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名張市における公共施設、イベント、会合等の 

新型コロナウイルス感染症への対応について 

  令和３年６月３０日 

名張市新型コロナウイルス感染症対策本部 

 

 令和３年５月７日に、国は「まん延防止等重点措置」の三重県への適用を決定

し、これを受け、三重県は、「命と健康」を最優先に考え、今後取り組むべき対策と

して「三重県まん延防止等重点措置」を出し、県全域でのまん延防止対策に取り組

んできましたが、感染状況に改善がみられることから、三重県への「まん延防止等

重点措置」の適用が６月２０日をもって終了され、その後、引き続き発出されてお

りました「三重県リバウンド阻止重点期間」につきましても、６月３０日をもって

終了することとなりました。 

しかし、全国では緊急事態宣言やまん延防止重点措置が引き続き適用されるな

ど、いまだ感染症への警戒を緩める時ではないこと、また、次の波を起こさない、

起きたとしても短く、小さく抑えていくための取組が必要であり、本市において

も、引き続き、気を緩めることなく、感染防止対策を徹底していただき、再びの感

染拡大を防いでいく必要があります。 

 

公共施設の運営、イベント・会合等の実施においては、引き続き、感染症対策に万

全を期すこととします。家庭内での感染防止対策や最近の感染事例をふまえた全世代

での感染防止対策を徹底していただくとともに、一人の人から多くの人に感染を拡大

させるおそれがあることから、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような環境であ

る「三つの密」の回避や、「人と人との一定の距離（２ｍ程度）の確保」「マスクの着

用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染防止対策の徹底など、感染

拡大を予防する「新しい生活様式」を定着させながら、「持ち込まない、広げない」慎

重な行動をお願いします。あわせて、『感染リスクが高まる「５つの場面」』、『感染リ

スクを下げながら会食を楽しむ工夫』（新型コロナウイルス感染症対策分科会からの

提言）を積極的に取り入れ、実践いただくとともに、主催者の存在しない季節の行事

など（花見、クリスマス、大晦日、初日の出など）に参加する場合は、基本的な感染

防止対策を徹底するとともに、不特定多数が密集する、大声の発声を伴う可能性が高

いと考えられる場合は、参加を控えてください。行事においての大量または長時間・

深夜にわたる飲酒や飲酒後の行事への参加は控えてください。屋外で実施する場合で

あっても、大人数、長時間となる飲食は、感染防止対策が徹底できない場合は避けて

ください。 

また、感染拡大防止に向け、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ（ココア）」（厚生労働省）

や接触確認システム「安心みえるＬＩＮＥ」（三重県）を周知、啓発し、活用いただき

ますようお願いします。 
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記 

 

１．イベント・会合等における基本的な考え方 

 イベント主催者及び施設管理者の双方が「別紙１『感染防止のチェックリスト（イ 

ベント開催時の必要な感染防止策）』」の取組が記載された業種ごとの感染拡大予防ガ 

イドラインに則った対策を行い、かつ、その取組が公表されている場合は、 以下に示 

す人数等を上限としてイベント等を開催できるものとします。 

業種ごとの感染拡大予防ガイドラインが無い場合は、別紙１の取組を記載したガイ 

ドラインを作成、公表し、対策を行った上で 、以下に示す人数等を上限として イベ 

ント等を開催してください。 

※ 東京オリンピック・パラリンピックのパブリックビューイング等については、大

人数が集まることにつながる上、大声での声援等も想定され 感染リスクが高まるた

め 、実施はきわめて慎重な検討をお願いします。 

※ 入退場時や区域内での感染防止にかかる適切な行動の確保ができないイベント等

は 、「（２）祭り、花火大会、野外フェスティバル等の開催」により取り扱ってくださ

い。 

イベント主催者及び施設管理者の双方が別紙１及びガイドラインに則った対策を

行っていないイベントの場合は、参加人数５，０００人以下、かつ、屋内（屋外で

あっても座席等により参加者の位置が固定され、かつ、収容定員の定めがある場合

を含む。）では収容率５０％以内、屋外（屋内であっても、座席等により参加者の

位置が固定されず、又は収容定員の定めがない場合を含む。）では人と人との距離

を十分に確保できる間隔（できれば２ｍ）をとれる人数を上限とします。 

 

（１）開催規模については、次の（ア）、（イ）の人数のいずれか小さい方を限度とし

ます。 

【７月１日（木）から７月２０日（火）まで】（経過措置） 

（ア）人数上限 （イ）収容率上限 

〇収容定員20,000人超の場合 

⇒10,000人 

〇収容定員10,000人超 

20,000人以下の場合 

⇒収容定員の50％ 

〇収容定員10,000人以下の 

場合 

⇒5,000人 

〇収容定員が設定されていな

大声での歓声・声援等がないこ

とを前提としたイベント 

（クラシック音楽コンサート、

演劇、展示会など） 

飲食を伴うが発声のないもの 

100％以内 

【収容定員がない場合は、最低限人と人

が接触しない程度の間隔を空ける。】 

大声での歓声・声援等が想定さ

れるイベント 

（ロック、ポップコンサート、

スポーツイベント等） 

50％以内 

【収容定員がない場合は、十

分な間隔(1ｍ以上)を空け

る。】 
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い場合 

⇒10,000 人 

【７月２１日（水）から８月３１日（火）まで】 

（ア）人数上限 （イ）収容率上限 

〇収容定員10,000人超の場合 

⇒収容定員の50％ 

〇収容定員10,000人以下の 

場合 

⇒5,000人 

〇収容定員が設定されていな

い場合 

⇒後述 

大声での歓声・声援等がないこ

とを前提としたイベント 

（クラシック音楽コンサート、

演劇、展示会など） 

飲食を伴うが発声のないもの 

100％以内 

【収容定員がない場合は、最低限人と人

が接触しない程度の間隔を空ける。】 

大声での歓声・声援等が想定さ

れるイベント 

（ロック、ポップコンサート、

スポーツイベント等） 

50％以内 

【収容定員がない場合は、十

分な間隔(1ｍ以上)を空け

る。】 

 

（ア） 人数の上限 

【７月１日（木）から７月２０日（火）まで】（経過措置） 

収容定員が設定されている場合、「５，０００人又は収容定員の５０％のいず

れか大きい方」又は「１０，０００人」のいずれか小さい方を上限とします。 

なお、収容定員が設定されていない場合は、１０，０００人以下で開催してく

ださい。 

【７月２１日（水）から８月３１日（火）まで】 

収容定員が設定されている場合、「５，０００人又は収容定員の５０％のいず

れか大きい方」を上限とします。 

なお、収容定員が設定されていない場合は、後述（イ）の収容定員が設定され

ていない場合と同様とします。 

 

（イ） 収容率の上限 

「別紙２『各種イベント例』」を参考に、大声での歓声・声援等の有無により次の

収容率を上限とします。 

○大声での歓声、声援や歌唱等がないことを前提としたイベント 

別紙１の取組が徹底されていることを前提として 

・収容定員の１００％を上限とします。 

・固定席が無い場合など、収容定員が設定されていない場合は、「密」となる状

況が発生しないよう(最低限人と人が接触しない)間隔を空けることとします。 

・飲食を伴うイベントについては、下記「大声での歓声、声援や歌唱等が想定

されるイベント」と同様の取扱いとしますが、イベント中の発声がないもの

で「別紙２『各種イベント例』」に記載の条件が全て担保される場合は「大声

等がないもの」とみなします。 
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○大声での歓声、声援や歌唱等が想定されるイベント 

別紙 1に留意し、感染防止対策が徹底されていることを前提として 

・収容定員の５０％を上限とします。 

・固定席がある場合は座席を前後左右の１席は空けることとしますが、グルー 

プで参加している場合は、少なくともグループごと(５名以内)で前後左右の 

１席は空けてください。結果として５０％を超えることもあります。 

・固定席が無い場合など、収容定員が設定されていない場合は、十分な間隔 

（１ｍ以上)を空けることとします。 

 

※大声での歓声、声援の有無については、これまでの開催実績における実態や 

類似のイベントにおける大声での歓声、声援等の有無により判断してください。 

具体的なイベント例については別紙２をご確認ください。 

 

（収容率上限の緩和） 

別紙２において「大声での歓声・声援等が想定されるイベント 」に分類され 

るイベントであっても、主催者等がイベントの特性に照らして大声での歓声や

声援が想定されず収容率上限を１００％とする扱いが適切と考える場合は、下

記の条件を満たすことにより収容率上限を １００％とすることができます。

（主催者等がこれまでに大声や歓声等のないイベントを開催したことが無い

場合は除く。） 

なお、参加人数が１，０００ 人を超える場合は、事前に県へ相談してくださ

い。 

 

・次の資料を作成の上、それらをＨＰ等で公表するとともに、イベント終了か

ら１年間保管してください。（大声・歓声等の発生等の問題が生じた場合に

は県から提出を求められることがあります。） 

①  次のことを示す過去１年間の実績資料 

・食事を伴わないイベントであること。 

・大声・歓声等が発生しないイベントであること。 

ⅰ）当該イベントと同じ出演者・チーム による過去のイベントの開催実績が

ある場合 

a) イベントの特性 

b) 大声・歓声等を防止するための十分な対策内容等 

c) 大声・歓声等がなかったことを示す音声又は動画等がある場合はそのデー

タ 

ⅱ）当該イベントと同じ出演者・チームによる過去のイベントの開催実績がな

く、類似のイベントで大声・歓声等なしのイベントを開催したことがある場
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合 

a) イベントのジャンル及び来場者層が当該類似イベントと同様であること。 

b) イベントの特性 

c) 当該類似イベントにおける大声防止策と同種かつ十分な対策を講じるこ

と及びその対策内容等 

d) 当該類似イベントで大声・歓声等がなかったことを示す音声又は動画が

ある場合はそのデータ 

② 別紙１「感染防止のチェックリスト（イベント開催時の必要な感染防止策）」

に記載されている対策の実施状況 

③ 結果報告資料（イベント終了後） 

 

※入退場時や区域内での感染防止にかかる適切な行動の確保ができないイベ

ントは、「（２）祭り、花火大会、野外フェスティバル等の開催等」によるこ

ととします。 

※（ア）（イ）について、それぞれの条件が満たされていない場合は、これまで 

 と同様、参加人数５，０００人以下、かつ、屋内では収容率５０％以内、屋 

 外では人と人との距離を十分確保できる間隔(できれば２ｍ)をとれる人数 

を上限とします。 

  

（２）祭り、花火大会、野外フェスティバル等の開催 

・祭り、盆踊り等、人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握

できるものを開催しようとする場合については、（１）にかかわらず、適切な感

染防止対策（発熱や感冒症状がある者の参加自粛、「三つの『密』」の回避、行

事の前後の「三つの『密』」の生ずる交流の自粛等）を講じた上で開催していた

だくようお願いします。 

・広域的に参加が見込まれる行事や、参加者や見物人の移動を伴う行事など、参

加者の把握が困難なものについては、中止・延期をご検討ください。ただし、

区画当たりの人数制限、誘導人員の配置、飲食の制限、大声を出さないことの

担保など別紙１⑮の取組が確実に実施され、入退場や区域内の行動管理が適切

に行える場合については、開催可能とします。 

２．感染防止対策について 

 （１）発熱等の風邪の症状がみられる方は、公共施設等の利用やイベント・会合等

への参加を行わないよう徹底を図ること。 

また、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出されている都道府県及び

飲食店等への営業時間短縮等の要請がなされているエリアにお住まいの方は、

参加を避けていただくようご協力をお願いすること。その他の都道府県にお住

まいの方は、お住まいの都道府県の移動に関する方針等にご留意の上、参加に
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ついて今一度必要性、安全性を検討いただき控えていただくようご協力をお願

いすること。 

（２）公共施設等の利用やイベント・会合等に参加する前には、検温及び風邪症状

の有無を自己確認していただくようお願いすること。入場時の検温等について

は、可能な範囲で、実施すること。 

（３）利用者・参加者への手洗いや咳エチケットを徹底すること。 

（４）アルコール消毒液を設置すること。 

（５）ホールやトイレなど多くの利用者等が手を触れる箇所（ドアノブ、手すり、

スイッチなど）は、適宜、消毒液（消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム

等）を使用して清掃を行うなどして環境衛生を良好に保つこと。 

（６）感染のリスクへの対応を徹底すること。 

① 三つの「密」を回避すること。 

集団感染が生じた共通点を踏まえると、①密閉空間（換気の悪い密閉空間で

ある）②密集場所（多くの人が密集している）③密接場面（互いに手を伸ばし

たら届く距離での会話や発声が行われる）という「三つの密」がある場では、

感染を拡大させるリスクが高いと考えられているため、混雑時は誘導するなど

入退場時、休憩場所、待合場所等で「三つの密」となることを避けること。 

② 人と人との距離を確保すること。 

 会場への出入り等の移動を含め、施設や会場内での、人と人との接触を避け

るため、座席の間隔などについて十分な距離（１ｍ以上。できる限り２ｍを目

安に）を確保できるようにすること。 

演者等が発声する場合は、舞台から観客までの距離についても２ｍ以上の距離

を確保すること。 

③ 換気を徹底すること。 

会場、ホール等のこまめな換気を実施すること（可能であれば２方向の窓を

同時に開けること）。その際、衣服等による温度調節にも配慮すること。 

④ マスクを着用すること。 

公共施設等での活動、イベント、会合等の実施上、近距離での会話や発声等

が必要な場面も生じることが考えられることから、飛沫を飛ばさないよう、咳

エチケットの要領で原則マスクの着用をお願いすること。 

（７）利用・参加に当たり、協力をお願いすること。 

① 貸館等については、「三つの密」を避けること。また、上限人数や収容率等

に関わらず、「市民活動等における新型コロナウイルス感染拡大防止のため

のガイドライン」等を参考に、慎重に検討いただくようお願いすること。 

② 施設の利用、イベント・会合等の参加をされる方には、感染拡大を防止す

るため、事前の名簿等の作成にご協力をいただき、連絡が取れるように努め

ること。 
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③ 利用した施設や参加したイベント・会合等で感染が発生した場合、保健所

などの聞き取りにご協力いただくこと。 

④ イベント・会合等の終了後、懇親会等は自粛をお願いすること。 

⑤ スマートフォンを活用した「新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣ

ＯＡ）」（厚生労働省）は感染の可能性をいち早く知ることができ、また「安

心みえるＬＩＮＥ」（三重県）に登録し、ＱＲコードを会場等に掲示するとと

もに利用を呼びかけるなどで、感染拡大防止につながることが期待されます

ので、活用を検討、案内すること。 

 

３．利用者又は職員が感染者の濃厚接触者又は感染者となった場合の対応 

利用者の中に、感染者又は

濃厚接触者がいることが判

明した場合 

１ 施設の対応 

情報を入手した時点で直ちに施設を閉鎖する

こととします。 

施設については、利用者が感染者と判明した

場合又は濃厚接触者がＰＣＲ検査の結果、陽性

と判明した場合には、保健所と調整の上、全館消

毒を行うこととします。 

２ 利用者の把握等 

当該濃厚接触者や感染者の利用日以降の施設

利用者については、保健所と調整の上、主催者等

への連絡ができるよう準備をします。 

３ 施設の職員 

当該感染者又は濃厚接触者と接した職員につ

いては、在宅勤務とします。 

この場合、当該濃厚接触者がＰＣＲ検査で陰性

の場合は、保健所の指示に従い、復帰させること

ができることとします。 

職員が感染者又は濃厚接触

者となった場合 

１ 施設の対応 

情報を入手した時点で直ちに施設を閉鎖する

こととします。 

施設については職員が感染者と判明した場合

又は濃厚接触者でＰＣＲ検査の結果、陽性と判

明した場合には、保健所と調整の上、全館消毒を

行うこととします。 

２ 利用者の把握等 

当該職員の感染経路が特定でき、罹患が疑わ

れる日が特定された場合には、保健所と調整の
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上、罹患が疑われる日以降の主催者等への連絡

ができるよう準備をします。 

３ 施設等職員, 

当該職員と執務場所が同一であった職員につ

いては、在宅勤務とします。 

この場合、当該職員が PCR 検査で陰性の場合

は、保健所の指示に従い、復帰させることができ

ることとします。 

 

 

４ その他 

 ・この対応の適用期間は、令和３年７月１日（木）から８月３１日（火）までとし、

９月１日以降の取扱いについては、国、県の方針等に基づき検討します。 

 ・上記適用期間のうち、７月１日から７月２０日までの間、人数上限について経過

措置を設け、適用します。 

 ・国・県の動向、市内外の感染状況を踏まえ、適宜見直しを行います。 
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別紙１ 感染防止のチェックリスト 

（イベント開催時の必要な感染防止策） 

 

１ 徹底した感染防止等(収容率５０％超で開催するための前提) 

①  マスク着用の担保 

（常時着用） 

・マスク着用状況が確認でき、個別に注意等を行い、常時着

用を求める。 

※ マスクを持参していない者がいた場合は、主催者側で配

布・販売 

② 大声を出さないこ

との担保 

・大声を出す参加者がいた場合、個別に注意等ができる。 

※ 隣席の者との日常会話程度は可(マスクの着用が前提) 

※ 演者が発声する場合、舞台から観客まで一定の距離を

確保(最低２ｍ) 

２ 基本的な感染防止等 

③ ① ～②の奨励 ・①～②は、イベントの性質に応じて可能な限り実行 

(ガイドラインで定める) 

※マスク着用状況が確認でき、着用していない場合は個別

に注意等を行う。 

※大声を出す参加者がいた場合等、個別に注意等を行う。 

※スポーツイベント等でのラッパ等の鳴り物を禁止する。         

                         等 

④ 手洗 ・こまめな手洗の奨励 

⑤ 消毒 ・主催者側による施設内（出入口、トイレ、ウイルスが付着

した可能性のある場所等）のこまめな消毒、消毒液の設置、

手指消毒 

⑥ 換気 ・法令を遵守した空調設備の設置、こまめな換気 

⑦ 密集の回避 ・入退場時の密集回避(時間差入退場等)、待合場所等の密

集回避 

＊必要に応じ、人員の配置、導線の確保等の体制を構築す

るとともに、入場口・トイレ・売店等の密集が回避できない

場合はキャパシティに応じ、収容人数を制限 

⑧ 身体的距離の確保 ・大声を伴う可能性のあるイベントでは隣席との身体的距

離を確保（グループとグループの間は１席、（立席の場合は

１ｍ以上）空ける） 

・演者が発声する場合には、舞台から観客の間隔を２ｍ以

上確保 

・混雑時の身体的距離を確保した誘導、密にならない程度
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の間隔の確保（最低限、人と人とが触れ合わない程度の距

離） 

⑨ 飲食の制限 ・飲食用に感染防止策を行ったエリア以外での飲食の制限 

・収容率が５０％を超える場合、飲食可能エリア以外は原

則自粛。ただし、発声がないことを前提に、飲食時以外のマ

スク着用担保、会話が想定される場合の飲食禁止、十分な

換気等、一定の要件を満たす場合に限り飲食可 

・休憩時間中及びイベント前後の食事等による感染防止の

徹底 

・過度な飲酒の自粛 

⑩ 参加者の制限 ・入場時の検温、入場を断った際の払い戻し措置 

＊ただし、発熱者・有症状者の入場は断る等のルールをイ

ベント開催前に明確に規定し、十分周知している場合は払

い戻し不要 

⑪ 参加者の把握 ・可能な限り事前予約制、あるいは入場時に連絡先の把握 

・「安心みえる LINE」や接触確認アプリ(COCOA)の利用奨励 

＊アプリのＱＲコードを入口に掲示すること等による具体

的な促進措置の導入 

⑫ 演者の行動管理 ・有症状者は出演・練習を控える 

・演者・選手等と観客が催物前後・休憩時間等に接触しな

いよう確実な措置を講じる（接触が防止できないイベント

は開催を見合わせる） 

・合唱等、発声する演者間での感染リスクへの対処 

⑬ イベント前後の行

動管理 

・イベント前後の感染防止の注意喚起 

＊可能な限り、予約システム、デジタル技術等の活用によ

り分散利用を促進 

⑭ ガイドライン遵守

の旨の公表 

・主催者及び施設管理者が、業種別ガイドラインに従った

取組を行う旨、ホームページ等で公表 

３ イベント開催の共通の前提 

⑮ 入退場やエリア内

の行動管理 

・広域的なこと等により、入退場や区域内の行動管理がで

きないものは開催を慎重に検討 

＊来場者の区画を限定し、管理した花火大会等は可 

ただし、以下の条件がすべて担保される場合に限る。 

① 身体的距離の確保（区画当たりの人数制限、適切な対

人距離の確保等） 

② 密集の回避（混雑状況のモニタリング・発信、誘導人

員の配置、時差・分散措置を講じた入退場等） 
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③ 飲食制限 

④ 大声を出さないことの担保 

⑤ 催物前後の行動管理 

⑥ 連絡先の把握 

⑯ 地域の感染状況に

応じた対応 

・大規模イベントは、必要に応じ事前に県と相談 

・地域の感染状況の変化があった場合は柔軟に対応 
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別紙２  各種イベント例 

大声での歓声・声援等がないことを前提としたイベントの例 

 

音楽 クラシック音楽(交響曲、管弦楽曲、協奏曲、室内楽曲、器楽曲、

声楽曲等)、歌劇、楽劇、合唱、ジャズ、吹奏楽、民族音楽、歌

謡曲等のコンサート 

演劇等 現代演劇、児童演劇、人形劇、ミュージカル、読み聞かせ、手話

パフォーマンス等 

舞踊 バレエ、現代舞踊、民族舞踊等 

伝統芸能 雅楽、能楽、文楽・人形浄瑠璃、歌舞伎、組踊、邦舞等 

芸能・演芸 講談、落語、浪曲、漫談、漫才、奇術等 

公演・式典 各種講演会、説明会、ワークショップ、各種教室、タウンミーテ

ィング、入学式・卒業式、成人式、入社式等 

展示会 各種展示会、商談会、各種ショー 

 

大声での歓声・声援等が想定されるイベントの例 

  

音楽 ロックコンサート、ポップコンサート等 

スポーツイベン

ト 

サッカー、野球、大相撲等 

公営競技 競輪、競艇(競馬、オートレース) 

公演 キャラクターショー、親子会公演等 

ライブハウス・

ナイトクラブ 

ライブハウス・ナイトクラブにおける各種イベント 

 

※ 上記は例示であり、どちらに該当するかは、実際のイベントの内容や状況による

判断となります。 

※ イベント中に食事を伴うものについては、「大声での歓声・声援等が想定される

もの」とします。 

【飲食を伴うものの発声がないイベント】（映画館における上映等） 

別紙１『感染防止のチェックリスト（イベント開催時の必要な感染防止策）』に加

え、以下の条件がすべて担保される場合には、イベント中の発声がないことを前提に

収容率の上限を 100％とします。 

・飲食時以外のマスク着用徹底のアナウンスと着用厳守 

・イベント前後、休憩時など会話が想定される場面での飲食禁止 

・十分な換気（二酸化炭素濃度 1,000ppm 以下かつ二酸化炭素濃度測定機器等で当
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該基準を遵守していることが確認できること、または機械換気設備による換気量

が 30 ㎥/時/人以上に設定されており、かつ、当該換気量が実際に確保されてい

ること。） 

・飲食時間の短縮（長時間の飲食が想定されうる場合は、飲食時間短縮のための措

置を講ずるよう努める。） 

 


