
 
一般財団法人ポジティブアースネイチャーズスクール 

国際自然大学校 西日本 

W-0001 

発行:2019.2.1 

1 

主催事業における災害、安全保障規定書 

 

はじめに 

『国際自然大学校西日本（一般財団法人ポジティブアースネイチャーズスクール）』（以下甲）

では当法人が主催する事業にご参加いただき、様々な体験から多くの学びを得ることを目的に

主催事業を展開しています。まずは参加者の安全管理を最優先事項と捉え、事前に手配できる

限りの最前の準備をおこないますが、万が一の災害、事故などに備え、以下に定める安全保障

規定を定め、主催事業にご参加される会員の皆様の安全の確保に努めてまいります。 

 

 

第１章 責任の範囲 

第１条 甲は、主催事業契約の履行に当たって、当法人が故意又は過失により参加者に損害を

与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算

して 30日以内に当法人に対して 通知があったときに限ります。 

2 参加者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の

命令その他 の当法人又は当法人の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被っ

たときは、当法人は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではあ

りません。 

第２章 補償金の支払い（当法人の支払い責任） 

第２条 甲は、甲が実施する事業に参加する参加者が、その事業参加中に急激かつ偶然な外来

の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第

四章までの規定 により、参加者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、

入院見舞金及び通院見舞金(以下 「補償金等」といいます。)を支払います。 

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又

は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ず

る中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。 

第３条 この規定において「事業参加中」とは、参加者が事業に参加する目的をもって集合場

所での受付から解散時までの期間をいいます。 

 

 

 

 



 
一般財団法人ポジティブアースネイチャーズスクール 

国際自然大学校 西日本 

W-0001 

発行:2019.2.1 

2 

第３章 補償金等を支払わない場合 (補償金等を支払わない場合-その一) 

第４条 甲は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。 

1 参加者の故意。 

2 補償金等を受け取るべきものの故意。 

3 参加者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。 

4 参加者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受

けている場合に生じた事故。 

5 参加者の脳疾患、疾病又は心神喪失。 

第５条 甲は、地震、噴火、津波などの天災による傷害に対しては補償金等を支払いません。 

 

第４章 補償金等の種類及び支払い額 

第６条 甲は参加者が第１条の傷害を被り、その結果として、事故の日から１８０日以内に死

亡した場合は、死亡補償金として、参加者の法定相続人に支払います。但し、すでに

お支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでにお支

払いした金額を差し引いた残額をお支払いいたします。 

第７条 甲は参加者が第１条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から１８０日以

内に後遺障害（身体に残された将来においても回復出来ない機能の重大な障害又は身

体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものを言います。）が

生じた場合は、後遺障害の程度に応じてご死亡・後遺障害保険金額）に後遺障害等級

ごとに定めた割合を乗じた額をお支払いいたします。 

第８条 甲は参加者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、平常業務に従事すること

又は、平常の生活ができなくなり、かつ、入院（医師による治療が必要な場合におい

て、自宅などでの治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下にお

いて治療に専念することを言います）した場合は、その日数（入院日数）に対して入

院補償金を支払います。 

第９条 甲は参加者が第1条の傷害を被り、その直接結果として、平常の業務に従事すること、

又は、平常の生活に支障が生じ、かつ、通院（医師による治療が必要な場合において、

病院又は診療に通い、医師の治療を受けること（往診を含みます）をいいます）した

場合において、その日数（通院日数）に対して通院補償金を支払います。 
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第５章 事故発生及び補償金等の請求の手続 

第１０条 参加者が第１条の傷害を被ったときは、甲が契約している保険代理店を介して参加者

の法定相続人へご連絡をさせていただきます。その際、事故の概要などや状況を説明

させていただきます。 

甲の関知しない事由により第１条の損害を被ったときは、傷害の程度、その原因とな

った事故の概要等について、甲に対して、当該事故の日から３０日以内に報告しな

ければなりません。 

参加者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく説明若し

くは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、甲

は、補償金等を支払いません。 

第１１条 参加者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払いを受けようとするとき

は、甲に対し、補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。 

     １ 死亡補償金請求の場合 

    （ア） 参加者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書  

    （イ） 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 

（ウ） 参加者の死亡診断書又は死体検案書 

    ２ 後遺障害補償金請求の場合  

    （ア） 参加者の印鑑証明書 

    （イ） 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 

    （ウ） 後遺障害の程度を証明する医師の診断書  

    ３ 入院補償金請求の場合 

    （ア） 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書  

    （イ） 傷害の程度を証明する医師の診断書 

（ウ） 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類 

    ４ 通院補償金請求の場合  

    （ア） 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 

（イ） 傷害の程度を証明する医師の診断書 

（ウ） 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類 

 

 

２０１９年２月１日施行 

  一般財団法人ポジティブアースネイチャーズスクール 
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保険代理店・事故受付窓口 

（有）オフィステラ 担当者：町頭隆児 東京都目黒区鷹番２－９－３－２０２ 

契約保険会社 AIG損害保険会社  

〒１００－０００４ 

東京都港区新橋５－１１－３新橋住友ビル６F 

保険は全て日本アウトドアーネットワークの団体会員として加盟しています。 
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個人情報の取り扱いに関する規定書 

『国際自然大学校西日本（一般財団法人ポジティブアースネイチャーズスクール）』（以下甲）

は、当法人が業務上使用する当法人の顧客の個人情報について、個人情報保護に関する法令及び

その他の規範を遵守し、自主的なルール及び体制を確立し、以下のとおり個人情報の取り扱いに

関する規定を定めます。 

1条 個人情報の取得 

甲は、当法人が運営・管理するサービスの提供・確認・ご請求等のために、皆様に氏名、住所、

電話番号、電子メールアドレス、金融機関の口座番号等、個人を識別できる情報および個人情報

と一体となった年齢、誕生日、性別等の属性情報をお伺いすることがあります。 

【ご提出いただくもの（保護者及び参加者→甲）による情報】 

1. 参加確認書（住所・氏名・生年月日等）兼 健康チェックシート（健康状態等） 

【情報の発生（指導期間に発生する各種情報）】 

1. 出席状況等 

2. 各種納入金の状況等 

3. 各種イベント・講座参加時の写真・ビデオ撮影等 

２条 個人情報の利用目的 

甲は、個人情報を以下利用目的で利用いたします。 

1. 各種イベント・講座等のサービスの受付及び適切な業務の遂行のため 

2. 各種イベント・講座等の遂行に際して個人情報を甲が共催する事業体に提供する場合等、

適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため 

3. 他の事業体から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委

託された当該業務を適切に遂行するため 

4. 申込人との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため 

5. 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究や開発

のため 

6. ダイレクトメールの発送等、イベント・講座等のサービスに関する各種ご提案のため 

7. 思い出ビデオ・会報誌・ホームページ・SNS・広報物作成のため。 
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人物の写った写真・ビデオの取り扱いについて 

(ア) 各種イベント・講座で撮影した全ての写真・ビデオについて、その著作権は甲に帰属

します。 

(イ) 各種イベント・講座で撮影した写真・ビデオは、甲の思い出ビデオ・会報誌・ホーム

ページ・SNS・広報物作成のために使用いたします。但し、原稿依頼や甲の活動紹介

の一環と認められる場合は、補足資料として、写真を第三者機関に対して提供する場

合もあります。 

(ウ) 被写体となる個人の肖像権を侵害することの無いように、本人（未成年者の場合は保

護者）から拒否の申し出があった場合には、当該個人の撮影は行いません。但し、集

合写真及び個人が特定できない写真についてはこの限りではありません。 

(エ) 新聞、雑誌に記載する写真は、被写体である個人（未成年者の場合は保護者）の同意

を得たものに限ります。但し、集合写真及び個人が特定できない写真についてはこの

限りではありません。 

３条 個人情報の適正な取得 

甲は、適正に個人情報を取得し、また１５歳未満の子供から親権者の同意なく個人情報をみだり

に収集しないよう留意します。 

４条 個人情報の安全管理、従業員への徹底 

甲は、当法人の管理下にある個人情報の紛失や誤って使われたり、または改変されたりすること

のないよう、厳重なセキュリティ対策を実施しています。また個人情報は、一般の利用者がアク

セスできない安全な環境下に保管しています。甲は、当法人従業者（一般役職員、パートタイマ

ー、ボランティアスタッフ等を含む）、その他関係者に対して周知徹底を図ることで、適切な個

人情報保護に努めます。また当法人が信頼に足ると判断し個人情報の守秘義務契約を結んだ企業

に、業務の一部として個人情報の取り扱いを委託する場合がありますが、この場合にも、皆様の

個人情報は甲の個人情報保護方針のもとで保護されます。 

５条 個人情報の開示・訂正・利用停止等 

甲は、皆様の個人情報をできるだけ正確かつ最新の内容で管理します。ご本人（未成年者の場合

は保護者）からお申し出があったときは、ご本人（未成年者の場合は保護者）の確認をさせてい

ただいた上で、登録情報の開示を行います。また個人情報の訂正・利用停止等をご請求いただい

た場合には、合理的な期間かつ範囲で、これに対応いたします。 
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６条 関係法令、規範の遵守  

甲は、個人情報の保護に関する法令およびその他関連する規範等を遵守します。 

７条 本個人情報の取り扱いに関する規定の変更 

甲は、法令等の変更に伴い、本個人情報の取り扱い規定を変更することがあります。 

８条 甲の個人情報管理責任者 

一般財団法人ポジティブアースネイチャーズスクール 砂山真一 

住所：〒６０４―８４２３ 京都府京都市中央区西ノ京西月光町１８－２－１ 

電話：０７５－３５４－６３８８ 

９条 個人情報に関するお問合せ 

甲の個人情報に関するお問合せは、下記までお願い致します。 

名称 ：個人情報お問い合わせ窓口 

連絡先 ：電話・FAX・E-mail 

連絡方法 ：電話０７５－３５４－６３８８ 

      ：FAX０７５－３８４－０３７７ 

E-mail：info@pens-p.com 

 

 

２０１９年２月１日施行 

  一般財団法人ポジティブアースネイチャーズスクール 
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入会申し込み規定 

  

『国際自然大学校西日本（一般財団法人ポジティブアースネイチャーズスクール）』   

（以下甲）の各種イベント、講座にお申込みいただくには、以下の申込規定に従っていた

だくことになります。 

あらかじめ内容をよくお読みになり、ご理解いただいた上、お申込みくださいますようお

願いいたします。 

また、当規定に定めの無いものについては、各種パンフレット、各参加要項等の定めによ

るものとします。  

 

１条 お申込みについて  

 

１． 参加費・授業料をお支払いの場合には、甲窓口での現金納入、銀行振込・郵便振替、

ハロートラベルなど代理店請求、その他甲指定の方法によりお取扱いいたします。  

２． 銀行振込・郵便振替等でのお申込みの場合、振込手数料はお客様のご負担となりま

す。 

３． お振込、窓口入金などでお支払いの場合、お振込完了が確認できる「領収書控」等

を必ずお受取ください。 

４． 各種イベント・講座へお申込みの場合は、下記のご提出が必要です。 

 

提出のご案内 

 お客様にご提出いただく書類は以下の２点になります。 

  ・参加確認書 兼 健康チェックシート 

・災害・安全保障規定 および 個人情報の取り扱いに関する同意書 

 

 上記書類は、１度ご提出いただけば、甲より特に申し出が無い限り再度のご提出は必要

ございません。年度内２度目以降のお申し込みの際は、各種イベント・講座の参加費の納

入をもって契約の完了とさせていただきます。 

参加確認書兼健康チェックシート、プログラム申込書は web でのご提出となります。 

災害・安全保障規定および個人情報の取り扱いに関する同意書はプログラム実施日当日

にお持ちください。 

ご提出後にご記入事項に変更等が生じた場合は、ただちに甲までご連絡ください。 
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２条 お申込みの締め切りについて 

 

お申込みの締め切りは、原則ご参加いただくイベント・講座の７日前といたします。 

なお、イベント・講座によっては定員になり次第、お申込みを締め切らせていただく場

合があります。振替受講・重複受講についても、席に余裕が無い場合は、受講できない

ことがあります。  

 

３条 受講料等について 

  

  イベント・講座受講お申込み後における解約・返金についてのお取扱い  

 

１． イベント・ 講座開始日前の解約・返金について 

(ア) イベント講座開始日前であれば、理由の如何を問わず、お客様からのお申し出に

より解約・返金させていただきます。 

(イ) 返金金額は、甲規定により、イベント・講座参加要項に別途定めます。 

(ウ) 入会金は初期登録手数料のため、返金の対象とはなりません。  

  

２． イベント・講座開始日以後の解約・返金について 

(ア) イベント･講座開始日以後、下記（イ）に掲げる事由により、講座受講が困難も

しくは不可能または講座受講の必要がなくなった場合には、お申し出ください。

ご相談の上、受講形態の変更または解約・返金等させていただきます。お申し出

は申込者本人もしくはその代理人または申込者のご家族に限定させていただき

ます。 

(イ) イベント・講座受講が困難もしくは不可能または、受講の必要がなくなった場合

に該当する事由とは、下記のとおりといたします。 

    ・ 本人の死亡、重大な心身の疾病などの場合  

・ 保護者の死亡、重大な心身の疾病および勤務先の倒産並びにご家族の介護等に

よる著しい生活環境の変化があった場合  

    ・ その他、講座受講を継続することができない合理的な理由が生じた場合  

 

 

４条 講座運営について  

１． 将来において、現在実施中もしくは実施を予定している講座等の運営をやむを得ず

中止することや発送の遅延が生じる場合があります。また、予告なしに内容の追

加・修正を行う場合があります。 

２． やむを得ない事情により、担当スタッフ、日程等が変更となる場合があります。  
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３． 騒乱、天変地異等の不可抗力により、やむを得ず講義を中止した場合には甲は責任

を負いかねます。あらかじめご了承ください。 

４． 雪、台風等の風水害・ストなどによって交通機関が一部マヒした場合でも、当日出

席する方のために、イベント・講座を行う場合があります。ご連絡いただき、当日

欠席された方には参加費・授業料を全額返金とさせていただきます。 

 

５条  免責 

甲のイベント・講座等をご利用になり、その結果としてお客様の知識・技能等の向

上、目的が達成できなかったとしても、甲は一切責任を負いかねます。  

 

  

６条  規約の変更  

１． 当規約は予告なく変更することがあります。 

２． 現行法規の改正等により、当規約の一部が同法規に抵触する場合には、当該部分を

同法規の定めに従い変更したものといたします。 

 

７条  施行日 

 

２０１９年２月１日施行 
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