
令和２年９月１７日 

 

本部員各位 

 

新型コロナウイルス感染症対策本部 

本部長（市長） 北 橋  健 治 

 

（臨時）北九州市新型コロナウイルス感染症対策会議について 

 

 新型コロナウイルス感染症対策にあたっては、感染の再拡大の防止と

医療提供体制の維持・確保に取り組みながら、社会経済活動のレベルを

徐々に引き上げている。 

本市の感染状況は極めて落ち着いているが、これまでも感染の拡大と

収束を繰り返してきており、また、福岡県においては８月５日に発動さ

れた「福岡コロナ警報」が継続中である。 

市民の皆様に対しては、引き続き、マスクや手洗いなどの「５つの行

動目標」の実践とともに、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」の導入をお願

いしているところである。 

このような状況のなか、下記のとおり決定する。 

 

 

１ ９月１９日以降は、現行のイベントの開催制限を緩和する。（資料１） 

 

 



イベントに関する基本方針（９月１７日改定版） 

 

イベントについては、国及び福岡県の方針を踏まえて、９月１９日か

ら当面１１月末まで、別紙のとおりとする。 

 

 

【おもな変更点】 

１ 開催制限を緩和する条件 

〇 イベント主催者及び施設管理者の双方において、 

イベント開催制限の緩和に伴うリスクを軽減するための措置が 

業種別ガイドラインにより担保され、かつ、感染防止の取組が 

公表されている場合は、収容率及び人数上限を緩和する。 

〇 上記以外の場合は、従来の収容率及び人数上限を原則とする。 

 

２ 人数上限及び収容率 

時期 区分 収容率 人数上限 

７／１０～ 

９／１８ 

屋内 収容定員の半分以内 

 ５，０００人 

屋外 
人との距離を十分に確保 

（できるだけ２ｍ） 

 

 

時期 区分 収容率 人数上限 

９／１９～ 

当面 11 月末まで 

イベント

の 

類型 

大声での歓

声・声援等が

ないことを前

提としうるも

の 

１００％以内 

大声での歓

声・声援等が

想定されるも

の 

５０％以内 

収容人数 

１万人超 
 
収容人数の

５０％ 

収容人数 

１万人以下 
 

５，０００人 

  ※収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度 

（案） 



イベントに関する基本方針（９月１７日改定版）について 

 

イベントの開催制限等について、国及び福岡県の方針を踏まえて、９月１９日から

当面１１月末まで、以下の取扱いとする。 

 

１． 開催制限を緩和する条件 

・イベント主催者及び施設管理者の双方において、別紙３「イベント開催制限の緩 

和に伴うリスクを軽減するための措置」が、「業種別ガイドライン」により担保 

され、かつ、感染防止の取組が公表されている場合（別紙４「感染防止のチェッ 

クリスト」に留意）は、人数上限及び収容率を緩和する。 

・上記以外の場合は、従来の人数上限及び収容率を原則とする。 

＜従来の人数上限及び収容率＞ 

○屋内：５,０００人以下、かつ収容定員の半分程度以内の参加人数 

 ○屋外：５,０００人以下、かつ人と人との距離を十分確保（できるだけ２ｍ）  

 

２． 人数上限及び収容率要件 

人数上限及び収容率要件による人数のいずれか小さい方を限度とする。 

（１）人数上限 

① 収容定員が設定されている場合 

５，０００人または収容定員の５０％のいずれか大きいほう 

② 収容定員が設定されていない場合 

後記（２）の①及び②における収容定員が設定されていない場合の例による 

こととする。 

 

（２）収容率 

① 大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合 

次の全てを満たす場合に限り、収容率の上限を１００％とする。 

・これまでの当該イベントの出演者等による類似のイベントの開催実績にお 

いて、参加者が歓声、声援等を発し、又は歌唱する等の実態がみられてい 

ないこと（開催実績がない場合、類似の出演者によるこれまでのイベント 

に照らし、観客が歓声、声援等を発し、又は歌唱することが見込まれない 

こと）。 

なお、この要件に該当することについて、イベント主催者において、過去 

の開催実績に基づく十分な説明が行われない場合は、この要件に該当しな 

いものとして、後記②大声での歓声、声援等が想定される場合等のとおり 

取り扱うこと。 

別紙



・これまでの開催実績を踏まえ、マスクの着用を含め、個別の参加者に対し 

て感染防止対策（別紙３及び別紙４）の徹底が行われること。 

・発声する演者と観客間の距離が適切に保たれている等、感染防止対策が業 

種ごとに策定された感染拡大防止ガイドラインに盛り込まれ、それに則っ 

た感染防止対策が実施されること。 

 

イベントの特性に応じて、収容率の目安を適用するが、具体的な事例等を示 

すと以下のとおり 

○参加者の位置が固定され、入退場や区域内の適切な行動確保ができる催物 

・感染防止策の徹底を前提に、収容定員までの参加人数とする。 

 

○参加者が自由に移動できるものの、入退場や区域内の適切な行動確保がで 

きる催物 

・感染防止策の徹底を前提に、下記のとおりとする。 

ア 収容定員が設定されている場合 

収容定員までの参加人数 

イ 収容定員が設定されていない場合 

密が発生しない程度の間隔（最低限人と人が接触しない程度の 

間隔）を空けること 

 

なお、参加者が自由に移動でき、かつ、入退場時や区域内の適切な行動確保 

ができない催物については、後記３によることとする。 

 

② 大声での歓声、声援等が想定される場合等 

収容率の上限を５０％（※）以内とする。 

※ 異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グ 

ループ（５名以内に限る。）内では座席等の間隔を設ける必要はない。すな 

わち、参加人数は、収容定員の５０％を超えることもありうる。 

 

イベントの特性に応じて、収容率の目安を適用するが、具体的な事例等を示 

すと以下のとおり 

○参加者の位置が固定され、入退場や区域内の適切な行動確保ができる催物 

・収容率の上限を５０％（※）以内とする。 

 

○参加者が自由に移動できるものの、入退場や区域内の適切な行動確保がで 

きる催物 



・下記のとおりとする。 

ア 収容定員が設定されている場合 

当該収容定員の５０％までの参加人数 

イ 収容定員が設定されていない場合 

十分な人と人との間隔（１ｍ）を要すること 

 

なお、参加者が自由に移動でき、かつ、入退場時や区域内の適切な行動確保 

ができない催物については、後記３によることとする。 

 

３． 地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等 

祭り、花火大会、野外フェスティバル等については、次のとおりの対応とする。 

 

（１）全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なもの 

引き続き、中止を含めて慎重に検討すること。具体的には、催物を開催する場

合については、十分な人と人との間隔（１ｍ）を設けることとし、当該間隔の維

持が困難な場合は、開催について慎重に判断すること。 

 

（２）地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な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（６月19 日以降は人数制限が撤廃） 

引き続き、適切な感染防止策（例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、

三密回避、十分な人と人との間隔の確保(１ｍ）、行事の前後における三密の生ず

る交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等）を講ずること。イベント主催者等

は、イベントを開催する前に、イベント参加者による厚生労働省から提供されて

いる接触確認アプリＣＯＣＯＡの活用や、感染拡大防止のためのイベント参加者

の連絡先等の把握を徹底すること。 

 

４． 催物の開催に関する留意事項 

（１）感染防止策の注意喚起 

別紙７「屋内イベントの開催のあり方に関する検討会とりまとめのポイント」

で示しているとおり、イベント主催者等は、屋内での十分な換気と、接触感染、

飛沫感染、マイクロ飛沫感染のリスクに応じた感染防止策、感染者の来場を防ぐ

対策、感染発生時に感染可能性がある者を把握する仕組みの構築等を適切に行う

こと。 

 

（２）県との事前相談 

イベント主催者及び施設管理者は、全国的な移動を伴うイベント又はイベント



参加者が１０００人を超えるようなイベントについては、様式１を新型コロナウ

イルス感染症対策室に提出し、事前に県に相談すること。 

 

 

 

 

【 添付資料 】 

 

参 考 市の施設・イベント再開にあたっての感染防止対策について（令和２年９月 

１７日改定版） 

別紙１ 当面１１月末までのイベント開催制限の考え方について（概要） 

別紙２ 各種イベントにおける大声での歓声・声援等がないことを前提としうる／想定 

されるものの例 

別紙３ 収容率及び人数上限の緩和を適用する場合の条件について 

別紙４ 感染防止のチェックリスト 

別紙５ コンサート・演劇・スポーツイベント等の収容率（目安） 

別紙６ 展示会・お祭り・野外フェス等の収容率（目安） 

別紙７ 屋内イベントの開催のあり方に関する検討会とりまとめのポイント 

様式１ 全国的又は大規模イベント開催に伴う事前相談票 

 



市の施設・イベント再開にあたっての感染防止対策について 
 

業種ごとに各団体が作成しているガイドラインを参考に、施設の設置状況

や利用状況、イベントの開催状況に応じて、必要な感染防止対策を適宜実施

すること。 

 特に、下記の項目については、十分に留意するとともに公表すること。 

 

【マスクの着用】 

〇施設・イベントの従事者・利用者(参加者)ともにマスクを着用する。 
 
【人との距離の確保】 

〇人と人との適切な距離を確保する。 
 
 
【受付窓口等への間仕切りの設置・フェイスシールドの着用】 

〇受付窓口等にはアクリル板等の間仕切りを設置する。 

〇施設・イベントの従事者は、利用者(参加者)に接遇を行う際など、 

必要に応じてフェイスシールドを着用する。 
 
【手洗い・手指の消毒】 

〇施設・イベントの従事者・利用者(参加者)ともに、手洗いや手指の消毒  

を行う。 
 
【施設・イベント会場の消毒】 

〇始業(開催)前・終業(開催)後は、複数の人の手が触れる箇所の消毒を行う。 

〇特に、感染リスクが比較的高いと考えられるトイレや休憩スペースに  

ついては、施設・イベント会場の利用状況等に応じて、適宜消毒を行う。 
 
【屋内の換気】 

○屋内においては、施設の常時換気を行う。 
 
【利用者(参加者)の検温】 

〇施設・イベントの利用者(参加者)には、発熱や、軽度であっても咳・咽頭痛

などの症状がある方は入館(参加)を控えるよう呼びかける。 

〇施設・イベントには体温測定器具を設置する。 

〇施設・イベントの利用者(参加者)には、入館(参加)前に検温をお願いし、 

症状がある方に入館(参加)を控えるよう呼びかける。 
 
【利用者(参加者)の記録】 

〇国が導入した接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）について、施設・イベントの   

利用者(参加者)に活用を呼びかける。 

〇施設・イベントにおいて、新型コロナウイルス感染症の罹患者が発生した

場合、その旨の連絡を希望する利用者(参加者)に限り、個人情報の取扱に

十分注意しながら、連絡先を確認する。 

令和2年9月17日改定版

















※行や列の追加、セルの結合等はしないでください。
の項目について入力してください。

【イベントについて】

開催日
の区分

【相談者】

電話

FAX

E-MAIL

連絡先

相談者

相談者について

代表者名
※個人の場合は不要

#DIV/0!

距離の確保（２ｍ程度）

※１　「人数の管理」とは、①事前にチケットを売る（枚数制限あり）、②事前の申し込みが必要（先着○名）
　　などで参加者数を固定できることをいう。
※２　「地域の行事」とは、特定の住所で行うような、地域のお祭り等を想定。１００人～２００人程度の
　　規模を想定しており、１０００人規模のものは当てはまらない。
※３　会場スタッフと参加者のいる場所が明確に分かれている場合には参加者数のみを計上することと
　　し、会場スタッフと参加者のいる場所が明確に分かれていない場合には両者を合計する。

ふりがな

参加者

参加人数の
管理の可否

（※１）

参加者・出演者等の
全国的な移動の有無

開催規模（※２）及
び参加者の連絡先
等の把握の可否

全国的又は広域的な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

一時点における
最大参加予定数

（※３）
最大時の収容率

開催日時

開催場所

会場名

住所

屋外・屋内の別

(座席等による)参加者
の位置の固定の有無

収容人数の
定めの有無

（定めがある場合）
収容人員

イベントの内容
（チラシ等の添付でも可）

全国的又は大規模イベント開催に伴う事前相談票

事前相談年月日 令和　年　　月　　日

イベントの名称

様式1



【実施予定の感染防止策】（該当する項目に☑を記載してください。）

（主催者・来賓挨拶、乾杯の発声、余興等を行う場合）

（飲食等を伴う場合）

着席形式の場合、テーブルとテーブルの間の距離、一つのテーブルに着席できる人数、
着席の仕方などについて、飛沫感染が予防できるよう工夫する。

大皿は避けて、料理は個々に提供する、従業員等が取り分けるなど工夫する。

ビュッフェ方式の場合は、料理を小皿に盛って提供する、従業員等が取り分ける、
料理を蓋等でカバーする、頻繁にトング等を交換するなど工夫する。

料理やドリンクの受け渡しは、手渡しではなくトレイを使用する。

参加者同士のお酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けるよう呼びかける。

受付及び会場内に「食事中以外はマスクの着用をお願いする」旨掲示する。

食事中以外はマスクを着用し、会話をする際は可能な限り真正面に向き合うことを避けるよう呼びかける。

マイクは、使用の都度、消毒又は交換を行う。

施設の共用部分(トイレ、テーブル等)を定期的（概ね１時間ごと）に消毒する。

トイレではペーパータオルを設置し、ハンドドライヤー・共通タオルは控える。

上記のほか、主催者及び施設事業者が属する業種における感染拡大防止のための業種別ガイド
ライン等に則した感染防止策を徹底する。（業種別ガイドラインがない場合は、「感染予防対策例と
留意点」を参照）

挨拶者等と参加者との距離（できるだけ２ｍ）を確保する。それができない場合は、
挨拶者等から飛沫が拡散しないためにビニールカーテン等を設置する。

参加者と接触するような演出（参加者をステージに上げる等）は行わない。

余興等を行う際は、参加者と十分な距離（できるだけ２ｍ）を確保する。

大声を発する余興等は控える。

参加者に大声による発声を控えるよう呼びかける。

集合写真を撮影する際は、直前までマスクを着用し、会話を控えるよう呼びかける。

スナップ写真を撮影する際は、密集となることのないポーズとするよう呼びかける。

手指消毒設備を設置する（受付、会場内、スタッフルーム等）。

参加者及びスタッフのこまめな手洗い・手指消毒などを徹底する。

参加者に会話をする際は可能な限り真正面に向き合うことを避けるよう呼びかける。

会場における握手等の交流等を極力控えるよう呼びかける。

参加者及びスタッフに催物前後や移動中における感染防止のための適切な行動（感染リスクのある行動の回避）を行うよう呼びかける。

入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密（密集、密接、密閉）の環境を作らないよう徹底する。

収容定員の半分程度以内の参加人数とする［※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］。

受付及び会場内では、人と人との距離（できるだけ２ｍ）を確保する。

入退場時の制限や誘導を行い、人と人との距離（できるだけ２ｍ）を確保する。

施設の常時換気を徹底する［※屋内の場合］。

休憩スペース、更衣室、楽屋、控室等についても、三密とならないよう徹底する。

受付など人と人が対面する場所は、パーテーションやビニールカーテンを設置する。

参加者及びスタッフのマスク着用を徹底する（熱中症等の対策が必要な場合を除く）。

（基本的な対策）

入場時等に検温を実施し、発熱等の症状のある方の入場を制限する。

発熱等の症状のため入場を制限した場合の払い戻し措置等を規定しておく。

開催前に、参加者に接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」のインストールを呼びかける。

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た上で、参加者の連絡先等の把握を徹底する。


