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「安全な到着」プロトコル 

 
CHNの最優先事項は、学生とホスト家族の健康と安全です。またCHNは、カナダ政府、州および地方の
公衆衛生当局を含む様々な当局の規制および推奨事項に従う義務があります。 
 
ご旅行の準備をする際には、カナダへの海外旅行の規制が常に変化していることをご承知ください。ご

利用の旅行代理店と緊密に連携し、可能な限り最新の情報を確実に入手してください。 
 
「完全にワクチン接種済みの旅行者」が陸路、海路、空路でカナダに入国する場合、入国前の COVID-19

に関する検査の必要がなくなりました。「完全にワクチン接種済み旅行者」の資格を得る方法を含む、

カナダでの現在の旅行規制と推奨事項をよりよく理解するには、https://travel.gc.ca/travel-covid をご覧く

ださい。 
 

すべての旅行者は、ArriveCAN (無料モバイルアプリ、またはウェブサイト)を利用して、カナダ到着およ

び/またはカナダ行きの航空機に搭乗もしくは船に乗船前 72 時間以内 に義務とされた旅行情報を提供す

る必要があります。ArriveCAN を利用する旅行者は、次の情報を提供する必要があります。 

• 連絡先と旅行の情報 
• COVID-19 ワクチン接種証明 
• 隔離計画 
• 渡航書類 (パスポート) 

すべての旅行者は、ワクチン接種の状況に関わらず、旅行中は常にマスクを着用し続けなければなりま

せん。 
 
 
注：カナダ政府による旅⾏要件を満たさない場合は、学⽣のCHN参加契約（「PA」）およびさまざまな
カナダ政府当局の規制と推奨事項に違反と⾒なされ、カナダ連邦政府およびその他のカナダの州および
地⽅の保健当局による追加の罰⾦が学⽣に課せられることになります。（検疫法により課せられる罰則
である、最⻑6か⽉の刑務所⼊所および/または75万ドルの罰⾦が含まれますが、これに限定されませ
ん。）。 
 

現在の旅行規則最新情報 (ワクチン未接種の旅行者)  

18 歳以上の学生がカナダに入国するには、完全に COVID-19 のワクチン接種を受けている必要がありま

す。   

ワクチン未接種のすべての旅行者は、カナダ到着前に適した隔離計画を立てる必要があり、その隔離計

画を ArriveCAN に入力しなければなりません。学生は国境で隔離計画について説明するよう尋ねられる

ことがあります。 
 
 
ワクチン未接種旅⾏者の隔離計画と隔離費⽤ 
 
CHN は、ホストが隔離の義務を提供する準備ができるよう、ワクチン未接種の旅行者に対して 1回払い

の$140 の隔離計画費を請求します。 
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CHN はまた、その期間に対し標準の 1泊料金に加えて、ワクチン未接種の旅行者に対して 14 日間の隔

離義務期間に 1泊$25 の追加料金も請求します。  

これらの追加料金は、総額 $490 ($140 の隔離計画費用に加えて、14 日間の追加費用)。  
 

検査要件を含む、ワクチン未接種旅行者に対するその他の要件の詳細については、 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/unvaccinated-
travellers-entering-canada-covid-19.html をご覧ください。 
 
 
隔離/自己隔離の料金（すべての学生対象） 
 
どのような理由でも、学生がカナダ到着時に隔離/自己隔離

する必要がある場合、CHNは、隔離期間中、その期間の標準的な1泊の料金に加え、1泊あたり25ドルの
追加料金を請求します。隔離1泊あたりの追加料金25ドルは到着後に計算され、合計金額は、可能な場合
、学生の保証金から差し引かれます。保証金から差し引けない場合、新たに請求書をお送りしますので

、直ちにお支払いください。 
 

学生 (ワクチン接種済みもしくは未接種) が、2週間以上ホストの家で自己隔離する必要がある場合に

は、COVID-19 への暴露がどこで、どのように起きたのかが検証できず、その学生がその家庭での最初

の感染者である証明がないので、ホストへ追加の補償は支払われません。  
 
 
隔離/自己隔離オプション 
 
学生が自己隔離もしくは隔離の要件を満たせるよう、CHNは、カナダ公立学校協会（CAPS-
I）とカナダ言語協会と共同で宿泊において2つの選択肢を準備しました。 
 
選択肢1：選定されたCHNホームステイホストの下での隔離 
 
学生は、CHNの判断で、隔離が可能な場合は通常のホストファミリー、または隔離期間のみの一時的な
ホストファミリーに滞在することになります。未成年者には優先的にホームステイ先が手配されます。 
 
料⾦の詳細については、上記の「隔離/⾃⼰隔離料⾦」をご覧ください。 
 
選択肢2： ランゲージズ・カナダの「Study Safe Corridor (学習の安全回廊)」によるホテルでの隔離。 
 
詳細については、https://www.languagescanada.ca/en/study-safe-corridor-for-international-studentsをご
確認ください。 
 
どちらを選択いただいた場合でも、CHNは以下のサービスを提供します： 
• 通常通り、24時間年中無休の緊急サポート 
• 隔離期間中のバーチャルなプログラム 
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学⽣が隔離中に症状を発症した場合、CHNは公衆衛⽣ガイドラインに従います。⼀時的な隔離ホストフ
ァミリーに滞在中に症状を発症した場合、学⽣は通常のホストファミリーで滞在を始めるのに「適して
いる」と判断されるまで、⼀時的な隔離ホストファミリーに滞在する必要があります。 
 
料⾦の詳細については、上記の「隔離/⾃⼰隔離料⾦」をご覧ください。 
 
自己隔離の準備（該当する場合）  
自己隔離は肉体的および精神面に困難な体験となることが考えられるため、到着後14日間の隔離中にど
のように健康管理を行うか、どのように過ごすかを事前に詳しく計画する必要があります。 
 
家族やホテルでの隔離と物理的距離 
次の記事に目を通してください：家族と一緒に住んでいる場合に旅行後に自己隔離する方法 
 
出発前のチェックリスト 
 
学生の出発前の計画： 
 
1. CHNと、自分の計画を確認する 

• 本書に記入、署名し、CHNの「安全な到着」手順を理解していることを確認する 
• CHNの料金を支払う 
• マッチングの詳細を受け取る 
• カナダへ出発する少なくとも14日前に「ワクチン接種を完了」する場合は、CHNにご連絡くだ
さい。 

 
2. 到着時のピックアップ 

• 到着前に、空港で誰が出迎えるかの連絡を受けます。ホストファミリー、交通手段を提供する機

関の運転手、またはホテルのシャトルバスの場合が考えらえます。空港に到着した後、ホストま

たは運転者に会う場所を正確に理解しておいてください。 
• ホストまたはホテルの携帯電話番号または交通機関の電話番号を持参してください。これはすべ

ての到着の場合に重要です。 
 
3. 到着計画 
すべての旅行者は、到着の前に承認を得るためにカナダ政府のArriveCAN申請書をダウンロードして完了
する必要があります。ArriveCANはモバイルアプリとして利用でき、オンラインでもサインインできま
す。 
 
4. 持ち物チェックリスト 
通常の荷物に加えて、学生は次のものも持参する必要があります。 

• 60枚の使い捨てフェイスマスクまたは30枚の使い捨てフェイスマスクと1枚の布製マスク 
• 体温計 
• 隔離期間中の活動のための画材と音楽 

 
機内持ち込み手荷物には、少なくとも2枚のマスクおよび

旅行用サイズの手指消毒剤のボトルを持参してください。 
 
また、機内持ち込み手荷物の中には、次の書類を用意してください： 

• パスポート 
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• 学習許可証または許可確認書（お持ちの場合） 
• カストーディアンシップ文書（該当する場合） 
• 学校からの入学許可書 
• ホームステイ家族の情報と連絡先、またはホテルの名前と住所を示す予約の印刷コピー、空港ピ

ックアップサービス 
• 24時間年中無休の緊急電話番号を含む当社スタッフの連絡先情報シート 
• 自分自身（および未成年者の場合は両親）が署名した出発宣言のコピー 
• 自己隔離計画を印刷したもの 
• ArriveCAN 受領書を印刷したコピー (旅行中にアプリにアクセスできない場合) 
• ホームステイ到着時の着替え 

 
学生の旅行計画： 
 
カナダへの予定出発の72時間前までに、学生はCOVID-
19分子ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）検査の結果を取得し、搭乗前に航空会社に結果を提示する準備を
してください。 
 
旅行当日に、この文書に含まれている出発宣言に記入して署名してください。 
 
フライトに搭乗する前に、学生はArriveCANアプリで次のような情報を提出してください： 

• 旅行および連絡先情報 
• 隔離計画（該当する場合） 
• COVID-19症状の自己評価 
• 予防接種のステータス。 

 
目的地に向かう途中で、学生には次のことが期待されています。 

• マスクと手袋の着用 
• 社会的距離の実践 
• 頻繁な手洗い 
• 必要に応じた手指消毒剤の使用 
• できるだけ触れる場所を少なくする 
• 携帯電話を充電しておく 

 
学生の到着時の計画： 
 
学生は、カナダ到着時にArriveCANレシートを提示できるよう準備してください。入国管理役員が、学生
が自分の情報をデジタルで提出したことを確認します。空港内を移動する際、学生は常に物理的な距離

を維持する必要があります。 

学生は「持参する荷物」で説明されている書類をカナダ国境サービス庁に提供できるよう事前に用意す

る必要があります。学生はまた、旅行者の症状を確認する国境警備隊または検疫官による検査を受ける

必要があります。 

最終目的地の空港への到着時： 
• 運転手やホストファミリーにテキストメッセージを送信するか、指示に従いホテルのバスに連絡

するか、カナダ当局の指示に従う 
• 未使用のマスクを着用する 
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• 物理的な距離を保ちながら手荷物を受け取る 
• 手荷物エリアを出て、運転手やホストファミリーに会うために以前に手配した場所に行きます 
• CHNの宿泊施設への移動が許可されている場合は、自分の荷物を車に積み込み、運転手からでき
るだけ離れた場所に座る 

 
 
学生は自己隔離が必要な場合、自己隔離は検疫法の要件であり、任意ではないことにご注意くださ

い。さらにカナダ政府の職員は、学生が義務付けられている隔離を遵守しているか監視するために

学生に電話をかけます。学生は1-855-906- 5585または613-221-
3100からの電話にいつでも応答できるよう準備してください。重要：コンプライアンスを確認する
ために隔離中に連絡を取る場合、カナダ政府が財務情報を要求することはありません。 

 
その他の考慮事項： 
 
学生が症状を発症したり、診断されたりした場合 

• CHNリレーションシップマネージャーまたはCHN緊急ラインにすぐに連絡してください：1-
877-441-4443、内線 1 

• 自己評価を完了し（ArriveCANアプリで利用可能、https://covid19.thrive.healthにアクセスするか
、8-1-1に電話する）、必要に応じて医師の診察を受けてください。 

• CHNは、不必要な移動によりCOVID-
19の感染が拡大することのないよう努めています。したがって、好ましい対応は次のとおりです
： 
o 公衆衛生の指示に従い、学生を同じ場所に滞在させる、または 
o 可能であれば、学生の両親に自費で子供の世話をするためにカナダに来るように頼んでくだ
さい。 

o 万が一、ホストが病気の学生の世話をすることができない場合、CHNは別のホームステイ家
族における一時的な自己隔離を手配します。 

 
ホストファミリーによる用意が推奨されるもの： 

• 使い捨てペーパータオルと通常の家庭用掃除用品 
• 体温計 
• ハンドソープ 
• 通常の洗濯用石鹸 
• 接触の多い電子機器用の適切な洗浄剤 
• 上記のように、学生は自宅からPPEを持参する必要がありますが、ホストは学生と対話するとき
に個人的に使用するために手元に自分の物資を用意する必要があります。 
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参考資料： 
 
COVID-
19に感染した個人との接触および世話の準備に関する詳細については、以下を参照してください： 

• カナダ公衆衛生庁（PHAC）自宅でCOVID-19の人を世話する方法－介護者へのアドバイス： 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/how-to-care-
for-person-with-covid-19-at-home-advice-for-caregivers.html 

• 準備中のカナダ公衆衛生庁（PHAC）－個人向け： 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection/being-prepared.html#a2 

• COVID-19に関する州および準州の支援： 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html 

• ブリティッシュコロンビア州疾病管理センターの介護者およびCOVID-
19患者の世帯員向けの自己隔離ガイド： 
www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/Self-isolation_caregivers.pdf 
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出発時の学生および実父母の宣言（カナダへの旅行用）： 
 
次の質問に回答し、このページに正式に署名してリレーションシップマネージャーに送信するか、カナ

ダへの出発の朝に

help@canadahomestaynetwork.ca宛にメールしてください。またフライトに搭乗する前にArriveCANア
プリを使用してカナダに入国するために必要な旅行情報を提供する必要があります。 
 
学生の戸籍上の氏名： 
 
生年月日： 
 
到着日：     到着時間： 
 

 は

い 
い

い

え 

いいえの場合、詳細

を入力してください 

私/私の子供は健康で、過去14日間病気の兆候を示していません    
私の知る限り、私/私の子供は過去14日間、病気の兆候を示している人と接触
したことがありません 

   

私の知る限り、私/私の子供は過去14日間、次のような人と接触したことがあ
りません： 
1. 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) に感染している、または 
2. COVID-19に感染している可能性がある、または 
3. COVID-19に感染している人と直接接触した人 

   

私/私の子供は隔離する必要があるかもしれないことを理解しています 
緊急事態を除き、政府の要求があればカナダ到着後14日間 

   

COVID-
19（ArriveCANアプリケーションを含む）に関するカナダの連邦および州の必
須のフォームはすべて、私の/私の子供のカナダ到着前に記入済みです 

   

 
各署名者は、これらの手順を完全に理解し、すべての要件に同意します。学生は、自己隔離手続きの条件に違反する

と、ホームステイプログラムから即座に退去となることを理解しています。これは、学校プログラムからの退去も意

味します。該当する場合、カストーディアンシップサービスはキャンセルされ、学生は実父母またはカナダまたは学

生の母国で公証された文書を通じて法的に許可された代替のカスートディアンの世話の元に戻る必要があります。学

生はまた、カナダ政府による厳しい罰則の対象となる場合があります。私（および未成年者の場合、私の実父母/法
定後見人）は、出発前の宣言が正確に完了していることに同意します。 
 
学生の氏名  

署名  日付  
氏名  
署名   日付  
関係 c母  c 父  c 法定後見人  c その他（具体的に記入してください）： 
氏名  
署名  日付  
関係 c母  c 父  c 法定後見人  c その他（具体的に記入してください）： 

 


