
令和２年８月４日 

 

新型コロナウイルス感染症感染防止をふまえたイベント等の 

実施方法について（参考） 

 

当法人では、沖縄県が策定した「新型コロナウイルス感染症にかかる沖縄県主催イベン

ト等実施ガイドライン」や、「第２波、第３波に備えた警戒レベル指標の策定について」を

参考にしながら、新型コロナウイルス感染症感染防止をふまえたイベント等の実施方法に

ついて検討し、感染症対策資料を作成しているところです。 

 

皆様におかれましても、イベント等の実施と参加について国の指針や沖縄県策定のガイ

ドライン等を参考にしながら、感染防止対策を徹底したうえで、イベント等へ参加・実施

していただければ幸いです。 

 

 

（１）新型コロナウイルス感染症感染防止をふまえたイベント等実施策（参考） 

（２）新型コロナウイルス感染症対策について 

（３）新型コロナウイルス感染症感染防止対策への取り組みについて（アナウンス用） 

（４）新型コロナウイルス感染症対策チラシ（スポーツ、会議） 

（５）新型コロナウイルスの感染が疑われる症状が関係者から出た場合を想定した対策 

（６）健康状態申告書 個人用 

（７）健康状態申告書 団体用 

（８）新型コロナウイルス感染症対策 用具一覧 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 沖縄県身体障害者福祉協会 



新型コロナウイルス感染症感染防止をふまえたイベント等実施策（参考） 

(1)新しい生活様式の徹底等を定めた❶「沖縄県主催イベント等実施ガイドライン」、❷「第２ 

波、第３波に備えた警戒レベル指標の策定について」、❸「会場のガイドライン」の３つを 

ふまえ適宜実施可否を検討する。 

(2)開催規模（参加人数、日程、会場図）を設定して、密にならない行動範囲を参加者同士で 

共有できるよう掲示・配布する。 

 

■動員数 …… 実施内容や会場のガイドライン等に応じて出来るだけ最小限に設定する 

①参加者側の人数 

②運営側の人数（主催役員、来賓、協力役員（ボランティア）、マスコミ等） 

 

■タイムスケジュール 

時間 内容 新型コロナウイルス感染症感染対策 

８：５０ 開場 参加者側が開場前に入場することは極力避ける 

９：００ 受付 時間を要することが想定されるので、出来るだけ 

長めに設ける。待機者用に間隔の目印があるとよい。 

①検温・体調チェック 

②配布物（ナンバーカード、参加賞、プログラム等） 

９：５０ 開会式 

１．開会の挨拶 

２．運営注意等 

①時間を短縮して行う 

②選手等による整列は行わない 

１０：００ 競技開始 ・競技方法、試合数を短縮する ＊時間短縮 

・レーン幅や選手間の間隔を確保する ＊密接対策 

・成績速報等の掲示は行わない 

（希望者へは印刷したものを配布する）＊密集対策 

・個々で使用するもの（卓球のラケット等）は各自で用意

し、共有を避ける 
１２：５０ 競技終了 

１３：００ 審判長による成績発表 入賞者へ個別にメダルを授与し、首かけ等はしない 

 片付け次第、解散 表彰式や閉会式は実施しない 

 

■運営方法 

①基本的には無観客で開催する ※会場の状況（屋内外）等で判断する※ 

（事前申し込みをしていない者は受付で検温と「健康状態申告書」の記入を求める） 

②会場内での昼食は禁止（昼食時間は設けない）とし、弁当の斡旋はしない 

③選手、役員等は出来るだけ常時マスクを着用する（競技中、運動中を除く） 

④道具（バインダーや、競技で使用するもの等）の使用者を明確にし、共有は避ける。また、

適宜アルコール消毒を行う 

 

■熱中症予防 

①飲み物・飴玉（塩分補給タブレット）などは各自で用意すること 

②３トル（人との距離をトル、距離をとったらマスクをトル、水分をトル）を促す 

 

その他、イベントや参加者等の特性に応じて対策を講じる 



新型コロナウイルス感染症対策について 
 

■大会に参加される前に 

（１）日常的に健康状態を確認しておきましょう 

（２）当日、会場へ向かう前に自宅で健康状態を確認しましょう 

  以下の事項に該当する場合は、参加を控えるようご協力お願いします 

 チェックリスト □発熱の症状がある 

□風邪の症状がある（咳・咽頭痛・倦怠感・息苦しさ・嗅覚や味覚の異常） 

□同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる 

□開催日前１４日間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした 

□開催日前１４日間以内に感染拡大している地域や国への訪問歴がある 

（３）氏名・健康状態・連絡先等を別紙「健康状態申告書」に記入し、提出をお願いします 

（４）高齢者や基礎疾患・持病（糖尿病、高血圧、ぜんそく等）のある方は、感染した場合に重症化 

する傾向があるため、事前にかかりつけ医などへの相談をお願いします 

（５）見学や応援のための参加を控えるようご協力お願いします 

 

■大会期間中の対策について 

 以下の項目についてご理解・ご協力をお願いします 

  □マスクを着用して来場すること（競技中の選手以外はマスク着用） 

  □入場時には必ず手指消毒を行うこと 

  □咳エチケットやこまめな手洗い・手指消毒等を行うこと 

  □大きな声での会話や応援は控えること 

□他の参加者や運営事務局等との間隔はできるだけ密にならないよう距離を保つこと 

  □会場の換気実施に協力すること 

  □ゴミの放置や会場での処分は禁止とし、必ず持ち帰ること 

 

※マスク着用により熱中症のリスクが高まります 

十分な距離を確保してマスクを外す、こまめな水分補給等を適宜行いましょう 

 

■大会の終了後について 

①飲食を伴う慰労会などの場はできるだけ控えてください 

②大会終了後、１４日間以内に感染および感染が疑われる症状が発生した場合は、速やかに事務

局までご連絡ください。また、大会関係者への情報提供にご了承ください。 

 

※個人情報の取扱については、沖縄県身体障害者福祉協会個人情報保護要綱に基づき管理します※ 



「新型コロナウイルス感染症感染防止対策への取り組み」について（令和２年７月２２日） 
 

新型コロナウイルスの感染は、飛沫感染（咳・くしゃみ，おしゃべりによる感染）と接触感染（手で触れることによる感染）の

経路で生じることが知られています。➊人が多く集まる環境（密集）、➋近い距離での会話（密接）、➌換気の悪い空間（密閉）の

３密を避けるため、大会当日は「間隔をとったタイムスケジュールとレイアウト」へのご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者全員で協力すること 

 

①定期的に換気を行います。 

②各場所に消毒液、ポンプ式の石けんを設置します。 

③人と人が対面する場所は、アクリル板等で遮断します。 

④共有する物品やドアノブなど手を触れる部分を消毒します。 

⑤鼻水、唾液が付いたゴミはビニール袋で密閉します。 

⑥対策のチェックリスト、レイアウト、サインを掲示します。 

５．消毒と換気 

高齢者や基礎疾患・持病（糖

尿病、高血圧、ぜんそく等）

のある方は、感染した場合に

重症化する傾向があるため、

事前にかかりつけ医などへ

の相談をお願いします。 

①マスク 

②マイボトル 

③マイタオル 

④飴玉（塩分補給タブレット等） 

⑤健康状態申告書 

⑥参加人数・棄権申出書 

準備いただきたいもの ご注意 

主催者が気を付けること 

①飲食を伴う慰労会などの場はできるだけ控えましょう。 

②２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、

主催者に濃厚接触者の有無を速やかに連絡しましょう。 

３．参加後 

①体調が悪い場合は報告して参加を控えましょう。 

②症状がなくてもマスクを着用しましょう。 

③こまめに手洗いや手指消毒、咳エチケットを行いましょう。 

④人との間隔はできるだけ、２m（最低１m）空けましょう。 

⑤大きな声で会話、応援は避けましょう。 

⑥飲食は指定場所で、距離をとって対面は避けましょう。 

⑦タイムスケジュール、レイアウトを事前に確認しましょう。 
 
※マスク着用により熱中症のリスクが高まります。 

「十分な距離の確保」、「マスクを外す」、「こまめな水分補給」

を適宜行いましょう。 

２．参加中 

①日々の体温測定と健康管理を行いましょう。 

②当日の見学や応援のための参加は控えましょう。 

③感染に備えて、名簿（緊急連絡先）の作成に協力しましょう。 
 

※個人情報の取扱いについては、沖縄県身体障害者福祉協会個人情報保護要綱に基づき管理します。 

１．参加前 

①おおむね ３７．５度以上の発熱があった。 

②体調不良（風邪症状・咳・咽頭痛・倦怠感）がある。 

③同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる。 

④開催日前１４日以内に、入国制限、入国後の観察期間を必要

とされる国、地域等への渡航、当該在住者と濃厚接触がある。 

４．参加の制限 



③各競技中はマスクを外しても大
丈夫です。 
 
 
 
 
 
 
※ただし、整列時、休憩時等はマスク
の着用をお願いします。 

④熱中症対策として、こまめな 
水分補給を心掛けて下さい。 
 
 
 
 
 
 
※喉を潤すことは熱中症だけでなく、
コロナ予防にも効果的です。 

※塩分も忘れずに！ 

新型コロナウイルス感染症対策へのご協力 
～ 以下のご協力をよろしくお願いします ～ 

①来場する前に体温測定と 
 マスク等のご用意をお願いします。 
 
 
 
 
 
 
※平熱より１℃以上高いとき、風邪症
状がある場合は、来場ＮＧです。 

②会場に入る前に、手洗いや消毒
をお願いします。 
 
 
 
 
 
 
※会場を出る際には、ゴミの 
持ち帰りの協力もお願いします。 

● スタッフは・・・ 
  ①共有部分の消毒を行ないます（競技用具、椅子、テーブル等）。 
  ②役員や審判もマスクの着用を行ないます。 
  ③一定時間ごとの換気を行ないます。 
  ④各選手団の連絡先を控え、迅速な情報共有を図ります。 
  ⑤会場受付にはビニールカーテンを設置します。 
 
 

社会福祉法人 沖縄県身体障害者福祉協会 

＼どちらもＯＫ／ 

※マスク着用時の 
運動は熱が体にこもる
ので、細心の注意を！ 

＼マイタオルも／ 

た お る 

※マイボトル 
持参推奨！ 



①来場する前に体温測定と 
マスク等の用意をお願いします。 
 
 
 
 
 
 
※平熱より１℃以上高いとき、風邪症
状がある場合は、来場ＮＧです。 

②名簿（緊急連絡先）の作成に、  
ご協力ください。 
 
 
 
 
 
 

※２週間以内に感染者が出た場合、
相互の連絡を円滑に取るためです。 
（個人情報は沖縄県身体障害者福祉協会個人情報保護要綱
に基づき管理します） 

出席者                   沖身協 

①会場に入る前に、手洗いや消毒
をお願いします。 
 
 
 
 
 
 
※会場を出る際には、ゴミの 
持ち帰りの協力もお願いします。 

②座席は、充分な間隔を取って、 
配置します。 
 
 
 
 
 
 
※席を左右にずらして、前後の参加者
が重ならないようにします。 

新型コロナウイルス感染症対策へのご協力 
～ 以下のご協力をよろしくお願いします ～ 

● 来場前に・・・ 

● 会場では・・・ 

● スタッフは・・・ 
  ①共有部分の消毒を行ないます（ドア、椅子、テーブルや筆記具等）。 
  ②一定時間ごとの換気を行ないます。 
  ③感染対策セットを用意し、どの会場でも共通した感染対策が 
    できるようにします。 
 

社会福祉法人 沖縄県身体障害者福祉協会 

ソーシャルディスタンス 
← １ｍ～２ｍ → 

＼マイタオルも／ 

た お る 

会議参加者が発症した場合等の連絡 

自身・家族が発症した場合等の連絡 



新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる症状が 

関係者から出た場合を想定した対策 

 

■開催日前までの準備として 

（１）参加側 

①選手として参加を予定している者は申込時に担当者へ緊急時連絡先を提出すること 

②介助員等含む役員を予定している者はあらかじめ選手の所属している団体担当者へ 

緊急時連絡先等の情報を提出すること 

  ③団体担当者は感染発覚時の連絡網作成と緊急時の情報周知に協力すること 

（２）運営側 

  ①団体等に所属している者（競技役員・補助員・委託業者）はあらかじめ所属団体 

担当者へ緊急時連絡先等の情報を提供すること 

 

■開催日の対応として 

（１）団体担当者は参加者全員分の「健康状態申告書（団体用）」を受付へ提出すること 

（２）団体等に所属していない者等で大会開催地への来場がある場合は、受付で「健康状態 

申告書」の記入、提出を義務とする（マスコミ等も含む） 

 

■会期中に感染が疑われる症状（発熱、嗅覚・味覚の異常等）が出た場合 

 開催期間中に関係者から感染が疑われる症状の報告があった場合は、速やかに当該者の

参加を中止し、医療機関等へ連絡・搬送等の対応を行う 

 

■終了後１４日間以内に感染発覚した場合 

（１）感染発症が発覚した場合は速やかに報告すること 

（２）濃厚接触者となった場合は１４日間の自宅待機に協力すること  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所属している他のメンバーへ連絡 

（団体の場合） 

所属団体の 

担当者へ連絡 

【
参
加
者
】
感
染
発
覚 

団
体
担
当
者 

沖身協へ連絡 

沖
身
協 

関
係
各
位 

関係各位へ 

連絡 

（個人の場合）沖身協へ連絡 

【感染発覚時の情報連絡網】 

所
属
メ
ン
バ
ー
等
へ
連
絡 



2020 年 5 月 22 日【Ver.1.0】 

 

記入日     年     月     日 

 

（選手・介助者等参加団体役員以外） 

健康状態申告書 

 

ふりがな  

氏  名  

住所・所属 
（市町村） 

 

体温 ℃ 風邪症状 あり ・ なし 

１４日間以内の発熱や感冒症状で受診や服薬 あり ・ なし 

１４日間以内の感染拡大地域や国への訪問歴 あり ・ なし 

緊急連絡先 

TEL  

FAX  

Mail  

※１ 収集した個人情報は、目的達成のために利用し、法令に基づく場合または 

本人の同意がある場合を除き、他に利用及び提供することはいたしません。 

 

※２ 沖縄県身体障害者福祉協会個人情報保護要綱に基づき最低１か月間保管します。 

 

※３ 参加者に感染者が出た場合における保健所の聞き取り調査への協力をお願い 

いたします。 

 

※４ 濃厚接触者となった場合は、１４日間を目安に自宅待機をお願いすることが 

あります。 

 



健康状態申告書（団体受付用） 2020.07.22作成 

 

（１）団体担当者にて、参加者全員分（選手および介助含む役員等）の体調確認および体温記入をとりまとめ、受付へ提出してください。 

 （２）大会関係者に感染者や濃厚接触者が発生した場合に備え、団体担当者にて参加者全員分の連絡先を控えておいてください。 

（３）体調確認は下記項目のすべてに該当する場合のみ、チェック（✔）を記入してください。チェックがない場合、参加をお断りする場合があります。 

①発熱や風邪の症状がない（咳・咽頭痛・嗅覚や味覚の異常など）   ②同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない 

③開催日前１４日間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をしていない ④開催日前１４日間以内に感染拡大している地域や国への訪問歴がない 

 

団体名  担当者名  当日緊急用連絡先  

連絡先 TEL：                                       FAX：                                       MAIL： 

No 氏名 体温 体調確認 目的 No 氏名 体温 体調確認 目的 

1    選手 ・ 役員 ・ その他 11    選手 ・ 役員 ・ その他 

2    選手 ・ 役員 ・ その他 12    選手 ・ 役員 ・ その他 

3    選手 ・ 役員 ・ その他 13    選手 ・ 役員 ・ その他 

4    選手 ・ 役員 ・ その他 14    選手 ・ 役員 ・ その他 

5    選手 ・ 役員 ・ その他 15    選手 ・ 役員 ・ その他 

6    選手 ・ 役員 ・ その他 16    選手 ・ 役員 ・ その他 

7    選手 ・ 役員 ・ その他 17    選手 ・ 役員 ・ その他 

8    選手 ・ 役員 ・ その他 18    選手 ・ 役員 ・ その他 

9    選手 ・ 役員 ・ その他 19    選手 ・ 役員 ・ その他 

10    選手 ・ 役員 ・ その他 20    選手 ・ 役員 ・ その他 

 

※１ 収集した個人情報は、目的達成のために利用し、法令に基づく場合または本人の同意がある場合を除き、他に利用及び提供することはいたしません。 

※２ 沖縄県身体障害者福祉協会個人情報保護要綱に基づき最低１か月間は保管します。 
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備考

1
各々で準備をする

（予備の分を準備）

2
各々で準備をする

（紙コップ→マイボトルの使用を促す。）

3
各々で準備をする

（ペーパータオルがない場合に備えて）

4
受付や目立つ場所に掲示

（対策の共有）

5
受付や目立つ場所に掲示

（イベントの流れを共有）

6 個人で事前の申込みのない方の連絡先を預かるため

7 団体で当日キャンセルを確認するため

8 受付で対面する場合や近距離で話すとき

9 受付で不特定多数の方と対面する場合

10 非接触型体温計で正確に測れない方用

11 受付に２台ていど

12 大規模イベント用

13
手指消毒用 各か所に設置

（移動の際は中身がこぼれないよう注意！）

14
男・女・多目的トイレ

（移動の際は中身がこぼれないよう注意！）

15 定時消毒用 マイク、ドアノブなど

16 定時消毒用 ゴミの管理片付けなど

17 換気対策用

18 受付用・体調不良者待機用

19 受付用・体調不良者待機用

20 大人数での方を管理する場合

感染リスクがあるものは、極力持っていかないようにする！

新型コロナウイルス感染症対策 用具一覧

沖縄県身体障害者福祉協会

透明アクリル板・ビニールカーテン

マスク

マイボトル

マイタオル

簡易テント

体温計 非接触型
（単４電池２個）

項目

大型扇風機、サーキュレーター

パラソル

体温チェック確認済みのバンド、シール、パッチ

フェイスシールド

体温計 AIサーマルカメラ
（ドーム型、ハンディ型）

自動　アルコール手指消毒液
（単３電池４個）

自動　ハンドソープディスペンサー
（充電式）

使い捨て手袋・ポリ袋・ビニール袋タオル

コロナ対策 チラシ

イベントスケジュール・レイアウト

健康状態申告書

参加人数・棄権申出書

体温計

アルコール消毒液・除菌ウェットティッシュ


