技術が高く評価され、令和2年12月に世界かんがい施設
遺産に登録されました。

天狗岩用水〔前橋市〕

Ａ

Ｂ

長野堰用水円筒分水工は、群馬県で2番目に登録された世界かんがい施設
遺産の主要施設となります。受益地の高崎中心街や周辺の水田地帯は､台地
状の地形から水に苦労した地域でしたが、この不毛に近い地域を潤すため
に、約1100年前に長野堰用水は開削されました。
かんばつのたびに下流地域では水争いが絶えないことから、長野堰用水

円筒分水工は、下流に公平に水が分水されるよう工夫された施設で、県営
事業により昭和37年に完成しました。

長野堰用水 円筒分水工〔高崎市〕Ｄ

事業視察地の紹介

事業視察のご案内
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安中市松井田町及び富岡市妙義町にまたがる畑地帯で、平成10年代後半
まで、まったく整備されず、不整形な小区画農地と狭小な農道が広がって
いました。平成18年度に区画整理が始まり､優良農地となった区画は、担い
手への農地利用集積が進み、コンニャクの一大産地となり、コンニャク以
外にもねぎ、ごぼう、なす等、多彩な作物の導入を進め、高生産性の土地
利用型農業を推進しています。

松義台地〔安中市、富岡市〕

雄川堰は群馬県で最初に登録された世界かんがい施設遺産です。一級河
川雄川を水源とし、小幡の城下町に造られた用水路で、小幡地区北方の水
田地域を潤しています。江戸時代初期に織田氏及びその後を継承した松平
氏によって整備・改修などがされたと言われており、400年の歴史があると
考えられています。県営事業等で補修が行われ、現在も美しい景観を誇っ
ており、4月には桜祭りで武者行列も行なわれ、観光スポットになっていま
す。

雄川堰〔甘楽町〕Ｅ

Ｆ

美野原小水力発電所は一級河川四万川を水源とした美野原用水の農業用
水を活用した従属発電施設です。山斜面の約64mの落差と、最大使用水量
0.3m3/sの水量で、最大出力135kwを発電します。

中之条町では未利用の地域資源を活用した発電により、町内の都市農村
交流施設を中心とした農業関連施設維持管理費の軽減を図り、継続的な施
設運営による地域振興とともに温室効果ガスの排出量削減等環境に優しい
農業農村づくりを進めています。

美野原小水力発電所〔中之条町〕

嬬恋村を「愛妻家の聖地」として、世界的に有名にした聖地の中の聖地
です。ここは「見る」観光スポットではなく、世界でも珍しい「叫ぶ」観
光スポットとなっています。また、雄大な浅間山と国営事業により農地造
成された広大な高原キャベツ畑を一望できます。毎年9月には「キャベツ畑
の中心で妻に愛を叫ぶ（通称:キャベチュー）」を開催しています。
嬬恋村は農業立村として振興を図り、農業生産基盤を中心に整備を進め、

夏秋キャベツなどの高原野菜の一大産地としての地位を築いています。

愛妻の丘〔嬬恋村〕

Ｇ

Ｈ

事業視察のご案内
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赤城西麓 利根調整池〔昭和村〕

赤城西麓地域は、赤城山の北面から南西面にかけて、標高350mから950m
の山麓に展開する畑地帯です。この地域は保水性に乏しい火山灰性土壌で
常習的な干ばつ地帯だったため、安定的な農業用水を確保するため、国営
事業で基幹水利施設等を造成し、県営事業により畑地かんがいを基幹とし
た区画整理等を実施し、レタスやこんにゃくなどの高原野菜等の生産に加
え、施設栽培の雨除けほうれん草等の一大産地に発展しました。利根調整
池は、受益面積2,400haの畑地に農業用水を安定的に供給するための基幹施
設で、約12万㎥の貯水能力を持っています。

渡良瀬中央水管理システムは農地の溢水・湛水被害を軽減するために群
馬県桐生市、太田市、館林市、みどり市、板倉町、大泉町、邑楽町及び栃
木県足利市、栃木市の6市3町にまたがる約9,400haの農地の排水を集中管理
している施設です。国営総合農地防災事業で平成22年度に待矢場両堰土地
改良区内に建設され、現在、県営事業により一部施設を更新中です。

邑楽東部第１排水機場は渡良瀬川と利根川に挟まれた群馬県板倉町の最
東端に位置し、群馬県板倉町、館林市、栃木県栃木市の農地の排水を、渡
良瀬遊水地内を流れる新谷田川に機械排水する20.5㎥/秒の排水量（電動式
立軸斜流ポンプ630kW、口径2,000mm×2台）を有した排水機場です。国営総
合農地防災事業で平成18年度に建設されました。

明和町内16行政区が一つの広域組織となり、町全体で多面的機能支払交
付金事業に取り組んでいます。また、16行政区全てが人・農地プランによ
る話し合いを進め、民間企業を担い手とした農地中間管理機構関連農地整
備を行う地域、地域集積協力金を活用したほ場整備を行う地域など、地域
ごとの農業の将来と課題等を整理し、農業対策に取り組んでいます。

渡良瀬川中央 水管理システム〔太田市〕

邑楽東部第１排水機場〔板倉町〕

明和町〔農地中間管理機構関連農地整備〕

真沢地区はみなかみ町の大峰山麓に位置し、集落内を流れる真沢川沿い
に美しい棚田空間が広がっている中山間地域です。狭隘な道路、水田が点
在する地域の条件整備を図るために土地改良事業を実施し、地域住民を中
心に設立された「さなざわ里山だんだんの会」が地域資源である棚田の景
観や自然環境を後世に伝えていく活動をしています。
平成29年6月に日本で9番目となる「みなかみユネスコエコパーク」とし

て登録されました。

真沢（棚田保全）〔みなかみ町〕Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

事業視察のご案内
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見学地のご案内

上毛三山赤城山南麓に鎮座する三夜沢（みよさわ）赤城神社。パワースポットとし
て有名なこちらの神社は他の赤城神社と区別するため、三夜沢という地名が付き、
「三夜沢赤城神社」と呼ばれています。関東地方に300ある赤城神社のうちの本宮の
一社とされ、式内社は論社、上野国二宮論社、旧社格は県社となっています。

赤城山の裾野に広がり、チューリップ、アザレア、サザンカなど年7回の花まつりやベ
ゴニア、ラン、サボテンを展示した5棟の温室で1年中美しい花が楽しめます。園中心の
「フラトピア大花壇」は年に4回植え替えが行われ、高さ18ｍの「パークタワー」から
は図柄が浮かびあがった大迫力のフラワーアートが見られるほか、バラ園やダリア園、
日本庭園、イングリッシュガーデンとエリア･季節ごとに様々な植物を楽しめます。

群馬県富岡に設立された日本初の本格的な器械製糸の工場です。開業当時の繰糸所、繭
倉庫などが現存しています。日本の近代化だけでなく、絹産業の技術革新・交流などに
も大きく貢献した工場であり、敷地を含む全体が国の史跡に、初期の建造物群が国宝お
よび重要文化財に指定されています。また、「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産
として、2014年に世界遺産に正式登録されました。

群馬県立日本絹の里は、繭や生糸に関する資料や群馬の絹製品などの展示、絹を
使った染織体験などにより、多くの人々が集い、伝統ある群馬県の蚕糸絹業の足跡
と天然繊維であるシルクのすばらしさを紹介します。

妙義山主峰白雲山の中腹に、老杉に囲まれて社殿がたつ江戸時代の黒漆塗り権現造
りで、本殿は国指定重要文化財に指定されています｡春になると、樹齢200年余りの
シダレザクラが参道で花のアーチを作ります。また、樹齢100年余りのウコン桜が八
重、黄色の花を咲かせます。

見て、触れて、体験できる峠と鉄道の歴史。通称ポッポタウン。日本で唯一碓氷峠
専用電気機関車『EF63』が運転体験ができ、また展示してある『EF62』や『189系あ
さま号』の運転席に入って機器類に触れることもできます。

楽山園は江戸時代初期に織田信長の次男である織田信雄によって造られた小幡藩邸
の大名庭園です。名の由来は論語の「智者は水を楽しみ、仁者は山を楽しむ」の一
文から採ったもので、2000年に国の名勝に指定されています。

地球の生い立ち、自然と生命の進化の歴史、群馬県の自然と環境について楽しみな
がら学べます。貴重な恐竜の標本を展示する国内屈指の博物館です。

赤城神社〔前橋市〕

ぐんまフラワーパーク〔前橋市〕

富岡製糸場〔富岡市〕

日本絹の里〔高崎市〕

妙義神社〔富岡市〕

群馬県立自然史博物館〔富岡市〕

鉄道文化村〔安中市〕

楽山園〔甘楽町〕
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見学地のご案内

蔵元の運営する観光センターで、売店にて当社の銘柄「秘幻」を中心にとした各種
地酒の試飲ができる他、酒まんじゅうや生どらやき、お漬物等様々な試食をお楽し
み頂けます。

天明3年(1783)8月5日（旧暦で7月8日）の浅間山の噴火によって出来た溶岩流の跡で、
奇岩一面の岩海に遊歩道が整えられており、無数の溶岩が織りなす絶景が広がって
います。園は上信越高原国立公園の浅間山(2568ｍ)北東麓に位置し、標高1300ｍ程
の清涼な高原です。

八ッ場ダム（やんばダム）は、利根川の主要な支流の一つである吾妻川の中流部に
建設された多目的ダムで、2020年4月1日より運用を開始しています。ダム形式は重
力式コンクリートダムで高さは116ｍ、ダム湖は「八ッ場あがつま湖」と命名され、
神奈川県を除く関東１都5県の水がめで、利根川上流ダム群の一つに加わりました。

伝統手工芸・歴史文化・食文化の伝承と高齢者の生きがいを目的として、みなかみ
の昔ながらの風景を今も残す須川平にあるレジャースポット「たくみの里」。様々
な伝統工芸やもの作りの匠たちが「たくみの家」と呼ばれる20件以上の古民家で手
づくり体験や展示販売を行っています。

平成27年度全国モデル道の駅に選定され、関東好きな道の駅第1位に選ばれています。
自然豊かな環境で一日中遊べて美味しいモノいっぱいのタウンサイト。地元の新鮮
野菜・果物が買えるファーマーズマーケットや、地元食材を使用したレストラン、
パン工房、ビール工房、カフェや日帰り温泉などがあり、お年寄りからお子様まで
楽しめます。

群馬県みなかみ町の「谷川岳ロープウェイ」は、雄大な大自然が広がる谷川岳へ気
軽にアクセスできるロープウェイです。ここは麓に到着時から美しい景観を楽しむ
ことができるオススメビュースポットです。

標高 1522m、老杉生い茂る迦葉山の南腹に広大な寺域を持つ名刹で、単に「迦葉山
(ｶｼｮｳｻﾞﾝ)」の名で親しまれています。むかしから高尾山、古峯が原とならぶ関東三
大天狗の一つとして信仰されてきました。

浅間酒造観光センター〔長野原町〕

鬼押し出し園〔嬬恋村〕

八ッ場ダム〔長野原町〕

迦葉山 弥勒寺〔沼田市〕

川場田園プラザ〔川場村〕

谷川岳ロープウェイ〔みなかみ町〕

たくみの里〔みなかみ町〕

八ッ場ダム建設に伴い、周辺地域の観光地化を促進するために建設された道の駅で
す。地元の特産品や生鮮野菜を揃えた直売所やダムカレーが食べられる食事処、コ
ンビニも完備しています。また、温泉地ならではの足湯を楽しむことが出来ます。

八ッ場ふるさと館〔長野原町〕

【利根川ダム統合管理事務所HP引⽤】
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見学地のご案内

太田市には、新田氏の荘園「新田荘」に関する11ヶ所の遺跡からなる国指定史跡
「新田荘遺跡」があります。新田荘歴史資料館では、新田荘遺跡を構成する隣接の
「長楽寺」、「東照宮」の貴重な文化財を始めとして、太田市の豊かな歴史を物語
る古墳や埴輪など、多くの資料を保管・展示しています。

金山城は、戦国時代に造られた城で、金山全体の自然地形を利用して造られた「山
城」という種類の城です。まだ天守閣がつくられるより古い時代の城であり、堀切
や土塁・石垣など土木工事（普請）を中心とした遺構がよく残されています。山頂
を中心として金山全山にその縄張りが及ぶ金山城跡は、中世の貴重な城郭として群
馬県内でははじめて、昭和9年（1934）に国の史跡指定を受けました。

館林市には人が自然と適度に関わることで環境が保たれている「里沼」があり、こ
の里沼が日本の原風景として新しく価値づけられ、令和元年度に文化庁の日本遺産
として認定されました。里沼の原風景を残す茂林寺沼は、沼の畔に600年前に開山し
た曹洞宗の茂林寺があり、「祈りの沼」としての静かで穏やかな状態が受け継がれ
てきました。また、茂林寺は寺に伝わる狸の昔話「ぶんぶく茶釜」のなかで、和尚
が狸の化身であったり、狸が茶釜に化けるなど、人と動物とのかかわりが今もユー
モラスに語り継がれています。

金山城（新田金山城）跡〔太田市〕

新田荘歴史資料館〔太田市〕

茂林寺沼〔館林市〕

満徳寺は明治5年（1872）に廃寺になりましたが、地域住民が本尊などを守り、昭和
31年（1956）には、跡地の一部が群馬県指定遺跡「縁切寺満徳寺遺跡」に指定され
ました。
元は新田義季の娘浄念尼が開いた尼寺で、江戸時代には鎌倉市の東慶寺と並んで日
本で２つしかない幕府公認の縁切寺として知られていました。満徳寺の資料を展示
した資料館には、水洗トイレが２つ並んだ縁切・縁結厠があり人気です。

女堀は、前橋市上泉町の桃ノ木川もしくは藤沢川から取水し、伊勢崎市田部井町(旧
西国定)までの、中世初期に開削された総延長約13キロメートル、上幅約27メートル、
最大掘削深5メートルにも及ぶ長大なかんがい用水路跡です。
女堀は文献に記録が一切ないことから謎とされ、女堀という名称から「推古天皇や
尼将軍北条政子が掘った」「女性が一夜にして簪(かんざし)で掘った」という伝説
が残されています。

縁切寺 満徳寺資料館〔太田市〕

女堀遺跡〔前橋市〕
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２.参加証引換券等の送付

お申込内容に基づき、連絡責任者の方へ、参加される皆様分の参加証引換券等をまとめて、9月中旬

頃に発送いたします。

【発送物】

■当日のご案内

■参加証引換券

■昼食引換券（お申込みの場合）

■専用駐車証（独自バス利用の場合）

■予約確認書・航空券・JR券（お申込みの場合）

■領収書

大会参加に係る費用に関しては、8月24日以降に請求書をお送りいたしますので、下記期間にお振

込みをお願いします。

振込先は、ご請求書に記載しておりますので、ご確認ください。

【振込期間】 ※恐れ入りますが振込手数料はご負担ください。

9月６日(月)～ 9月10日(金) ※期間内のお振込みをお願いいたします。

１.大会参加費用のご請求・お支払い

3.変更・取消

大会参加申込み後のご案内

参加者の変更・取消については、８月24日（火)までにＥメールにて受付いたします。

その後の変更・取消については、下記アドレスまでご連絡をお願いいたします。

gunma_043@jtb.com

＜注意事項＞

※参加者の取消等がある場合、代理の参加を検討するなどして極力人数変更が無いようお願いします。

（記念品及び昼食の準備のため）

※平日17:30以降及び休業日（土日祝祭日）のお取消・変更は翌営業日の受付となります。

ご注意ください。

（1）大会参加費、昼食費の取消

期⽇ 取消料

令和3年８⽉24⽇（⽕）まで 無料

令和3年８⽉25⽇（⽔）以降 ⾦額の100％

22



４.開催の可否及び開催方法変更による取消料の取扱いについて

大会参加申込み後のご案内

期日（宿泊日の前日から起算して） 取消料

宿泊日の20日前から8日前まで 旅行代金（宿泊）の20％

宿泊日の7日前から2日前まで 旅行代金（宿泊）の30％

宿泊日前日の解除 旅行代金（宿泊）の40％

宿泊日当日の12時までの解除 旅行代金（宿泊）の50％

宿泊日当日の12時以降又は無連絡不参加 旅行代金（宿泊）の100％

（2）宿泊の取消

期日 取消料

令和3年9月17日（金）以降【日帰りは令和3年9月27日（月）】 旅行代金の20％

令和3年9月30日（木）以降 旅行代金の30％

令和3年10月6日（水） 旅行開始日前日 旅行代金の40％

令和3年10月7日（木） 出発当日旅行開始前 旅行代金の50％

無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の100％

（3）事業視察の取消

（1） 中止の場合

全額返金いたします。

（２）無観客開催の場合

『３．変更・取消』に基づいた取消料をいただきます。

なお、後日となりますが、大会プログラム・参加記念品等を配布します。
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※必ずお読みください

旅行条件書

■ ご宿泊に関するお問い合わせ・お申し込みはこちら

株式会社ＪＴＢ 群馬支店
〒370-0045 群馬県高崎市東町9番地 ツインシティ高崎4F 
「第43回全国土地改良大会群馬大会」係
TEL：027-310-3060
E-mail:gunma_043@jtb.com
営業時間：9：30～17：30（土･日・祝祭日休業）
総合旅行業務取扱管理者：根本 克幸

■旅行企画・実施
株式会社ＪＴＢ
観光庁長官登録旅行業第64号
（一般社団法人）日本旅行業協会正会員

〒140-8602 東京都品川区東品川2-3-11

 
◆お申込の際には必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容をご確認の上お申込ください。 

 募集型企画旅行契約 
この旅行は株式会社 JTB（東京都品川区東品川 2-3-11）観光庁長官登録旅行業第 64 号。以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様

は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しするご旅行条件書（全文）、出発前

にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 
 旅行のお申し込み及び契約成立時期 
(1) 所定の申込書に所定の事項を記入し、お申し込みください。 
(2) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。 
(3) 申込金:2 万円以上 5 万円未満 10,000 円以上 
     2 万円未満        5,000 円以上 
 旅行代金のお支払い 
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって 13 日目にあたる日より前（もしくは当社が指定する期日までに）にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社の

カード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がな

い限り、お客様の承諾日といたします。 
 取消料 

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、宿泊要項記載の取消料を申し受けます。 
 旅行代金に含まれるもの 
(1) 各旅行日程およびご案内に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。 
(2) 添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付け。 
(3) パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨表示したもの。 

これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。    
 旅行代金に含まれないもの 
上記「旅行代金に含まれるもの」以外のものは含まれませんが、その一部を以下に例示します。 
(1) クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。 
(2) ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー（別途料金の小旅行）の料金。 
(3) 自宅から発着地までの交通費・宿泊費。 
 特別補償 
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激か

つ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。 
 死亡補償金：1,500 万円 
 入院見舞金：2～20 万円 
 通院見舞金：1～5 万円 
 携行品損害補償金：お客様 1 名につき～15 万円（但し、補償対象品１個又は 1 対あたり 10 万円を限度とします。） 

 「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件 
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といい

ます。）を条件にお申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。 
(1) 契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（E-mail 等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき）としま

す。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。 
(2) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、

当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。 
 国内旅行保険への加入について 
旅行先において、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実

情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、お問

合せください。 
 事故等のお申出について 
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込個所にご通知ください。（もし、通知できない

事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。） 
 個人情報の取扱について 
(1) 当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただい

た旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、

並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等及び保

険会社、土産品店に対し、お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。 
(2) 当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があっ

た場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社及び販売店に提供することについて連

絡先の方の同意を得るものとします。 
(3) その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照ください。なお、当社の個人情報に関するお問い合せ窓口は次の部署

となります。 
株式会社 JTB お客様相談室 〒140-8602 東京都品川区東品川 2-3-11  
https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp 

 旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は 2021 年 6 月 1 日を基準としています。又、旅行代金は 2021 年 6 月 1 日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 
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