
【イベント実施者用】 

令和２年８月２７日 

公益財団法人沖縄県スポーツ協会 

 

新型コロナウイルス感染症に係る大会実施ガイドライン 

 

大会前 

 １．大会実施ガイドラインについて 

   ・中央競技団体等の定めたガイドラインが策定されている場合は、本ガイドラインと併せ

て対応・参加者への周知を行うこと 

 

 ２．開催規模についての検討 

   ・参加人数や参集範囲について、予め検討すること（人数制限による無観客等） 

   別紙参考：「第 2波、第 3波に備えた警戒レベル指標の策定について(沖縄県 R2.7/2策定)」 

       「新型コロナウイルス感染症に係る沖縄県主催イベント等実施ガイドライン 

        ５ 開催可否判断の目安」(沖縄県 R2.6/29改正) 

 

３．利用施設の確認事項 

  ・人数制限について 

  ・試合会場や控室、更衣室等の換気環境の確認（換気に問題がある場合は立入禁止や入場

制限等の対策をとること） 

  ・観客席等の環境確認（密集を避けるため、出来るだけ２ｍの間をとることが出来るか） 

   ・ゴミの廃棄等については施設管理者と事前確認を行う 

 

 

４．参加者への周知・依頼事項 

・当日受付時、所定の同意書（チェックリスト）人数分を提出するよう事前に依頼する 

   ・マスクの持参及び着用の協力を呼びかけるとともに、代表者へ持参忘れや破損等の為の

予備マスク用意の呼びかけを行う 

   ・大会参加前に必ず参加者用ガイドラインを確認するよう呼びかけを行い、ガイドライン

上の留意事項を遵守出来ない参加者には、他の参加者の安全確保の観点から、参加取消

や、途中退場等の措置を講じる場合がある旨の周知を行う 

   ・新型コロナウイルス接触確認アプリの利用促進の呼びかけを行う 

 

５．その他 

  ・大会役員及び運営スタッフへ、ガイドラインの事前周知等衛生知識の向上に努めること 

  ・大会役員及び運営スタッフへ、大会当日のチェックリストの提出を呼びかけること 

  ・リスクへの対応が整わない場合、中止・延期を検討する等慎重な対応を行うこと 

 

 

大会開催時 

 １．受付対応 

   ・受付窓口及び出入口付近へ手指消毒剤を設置する 

   ・受付時、距離を取って並ぶよう目印等の設置を行う 

   ・受付対応のスタッフは必ずマスクを着用する 

   ・受付時、同意書（チェックリスト）の提出呼びかけを行う（受付時は代表者１名で対応

して頂くこと） ※チェックリスト項目に該当する方への入場制限の呼びかけを行う 

   ・受付終了後、参加団体ごとにまとめての入場を呼びかける 



   ・参加者や観客の出入口の制限等、入退場を管理し、人数制限についても検討すること 

   ・観客の入場を認める場合は、参加者と観客の出入り口を分ける等の工夫を行うこと 

   ・観客についても、参加者同様、同意書（チェックリスト）の提出を求めること 

 

２．競技実施中 

 ○実施事項 

  ・開会式や監督会議を行う場合、再度ガイドライン上の注意事項について確認を行うこと 

  ・参加者への注意事項について掲示し、遵守されているか定期的な巡回を行うこと 

  ・試合会場について、定期的に換気を行う 

  ・試合終了後、使用したベンチ等の消毒（参加者にて実施）の指導を行うこと 

  ・共有物や、複数の参加者が触れる場所（ドアノブやトイレのレバー等）は、定期的（１

～２時間に１度程度）に消毒を行う 

・ゴミについて、ビニール袋等で密閉し、処理を行う 

  ○準備事項 

・手洗い場にポンプ式石鹸の設置及び「手洗い 30秒以上」・「トイレの後は蓋を閉めて流す」

等の掲示を行う 

   ・更衣室・休憩スペースの換気を行い、利用を短時間に制限すること（換気に問題のある

場合は立入禁止や入場制限等の対策を行う） 

   ・観客の入場を認める際には、観客席の間を十分にとること（１ｍ～２ｍ） 

   ・スポーツドリンクの廃棄について、指定場所を設置する 

 

 

その他全般事項 

 １．実施者用チェックリストにより、大会開催の準備及び当日注意事項について確認を行う 

２．参加者より提出のあった同意書（チェックリスト）について、１ヶ月保管する 

３．関係者及び参加者に感染が確認された場合に備え、保健所や公的機関に連絡がとれる体制

を確保すること 

 

 

大会中止等運営に係る判断 

 １．県内において、関係者及び参加者以外の感染者が出た場合には、感染予防対策を強化のう

え開催が可能か判断する（県策定の「第 2波、第 3波に備えた警戒レベル指標」参考） 

２．チーム関係者において感染者が出た場合には、当該チームの参加を認めない 

３．大会関係者に感染者が出た場合、状況を確認のうえ、大会を中止する場合がある 

４．感染拡大により、緊急事態宣言等が発令した場合には大会を中止する 

５．大会当日、会場にてチェックリストに該当する参加者を確認した際は、所属するチームの

参加を認めない場合がある 

 

 

 

 

 

 



【イベント実施者用】 

令和２年８月２７日 

公益財団法人沖縄県スポーツ協会 

 

新型コロナウイルス感染症に係るチェックリスト 

大会開催前 

 □中央競技団体策定のガイドラインがある場合の内容確認 

□施設やガイドラインに則った開催規模の検討 

□利用施設の確認事項（人数制限、換気環境、観客席の確認、ゴミの廃棄等） 

□大会役員やスタッフへ事前のガイドライン周知を図る 

□関係者・参加者に感染が確認された場合の公的機関への連絡体制確認 

 

開催周知時の記載事項 

□マスク着用の呼びかけ 

□ガイドラインの事前周知 

□大会当日の同意書（チェックリスト）提出依頼 

□ガイドライン内容を遵守できない場合の参加取消や途中退場について 

 

大会準備・会場設営 

□受付及び出入口への手指消毒液設置 

□各掲示の設置（受付時注意事項表示、大会期間中の注意事項表示、更衣室・トイレ表

示、スポーツドリンク廃棄場所の表示） 

□受付時行列の目印設置（前後出来るだけ２ｍの距離をとる） 

□参加者・観客の入退場管理 

□参加者と観客の入退場用出入り口の区分分け（観客入場を認める場合） 

□観客席等の制限対策（観客入場を認める場合） 

 

大会当日 

□役員・スタッフの同意書（チェックリスト）提出呼びかけ・内容確認 

□役員・スタッフのマスク着用呼びかけ 

□受付時、参加者等のチェックリスト回収・確認（観客の入場を認める場合は観客含） 

□団体ごとの開場入場対応 

□開会式や監督会議等での注意事項確認（コロナウイルス対策に関して） 

 ・参加者用ガイドライン「会場へ持参するもの、大会開催中の注意事項、大会終了後

の対応」を参照のこと 

□試合終了後ベンチ等消毒（参加者実施）の指導 

□対策や参加者への注意事項等について、遵守されているか定期的な巡回 

□定期的な消毒（ドアノブ・トイレのレバー等） 

□試合会場等の定期的な換気 

□大会運営後のゴミ処理 

 

大会終了後 

□同意書（チェックリスト）を１ヶ月保管 



【イベント実施者提出様式】 

新型コロナウイルス感染症感染に係るチェックリスト 

 

※１～４は自宅にて出発前に記入して下さい 

（発熱症状のある方、次の項目に該当する方は大会運営への参加を見合わせて下さい） 

№ チェック項目 回答欄 

１ 大会当日の体温をご記入ください。 度  

２ 
過去２週間以内に、発熱（37.5度以上）、息苦しさ、強いだ

るさや風邪等の症状がありましたか（大会当日を含む）。 
有り ・ 無し 

３ 

過去２週間以内に、感染が拡大している地域や国への訪問

歴、または当該地域から来沖された方との濃厚接触がありま

したか。 

有り ・ 無し 

４ 
過去２週間以内に、感染の疑いのある方や、感染者との濃厚

接触はありましたか。 
有り ・ 無し 

５ 大会会場到着後の体温をご記入ください。 度  

 ※２～４について、該当する方に〇を付けて下さい。 

 

 

 

同 意 書 

 

 

・                     大会参加にあたり、上記の

とおり健康上問題のないことを確認のうえ、新型コロナウイルス感染症に関す

るガイドラインを遵守し、大会に参加する事に同意いたします。                  

 

 

 

 

令和２年  月  日 

氏   名：                

連 絡 先：                



【参加者用】 

令和２年８月２７日 

公益財団法人沖縄県スポーツ協会 

 

新型コロナウイルス感染症に係る大会実施ガイドライン 

 

大会開催前（２週間前～） 

 １．本ガイドラインの内容を確認し、関係者へ周知徹底すること 

   （ガイドラインについて、チームでの事前ミーティング等必ず実施すること） 

 

２．健康観察（大会２週間前～当日） 

  ・参加者一人一人の健康観察を行うこと（別添様式を活用してください） 

  ・指導者や、会場入りを予定している保護者等も同様に健康観察を行うこと 

 

３．離島参加者等への確認 

  ・空路及び公共交通機関を利用する場合は、利用した便や座席を控え、マスク着用や手指

消毒の携行等の感染対策を行うこと 

  ・宿泊を伴う場合は、可能な限り個室対応とし、体調不良者等の対応について、予め宿泊

先と調整すること 

 

大会開催時 

１．下記６項目について、提出様式１～３にて大会主催者へ報告すること 

   ※ 項目④～⑥に該当する場合や当日発熱のある場合には参加を見合わせること 

    ①大会参加同意書（未成年の場合は保護者署名必須） 

    ②氏名・連絡先 

    ③大会当日の体温（自宅にて出発前及び会場到着後の２回検温を実施すること） 

    ④過去２週間以内に発熱（37.5度以上）、息苦しさ、強いだるさや風邪等症状の有無 

    ⑤過去２週間以内に感染拡大地域や国への訪問歴、または当該地域から来沖された方

との濃厚接触の有無 

    ⑥過去２週間以内に感染の疑いのある方または感染者との濃厚接触の有無 

 

２．会場へ持参するもの 

  ・マスク（代表者はマスク忘れや破損等の為の予備のマスクを持参すること） 

  ・手洗い後に手を拭くためのタオルを各自持参すること 

 

３．受付について 

  ・代表者１名にて提出様式１～３を取りまとめのうえ、受付対応すること 

    ※大会初日は様式２を人数分作成のうえ、様式１・３と併せ提出 

    ※継続した日程で開催する場合、大会２日目からは様式３のみを提出のうえ、各自自

宅にて検温のうえ、発熱等の症状が見られる場合は参加を見合わせるよう周知を徹

底すること 

    ※週をまたいで大会に参加する場合は再度全ての様式を提出 

  ・受付完了後、まとまってから会場へ入場をすること 

  ・会場入場の際は必ず手指消毒をすること 

  ・靴は靴箱を利用せず、各自で管理すること 

 

４．大会開催中の注意事項 

  ・大会期間中はマスクを着用すること（競技中のマスク着用は主催者の指示に従うこと） 



  ・こまめな手洗いや手指消毒を実施すること 

  ・試合終了後のベンチ等の消毒については、参加チームにて実施すること 

  ・控場所や観客席では、人との間隔を出来るだけ２ｍあけること 

  ・握手やハイタッチ等の身体接触は控える事 

  ・大声での応援や会話は控えること 

  ・更衣室等の利用は短時間の利用とすること（人数制限等がある場合は遵守すること） 

  ・タオルや水分補給器は個人で持参し、共用で使用しないこと（共用物については管理・

消毒を徹底すること ※ベンチタオル等の持参は禁止） 

  ・食事の際は大皿など共用のものは避けること 

  ・スポーツドリンクの飲み残し等は指定の場所にて廃棄すること 

  ・ゴミの廃棄についてはビニール袋等にて密閉し、持ち帰ること 

  ・会場へ長時間の滞在は避け、事前・事後のミーティング時間の短縮等工夫を講じること 

 

大会終了後の対応 

 １．大会終了後２週間は大会開催前同様健康観察を行うこと 

 ２．大会終了後２週間以内に発症した場合、速やかに主催者へ連絡すること 

 

※その他、競技上のガイドライン等があれば追加して下さい。 

 

その他全般事項 

 １．上記事項を遵守できない参加者には、他の参加者の安全確保の観点から、参加の取消や、

途中退場を求める場合がある 

２．大会参加者から感染者が出た場合、以下の項目に協力を依頼する場合があります 

  〇保健所の聞き取り調査への協力 

  〇濃厚接触者となった場合、接触から２週間の自宅待機への協力 

３．新型コロナウイルス接触確認アプリの利用にご協力下さい 

 

   アプリのインストール方法 

（AppStoreまたは GooglePlayで「接触確認アプリ」で検索・インストールして下さい） 

 

Google Play             App Store  

 

 

 

 

 

 

大会中止等運営に係る判断 

 １．県内において、関係者及び参加者以外の感染者が出た場合には、感染予防対策を強化のう

え開催が可能か判断する（県策定の「第 2波、第 3波に備えた警戒レベル指標」参考） 

２．チーム関係者において感染者が出た場合には、当該チームの参加を認めない 

３．大会関係者に感染者が出た場合、状況を確認のうえ、大会を中止する場合がある 

４．感染拡大により、緊急事態宣言等が発令した場合には大会を中止する 

５．大会当日、会場にてチェックリストに該当する参加者を確認した際は、所属するチームの

参加を認めない場合がある 

 

～～～ みんなで守ろうみんなの安心 ～～～ 



【参加者提出様式１】 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るチェックリスト 

及び同意書取りまとめ票 

 

 

 

標記のことについて、本大会参加人数分を取りまとめのうえ、チェ

ックリスト項目に問題ないことを確認しましたので、提出します。 

 

 

 

 

◎参加人数：       人 

 

 

 

 

 

令和２年  月  日 

団 体 名：                 

代表者名：                 

連 絡 先：                 

 

 

 

 



【参加者提出様式２】 

新型コロナウイルス感染症感染に係るチェックリスト 

 

※自宅にて出発前に記入して下さい 

（発熱症状のある方、次の項目に該当する方は大会参加を見合わせて下さい） 

№ チェック項目 回答欄 

１ 大会当日の体温をご記入ください。 度  

２ 
過去２週間以内に、発熱（37.5度以上）、息苦しさ、強いだ

るさや風邪等の症状がありましたか（大会当日を含む）。 
有り ・ 無し 

３ 

過去２週間以内に、感染が拡大している地域や国への訪問

歴、または当該地域から来沖された方との濃厚接触がありま

したか。 

有り ・ 無し 

４ 
過去２週間以内に、感染の疑いのある方や、感染者との濃厚

接触はありましたか。 
有り ・ 無し 

 ※２～４について、該当する方に〇を付けて下さい。 

 

 

 

 

同 意 書 

 

 

・                     大会参加にあたり、上記の

とおり健康上問題のないことを確認のうえ、新型コロナウイルス感染症に関す

るガイドラインを遵守し、大会に参加する事に同意いたします。                  

 

 

令和２年  月  日 

区   分： 指導者 ・ 選手 ・ その他 

氏   名：                

保護者署名：                

連 絡 先：                

※未成年者については、保護者署名記入必須のうえ、 

連絡先へ保護者連絡先を記入して下さい。 



【参加者提出様式３】 

 

 

新型コロナウイルス感染症感染に係るチェックリスト（会場到着後） 
 

№ 氏  名 会場到着後体温 風症状等（体調不良） 

１   度  有り  ・  無し 

２  度  有り  ・  無し 

３  度  有り  ・  無し 

４  度  有り  ・  無し 

５  度  有り  ・  無し 

６  度  有り  ・  無し 

７  度  有り  ・  無し 

８  度  有り  ・  無し 

９  度  有り  ・  無し 

10  度  有り  ・  無し 

11  度  有り  ・  無し 

12  度  有り  ・  無し 

13  度  有り  ・  無し 

14  度  有り  ・  無し 

15  度  有り  ・  無し 

16  度  有り  ・  無し 

17  度  有り  ・  無し 

18  度  有り  ・  無し 

19  度  有り  ・  無し 

20  度  有り  ・  無し 

※継続した大会日程において、２日目以降は本様式のみを提出して下さい。 

※会場出発前に自宅にて検温を実施のうえ、発熱等がみられる場合は参加を見合わせ

るようチーム関係者への周知を徹底して下さい。 

 

 

 

令和２年  月  日 

団 体 名：               

代表者名：               

連 絡 先：               



（記入例）

日　時 8/1

曜　日 土

検温時間

体温 36.4

息苦しさ ×

強いだるさ ×

発熱 ×

風邪症状 ○

備　考 鼻水

　※検温時間については、出来るだけ決まった時間で測定するように心がけて下さい。

　※大会参加日前後２週間の健康観察について、ご活用下さい（大会時は別の提出様式がありますので、本様式を提出する必要はありません）。

　※風邪の症状等が出た場合には別紙「相談・受診の目安」及び「感染が疑われる患者の受診の流れ」を参考にして下さい。

健康観察シート【２週間分】

公益財団法人沖縄県スポーツ協会

（ 氏　名：　　　　　　　　　　　　　）

（ 　　　大会前　　・　　大会後　　　）



新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安 

 

１．相談・受診の前に心がけていただきたいこと 

○発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控える。 

 ○発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく 。 

○基礎疾患（持病）をお持ちの方で症状に変化がある方、新型コロナウイルス感染症 

以外の病気が心配な方は、まずは、かかりつけ医等に電話で御相談ください。 

 

２．帰国者・接触者相談センター等に御相談いただく目安 

○少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに御相談ください。（これらに該 

当しない場合の相談も可能です） 

☆息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合 

☆重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

(※)高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、 

免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 

☆上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 

（症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う 

場合にはすぐに相談してください 。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。） 

○相談は、帰国者・接触者相談センター（地域により名称が異なることがあります。）の 

他、地域によっては、医師会や診療所等で相談を受け付けている場合もあるので、ご 

活用ください。 

（妊婦の方へ） 

妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに帰国者・接触者 

相談センター等に御相談ください。 

（お子様をお持ちの方へ） 

小児については、小児科医による診察が望ましく、帰国者・接触者相談センターやか 

かりつけ小児医療機関に電話などで御相談ください 。 

※なお、この目安は、国民のみなさまが、相談・受診する目安です。これまで通り、検 

査については医師が個別に判断します 。 

 

３．医療機関にかかるときのお願い 

○複数の医療機関を受診することにより感染を拡大した例がありますので、複数の医療 

機関を受診すること はお控えください。 

○医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケット（咳やくし 

ゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や 

鼻をおさえる）の徹底をお願いします。 

厚生労働省作成 



新型コロナウイルス感染症が疑われる患者の受診の流れ（沖縄県）

発熱、咳嗽
などの症状
を認める

医療機関を
直接受診

帰国者・接触者
相談センターに
電話

検査対象に
該当しない

検査対象に
該当する

●診療継続とするが、その後の経過で検査対

象に該当する場合には、帰国者・接触者相談
センターへ電話するように指導する。

検査対象に
該当しない

検査対象に
該当する

●帰国者・接触者相談センターに連絡して、受
診先の調整を依頼する。

●帰国者・接触者相談センターは、帰国者・接
触者外来に連絡して、受診できる時間等を調
整して本人に伝える。

医療機関に
電話相談

●近隣の医療機関を受診するように説明する。

ただし、マスクを着用するなど、必要な感染
対策を実施するように指導する。

●自院への受診の必要性について判断する。

●新型コロナウイルス感染症の検査対象に該

当すると考えられる場合には、帰国者・接触
者相談センターに電話するよう案内する。

●帰国者・接触者外来に連絡して、受診できる
時間等を調整して本人に伝える。

※帰国者・接触者外来へ受診するように直接指導しない。

※帰国者・接触者外来へ受診するように直接指導しない。

新型コロナウイルス感染症のPCR検査の対象（2020年4月8日時点）

〇 発熱、咳嗽など疑われる症状を４日以上認める患者のうち、以下に該当する者。

１）重症化するリスクのある者、２）妊婦、３）医療もしくは介護従事者、４）２週間以内に流行地域への渡航歴がある者

〇 確定患者の濃厚接触者に発熱、咳嗽など疑われる症状を認めるとき。

〇 周囲に同様の症状を有する者が複数認められ、集団発生が疑われるとき。

〇 胸部レントゲン写真またはＣＴ検査で疑われる肺炎像を認める患者のうち、その原因が明らかでない者。

※新型コロナウイルス感染

を心配して受診を希望す
るときは、コールセンター
（０９８－８６６－２１２９）
に電話相談

住

民

の
選

択

（かかりつけ医等）

（かかりつけ医等）



相談窓口等連絡先一覧 

 

 

【新型コロナウイルス感染症 相談窓口（コールセンター）】 

ＴＥＬ：０９８－８６６－２１２９ 

症状がある方は、下記を目安に「相談窓口（コールセンター）」にご相談ください。聞

き取り内容に応じて、保健所、かかりつけ医や最寄りの医療機関などに相談・受診するよ

う案内します。 

 

※一般的な問い合わせに対しても、コールセンターで回答いたします。（24時間対応） 

※内容を確認した上で、詳細な問い合わせ等に関しては、担当課の連絡先をお伝えします。

（平日は担当課へ転送します）  

※電話相談が難しい方 沖縄県地域保健課 FAX：098-866-2241（平日 9時～17時） 

 

 

【帰国者・接触者相談センター】 

帰国者・接触者相談センターでは、感染が疑われる方から電話での相談を受けた際、渡

航歴や感染が明らかな方との接触歴などを確認し、発熱や咳などの症状がある方につい

ては、必要に応じて「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関をご案内します。 

※保健所連絡専用の電話医療通訳サービス（英語・中国語・韓国語）もございます。 

ＴＥＬ：０３－６６３６－４８１６ 

 

帰国者・接触者相談センターの連絡先・管轄区域案内 

保健所名 電話番号 管轄市町村 

北部保健所 0980-52-5219 
名護市・国頭村・大宜味村・東村・今帰仁村・本部町・ 

伊江村・伊平屋村・伊是名村 

中部保健所 098-938-9701 
宜野湾市・沖縄市・うるま市・恩納村・宜野座村・金武町・

読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村 

南部保健所 098-889-6591 

糸満市・浦添市・豊見城市・南城市・西原町・与那原町・

南風原町・八重瀬町・渡嘉敷村・座間味村・粟国村・ 

渡名喜村・南大東村・北大東村・久米島町 

宮古保健所 0980-73-5074 宮古島市・多良間村 

八重山保健所 0980-82-4891 石垣市・竹富町・与那国町 

那覇市保健所 098-853-7971 那覇市 

 



第２波、第３波に備えた警戒レベル指標の策定について

令和２年７月２日

沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部



○沖縄県は５月14日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急
事態措置を実施すべき区域から対象外となった

○今後しばらくは、沖縄はもちろん、日本中、世界中においてコロナと共存
する「With コロナ」の社会を生きていく必要があり、県民の皆様には「新
しい生活様式」の定着をお願いしたい

○一方で、流行の第２波、第３波を見据え、再度の緊急事態の発生に向け、
県内の医療提供体制や感染状況に応じた警戒レベルを設定するとともに、
具体的な対策の実施例を示した

○各警戒レベルの決定にあたっては、休業要請を解除した際の７項目の判断
指標と、県外・海外の感染状況や県内の医療提供体制の実情等も踏まえた
上で、総合的に判断する

※患者推計に当たっては、

①生産年齢人口群中心モデル、②再生産数：1.7、③協力要請のタイミング：基準日の３日後

をそれぞれ選択し、１日最大の入院患者200人、患者総数425人と推計

(基準日：人口10万人あたり週間新規感染者数が2.5人、沖縄県の場合37人となった日)

１．趣旨及び目的

１



２．警戒レベルの判断基準

※ 基準日を超えた段階で、流行期と捉え、第３段階に入るものとする
基準日：人口10万人あたり週間新規感染者数が2.5人、沖縄県の場合37人となった日

※ 判断指標のうち、①入院患者数、④新規感染者数を重視すべき指標とする

沖縄県では、次の７項目の判断指標に加え、県外・海外の感染状況や県内の医療提供体制の実
情等も踏まえた上で、総合的に判断し警戒レベルを決定する。ただし、流行状況に地域差がある
ことが想定されることから、各地域の流行状況を勘案し実施内容を決定する。

区分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

判断指標
発生早期

（散発発生期）
流行警戒期 感染流行期 感染蔓延期

県内の
医療提供体制

①
入院患者数

(宿泊施設療養含む）

23人以下 54人以下 329人以下 329人超

② 病床利用率 30％以下 45％以下 70％以下 70％超

③ 重症病床利用率 10％以下 30％以下 60％以下 60％超

県内の
感染状況

④
新規感染者数

（直近１週間合計）
14人以下 37人以下 211人以下 211人超

⑤
感染経路不明な症例の割合

（直近１週間平均）
30％以下 50％以下 70％以下 70％超

⑥
新規PCR検査の陽性率
（直近１週間平均）

1％以下 3％以下 7％以下 7％超

⑦ 入院１週間以内の重症化率
（直近１週間平均）

10％以下 15％以下 20％以下 20％超

２

ピーク時の患者総数

425人



３．警戒レベルの実施例（１）
No 区分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

緊急事態宣言 緊急事態宣言を検討

1 外出自粛
「三つの密」を徹底的に避け、新
しい行動様式の徹底の上での外出
を要請

①第１段階を要請
②クラスターが発生している業
種や、接待・接触を伴う飲食
店等への外出自粛を要請

不要不急な外出自粛を要請
①自宅待機を要請
②スーパー等への外出も最大限
控えるよう要請

2 渡航自粛：離島
感染防止対策の徹底や体調不良者
の渡航延期等の注意喚起

渡航自粛要請について市町村と
協議

3 渡航自粛：県外
感染地域への(からの)渡航者の外
出自粛を要請

感染地域への(からの)渡航者の
渡航自粛を要請

不要不急な渡航自粛を要請 渡航自粛を要請

4 休業要請 ３密の注意呼びかけを徹底
クラスター等が発生している業
種や、接待・接触を伴う業種等
への休業要請を検討

①クラスター等が発生している業
種や、接待・接触を伴う業種等へ
の休業要請

②飲食店への協力依頼
酒類の提供：夜７時まで
閉店時間：夜８時まで

①幅広く休業を要請し、休止要
請外施設も活動縮小を要請

②スーパー等は入店規制を行う
など、３密対策の徹底を要請

5 イベントの開催

①「新しい生活様式」の 徹底等
を定めた県主催イベント等実施
ガイドラインに基づき開催

②民間事業者にも要請

①感染状況により開催規模の縮
小や、開催期間の短縮等を検
討の上、開催を検討

②民間事業者にも要請

①県主催イベントの開催中止また
は延期

②民間事業者にも要請

全てのイベントの開催中止また
は延期

6 学校

①感染者発生学校は臨時休業
②感染者未発生学校は通常通りの
教育活動

①感染者発生学校は臨時休業
②感染者未発生学校は通常通り
の教育活動又は分散登校

③感染者未確認地域は通常通り
の教育活動

①感染者発生学校は臨時休業
②分散登校または臨時休業
③感染者未確認地域は、近隣状況
を踏まえ分散登校や一斉臨時休業

①一斉臨時休業（休校）

7 医療提供体制
宿泊施設(軽症者用)の運用準備 宿泊施設の運用開始 宿泊施設を段階的に拡充

病床数 200床

宿泊施設 225部屋

３

児童生徒の居場所確保、スクールカウンセラー等による相談業務

遠隔授業を含む学習支援

市町村協議を踏まえ、渡航自粛を要請

※ 基準日：人口10万人あたり週間新規感染者数が2.5人（沖縄県の場合37人）となった日

※医療機関における段階毎の病床数、宿泊施設部屋数については、推計患者数に応じて別途病床確保
計画にて定める。

緊急事態宣言を発令
（基準日(※)から３日後）



３．警戒レベルの実施例（２）

区分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

8 医療施策
①積極的疫学調査の実施
②医療コーディネートチームの始動

①検体採取センターの稼働
②クラスターの発生警戒

①待機的手術の延期要請
②コロナ以外の転院促進

①高度医療機器の稼働状況把握
と調整

②県外からの医師派遣を要請

9
高齢者・障害者
施設等

10
保育所・放課後
児童クラブ

保育等の提供縮小及び登園自
粛の要請

保育等の提供縮小及び登園自粛
又は臨時休園の要請

11 県立図書館

12 博物館・美術館 通常の施設運営
①一部施設の休室等を検討
②イベントの規模縮小・期間短縮等
の上、開催を検討

①一部施設の休室等、臨時休
館の検討

②イベントの開催中止又は延
期

臨時休館

13 美ら海水族館 通常の施設運営 屋内施設の閉鎖
屋内・屋外施設、駐車場の閉
鎖

屋内・屋外施設、駐車場の閉鎖

14 首里城公園 通常の施設運営 屋内施設の閉鎖
屋内施設、駐車場の閉鎖
散歩等は可(首里壮館芝生広
場等)

屋内施設、駐車場の閉鎖
散歩等も不可

15 県営８公園施設 通常の施設運営
屋内・屋外施設、遊具の閉鎖

（運動を伴わない行動は、 原則マス
ク着用）

屋内・屋外施設、遊具、駐車場
の閉鎖

（散歩、ジョギング等は可）

公園全面閉鎖

（散歩、ジョギング等も不可）

16
沖縄コンベン
ションセンター

通常の施設運営
催事主催者へ催事の延期、規模の
縮小等を調整

催事主催者へ催事の延期、
規模の縮小等を要請

閉館の協議、及び閉館の実施

17
離島空港・離島
港湾

通常の施設運営

４

感染防止対策を徹底した上で、事業を継続

家庭対応可能な場合などは可能な限り利用の自粛を要請

必要な場合には、代替サービスである訪問系サービスの
確保を要請

通常どおり保育等の提供

通常どおり開館又は感染状況に応じてサービスの一部制限
臨時休館（来館を伴わない各種サービス及び図書の宅配
サービスを実施）

※ 上記は例示であって、状況によっては前倒しで実施することや、実施を見送ることもあり得る

※渡航自粛の状況に応じ、関係団体等と調整の上、施設の運営について検討する。



  2020 年 7 月 24 日改正 
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新型コロナウイルス感染症に係る沖縄県主催イベント等実施ガイドライン 

 

１ 目的 

このガイドラインは、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえたイベント等の実施に関

して、イベント主催者等において、参加者に対して感染症予防を持続的に行うための「新

しい生活様式」の 徹底により一人一人が対策を行うことを促し、人の集まる空間に病原体

が持ち込まれることを最小限にするとともに、もし持ち込まれたとしても集団内で二次感

染が起きるリスクを最小限とすることを目的とする。 

 

２ 適用期間 

 令和２年５月２１日から適用する。 

※県内での新型コロナウイルス感染の広がりや、新型コロナウイルスに関する国の指針等を

踏まえ、段階的に、本ガイドラインの見直しを行うものとする。 

 

３ 用語の定義 

イベント等 クラスターが発生する恐れがある催物や「三つの密」のある集まり。 

イベント主催者 イベントを企画し、開催する者。本ガイドライン上では県を示す。 

運営者 
実際に会場でイベントの進行、管理等を行う者。本ガイドライン上では

県、受託者又は施設管理者を示す。 

 

４ 対象 

 県主催（共催も含む）の会議、セミナー、講演会、等 

  

５ 開催可否判断の目安 

「移行期間における都道府県の対応について（令和２年５月２５日事務連絡：内閣官房新

型コロナウイルス感染症対策室長）」に準拠し、６月１９日、７月１０日から、それぞれ

段階的に緩和し、以下の基準を開催可否判断の目安とする。 

５月２１日 

～ 

６月１８日 

屋内イベント 
100人以下、又は収容定員の半分程度以内の参加人

数にすること 

屋外イベント 
200人以下、又は人と人との距離を十分に確保でき

ること（できるだけ２ｍ） 

６月１９日 

～ 

７月９日 

屋内イベント 
1,000人以下、又は収容定員の半分程度以内の参加

人数にすること 

屋外イベント 
1,000人以下、又は人と人との距離を十分に確保で

きること（できるだけ２ｍ） 

７月１０日 

～ 

８月３１日 

屋内イベント 
5,000人以下、又は収容定員の半分程度以内の参加

人数にすること 

屋外イベント 
5,000人以下、又は人と人との距離を十分に確保で

きること（できるだけ２ｍ） 

感染状況を見つつ 

９月１日 

を目途 

屋内イベント 
収容定員の半分程度以内の参加人数にすること 

屋外イベント 
人と人との距離を十分に確保できること（できる

だけ２ｍ） 
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※全国的かつ大規模なイベント等の開催については、リスクへの対応が整わない場合は

中止又は延期するよう、慎重に対応する。 

 

※人数上限と収容率でどちらか小さい方を限度。 

 

６ イベント参加者にお願いすること 

１）自宅での健康チェック 

＊次の項目に該当する方については、イベントへの参加を自粛するよう、協力を求める。 

① 発熱の症状がある方（体温３７．５度以上） 

② 風邪の症状のある方 

③ 過去１４日間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方 

④ 感染拡大している地域や国への訪問歴が１４日以内にある方 

 

２）高齢者や基礎疾患のある方へのお願い 

＊これまでの新型コロナウイルスの感染症の傾向から高齢者や基礎疾患のある方が感染

した場合に症状の重篤化が見られることから、こうした方が体調に不調がある場合は、

積極的にかかりつけ医や保健所に相談するよう協力を求める。 

 

３）当該イベントでの感染者発生時に備えた協力要請 

＊イベントの参加にあたり、氏名、連絡先等の記入、提出依頼に対する協力 

＊参加者で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 

＊濃厚接触者となった場合、接触してから１４日間を目安に自宅待機することを協力 

＊新型コロナウイルス接触確認アプリ利用の協力 

 

７ イベント主催者が実施すること 

１）事前実施事項 

＊イベント開催を企画する場合には、主催者は以下の６つの項目について、感染リス

クの評価を行い、必要な措置を講ずることとする。 

① 開催規模（参加人数、参集範囲） 

② 開催場所（換気の状態） 

③ 開催期間・時間（同一空間での滞在時間） 

④ 参加者同士の距離（近距離又は対面） 

⑤ 参加者の特性（高齢者や基礎疾患を有する者） 

⑥ 不特定多数か否か 

＊開催場所は、沖縄県が事業者に対して普及推進している『新型コロナウイルス感染

症拡大予防ガイドライン』を作成・遵守している施設等を選定し、三密の解消が難

しい施設等は利用を避ける。 

＊非接触式の体温計が入手困難であることを踏まえ、イベント参加者には、自宅で必ず

検温を行うことについて、開催通知、チラシ、ＨＰ等のあらゆる手段を通じて徹底し、

検温をしてない方の参加は認めない。 

＊イベント通知やチラシ等を活用し、イベント参加を予定している高齢者や基礎疾患の

ある方々について、事前にかかりつけ医等に相談するよう呼びかけるものとする。 

＊イベント通知やチラシ等を活用し、新型コロナウイルス接触確認アプリの利用を促進

する。 

  



コロナウイルス感染症対策（注意喚起） 
 

◎大会期間中はマスクを着用して下さい 

（競技中は主催者の指示に従って下さい） 

◎こまめに手洗い・手指消毒を行ってください 

◎観客席等ではお互いの距離を１ｍ～２ｍ程度あけて下さい 

◎握手やハイタッチ等の身体接触を避け、大声での応援や 

会話も控えて下さい 

◎更衣室の利用は短時間の利用を心がけて下さい 

◎タオルや水分補給器は個人で持参し、共用しないで下さい 

◎試合終了後のベンチ等の消毒については、スタッフの指示

のもと、チームにて実施をお願いします 

◎食事の際は大皿などの共用のものは避けて下さい 

◎スポーツドリンクの飲み残しは指定場所に廃棄して下さい 

◎ゴミの廃棄はビニール袋で密閉し、持ち帰って下さい 

◎会場へ長時間の滞在は避け、事前・事後のミーティング時

間の短縮等を心がけて下さい 
 

 

※大会終了後２週間は各自健康観察をお願いします。 

※大会終了後２週間以内にコロナウイルス感染症を発症した場合には速や

かに大会主催者まで連絡をお願いします。 

 

公益財団法人沖縄県スポーツ協会 



コロナウイルス感染対策 
 

※トイレの後はフタを  

閉めて流して下さい 
公益財団法人沖縄県スポーツ協会 
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コロナウイルス感染対策 
 

※観客席は 
1ｍ～2ｍ程度間を 

あけましょう 

 

公益財団法人沖縄県スポーツ協会 
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コロナウイルス感染対策 
 

※更衣室の利用は 

速やかに済ませましょう 
公益財団法人沖縄県スポーツ協会 



コロナウイルス感染対策 
 

※更衣室の利用は 

速やかに済ませましょう 
※○○人以上の利用は避けましょう。 

 

公益財団法人沖縄県スポーツ協会 



コロナウイルス感染対策 
 

※更衣室 
利 用 禁 止 

 

公益財団法人沖縄県スポーツ協会 





※入場前にご確認ください！ 
 

 ※下記項目のうち１つでも該当する場合は本大会への参加をご遠慮下さい。 

 

（1） 下記のような症状がある場合 

    ・発熱（３７．５度以上）や咳等の風邪の症状 

    ・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）  ・全身痛 

 

（2） 過去２週間以内に発熱や風邪症状のあった方 

（3） 過去２週間以内に感染拡大地域や国への訪問歴のある方、または当該 

地域から来沖された方との濃厚接触があった方 

（4） 過去２週間以内に感染の疑いのある方や感染者との濃厚接触があった方 

 

公益財団法人沖縄県スポーツ協会 



受付について 
 

 ※受付前に以下の手順をご確認下さい。 

 

（1） 代表者１名にて提出書類（参加者人数分の同意書・チェックリスト）を取り 

まとめのうえ、受付をお願いします。 

（2） 受付完了後、団体ごとにまとまって会場へ入場して下さい 

（3） 会場入場の際は必ず手指消毒を行ってください 

（4） 靴は靴箱を利用せず、各自で管理して下さい 

（5） 受付対応者はマスクを着用して下さい 

   ※感染拡大防止のため、スタッフもマスクを着用しております 

 

 

公益財団法人沖縄県スポーツ協会 
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新型コロナウイルス感染症に係る沖縄県主催イベント等実施ガイドライン 

 

１ 目的 

このガイドラインは、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえたイベント等の実施に関

して、イベント主催者等において、参加者に対して感染症予防を持続的に行うための「新

しい生活様式」の 徹底により一人一人が対策を行うことを促し、人の集まる空間に病原体

が持ち込まれることを最小限にするとともに、もし持ち込まれたとしても集団内で二次感

染が起きるリスクを最小限とすることを目的とする。 

 

２ 適用期間 

 令和２年５月２１日から適用する。 

※県内での新型コロナウイルス感染の広がりや、新型コロナウイルスに関する国の指針等を

踏まえ、段階的に、本ガイドラインの見直しを行うものとする。 

 

３ 用語の定義 

イベント等 クラスターが発生する恐れがある催物や「三つの密」のある集まり。 

イベント主催者 イベントを企画し、開催する者。本ガイドライン上では県を示す。 

運営者 
実際に会場でイベントの進行、管理等を行う者。本ガイドライン上では

県、受託者又は施設管理者を示す。 

 

４ 対象 

 県主催（共催も含む）の会議、セミナー、講演会、等 

  

５ 開催可否判断の目安 

「移行期間における都道府県の対応について（令和２年５月２５日事務連絡：内閣官房新

型コロナウイルス感染症対策室長）」に準拠し、６月１９日、７月１０日から、それぞれ

段階的に緩和し、以下の基準を開催可否判断の目安とする。 

５月２１日 

～ 

６月１８日 

屋内イベント 
100人以下、又は収容定員の半分程度以内の参加人

数にすること 

屋外イベント 
200人以下、又は人と人との距離を十分に確保でき

ること（できるだけ２ｍ） 

６月１９日 

～ 

７月９日 

屋内イベント 
1,000人以下、又は収容定員の半分程度以内の参加

人数にすること 

屋外イベント 
1,000人以下、又は人と人との距離を十分に確保で

きること（できるだけ２ｍ） 

７月１０日 

～ 

８月３１日 

屋内イベント 
5,000人以下、又は収容定員の半分程度以内の参加

人数にすること 

屋外イベント 
5,000人以下、又は人と人との距離を十分に確保で

きること（できるだけ２ｍ） 

感染状況を見つつ 

９月１日 

を目途 

屋内イベント 
収容定員の半分程度以内の参加人数にすること 

屋外イベント 
人と人との距離を十分に確保できること（できる

だけ２ｍ） 
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※全国的かつ大規模なイベント等の開催については、リスクへの対応が整わない場合は

中止又は延期するよう、慎重に対応する。 

 

※人数上限と収容率でどちらか小さい方を限度。 

 

６ イベント参加者にお願いすること 

１）自宅での健康チェック 

＊次の項目に該当する方については、イベントへの参加を自粛するよう、協力を求める。 

① 発熱の症状がある方（体温３７．５度以上） 

② 風邪の症状のある方 

③ 過去１４日間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方 

④ 感染拡大している地域や国への訪問歴が１４日以内にある方 

 

２）高齢者や基礎疾患のある方へのお願い 

＊これまでの新型コロナウイルスの感染症の傾向から高齢者や基礎疾患のある方が感染

した場合に症状の重篤化が見られることから、こうした方が体調に不調がある場合は、

積極的にかかりつけ医や保健所に相談するよう協力を求める。 

 

３）当該イベントでの感染者発生時に備えた協力要請 

＊イベントの参加にあたり、氏名、連絡先等の記入、提出依頼に対する協力 

＊参加者で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 

＊濃厚接触者となった場合、接触してから１４日間を目安に自宅待機することを協力 

＊新型コロナウイルス接触確認アプリ利用の協力 

 

７ イベント主催者が実施すること 

１）事前実施事項 

＊イベント開催を企画する場合には、主催者は以下の６つの項目について、感染リス

クの評価を行い、必要な措置を講ずることとする。 

① 開催規模（参加人数、参集範囲） 

② 開催場所（換気の状態） 

③ 開催期間・時間（同一空間での滞在時間） 

④ 参加者同士の距離（近距離又は対面） 

⑤ 参加者の特性（高齢者や基礎疾患を有する者） 

⑥ 不特定多数か否か 

＊開催場所は、沖縄県が事業者に対して普及推進している『新型コロナウイルス感染

症拡大予防ガイドライン』を作成・遵守している施設等を選定し、三密の解消が難

しい施設等は利用を避ける。 

＊非接触式の体温計が入手困難であることを踏まえ、イベント参加者には、自宅で必ず

検温を行うことについて、開催通知、チラシ、ＨＰ等のあらゆる手段を通じて徹底し、

検温をしてない方の参加は認めない。 

＊イベント通知やチラシ等を活用し、イベント参加を予定している高齢者や基礎疾患の

ある方々について、事前にかかりつけ医等に相談するよう呼びかけるものとする。 

＊イベント通知やチラシ等を活用し、新型コロナウイルス接触確認アプリの利用を促進

する。 
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 ２）開催時実施事項 

＊イベント参加者募集にあたっては、参加者で感染者が出た場合の対応に備え、事前申

込時及び来場時に氏名、連絡先（電話番号、メールアドレス）を把握する。また申し

込み不要のイベントについては、開催当日に氏名、連絡先（電話番号、メールアドレ

ス）を把握できるような体制をとる。 

＊参加者に対しては、マスクを着用して来場するよう事前に周知するとともに、体調不

良の場合には参加を控えるよう促す。 

＊発熱等の体調不良者の入場を制限するための体制を整える。 

＊入場時に手指消毒を徹底する。また、イベントの途中においても適宜手指消毒ができ

るような場を確保する。 

＊換気の悪い密閉空間にしないよう、換気設備の適切な運転・点検を実施する。定期的

に外気を取り入れる換気を行う。 

＊人を密集させない環境（１ｍ、できれば２ｍ）の間隔を確保するよう、会場のレイア

ウト、定員数の設定などを行うほか、入退場に時間差を設けるなど人が密集しないよ

う工夫する。 

＊大きな声を発声させない環境づくり（声援などは控える）を行う。 

＊出演者の発声等を伴うイベントにあっては、客席と出演者との間に十分な距離をと

る。 

＊共有物の管理又は消毒の徹底と参加者の手が触れる場所をアルコールや次亜塩素酸ナ

トリウムを含有したもので拭き取りを定期的（１～２時間に１度程度）に行う。 

＊イベントの前後や休憩時間などの交流の場においても感染拡大のリスクがあることを

踏まえ、こうした交流を行う際は、感染予防対策を徹底するよう参加者に促す。 

 

３）感染防止環境の徹底 

＊参加者の手指消毒が可能な環境を整備する。 

＊手指消毒設備の設置が困難な場合には、液体石けんによる手洗いを行える環境を確

保することとし、こうした環境を整備できない場合には、イベント等を実施しな

い。 

 

４）スタッフの衛生知識の向上 

＊イベント主催者は、政府の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議から示された

「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言案」（2020年５月１４日）の中

の「業種ごとの感染拡大予防ガイドラインに関する留意点」（Ｐ１３～Ｐ１４）等

を参考とし、運営者のスタッフに対する新型コロナウイルスの感染対策の知識の向

上に努める。 
 

５） その他 

＊実施や開催にあたっては、８頁以降の「マニュアル素案」を参考に、イベントの性

質や施設の状況等を踏まえ、個別に十分な検討を行う。 
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８ 運営者として行う感染症の対策の類型 

① リスクアセスメントとリスクマネジメント 

感染源 自宅で体温を測定し発熱していたら自宅待機 

入場者の登録、人数制限 

入場時の手指消毒（持ち込み対策） 

感染経路対策 接触感染対策 入場時の手指消毒（持ち込み対策） 

定期的な手指衛生 

環境の清掃（手が触れる場所） 

飛沫感染対策 距離（１ｍ、できれば２ｍ）を離す工夫 

発声の機会を減らす（マスクの着用） 

咳エチケット 

参加者が接近しづらい動線の設定 

集まる場所（昼食場所）の時差利用 

同一スペースにいるスタッフ・参加者の制限 

小まめな手指消毒の実施 

エアロゾル・空気

感染 

定期的な換気 

頻繁に換気 

② 特徴的なクラスターに対するリスクマネジメント 

感受性と感染源 密閉空間なら換気を良く 換気設備の点検 

※ 可能な限り２カ所以上の開口部を使

用することで効率よい換気が実現 

多数が手の届く距離に集ま

らない 

入館する人員の管理、制限 

入退場に時間差を設ける 

動線の工夫 

近距離の会話・発声なし 大きな発声をさせない環境→無観客 

参加者同士の一定距離の確保 

その他 食事及び軽食の個包装化（トングなどを使わない） 

手指消毒等の手指衛生をするための資機材を身近に配備 

飲食エリアに入る前の手指消毒確認又は手指消毒の徹底 

③ クライシスマネジメント 

積極的疫学調査の備え（連絡先が確実な参加者名簿の作成） 

濃厚接触者となり自宅待機要請がなされた場合への備え（事前説明、調整） 

参加者の移動の記録化（例：航空機の座席番号等） 

 

９ 多くの人が参加する場での感染対策のあり方例 

１）人が集まる場の前後も含めた適切な感染予防対策の実施 

＊参加時に体温の測定ならびに症状の有無を確認し、具合の悪い方は参加を認めな

い。 

＊過去１４日間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方は参加しない。 

＊感染拡大している地域や国への訪問歴が１４日以内にある方は参加しない。 

＊体調不良の方が参加しないように、キャンセル代などについて配慮をする。 

＊発熱者や具合の悪い方が特定された場合には、接触感染のおそれのある場所や接触

した可能性のある者等に対して、適切な感染予防対策を行う。 
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＊会場に入る際の手洗いの実施ならびに、イベントの途中においても適宜手洗いがで

きるような場の確保。 

＊主に参加者の手が触れる場所をアルコールや次亜塩素酸ナトリウムを含有したもの

で拭き取りを定期的に行う。 

＊飛沫感染等を防ぐための徹底した対策を行う（例えば、「手が届く範囲以上の距離

を保つ」、「声を出す機会を最小限にする」、「咳エチケットに準じて声を出す機

会が多い場面はマスクを着用させる」など） 

 

２）クラスター（集団）感染発生リスクの高い状況の回避 

＊換気の悪い密閉空間にしないよう、換気設備の適切な運転・点検を実施する。 

＊定期的に外気を取り入れる換気を実施する。 

＊人を密集させない環境を整備。会場に入る定員をいつもより少なく定め、入退場に

時間差を設けるなど動線を工夫する。 

＊大きな発声をさせない環境づくり（声援などは控える） 

＊共有物の適正な管理又は消毒の徹底等 

（参考） 

下記施設は全国的にクラスターが多く発生しているといわれており、会場として使

用する場合は特に慎重に検討する。 

スポーツジム、スポーツ教室等の屋内運動施設、バー、カラオケ、ライブハウス、 

キャバレー・ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店 

 

３）感染が発生した場合の参加者への確実な連絡と行政機関による調査への協力 

＊人が集まる場に参加した者の中に感染者がでた場合には、その他の参加者に対して連

絡をとり、症状の確認、場合によっては保健所などの公的機関に連絡がとれる体制を

確保する。 

＊参加した個人は、保健所などの聞き取りに協力する、また濃厚接触者となった場合に

は、接触してから１４日間を目安に自宅待機の要請が行われる可能性がある。 

 

４）その他 

＊食事の提供は、大皿などでの取り分けは避け、パッケージされた軽食を個別に提供

する等の工夫をする。 

＊終了後の懇親会等を行う際は、感染予防対策を徹底する。 

 

※ 上記は例であり、様々な工夫が考えられる。 

  

10 イベント等の開催の中止等の検討 

本ガイドライン等に基づく感染症対策を十分に講じることができない場合は、イベント

等の緊急性、必要性等を踏まえ、中止、延期、規模縮小等についても検討する。 
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 マニュアル素案  

【会議編】 

参加者には、会議の開催通知等にマスク着用による来場を周知するとともに、自宅や職

場で、健康状態申告書に記載されている事項について、確認した上で参加するよう徹底

し、検温をされてない方については、参加をお断りすることを徹底する。 

 

１）入場時の体調チェック及び登録・ポリシー周知・手洗い 

 

 

 

①体調チェック 

・健康状態申告書（様式１参照）の提出 

※１既往症（例：咳やくしゃみを伴う喘息、花粉症等）の場合は入場を認める。 

※２仮に検温をしないで参加を希望する方がいた場合には、可能な限り 非接触式体

温計を使用し、どうしても接触式体温計を使用しなければならない場合には、密

集とならないよう別室で検温を行うなど十分な対策を行い、使用後は、アルコー

ル消毒を行う。 

②入場登録 

・接触を防ぐため徹底した入場管理を行う。 

③行動ポリシー周知 

・施設利用上の留意事項を作成し、参加者に配布し徹底する。 

④手洗い 

・受付に設置したアルコール手指消毒液や液体石けんによる手洗いを徹底する。 

⑤入場 

・以上④までを行った方は、入場を許可する。 

⑥入場時の留意事項 

・受付では、参加者の間隔（１ｍ、できれば２ｍ）に留意する。 

２）会議主催者による適切な環境管理 

・入場時に手指消毒を徹底する。 

・換気の悪い密閉空間にしないよう、換気設備の適切な運転・点検を実施する。定期

的に外気を取り入れる換気を行う。 

・人を密集させない環境（１ｍ、できれば２ｍ）を確保するため、会場に入る人数を

会議室の定員の半数程度（１００人が定員の会議室では、 

５０名程度）とするなど少なく定め、入退場に時間差を設けるなど人が密集しない

よう工夫する。 

・大きな声を発声させない環境づくり（声援などは控える）を行う。 

・共有物の管理又は消毒の徹底と参加者の手が触れる場所をアルコールや次亜塩素酸

ナトリウムを含有したもので拭き取りを定期的（１～２時間に１度程度）に行う。 

・入場時、退場時の入場口を分けるなど、人と人が交錯する機会を極力減らすよう配

慮する。 

 

 

 

①体調チェック→②登録→③ポリシー周知→④手洗い→⑤入場 
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３）飲食関連 

・食事の提供を行う場合には、パッケージされた食事を個別提供する等の工夫を行

う。 

・また、参加者の間隔（１ｍ、できれば２ｍ）を空け、向かい合わせにならない、極

力会話をしないなど十分な対策を行う。 

４）喫煙 

・感染防止の観点から会場及びその周辺は禁煙とする。 

５）会場管理 

・席を一席空けるなど、参加者の距離（１ｍ、できれば２ｍ）を確保する。 

６）ゴミ箱 

・ゴミ箱は原則、ふたがついていて密閉できるものを用いる。 

７）換気 

・一定時間（概ね１時間程度）が経過したら休憩を入れ、会場内の換気を行うように

努める。 

８）事後フォロー 

・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がない旨を明記する。 

・参加者のリストは、県の関係条例等に準じて管理するものとする。 
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【講演会、セミナー等編】 

参加者には、講演会の開催通知、チラシ、ＨＰ等で、マスク着用による来場を周知する

とともに、健康状態申告書に記載されている事項について、確認した上で参加するよう徹

底し、検温をされてない方については、参加をお断りすることを徹底する。 

 

１）入場時の体調チェック及び登録・ポリシー周知・手洗い 

 

 

 

①体調チェック 

・健康状態申告書（様式１参照）の提出 

※１既往症（例：咳やくしゃみを伴う喘息、花粉症等）の場合は入場を認める。 

※２仮に検温をしないで参加を希望する方がいた場合には、可能な限り非接触式体温

計を使用し、どうしても接触式体温計を使用しなければならない場合には、密集

とならないよう別室で検温を行うなど十分な対策を行い、使用後は、アルコール

消毒を行う。 

②入場登録 

・接触を防ぐため徹底した入場管理を行う。 

③入場時の施設内行動ポリシー周知 

・施設利用上の留意事項を作成し、参加者に配布し徹底する。 

④手洗い 

・受付に設置したアルコール手指消毒液や液体石けんによる手洗いを徹底する。 

⑤入場 

・以上④までを行った方は、入館を許可する。 

⑥入場時の留意事項 

・受付では、参加者の間隔（１ｍ、できれば２ｍ）に留意する。 

 

２）講演会等の主催者による適切な環境管理 

・入場時に手指消毒を徹底する。 

・換気の悪い密閉空間にしないよう、換気設備の適切な運転・点検を実施する。定期

的に外気を取り入れる換気を行う。 

・人を密集させない環境（１ｍ、できれば２ｍ）を確保するため、会場に入る人数を

会議室の定員の半数程度（１００人が定員の会議室では、 

５０名程度）とするなど少なく定め、入退場に時間差を設けるなど人が密集しないよ

う工夫する。 

・大きな声を発声させない環境づくり（声援などは控える）を行う。 

・共有物の管理又は消毒の徹底と参加者の手が触れる場所をアルコールや次亜塩素酸

ナトリウムを含有したもので拭き取りを定期的（１～２時間に１度程度）に行う。 

・入場時、退場時の入場口を分けるなど、人と人が交錯する機会を極力減らすよう配

慮する。 

・講演会等のスタッフの氏名、連絡先（電話番号、メールアドレス）を把握し、名簿

を作成する。 

 

 

①体調チェック→②登録→③ポリシー周知→④手洗い→⑤入場 

 



  2020 年 7 月 24 日改正 

   

9 
 

３）飲食関連 

・食事の提供を行う場合には、パッケージされた食事を個別提供する等の工夫を行

う。 

・また、参加者の間隔（１ｍ、できれば２ｍ）を空け、向かい合わせにならない、極

力会話をしないなど十分な対策を行う。 

４）喫煙 

・感染防止の観点から会場及びその周辺は禁煙とする。 

５）会場管理 

・席を一席空けるなど、参加者の距離（１ｍ、できれば２ｍ）を確保する。 

６）ゴミ箱 

・ゴミ箱は原則、ふたがついていて密閉できるものを用いる。 

７）換気 

・一定時間（概ね１時間程度）が経過したら休憩を入れ、会場内の換気を行うように

努める。 

８）事後フォロー 

・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がない旨を明記する。 

・参加者のリストは、県の関係条例等に準じて管理するものとする。 
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様式１ 

 

健康状態申告書（例） 

①氏名  

②お住まいの市

町村 
 

③緊急連絡先  

④メールアドレ

ス 
 

⑤体温  ⑥風邪症状 あり・なし 

⑦14日以内の発熱・感冒症状での受診や服薬 あり・なし 

⑧感染が拡大している地域や国への14日以内の訪問歴 あり・なし 

※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しません。 

２ 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。 

３ 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。 

 

 

 



第２波、第３波に備えた警戒レベル指標の策定について

令和２年７月２日

沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部



○沖縄県は５月14日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急
事態措置を実施すべき区域から対象外となった

○今後しばらくは、沖縄はもちろん、日本中、世界中においてコロナと共存
する「With コロナ」の社会を生きていく必要があり、県民の皆様には「新
しい生活様式」の定着をお願いしたい

○一方で、流行の第２波、第３波を見据え、再度の緊急事態の発生に向け、
県内の医療提供体制や感染状況に応じた警戒レベルを設定するとともに、
具体的な対策の実施例を示した

○各警戒レベルの決定にあたっては、休業要請を解除した際の７項目の判断
指標と、県外・海外の感染状況や県内の医療提供体制の実情等も踏まえた
上で、総合的に判断する

※患者推計に当たっては、

①生産年齢人口群中心モデル、②再生産数：1.7、③協力要請のタイミング：基準日の３日後

をそれぞれ選択し、１日最大の入院患者200人、患者総数425人と推計

(基準日：人口10万人あたり週間新規感染者数が2.5人、沖縄県の場合37人となった日)

１．趣旨及び目的

１



２．警戒レベルの判断基準

※ 基準日を超えた段階で、流行期と捉え、第３段階に入るものとする
基準日：人口10万人あたり週間新規感染者数が2.5人、沖縄県の場合37人となった日

※ 判断指標のうち、①入院患者数、④新規感染者数を重視すべき指標とする

沖縄県では、次の７項目の判断指標に加え、県外・海外の感染状況や県内の医療提供体制の実
情等も踏まえた上で、総合的に判断し警戒レベルを決定する。ただし、流行状況に地域差がある
ことが想定されることから、各地域の流行状況を勘案し実施内容を決定する。

区分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

判断指標
発生早期

（散発発生期）
流行警戒期 感染流行期 感染蔓延期

県内の
医療提供体制

①
入院患者数

(宿泊施設療養含む）

23人以下 54人以下 329人以下 329人超

② 病床利用率 30％以下 45％以下 70％以下 70％超

③ 重症病床利用率 10％以下 30％以下 60％以下 60％超

県内の
感染状況

④
新規感染者数

（直近１週間合計）
14人以下 37人以下 211人以下 211人超

⑤
感染経路不明な症例の割合

（直近１週間平均）
30％以下 50％以下 70％以下 70％超

⑥
新規PCR検査の陽性率
（直近１週間平均）

1％以下 3％以下 7％以下 7％超

⑦ 入院１週間以内の重症化率
（直近１週間平均）

10％以下 15％以下 20％以下 20％超

２

ピーク時の患者総数

425人



３．警戒レベルの実施例（１）
No 区分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

緊急事態宣言 緊急事態宣言を検討

1 外出自粛
「三つの密」を徹底的に避け、新
しい行動様式の徹底の上での外出
を要請

①第１段階を要請
②クラスターが発生している業
種や、接待・接触を伴う飲食
店等への外出自粛を要請

不要不急な外出自粛を要請
①自宅待機を要請
②スーパー等への外出も最大限
控えるよう要請

2 渡航自粛：離島
感染防止対策の徹底や体調不良者
の渡航延期等の注意喚起

渡航自粛要請について市町村と
協議

3 渡航自粛：県外
感染地域への(からの)渡航者の外
出自粛を要請

感染地域への(からの)渡航者の
渡航自粛を要請

不要不急な渡航自粛を要請 渡航自粛を要請

4 休業要請 ３密の注意呼びかけを徹底
クラスター等が発生している業
種や、接待・接触を伴う業種等
への休業要請を検討

①クラスター等が発生している業
種や、接待・接触を伴う業種等へ
の休業要請

②飲食店への協力依頼
酒類の提供：夜７時まで
閉店時間：夜８時まで

①幅広く休業を要請し、休止要
請外施設も活動縮小を要請

②スーパー等は入店規制を行う
など、３密対策の徹底を要請

5 イベントの開催

①「新しい生活様式」の 徹底等
を定めた県主催イベント等実施
ガイドラインに基づき開催

②民間事業者にも要請

①感染状況により開催規模の縮
小や、開催期間の短縮等を検
討の上、開催を検討

②民間事業者にも要請

①県主催イベントの開催中止また
は延期

②民間事業者にも要請

全てのイベントの開催中止また
は延期

6 学校

①感染者発生学校は臨時休業
②感染者未発生学校は通常通りの
教育活動

①感染者発生学校は臨時休業
②感染者未発生学校は通常通り
の教育活動又は分散登校

③感染者未確認地域は通常通り
の教育活動

①感染者発生学校は臨時休業
②分散登校または臨時休業
③感染者未確認地域は、近隣状況
を踏まえ分散登校や一斉臨時休業

①一斉臨時休業（休校）

7 医療提供体制
宿泊施設(軽症者用)の運用準備 宿泊施設の運用開始 宿泊施設を段階的に拡充

病床数 200床

宿泊施設 225部屋

３

児童生徒の居場所確保、スクールカウンセラー等による相談業務

遠隔授業を含む学習支援

市町村協議を踏まえ、渡航自粛を要請

※ 基準日：人口10万人あたり週間新規感染者数が2.5人（沖縄県の場合37人）となった日

※医療機関における段階毎の病床数、宿泊施設部屋数については、推計患者数に応じて別途病床確保
計画にて定める。

緊急事態宣言を発令
（基準日(※)から３日後）



３．警戒レベルの実施例（２）

区分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

8 医療施策
①積極的疫学調査の実施
②医療コーディネートチームの始動

①検体採取センターの稼働
②クラスターの発生警戒

①待機的手術の延期要請
②コロナ以外の転院促進

①高度医療機器の稼働状況把握
と調整

②県外からの医師派遣を要請

9
高齢者・障害者
施設等

10
保育所・放課後
児童クラブ

保育等の提供縮小及び登園自
粛の要請

保育等の提供縮小及び登園自粛
又は臨時休園の要請

11 県立図書館

12 博物館・美術館 通常の施設運営
①一部施設の休室等を検討
②イベントの規模縮小・期間短縮等
の上、開催を検討

①一部施設の休室等、臨時休
館の検討

②イベントの開催中止又は延
期

臨時休館

13 美ら海水族館 通常の施設運営 屋内施設の閉鎖
屋内・屋外施設、駐車場の閉
鎖

屋内・屋外施設、駐車場の閉鎖

14 首里城公園 通常の施設運営 屋内施設の閉鎖
屋内施設、駐車場の閉鎖
散歩等は可(首里壮館芝生広
場等)

屋内施設、駐車場の閉鎖
散歩等も不可

15 県営８公園施設 通常の施設運営
屋内・屋外施設、遊具の閉鎖

（運動を伴わない行動は、 原則マス
ク着用）

屋内・屋外施設、遊具、駐車場
の閉鎖

（散歩、ジョギング等は可）

公園全面閉鎖

（散歩、ジョギング等も不可）

16
沖縄コンベン
ションセンター

通常の施設運営
催事主催者へ催事の延期、規模の
縮小等を調整

催事主催者へ催事の延期、
規模の縮小等を要請

閉館の協議、及び閉館の実施

17
離島空港・離島
港湾

通常の施設運営

４

感染防止対策を徹底した上で、事業を継続

家庭対応可能な場合などは可能な限り利用の自粛を要請

必要な場合には、代替サービスである訪問系サービスの
確保を要請

通常どおり保育等の提供

通常どおり開館又は感染状況に応じてサービスの一部制限
臨時休館（来館を伴わない各種サービス及び図書の宅配
サービスを実施）

※ 上記は例示であって、状況によっては前倒しで実施することや、実施を見送ることもあり得る

※渡航自粛の状況に応じ、関係団体等と調整の上、施設の運営について検討する。
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令和２年６月２４日 

【専門部、引率者・指導者用】 

沖縄県高等学校体育連盟 

 

県総体及び定通制夏季大会開催における 

新型コロナウイルス感染症に係る大会実施ガイドライン 
 

 

大会前の確認  

 

１、 健康観察については、学校で使用している健康観察シート、または高体連が提供する健康観

察シートを使用し、１４日前から記録するとともに引率者及び指導者は確認を行い、①息苦しさ

（呼吸困難）・②強いだるさ（倦怠感）・③発熱・④風邪症状がひとつでも確認された場合は学校

を休み、場合によってはかかりつけ医等に受診するよう保護者に対し促すこと。 

 

２、 上記１の症状が出た部員においては、活動の中止とその他の部員を含めた健康観察を行い、

症状が治まった時点で活動を再開する。 

また、当該校の校長へ連絡するなどの対応を講じること。 

 

３、 専門部が事前に施設借用手続きの際に、大会実施におけるガイドラインの提示と確認、施設

管理者が行う感染対策（換気設備の点検、手洗い用の石鹸やペーパータオル等）について事

前確認を行うこと。 

 

 

調査の備え 

 

１、 引率者は、選手と保護者連署で別紙の大会参加における同意書を取り、校長へ提出する。 

また、同意書は各学校で大会終了後約一ヶ月間保管すること。 

 

２、 大会参加当日は自宅で検温及び健康チェックを行い、保護者のサイン等同意を求め、監督・

引率者等へ提出するなどのチェック体制を整えておくこと。 

 

３、 大会運営者等に対しては名簿を事前に作成するとともに、運営者用の健康観察シートによる

体調の確認を徹底する。 

 

４、 引率者は参加者の移動記録のため、航空機利用の際には座席番号を記録しておくこと。 

 

 

大会開催時の確認 

 

１、 生徒の会場への送迎は極力保護者に依頼し、学校バス等使用に際しては、人数制限をもう

ける・窓を開け換気を常に行う・マスク着用し座席を離す・ドアノブなどを消毒する・乗車前に健

康確認を行うなどの配慮を講じるとともに、競技終了後はすみやかに帰宅させること。 
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２、 生徒の密集を避けるため、試合開始直前に会場入りし、競技終了後は速やかに解散するな

どの工夫を講じること。（ミーティングの時間短縮や回数等を工夫） 

 

３、 大会会場の出入口は一か所とし、生徒及び監督や審判を含む関係者の動線を限定するなど、

参加者制限の管理を徹底する。 

 

４、 会場に入場する生徒の人数確認を行うとともに、関係者以外の入場制限を徹底する。 

そのため、会場への入場は人数確認のため、学校単位で生徒全員揃ってから入場を促すな 

  どの対策を講じること。 

 

５、 ホイッスル使用時など、マスクを外す場合以外のマスク着用と手指消毒をこまめに行い、大会

運営に携わる方々においても感染防止対策を講じること。 

 

６、 大会期間中は各会場に感染防止対策係等を配置し、入場の際の手指消毒補助や人が触れ

る箇所（ドアノブ・手すり等）を、１日複数回消毒するなどの対策を講じること。  

（除菌に使用する消毒用液や手袋等は、専門部で事前準備すること） 

 

７、 各会場において、手指消毒液の設置、マスク着用を呼びかけるとともに、引率者等は生徒の

マスク忘れや破損等のため予備マスクを持参しておくこと。 

 

８、 入場制限（無観客試合）を行う。 

屋内競技の会場内への出入りは、試合当日に出場する選手及び３年生部員全員、顧問、コ

ーチ、引率者、役員及び審判のみとする。 

屋外競技の会場内への出入りは、試合当日に出場する選手及び３年生部員全員とその生徒

1人に対し保護者（親族）２名、顧問、コーチ、引率者、役員及び審判のみとする。 

 

９、 大会開催に向け運動部活動再開後の練習時間はある一定期間確保したものの、さらに対策

を講じる必要があることから、屋内においては空調等を適切に活用するとともに給水時間の確保、

競技時間（時間・点数等）の短縮や運営方法（タイムレース・セット数等）を可能な限り工夫する。 

 

10、 水分補給容器やタオルに関してはチーム共用を避け、個人のものを使用し、共用物の適正

な管理と消毒を徹底する。（チームマスコットやベンチ座面タオルの禁止等含む） 

 

11、 開閉会式を実施せず、表彰においては３密にならないよう工夫する。 

 

12、 握手やハイタッチ、肩を組むなどの身体接触を避け、近距離での会話や大声での応援を慎 

,むなどの感染防止対策を行うとともに、適宜放送等を活用し指導を行う。 

 

13、 密集を避けるため、人が集まるスタンド、運営スタッフの待機や食事等の際は、人との間隔を

１～２ｍ程度あけるよう指導すること。 

 

14、 運営スタッフの密集を避けるため、審判割り当てを連続にするなど、終了後は速やかに帰宅 

,できる工夫を講じること。 
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15、 更衣室等の利用に当たっては、短時間の利用とし、一斉利用を禁じるなど指導すること。 

 

16、 大会期間中、生徒に発熱や風邪等の症状者が出た場合は大会参加を認めない。その場合 

,保護者へ連絡し早急な帰宅を促すこと。 

 

17、 帰宅後、生徒の中に発熱や風邪等の症状者が出た場合には、その他の部員に対して連絡 

,をとり、症状の確認、場合によってはかかりつけ医等に受診できるよう連絡体制を整えておくこと。 

 

18、 個人のゴミは、ビニール袋に入れて密閉して縛り、持ち帰りの指導徹底を行うこと。 

, また、運営側から出たゴミについてもビニール袋に入れて密閉して縛り、廃棄等については、 

,施設管理者と事前確認を行うこと。 
 
 

離島参加者への確認 

 

１、 空路を利用する場合は、搭乗及び降機に関し可能な限り、先乗り後降りの配慮を事前に調整

しておく。また、マスク着用と手指消毒を携行し、感染対策を行うこと。 

 

２、 宿泊プランを、大部屋から小部屋とし、体調不良者等の対応について事前に宿泊先と調整し

ておくこと。 

 

３、 引率者は体調不良者等の付き添い職員について、派遣が可能かを含め、事前に学校管理

者と調整すること。 
 
 

大会中止等運営に係る判断  ※ 以下、感染者・発症とは新型コロナウイルスを指す。 

 

１、 本島において、学校関係者以外の感染者が出た場合は、大会開催に係る感染予防対策をさ

らに強化（無観客で申込選手のみの参加等）し、大会を継続するが、県の緊急事態宣言等が出

た場合は中止とする。 

 

２、 生徒や職員に感染者が出た場合は当該校の大会参加を認めない。 

 

３、 大会参加者（生徒・審判等関係者含む）から感染者が出た場合は、当該競技を中止とし、複

数の競技にまたがった場合は全競技を原則中止とする。 

 

４、 離島において、感染者が出た場合の対応は、それぞれ離島の状況を鑑み、各校長・各支部

の判断とする。 
 
 

大会後の対応 

 

１、 大会終了後２週間以内の健康観察を実施すること。 

 

２、 大会終了後２週間以内に発症した場合は、高体連に対して速やかに報告すること。 
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令和２年６月２４日 

【選手・保護者用】 

沖縄県高等学校体育連盟 

 

新型コロナウイルス感染症に係る大会実施ガイドライン 
 

 

１ 大会の開催に関する基本対策 

 

   大会はこれまでスポーツ庁及び沖縄県から通知されたガイドライン等に基づき、以下の４つの項

目について本連盟は万全の感染防止策を講じた上で開催致します。 

 

（1） 大会前後の健康観察確認（１４日前から検温等対策） 

（2） 開催期間・時間（同一空間での滞在時間等対策） 

（3） 開催場所（換気の状態等予防対策） 

（4） 開催規模（大会参加人数、観客人数等対策） 

 

   以上４つの項目への具体的な対策を下記の通り行い、万全な対策を講じて大会を実施致します。

保護者の皆様にも安全に開催できるよう生徒の健康管理に最新の注意を払って頂きますようお願

い申し上げます。また、開催中に感染の状況（生徒の感染や県内の感染拡大など）に応じて、大会

の中止せざるを得ない場合もございますのでご理解とご協力の程よろしくお願い致します。 

 

２ 大会前と大会開催時等の具体的な感染防止対策 

 

 （1） 大会前後の対策 

 

ア 別紙の同意書を選手と保護者連署の下、校長へ提出してもらいます。 

イ 生徒は学校で使用している健康観察シート、または高体連が提供する健康観察シートを使用

し、１４日前から状態の記録を行い、引率者及び指導者はシートを用い健康観察して頂きます。 

ウ ①息苦しさ（呼吸困難）・②強いだるさ（倦怠感）・③発熱・④風邪症状がひとつでも出た時は

学校を休むなど感染防止を行っていただくと共に、場合によってはかかりつけ医等に受診をし

て頂きます。 

エ 上記イ・ウの症状が出た生徒においては、活動の中止と健康観察を行い、症状が治まった時

点で活動を再開する。 

オ 大会参加当日も生徒は自宅で検温及び健康チェックを行い、サイン等保護者の確認の上、

監督・引率者等へ提出するチェック体制を整えます。 

カ 大会終了後２週間以内の健康観察を実施致します。 

 

（２） 大会開催時の対策 

 

ア 生徒の会場への送迎は極力保護者でお願いいたします。 

イ 生徒の密集を避けるため、試合開始直前に会場入りし、競技終了後は速やかに解散するなど

の工夫を講じます。（ミーティングの時間短縮や回数等も工夫） 
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ウ 手指消毒やマスク着用などの基本的な感染防止対策を徹底します。また、大会会場の出入口

は一か所とし、生徒及び監督や審判を含む関係者の動線を限定するなど、参加者制限の管理

を徹底します。 

エ 大会運営者等に対しては名簿を事前に作成し、参加の有無及び運営者用健康観察シートに

よる体調の確認を徹底します。 

オ 大会期間中は各会場に感染防止対策係を配置し、入場の際の手指消毒補助や手が触れる

箇所（ドアノブ・手すり等）を、1日複数回消毒するなどの対策を講じます。  

カ 密閉空間を避けるため、定期的に会場内に外気を入れるなどの換気を行います。 

キ 更衣室等の利用は、短時間の利用とし、一斉利用を禁じるなどの注意喚起を行います。 

ク 密接場面を避けるため、握手やハイタッチ、肩を組むなどの身体接触を避け、近距離での会

話や大声での応援を慎むなどの感染症防止対策を行うとともに、適宜放送等を活用し指導を

行います。 

ケ 水分補給容器はチーム共用を避け、個人の物を使用する等の指導を徹底します。 

コ 帰宅後、生徒に風邪症状や高熱者等が出た場合には、その他の部員に対しても連絡をとり、

症状の確認を行い、場合によっては医療機関を受診できるよう連絡がとれる体制を整えます。 

 

（３） 大会の規模等を縮小した対策について 

 

   ア 開閉会式を実施せず、表彰においては３密にならないよう工夫します。 

   イ 入場制限（無観客試合）を行う。 

屋内競技の会場内への出入りは、試合当日に出場する選手及び３年生部員全員、顧問、コ

ーチ、引率者、役員及び審判のみとする。 

屋外競技の会場内への出入りは、試合当日に出場する選手及び３年生部員全員とその生徒

1人に対し保護者（親族）２名、顧問、コーチ、引率者、役員及び審判のみとする。 

ウ 対応可能な競技において、運営方法（タイムレース・セット数等）や競技時間（時間・点数等）を

短縮するなどの対策を講じます。 

 

（４） 当日、生徒に発熱や風邪等の症状及び新型コロナウイルス感染者が出た場合の対応 

 

   ア 発熱や風邪等の症状がみられる場合は、大会出場を認めない。その場合、保護者に連絡し

ますので、早急な帰宅の対応をお願い致します。 

また、離島からの参加者においては、保護者に代わる緊急時対応者を事前に学校管理者と

調整することとなっております。 

   イ 上記アとともに、該当者以外の部員に対しても連絡をとり、症状の有無確認を行います。 

※（大会終了後２週間においても経過観察を行って頂きます） 

ウ 引率者は、他の選手等を含めた健康観察を徹底します。 

エ 本島において、学校関係者以外の感染者が出た場合は、大会開催に係る感染予防対策をさ

らに強化（無観客で申込選手のみの参加等）し、大会を継続するが、県の緊急事態宣言等が

出た場合は中止と致します。 

オ 生徒や職員に感染者が出た場合は当該校の大会参加を辞退して頂きます。 

カ 大会参加者（生徒・審判等関係者含む）から感染者が出た場合は、当該競技を中止とし、複数

の競技にまたがった場合は全競技を原則中止と致します。 

 

３ 大会参加申込について 

 

（1） 本ガイドラインを御覧になり感染防止対策等に御理解の上、同意書を学校へ提出してください。 

（2） 大会参加は生徒の意思と保護者の合意によるものであるので相談の上決めてください。 
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同 意 書 
 

 

 

新型コロナウイルス感染症に関する確認事項を遵守するとともに、健康上問題

ないことを認め、令和２年度沖縄県高等学校総合体育大会出場に同意致します。 

 

 

 

令和２年  月  日 

 

                高等学校長 殿 

 

 

 

 部 活 動 名  

 生 徒 氏 名  

 保護者氏名             印  

 緊急時連絡  
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スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン 

   

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ４ 日  

（令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ９ 日 改 訂） 

公 益 財 団 法 人 日 本 ス ポ ー ツ 協 会  

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会  

 

１ はじめに 

 ５月４日に第 33 回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、同本部にお

いて改正された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（以下「基本

的対処方針」という。）においては、同日に公表された、新型コロナウイルス感染

症対策専門家会議（以下「専門家会議」という。）「新型コロナウイルス感染症対

策の状況分析・提言」も踏まえ、事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見

据え、５月４日開催の専門家会議の提言を参考に、業種や施設の種別ごとにガイド

ラインを作成するなど、自主的な感染防止のための取組を進めることが求められて

います。 

 本ガイドラインは、基本的対処方針を受けて、各種スポーツイベントを再開する

に当たっての基準や、再開後の開催時における感染拡大予防のための留意点につい

て、専門家会議の提言等を参考にして、まとめたものです。 

 各スポーツ団体におかれては、本ガイドラインに従ってスポーツイベントを行っ

ていただくとともに、特に中央競技団体におかれては、必要に応じ、本ガイドライ

ンを参考に、練習・トレーニングにおける注意事項を含んだ、競技特性に応じた各

競技別のガイドラインの作成に取り組んでいただきますようお願いします。 

なお、スポーツイベントの実施に際しての新型コロナウイルス感染症への感染を

防止するための方策については、必ずしも十分な科学的な知見が集積されている訳

ではありません。このため、本ガイドラインは、現段階で得られている知見等に基

づき作成しています。今後の知見の集積及び各地域の感染状況を踏まえて、逐次見

直すことがあり得ることに御留意をお願いします。 

また、スポーツイベントの実施の際に利用する施設における感染拡大予防策につ

いては、５月 14 日付けでスポーツ庁が作成した「社会体育施設の再開に向けた感

染拡大予防ガイドライン」等を参考に、施設管理者とも相談しつつ取り組んでいた

だけますようお願いします。 

 

２ スポーツイベントの再開に当たっての基本的考え方について 

  スポーツイベントの再開に当たっては、基本的対処方針、専門家会議提言等に基

づき、以下のとおり対応することが適当です。 

なお、当該スポーツイベントが開催される各都道府県知事の方針に従うことが大

前提であり、開催や実施の判断に迷われた際は、開催地や施設が所在する都道府県
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のスポーツ主管課や衛生部局等への御相談をお願いします。 

 

（１）特定警戒都道府県に指定される都道府県 

○ 比較的少人数のものも含め、クラスターが発生するおそれがあるスポーツイベ

ントについては、引き続き、各都道府県知事からの自粛要請等に基づき、適切に

対応することが求められます。 

○ 特に、全国的かつ大規模なスポーツイベントについては、感染リスクへの対応

が整わない場合は中止又は延期するよう、各都道府県知事からの要請等に基づ

き、慎重な対応をとることが必要です。 

 

（２）特定警戒都道府県以外の特定都道府県に指定される都道府県 

○ 全国的かつ大規模なスポーツイベントの開催については、感染リスクへの対応

が整わない場合は中止又は延期するよう、各都道府県知事からの要請等に基づ

き、慎重な対応をとることが必要です。 

○ 一方、比較的少人数が参加するスポーツイベントについては、地域の感染状況

等も踏まえて、各都道府県知事がイベントの開催制限の解除等の対応をとること

が考えられます。この場合は、適切な感染防止対策（後述「３ スポーツイベン

ト開催・実施時の感染防止策について」参照）を講じた上で実施することが可能

です。 

 

（３）緊急事態措置の対象とならない都道府県 

○ 基本的対処方針によれば、スポーツイベントを含む催物の開催については、各

都道府県知事において、「新しい生活様式」や業種ごとに策定されるガイドライ

ンに基づく適切な感染防止策が講じられることを前提に、おおむね３週間ごとに、

地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、段階的に規模要

件（人数上限）を緩和することとされています。また、各都道府県知事宛に別添

の「移行期間における都道府県の対応について」（令和２年５月 25日付け内閣官

房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡）が発出されており、本文及

び別紙において、移行期間におけるステップごとの屋内外の別での施設収容率や

人数上限に係る基本的考え方等が示されているところです。 

○ これらを踏まえた各都道府県における、スポーツイベントを含む催物の開催に

係る方針に従い、実施の可否等について御判断いただくようお願いします。また、

判断に迷う場合は、開催地の都道府県スポーツ主管課に相談してください。 

○ 上記の移行期間において、各段階の一定規模以上のスポーツイベントの開催に

ついては、リスクへの対応が整わない場合は中止又は延期するなど、各都道府県

知事からの要請等に基づき、慎重な対応をとることが必要です。 

○ 感染拡大の兆候やスポーツイベントにおけるクラスターの発生があった場合、

各都道府県知事の協力の要請等に基づき、無観客化、中止、延期等の適切な対応

を行うことが必要です。 
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３ スポーツイベント開催・実施時の感染防止策について 

  スポーツイベント開催・実施時の感染防止策について、基本的対処方針、専門家

会議提言等に基づき、参加者がスポーツイベントに安全・安心に参加できるよう、

各都道府県知事の方針に反しないことを前提として、スポーツイベントを開催・実

施することとした主催者が、その運営に当たり留意すべき事項を取りまとめたもの

です。 

  また、スポーツイベントの主催者は、以下の内容を踏まえつつ、各イベントの特

性を勘案して、感染防止のため自らが実施すべき事項や参加者が遵守すべき事項を

あらかじめ整理することが求められます。また、各事項については、チェックリス

ト化（※）し、適切な場所（イベントの受付場所等）に掲示するとともに、各事項

がきちんと遵守されているか定期的に巡回・確認することにより、イベントの主催

者だけでなく、参加者を含む関係者全員が感染防止のために取り組むことが必要で

す。なお、各事項の整理に当たっては、５月４日開催の専門家会議提言の別添にお

いて、「新しい生活様式」の実践例が示されているので、そちらも参照してくださ

い。また、障がい者や高齢者など参加者の特性にも配慮する必要があります。 

（※）チェックリスト（主催者及び参加者向け）のサンプルを添付しております（別添１、２）。

各スポーツイベントの特性等を勘案して、感染拡大防止のための必要な取組を適宜盛り込

んでいただきますようお願いします。 

 

（１）スポーツイベントの参加募集時の対応 

  スポーツイベントの主催者は、参加募集に際し、感染拡大の防止のために参加

者が遵守すべき事項を明確にして、協力を求めることが必要です。また、これを

遵守できない参加者には、他の参加者の安全を確保する等の観点から、スポーツ

イベントへの参加を取り消したり、途中退場を求めたりすることがあり得ること

を周知することが必要です。 

 なお、スポーツイベントの主催者が参加者に求める感染拡大防止のための措置

としては、以下のものが挙げられます。 

①  以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること（イベント当

日に確認を行う。）。 

ア 体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

イ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

ウ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされてい

る国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

②  マスクを持参すること（参加受付時や着替え時等のスポーツを行っていない

際や会話をする際にはマスクを着用すること。）。 

③  こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。 

④  他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍを目安に（最低１

ｍ））を確保すること。（障がい者の誘導や介助を行う場合を除く。） 

⑤  イベント中に大きな声で会話、応援等をしないこと。 
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⑥  感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従う

こと。 

⑦ イベント終了後２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

催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること。 

 

（２）当日の参加受付時の留意事項 

 スポーツイベントの主催者は、イベント当日の受付時に参加者が密になること

への防止や、安全にイベントを開催・実施するため、以下に配慮して受付事務を

行うことが必要です。 

①  受付窓口には、手指消毒剤を設置すること。 

②  発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入場しないように呼び

掛けること。（状況によっては、発熱者を体温計などで特定し入場を制限するこ

とも考えられる。） 

③  人と人が対面する場所は、アクリル板、透明ビニールカーテンなどで遮蔽する

こと。 

④  参加者が距離をおいて（できるだけ２ｍを目安に（最低１ｍ））並べるように

目印の設置等を行うこと。 

⑤  受付を行うスタッフには、マスクを着用させること。 

⑥  インターネットやスマートフォンを使った電子的な受付の一層の普及を図り、

受付場所での書面の記入や現金の授受等を避けるようにすること。 

⑦  当日の受付のほか、イベント前日の受付を行うなど当日の混雑を極力避けるこ

と。 

 

（３）スポーツイベント参加者への対応 

１）体調の確認 

 スポーツイベントの主催者は、イベント当日に、参加者から以下の情報を、主

催者が保存できる形で提出を求めることが必要です。 

① 氏名、年齢、住所、連絡先（電話番号）※個人情報の取扱いに十分注意する。 

② イベント当日の体温 

③ イベント前２週間における以下の事項の有無 

ア 平熱を超える発熱 

イ 咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状 

ウ だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難） 

エ 嗅覚や味覚の異常 

オ 体が重く感じる、疲れやすい等 

カ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無 

キ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

ク 過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされてい 

る国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 
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２）マスク等の準備 

 スポーツイベントの主催者は、参加者がマスクを準備しているか確認すること

が必要です。 

なお、運動・スポーツ中のマスクの着用は参加者等の判断によるもの（※）と

するものの、参加の受付、着替え、表彰式等の運動・スポーツを行っていない間、

特に会話する時には、マスクの着用を求めることが考えられます。 

（※）マスク（特に外気を取り込みにくいＮ95 などのマスク）を着用して運動やスポー

ツを行った場合、十分な呼吸ができず人体に影響を及ぼす可能性があることや、熱

放散が妨げられることで熱中症のリスクが高くなることを周知すること。また、息

苦しさを感じた時はすぐにマスクを外すことや休憩を取る等、無理をしないことに

ついても周知すること。 

 

３）スポーツイベント参加前後の留意事項 

スポーツイベントに参加する個人や団体は、イベントの前後のミーティングや

懇親会等においても、三つの密を避けること、会話時にマスクを着用するなどの

感染対策に十分に配慮することが求められます。 

 

（４）スポーツイベントの主催者が準備等すべき事項 

１）手洗い場所 

スポーツイベントの主催者は、参加者がイベント開催・実施の間に手洗いをこ

まめに行えるよう、以下に配慮して手洗い場所を確保することが必要です。 

① 手洗い場には石鹸（ポンプ型が望ましい）を用意すること。 

② 「手洗いは 30秒以上」等の掲示をすること。 

③ マラソンイベント等では、始点、休憩所、終点にできるだけ手洗い場を 

確保すること。 

④ 手洗い後に手を拭くためのペーパータオル（使い捨て）を用意することも

考えられる。（参加者にマイタオルの持参を求めてもよい。布タオルや手指

を乾燥させる設備については使用しないようにすること。） 

⑤ 手洗いが難しい場合は、アルコール等の手指消毒剤を用意すること。 

 

２）更衣室、休憩・待機スペース 

更衣室、休憩・待機スペースは感染リスクが比較的高いと考えられることに 

留意することが必要です。 

スポーツイベントの主催者は、運動・スポーツを行うための服装に着替える更

衣室や、一時的な休息をするための休憩スペース、参加者等が参加前の確認を受

ける待機スペース（招集場所）について、以下に配慮して準備することが求めら

れます。 

① 広さにはゆとりを持たせ、他の参加者と密になることを避けること。（障が

い者の介助を行う場合を除く。） 
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② ゆとりを持たせることが難しい場合は、一度に入室する参加者の数を制限す 

る等の措置を講じること。 

③ 室内又はスペース内で複数の参加者が触れると考えられる場所（ドアノブ、

ロッカーの取手、テーブル、椅子等）については、こまめに消毒すること。 

④ 換気扇を常に回す、換気用の小窓を開ける等、換気に配慮すること。 

 

３）洗面所 

洗面所（トイレ）についても感染リスクが比較的高いと考えられることに留

意することが必要です。 

スポーツイベントの主催者は、運動・スポーツを行う際に利用する洗面所（ト

イレ）について、以下に配慮して管理することが求められます。 

① トイレ内の複数の参加者が触れると考えられる場所（ドアノブ、水洗トイレ

のレバー等）については、こまめに消毒すること。 

② トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示すること。 

③ 手洗い場には石鹸（ポンプ型が望ましい）を用意すること。 

④ 「手洗いは 30秒以上」等の掲示をすること。 

⑤ 手洗い後に手を拭くためのペーパータオル（使い捨て）を用意することも考

えられる。（参加者にマイタオルの持参を求めてもよい。布タオルや手指を乾

燥させる設備については使用しないようにすること。） 

 

４）飲食物の提供時 

 スポーツイベントの主催者は、運動・スポーツの際の栄養補給等として飲食物

を参加者に提供する際は、以下に配慮して行うことが求められます。 

① 参加者が飲食物を手にする前に、手洗い、手指消毒を行うよう声を掛けるこ

と。 

② スポーツドリンク等の飲料については、ペットボトル・ビン・缶や使い捨て

の紙コップで提供すること。（ただし、ドーピング検査の対象となる者が参加

するイベントでは、未開封の飲料を提供しなければならないこと。） 

③ 果物等の食品については、参加者が同じトング等で大皿から取り分ける方式

を避け、一人分を小皿に取り分けたものを参加者に提供するなど、工夫を行う

こと。 

④ 飲食物を取り扱うスタッフにはマスクを着用させること。 

 

５）観客の管理 

  スポーツイベントに観客も参加させる場合には、観客同士が密な状態となら

ないよう、必要に応じ、あらかじめ観客席の数を減らすなどの対応をとること

が求められます。また、大声での声援を送らないことや会話を控えること、会

話をする場合にはマスクを着用すること等の留意事項を周知することが必要で

す。 
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６）スポーツイベント会場 

スポーツイベントを室内で実施する場合には、換気の悪い密閉空間とならな

いよう、十分な換気を行う必要があります。 

具体的には、換気設備を適切に運転することや、定期的に窓を開け外気を取

り入れる等の換気を行うことが考えられます。 

（※）スポーツ庁作成の「社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」等

を参考に、施設管理者とも相談しつつ取り組んでいただきますようお願いします。

（再掲） 

 

７）ゴミの廃棄 

鼻水、唾液などが付いたごみは、ビニール袋に入れて密閉して縛り、ゴミを

回収する人は、マスクや手袋を着用することが求められます。また、マスクや

手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手を洗い、手指消毒することが必要です。 

 

（５）参加者が運動・スポーツを行う際の留意点 

   スポーツイベントの主催者は、イベントの参加者に対し、以下の留意点や利用

者が遵守すべき内容を周知・徹底することが求められます。 

① 十分な距離の確保 

 運動・スポーツの種類に関わらず、運動・スポーツをしていない間も含め、

感染予防の観点から、周囲の人となるべく距離（※）を空けること。（介助者

や誘導者の必要な場合を除く。） 

強度が高い運動・スポーツの場合は、呼気が激しくなるため、より一層距離

を空ける必要があること。また、水泳時などでマスクをしていない場合には、

十分な距離を空けるよう特に留意をする必要があること。 

  （※）感染予防の観点からは、少なくとも２ｍの距離を空けることが適当である。 

② 位置取り 

 走る・歩くイベントにおいては、前の人の呼気の影響を避けるため、可能で

あれば前後一直線に並ぶのではなく、並走する、あるいは斜め後方に位置取る

こと。 

③ その他 

ア 運動・スポーツ中に、唾や痰をはくことは極力行わないこと。 

イ タオルの共用はしないこと。 

ウ 飲食については、指定場所以外で行わず、周囲の人となるべく距離をとっ

て対面を避け、会話は控えめにすること。また、同じトング等での大皿での

取り分けや回し飲みはしないこと。 

エ 飲みきれなかったスポーツドリンク等を指定場所以外（例えば走路上）に 

捨てないこと。 

（※）その他、各中央競技団体において、競技特性に応じ、各競技別のガイドラインを

作成する際、上記以外に感染拡大防止のための必要な取組を適宜盛り込んでいた
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だきますようお願いします。（再掲） 

 

（６）その他の留意事項 

スポーツイベントの主催者は、万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の

取扱いに十分注意しながら、イベント当日に参加者より提出を求めた情報（上記

（３）１））について、保存期間（少なくとも１月以上）を定めて保存しておく

ことが必要です。 

また、スポーツイベント終了後に、参加者から新型コロナウイルス感染症を発

症したとの報告があった場合や地域の生活圏において感染拡大の可能性が報告さ

れた場合の対応方針について、開催自治体の衛生部局とあらかじめ検討しておく

ことが必要です。 

加えて、現在、導入が検討されているスマートフォンを活用した接触確認アプ

リは接触率の低減や感染の拡大防止に寄与することを踏まえ、活用を検討してく

ださい。 

 

＜参考ホームページ＞ 

・社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン（令和２年５月 14 日スポ

ーツ庁作成・令和２年５月 25日改訂） 

https://www.mext.go.jp/sports/content/20200514-spt_sseisaku01-

000007106_1.pdf 

 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和２年３月 28 日（令和２年

５月 25 日変更）・新型コロナウイルス感染症対策本部決定） 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000633501.pdf 

 

・移行期間における都道府県の対応について（令和２年５月 25 日付け内閣官房新型

コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡） 

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_0525.pdf 

 

・新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を公表しました（厚生労働省

ホームページ）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.ht

ml 

 

・スポーツ活動再開時の新型コロナウイルス感染症対策と熱中症予防について（公益

財団法人日本スポーツ協会） 

https://www.japan-sports.or.jp/news/tabid92.html?itemid=4164 

（以上） 

 



スポーツイベント開催・実施時の感染防止策チェックリスト（主催者向け①）

別添１

当日の参加受付時の対応
□受付窓口には、手指消毒剤を設置すること
□発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入場しないように呼び掛けること（状況によっ
ては、発熱者を体温計などで特定し入場を制限することも考えられる）

□人と人が対面する場所は、アクリル板、透明ビニールカーテンなどで遮蔽すること
□参加者が距離をおいて並べるように目印の設置等を行うこと
□受付を行うスタッフには、マスクを着用させること
□インターネットやスマートフォンを使った電子的な受付の一層の普及を図り、受付場所での書面の記入
や現金の授受等を避けるようにすること

□当日の受付のほか、イベント前日の受付を行うなど当日の混雑を極力避けること
□参加者から以下の情報の提出を求めること
□氏名、年齢、住所、連絡先（電話番号）※個人情報の取扱いに十分注意する
□利用当日の体温
□利用前２週間における以下の事項の有無
□平熱を超える発熱
□咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状
□だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難）
□嗅覚や味覚の異常
□体が重く感じる、疲れやすい等
□新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無
□同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
□過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者
との濃厚接触がある場合

全般的な事項
□感染防止のため主催者が実施すべき事項や参加者が遵守すべき事項をあらかじめ整理し、チェックリスト
化したものを適切な場所（イベントの受付場所等）に掲示すること

□各事項がきちんと遵守されているか会場内を定期的に巡回・確認すること
□障がい者や高齢者など利用者の特性にも配慮すること
□万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱いに十分注意しながら、参加当日に参加者より提出を
求めた情報について、保存期間（少なくとも１月以上）を定めて保存しておくこと

□イベント後に参加者から新型コロナウイルス感染症を発症したとの報告があった場合や、地域の生活圏に
おいて感染拡大の可能性が報告された場合の対応方針について、施設の立地する自治体の衛生部局とあ
らかじめ検討しておくこと

主催者が参加者に求める感染拡大防止のための措置としては、以下のものが挙げられます。

□参加者が以下の事項に該当する場合は、参加の見合わせを求めること（イベント当日に書面で確認を行
う）
□体調がよくない場合 （例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）
□同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
□過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者
との濃厚接触がある場合

□マスクを持参すること（参加受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をする際にはマス
クを着用すること）

□こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること
□他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍを目安に（最低１m））を確保すること（障
がい者の誘導や介助を行う場合を除く）

□イベント中に大きな声で会話、応援等をしないこと
□感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと
□イベント終了後２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、主催者に対して速やかに濃
厚接触者の有無等について報告すること

スポーツイベント参加募集時の対応



イベント主催者が準備すべき事項の対応

スポーツイベント開催・実施時の感染防止策チェックリスト（主催者向け②）

スポーツイベント参加募集時の対応スポーツイベント参加者への対応
□マスク等の準備
□参加者がマスクを準備しているか確認すること
□参加の受付、着替え、表彰式等の運動・スポーツを行っていない間については、マスクの着用を求めること
（運動・スポーツ中のマスクの着用は参加者等の判断によるものとする）

□スポーツイベント参加前後の留意事項
□イベントの前後のミーティングや懇親会等においても、三つの密を避けること
□会話時にマスクを着用するなどの感染対策に十分に配慮すること

□手洗い場所
□手洗い場には石鹸（ポンプ型が望ましい）を用意すること
□「手洗いは30秒以上」等の掲示をすること
□マラソンイベント等では、始点、休憩所、終点にできるだけ手洗い場を確保すること
□手洗い後に手を拭くためのペーパータオル（使い捨て）を必要に応じて用意すること（参加者にマイタオルの持参を求めても
良い。布タオルや手指を乾燥させる設備については使用しないようにすること）
□手洗いが難しい場合は、 アルコール等の手指消毒剤を用意すること

□更衣室、休憩・待機スペース
□広さにはゆとりを持たせ、他の参加者と密になることを避けること（障がい者の介助を行う場合を除く）
□ゆとりを持たせることが難しい場合は、一度に入室する参加者の数を制限する等の措置を講じること
□室内又はスペース内で複数の参加者が触れると考えられる場所（ドアノブ、ロッカーの取手、テーブル、イス等）については、
こまめに消毒すること

□換気扇を常に回す、換気用の小窓をあける等、換気に配慮すること
□スタッフが使用する際は、入退室の前後に手洗いをすること

□洗面所
□トイレ内の複数の参加者が触れると考えられる場所（ドアノブ、水洗トイレのレバー等）については、こまめに消毒すること
□トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示すること
□手洗い場には石鹸（ポンプ型が望ましい）を用意すること
□「手洗いは30秒以上」等の掲示をすること
□手洗い後に手を拭くためのペーパータオル（使い捨て）を用意すること（参加者にマイタオルの持参を求めても良い。布タオ
ルや手指を乾燥させる設備については使用しないようにすること）

□飲食物の提供時
□参加者が飲食物を手にする前に、手洗い、手指消毒を行うよう声を掛けること
□スポーツドリンク等の飲料については、ペットボトル・ビン・缶や使い捨ての紙コップで提供すること（ただし、ドーピング
検査の対象となる者が参加するイベントでは、未開封の飲料を提供しなければならないこと）

□果物等の食品については、参加者が同じトング等で大皿から取り分ける方式を避け、一人分を小皿に取り分けたものを参加者
に提供するなど、工夫を行うこと

□飲食物を取り扱うスタッフにはマスクを着用させること

□観客の管理
□観客も参加させる場合には、観客同士が密な状態とならないよう、必要に応じ、あらかじめ観客席の数を減らすなどの対応を
とること

□大声での声援を送らないことや会話を控えること
□会話をする場合にはマスクを着用すること等の留意事項を周知すること

□スポーツイベント会場
□スポーツイベントを室内で実施する場合には、換気の悪い密閉空間とならないよう、十分な換気を行うこと
□換気設備を適切に運転すること
□定期的に窓を開け外気を取り入れる等の換気を行うこと

□ゴミの廃棄
□鼻水、唾液などが付いたごみは、ビニール袋に入れて密閉して縛り、ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用すること
□マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手を洗い、手指消毒すること

本チェックリストはあくまでサンプルであり、各スポーツイベントの特性等を勘案して、上記
以外に感染拡大防止のための必要な取組を適宜盛り込んでいただきますようお願いします。



スポーツイベント開催・実施時の感染防止策チェックリスト（参加者向け）

別添２

参加者が運動・スポーツを行う際の留意点
□十分な距離の確保
□運動・スポーツの種類に関わらず、運動・スポーツをしていない間も含め、感染予防の観点から、周囲の人
となるべく距離（※）を空けること（介助者や誘導者の必要な場合を除く）

□強度が高い運動・スポーツの場合は、呼気が激しくなるため、より一層距離を空けること
□水泳時などでマスクをしていない場合には、十分な距離を空けるよう特に留意をする必要があること
（※）感染予防の観点からは、少なくとも２ｍの距離を空けることが適当である。

□位置取り：走る・歩くイベントにおいては、前の人の呼気の影響を避けるため、可能であれば前後
一直線に並ぶのではなく、並走する、あるいは斜め後方に位置取ること

□運動・スポーツ中に、唾や痰をはくことは極力行わないこと

□タオルの共用はしないこと

□飲食については、指定場所以外で行わず、周囲の人となるべく距離を取って対面を避け、会話は控
えめにすること

□同じトング等での大皿での取り分けや回し飲みはしないこと

□飲みきれなかったスポーツドリンク等を指定場所以外（例えば走路上）に捨てないこと

□以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること（利用当日に書面で確認を行う）
□体調がよくない場合 （例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）
□同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
□過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住
者との濃厚接触がある場合

□マスクを持参すること（参加受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をする際には
マスクを着用すること）

□こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること

□他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍを目安に（最低１m））を確保すること
（障がい者の誘導や介助を行う場合を除く）

□イベント中に大きな声で会話、応援等をしないこと

□感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと

□イベント終了後２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、主催者に対して速やか
に濃厚接触者の有無等について報告すること

□イベントの前後のミーティングや懇親会等においても、三つの密を避けること

参加者が遵守すべき事項

本チェックリストはあくまでサンプルであり、各スポーツイベントの特性等を勘案して、上記
以外に感染拡大防止のための必要な取組を適宜盛り込んでいただきますようお願いします。



事  務  連  絡 

令和２年８月２７日 

 

加盟団体  各 位 

 

                        公益財団法人 沖縄県スポーツ協会 

                                                     

 

 

「新型コロナウイルス感染症に係る大会実施ガイドライン」の策定について 

 

 

 平素より、本会の事業推進に際しましては、格別なご理解とご協力を賜り厚くお礼申し

上げます。 

さて、みだしのことについて、本会主催大会での実施を目的として、「新型コロナウイル

ス感染症に係る大会実施ガイドライン」を策定いたしましたので、ご案内いたします。 

なお、改定等がある場合は本会 HP にて掲載いたしますので適宜ご確認をお願いいたし

ます。 

大会実施の際にはご参照頂けると幸いです。今後とも、指導者・選手及び関係者の方々

が安心・安全に大会に臨めるよう感染予防対策の実施を行っていただきますようお願い申

し上げます。 

 

 

記 

 

 

【送付資料】 

 １．ガイドライン関係資料 

   １）イベント実施者用ガイドライン 

   ２）イベント実施者用チェックリスト及び提出資料（様式） 

   ３）参加者用ガイドライン 

   ４）参加者用提出資料（様式） 

   ５）健康観察シート（参考様式） 

   ６）相談・受診の目安（厚生労働省作成） 

   ７）感染が疑われる患者の受診の流れ（沖縄県作成） 

   ８）相談窓口等連絡先 

   ９）第２波・第３波に備えた警戒レベル指標の策定について（沖縄県策定） 

   10）沖縄県イベントガイドライン【５ 開催可否判断の目安】（沖縄県策定） 

   11）表示関係一式（様式） 

 

２．ガイドライン策定における参考資料 

  １）スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン（JSPO策定） 

  ２）新型コロナウイルス感染症に係る沖縄県主催イベント等実施ガイドライン（沖

縄県策定） 
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