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はじめに 

 

①この対策マニュアルの位置づけ 

 このマニュアルは、国及び岩手県並びに遠野市が示す感染対策に基づき具体的事項をまと

めたものです。 

 このマニュアルは、本イベントに関わる全ての者においては、本マニュアルに沿って具体

的な感染予防対策を実施していただくようお願いします。 

 なお、今後の感染状況やイベントに関わるイベントの指針の変更によっては、一部内容を

見直すことがあり得ることをあらかじめご留意願います。 

 

②本イベントにおける新型コロナウイルス感染リスクについて 

 本イベントは、基本的には遠野市宮守町内の遠野市民を対象として行う地域イベントで、

前回実績をもとに 2,000 人程度の来場が想定される、遠野市宮守町内で最も来場者数の多い

イベントとなっています。 

 新型コロナウイルス感染症予防の観点からすると、特定のエリア内に多数の来場者が来る

ことになることから、スタッフをはじめ本イベントに関わる全ての者の感染予防対策の徹底

にご協力をお願いします。 

 

  



１ 従事スタッフに行う新型コロナウイルス感染症対策 

 

  各スタッフは新型コロナウイルス対策として、イベント当日までの事前期間及び当日の

各種対策及び行動指針を定め、それを遵守する。 

 

(1) スタッフの健康管理 

 ① 当日直前２週間の毎日の検温及び健康チェック、直近の行動記録を行い、必要に応じ

て提出する。記録の手法について、別添健康チェックシート・行動記録表、又は、その

記録表の項目が網羅された記録手法によって行うものとする。 

 ② 感染者、濃厚接触者、感染が疑われる者になった場合は、イベント責任者の指示に従

うものとする。 

 ③ 国の緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が発令されている地域、又は、県が往来

を自粛している地域への不要不急な移動は控えるとともに、日頃より感染リスクを避け

る行動を徹底する。 

 

(2) 日々の感染予防対策の徹底 

  日々の生活においてもマスク着用や手指消毒、三密の回避など基本的な感染予防対策に

心がける。 

また、当日従事するスタッフは、３回以上のワクチン接種を推奨する。 

 

(3) イベント当日の会場内での個々の対策 

 ・熱中症等の体調不良の危険性がある時を除き、屋外であっても常時マスク着用する。 

 ・仕切りの無いところでの対面、業務上一定距離が取れない状況での会話は、スタッフ同

士であっても、マスクを外しての会話は行わない。 

 ・スタッフ同士の会話、行動の伝達は、内容を簡潔にまとめ、かつ、大声で行わない。 

 ・来場者と手指が接触する業務に携わる者は、ビニール手袋を原則着用するものとし、業

務上着用が困難であるときは、こまめな手指消毒を徹底する。 

 ・イベント会場内で、イベント開催中は体調管理のために必要な水分補給以外の飲食は、

指定された場所以外で行わない。また、イベント会場外にあっても飲食物の共用は行わ

ない。 

 ・休憩をとる際は、可能な限り分散休憩を取るようにする。 

・感染疑い者が発生した時は、イベント責任者に報告の上、当該対象者に対して速やかに

帰宅を促し、発熱外来。医療機関等への相談・受診を促す。 

 

(4) 必要に応じたＰＣＲ検査の実施 

  感染が疑われる者になった場合、やむを得ず緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が

発令されている地域との往来を行った場合は、必要に応じ事前のＰＣＲ検査・抗原検査の

勧奨を行う。  



スタッフの行動指針 

◆事前行動（開催日の２週間前） 

体調管理チェックシート 

行動記録表の提出 

‣開催日直近２週間(9/18～10/1)の体調チェックシート及び行動

記録表に記入する。 

体調に問題が生じたときの

行動 

‣上記期間中に感染症と疑わしき体調不良が生じた時は、各所属の

管理監督者に報告し、通常業務に従事しないなどの措置を行う。 

感染が疑わしき時の検査の

実施 

‣自らが濃厚接触者となった、または、接触アプリによる通知、上

記体調不良により感染していることが疑わしきときは、主治医等

の判断を経て速やかにＰＣＲ検査等の実施を行う。 

‣陽性と判明した際は、速やかに所属の管理監督者に報告し、勤務

の停止及び本イベントへの参加を停止する。  

 

◆当日行動（10/2） 

共通項目 ‣イベント開催中は常時マスクを着用する。 

‣手指消毒を徹底する。 

従事前 ‣従事前の体調確認及び検温を行う 

‣直前２週間の健康チェック等に問題がないことを確認する。 

‣チェック項目に問題があった者がいた場合は、イベント管理者に

報告の上、従事の取りやめ等の処置を講じる。 

直前ミーティング ‣ミーティング中は、スタッフ同士最低でも１ｍの間隔を取って行

う。 

‣発言は、原則イベント総括、責任者のみに限定する。 

‣ミーティングにおいて、改めてイベント実施中の感染予防対策の

徹底を確認する。 

イベント実施中 ‣イベント実施中の個々の対策を実施する。 

‣スタッフ・出演者・出店者等イベント関係者の証明及び来場者セ

ンターを通過した証の無い者が、会場内にいた場合は、会場内か

ら退出、又は、証明の発行の手続きをしていただくよう促す。 

イベント終了後 ‣イベント終了時ミーティングでスタッフの体調確認を行う。 

‣イベント期間中に購入した個別包装になっていない飲食物は、会

場敷地内で取り分け、共用して食事することを行わない。 

‣イベント終了後に、スタッフ・関係者等による会食は行わない。 

‣イベント翌日以降、体調不良が発生し、感染が疑わしき時は速や

かに、自らの職場の管理監督者に報告する。 

 

  



２ 出店者に行う新型コロナウイルス感染症対策 

 

  各スタッフは新型コロナウイルス対策として、イベント当日までの事前期間及び当日の

各種対策及び行動指針を定め、それを遵守する。 

 

(1) 出店者及び出演者の健康管理 

 ① 出店従事者については、イベント当日直前２週間の毎日の検温及び健康チェック、直

近の行動記録を行い、代表者が当日主催者に提出する。記録の手法について、別添健康

チェックシート・行動記録表、又は、その記録表の項目が網羅された記録手法によって

行うものとする。 

 ② 感染者、濃厚接触者、感染が疑われる者になった場合は、速やかに、イベント責任者

の指示に従うものとし、必要に応じて出店及び出演の中止等の判断を行う。 

 ③ 国の緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が発令されている地域、又は、県が往来

を自粛している地域への不要不急な移動は控えるとともに、日頃より感染リスクを避け

る行動を徹底する。 

 

(2) 日々の感染予防対策の徹底 

  日々の生活においてもマスク着用や手指消毒、三密の回避など基本的な感染予防対策に

心がける。 

また、当日従事するスタッフは、３回以上のワクチン接種を推奨する。 

 

(3) イベント当日の会場内での個々の対策 

 ・熱中症等の体調不良の危険性がある時を除き、屋外でも常時マスクを着用する。 

 ・仕切りの無いところでの対面、業務上一定距離が取れない状況での会話は、マスクを外

しての会話を行わない。 

 ・来場者との会話の際は、会話は可能な限り短く、かつ、大声で行わない。 

 ・来場者と手指が接触する業務に携わる者は、ビニール手袋を原則着用するものとし、業

務上着用が困難であるときは、こまめな手指消毒を徹底する。 

 ・イベント会場内で、イベント開催中は体調管理のために必要な水分補給以外の飲食は、

指定された場所以外では行わない。また、イベント会場外にあっても飲食物の共用は行

わない。 

 ・休憩をとる際は、可能な限り分散休憩を取るようにする。 

 

(4) 必要に応じたＰＣＲ検査の実施 

  感染が疑われる者になった場合、または、やむを得ず緊急事態宣言及びまん延防止等重

点措置が発令されている地域との往来を行った場合は、必要に応じ事前のＰＣＲ検査・抗

原検査の勧奨を行う。 

 



 

 

 

出店者の行動指針 

◆事前行動（開催日の２週間前） 

体調管理チェックシート 

行動記録表の提出 

‣開催日直近２週間(9/18～10/1)の体調チェックシート及び行動

記録表に記入 

体調に問題が生じたときの

行動 

‣上記期間中に感染症と疑わしき体調不良が生じた時は、各所属の

管理監督者に報告し、通常業務に従事しないなどの措置を行う。 

感染が疑わしき時の検査の

実施 

‣自らが濃厚接触者となった、または、接触アプリによる通知、上

記体調不良により感染していることが疑わしきときは、主治医等

の判断を経て速やかにＰＣＲ検査等の実施を行う。 

‣陽性と判明した際は、速やかに所属の管理監督者に報告し、勤務

の停止及び本イベントへの参加を停止する。  

 

◆当日行動（10/3） 

共通項目 ‣イベント開催中は常時マスクを着用する。 

‣手指消毒を徹底する 

従事前 ‣来場前の体調確認及び来場時の検温を行う 

‣直前２週間の健康チェック等に問題がないことを確認する。 

‣チェック項目に問題があった者がいた場合は、イベント管理者に

報告の上、従事の取りやめ等の処置を講じる。 

準備中 ‣出店準備において、身体距離が取れない場合は、原則マスクを着

用する。 

‣従業員等に大声を出して指示を行わない。 

‣イベントスタッフと交渉する者は、原則出店責任者のみとする。 

イベント実施中 ‣イベント実施中の個々の対策を実施する。 

‣スタッフ・出演者・出店者等イベント関係者の証明及び来場者セ

ンターを通過した証の無い者が、会場内にいた場合は、会場内か

ら退出、又は、証明の発行の手続きをしていただくよう促す。 

イベント終了後 ‣イベント終了時ミーティングでスタッフの体調確認を行う。 

‣イベント期間中に購入した個別包装になっていない飲食物は、会

場敷地内で取り分け、共用して食事することを行わない。 

‣イベント終了後に、スタッフ・関係者等による会食は行わない。 

‣イベント翌日以降、体調不良が発生し、感染が疑わしき時は速や

かに、自らの職場の管理監督者に報告する。 

 

  



３ 出演者に行う新型コロナウイルス感染症対策 

 

  各出演者及び出演スタッフは、新型コロナウイルス対策として、イベント当日までの事

前期間及び当日の各種対策及び行動指針を定め、それを遵守する。 

 

(1)出演者の健康管理 

 ① 出演者については、イベント当日直前２週間の毎日の検温及び健康チェック、直近の

行動記録を行い、代表者が当日主催者に提出する。記録の手法について、別添健康チェ

ックシート・行動記録表、又は、その記録表の項目が網羅された記録手法によって行う

ものとする。 

 ② 感染者、濃厚接触者、感染が疑われる者になった場合は、速やかに、イベント責任者

の指示に従うものとし、必要に応じて出演の中止等の判断を行う。 

 ③ 国の緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が発令されている地域、又は、県が往来

を自粛している地域への不要不急な移動は控えるとともに、日頃より感染リスクを避け

る行動を徹底する。 

 

(2) 日々の感染予防対策の徹底 

  日々の生活においてもマスク着用や手指消毒、三密の回避など基本的な感染予防対策に

心がける。 

また、当日の出演者には、３回以上のワクチン接種を推奨する。 

 

(3) イベント当日の会場内での個々の対策 

 ・来場する際は、指定された時間帯に指定された場所から会場に入る。 

・来場時に、指定場所で会場スタッフによる検温を受けること。 

 ・熱中症等の体調不良の危険性がある時を除き、待機中は屋外でも常時マスク着用する。 

 ・可能な限りマスクを着用して出演すること。 

 ・もし、演目によってマスク着用が困難な場合は、飛沫拡散防止や大声を出さないなどの

対策を講じること。 

 ・出演者同士が、出演中であっても身体の距離が取れるよう極力配慮すること。 

 ・イベント会場内で、イベント開催中は体調管理のために必要な水分補給以外の飲食は、

指定された場所以外では行わない。また、イベント会場外にあっても飲食物の共用は行

わない。 

 ・休憩をとる際は、可能な限り分散休憩を取るようにする。 

 

(4) 必要に応じたＰＣＲ検査の実施 

  感染が疑われる者になった場合、やむを得ず緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が

発令されている地域との往来を行った場合は、必要に応じ事前のＰＣＲ検査・抗原検査の

勧奨を行う。 



出演者の行動指針 

◆事前行動（開催日の２週間前） 

体調管理チェックシート 

行動記録表の提出 

‣開催日直近２週間(9/18～10/1)の体調チェックシート及び行動

記録表に記入 

練習時の行動 ‣練習時においても、三密を回避して感染予防対策を徹底する。 

体調に問題が生じたときの

行動 

‣上記期間中に感染症と疑わしき体調不良が生じた時は、各所属の

管理監督者に報告し、通常業務に従事しないなどの措置を行う。 

感染が疑わしき時の検査の

実施 

‣自らが濃厚接触者となった、または、接触アプリによる通知、上

記体調不良により感染していることが疑わしきときは、主治医等

の判断を経て速やかにＰＣＲ検査等の実施を行う。 

‣陽性と判明した際は、速やかに所属の管理監督者に報告し、勤務

の停止及び本イベントへの参加を停止する。  

 

◆当日行動（10/3） 

共通項目 ‣イベント開催中は常時マスクを着用する。 

‣手指消毒を徹底する。 

来場直前及び来場時 ‣来場前の体調確認及び来場時の検温を行う。 

‣直前２週間の健康チェック等に問題がないことを確認する。 

‣チェック項目に問題があった者がいた場合は、イベント管理者に

報告の上、従事の取りやめ等の処置を講じる。 

待機中及び準備 ‣待機中であっても出演者同士最低でも１ｍの間隔を保持する。 

‣待機中は、体調管理上必要な水分補給以外の飲食は行わない。 

‣出演準備において、大声を出しての指示は行わない。 

出演中 ‣イベント実施中の個々の対策を実施する。 

‣可能な限りマスクを着用して出演する。演目の内容によって、着

用できないときは、その他の手法で飛沫拡散防止の対策をとる。 

‣出演中、大声を出す行為は極力控える。演目の都合上、掛け声等

でやむを得ず発しなければならない時は、観客及び出演者との距

離が確保できない状況では行わない。 

出演終了後 ‣出演後は、出演者で体調確認をしたうえで、手指消毒等の感染防

止対策を行う。 

‣出演後、来場者として入場する場合は、イベントスタッフの指示

に従い、入場すること。その場合は、会場から出る際は出演者出

入口は利用しない。 

‣イベント終了後に、スタッフ・関係者等による会食は行わない。 

‣イベント翌日以降、体調不良が発生し、感染が疑わしき時は速や

かに、自らの職場の管理監督者に報告する。 



４ 実行委員会が行う会場内の対策 

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、会場内において下記の対策を

実行委員会で行う。 

 

(1) 来場者センターの設置 

   本イベントに来場された者に対して、感染拡大防止及び感染者発生時の早期封じ込め

の観点から来場者センターを設置し、次の項目を確認する。 

  【確認項目】 

  ① 当日の体調及び体温 

  ② 来場者の連絡先 

  ③ 来場した人数 

   来場者センターは、宮守体育館側入口に設置し、配置予定は別添図面のとおり。 

   上記項目を確認した後、その証を交付する。(※手法は別途調整) 

 

(2) 出店者・出演者専用出入口の設置 

   出店者・出演者専用確認ゲートを旧ＪＡ宮守支店側に設け、関係者の出入りを管理す

る。この出入口からは、緊急時以外は一般来場者の出入りを認めない。 

 

(3) 観客席の配置基準 

   ステージイベント観覧席及び休憩所座席は、座席間を１ｍ以上確保し、かつ、対面と

ならないよう配置する。 

   また、ステージから座席まで、２ｍ以上の距離を離した位置から座席を設置する。 

   座席数は概ね５０席程度とし、イベント途中での追加は行わない。 

    

(4) 手指消毒アルコールの配置 

   基本的な感染対策として、下記の場所に主催者側で手指消毒用アルコールを配置する。 

  ① 来場者センター 

  ② 出店者・出演者出入口 

  ③ 観客席付近 

  ④ 子供遊戯コーナー 

  ⑤ 宮守総合支所玄関（既存） 

  ⑥ 健康管理センター玄関(既存) 

 

(5) 定期的なスタッフの巡回 

   スタッフが定期的に巡回し、会場内の状況把握と来場者への注意喚起を行う。 

また、感染防止マニュアルに従わない来場者に対して、指導を行う。 

再三の指導に対して従わない者がいた場合は、イベント責任者が当該者に対して、敷

地内からの退去勧告を行うなどの対処をする。 



５ 新型コロナウイルス感染症感染疑い及び感染者発生時の対応 

 

 (1) イベント当日の対応 

  ①感染症と疑わしき事例が発生した場合 

   感染症と疑わしき対象者が発生した場合は、速やかに検温、来場者との隔離を行い、

本日の以後参加を見合わせていただく旨を伝え、帰宅をお願いする。 

   併せて、対象者に対して、後日感染者となってしまった場合は、実行委員会に連絡い

ただくようお願いする。 

 

  ②濃厚接触者と判明した場合 

   イベント参加中に、保健所等から濃厚接触者と判断された旨の連絡があった者につい

ては、その時点で参加を見合わせ、帰宅及び速やかな検査をお願いする。 

   後日、検査終了後、感染者と判明した場合は、速やかに実行委員会に連絡いただくよ

うお願いする。 

 

  ③感染者と判明した場合 

   イベント内に参加している者が感染者であることが判明した場合、一時的に当該者を

隔離し、保健所等の指示が確定するまで、その場所での待機を命じる。 

   なお、明らかな体調不良が見られる場合は、保健所及び遠野消防署宮守出張所と連携

した上で、当該者の医療機関への搬送等の処置を行う。 

   当該者が退去後は、一時待機場所の消毒作業の実施を行うとともに、当該者がかかわ

った場所は、念のため消毒作業を実施する。 

また、該当者に関わり濃厚接触者に該当する可能性のある者は、その時点で帰宅対応

とし、保健所等の指示があった場合は、その指示に従っていただくようお願いする。 

   なお、これによりイベントの続行が困難となった場合は、イベント責任者において、

イベントの中止を宣言する。 

 

(2) 後日感染者が判明した場合 

   イベント参加後に感染者となったことが分かった場合は、状況確認の上、実行委員会

において、保健所及び市の対策本部と連携し、対応を検討する。 

   発生情報は、関わったステークホルダー（利害関係者）に連絡するとともに、各種情

報媒体等を活用し、感染者発生を公表するなど、さらなる感染拡大防止に向けた取り組

みを行う。 

 

  



６ 実行委員会が行う広報活動 

 

 (1) チラシによる広報 

   宮守町内にイベントチラシを配布する際に、新型コロナウイルス対策を実施している

ことを記載する。 

また、体調不良時には来場しないよう併せて記載する。 

 

 (2) 市ホームページを活用した広報 

   遠野市のホームページを活用し、チラシの掲載及び来場時の留意点等を掲載する。 

 

 (3) 関係者に対する事前周知 

   本マニュアルをはじめ、留意すべき事項をあらかじめ周知し、事前の周知徹底を図る。 

 

 (4) 開催当日の来場者への周知 

   来場者センター入口に、感染症対策実施中である旨の看板を掲示する。 

   来場者証交付の際に、留意点をまとめたチラシを配布する。 

 

 

７ その他 

    本マニュアルについては、作成時の情勢も踏まえて作成しています。 

国や県の新たな方針等が発表された場合は、内容を変更することがあります。 

    また、このマニュアルでも十分に対策ができないと判断した時は、リスク回避の観

点から、本イベントの内容変更、又は、開催を中止することがあります。 

 

 


