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（※）大声の定義を「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」とし、これを積極
的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントは「大声あり」に該当することと整理する。

（注）収容率（上限）において、⑤を選択した場合は、「大声あり」と「大声なし」のエリアの区分ごとの収容
定員・参加人数を記載すること。

開催
概要

以下記載欄に、イベント情報を記載ください。

イベント名
常葉大学静岡草薙・瀬名キャンパス 第５回心薙祭

出演者・
チーム等

別紙参照

開催日時
令和４年１１月５,６日 ９時００分 ～１６時００分

（複数回開催の場合 → 別途、開催する日時の一覧ご提出ください。）

開催会場 常葉大学静岡草薙キャンパス

会場所在地 静岡県静岡市駿河区弥生町６−１

主催者 第５回心薙祭実行委員会

主催者所在地 静岡県静岡市駿河区弥生町６−１

主催者
連絡先

（電話番号）
054-261-4905

（メールアドレス）
konagisai.tokoha@gmail.com

収容率
（上限）

いずれかを
選択

大声なしで開催

①収容定員あり
100％

②収容定員なし
人と人とが触れ合わない程度の間隔

大声ありで開催

③収容定員あり
50％

④収容定員なし
十分な人と人との間隔(最低１ｍ)

「大声あり」、「大声なし」のエリアを明確に区分して開催

⑤収容定員あり
大声なしのエリア：100％
大声ありのエリア：50％

⑥収容定員なし
大声なしのエリア:

人と人が触れ合わない程度の間隔
大声ありのエリア:

十分な人と人との間隔(最低１ｍ)

収容定員 5,000人 （注） ―

参加人数 5,000人 （注）

その他
特記事項

✓



１．イベント参加者の感染対策
（１）感染経路に応じた感染対策

①飛沫感染対策

 適切なマスク（不織布マスクを推奨｡以下同
じ｡）の正しい着用の周知・徹底

 イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共
用部）におけるイベント参加者間の適切な距離
の確保

（※）大声の定義を「観客等が、①通常よりも大きな声量で、②反

復・継続的に声を発すること」とする。

「大声あり」、「大声なし」のエリアを区分して開
催する場合、上記に加えて、

 大声なしエリア・大声ありエリアの明確な区分
があり、それぞれにおける、イベント参加者間
の適切な距離の確保

 大声なしエリアにおける、大声を防止するため
の対策の実施

②エアロゾル
感染対策

 機械換気による常時換気又は窓開け換気

 適切なマスクの正しい着用の周知・徹底【①と
同様】

 イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用
部）におけるイベント参加者間の適切な距離の
確保【①と同様】

③接触感染対策

 イベント参加者によるこまめな手洗・手指消毒
の徹底や、主催者側によるイベント会場（客席、
入退場口やトイレ等の共用部）の消毒の実施

 イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共
用部）におけるイベント参加者間の適切な距離
の確保【①と同様】

基本的な
感染防止

イベント開催時には、下記の項目（イベント開催時の必
要な感染防止策）を満たすことが必要です。
※5,000人超かつ収容率50%超のイベント開催時には、個別のイベントご
との具体的な対策を記載した「感染防止安全計画」の提出が必要です。

感染防止策チェックリスト
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１．イベント参加者の感染対策
（２）その他の感染対策

④飲食時の
感染対策

 前項（１）感染経路に応じた感染対策と併せて、
飲食時の感染対策（食事中以外のマスク着用、
飲食に伴いマスクを外す際の会話自粛等）の徹
底の周知

⑤イベント前の
感染対策

 発熱等の症状がある者のイベント参加の自粛の
呼びかけ

⑥感染拡大対策

 イベントで感染者が発生した際の参加者への注
意喚起（感染者が発生した旨の参加者への迅速
な周知、COCOAの活用、チケット購入時の参加
者の連絡先の把握 等）

２．出演者やスタッフの感染対策

⑦出演者や
スタッフの
感染対策

 出演者やスタッフによる、練習時・本番等にお
ける前項（１）感染経路に応じた感染対策に加
え、健康管理や必要に応じた検査等の実施

 舞台と客席との適切な距離の確保など、出演者
やスタッフから参加者に感染させないための対
策の実施

基本的な
感染防止

感染防止策チェックリスト
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イベント開催時には、下記の項目（イベント開催時の必
要な感染防止策）を満たすことが必要です。
※5,000人超かつ収容率50%超のイベント開催時には、個別のイベントご
との具体的な対策を記載した「感染防止安全計画」の提出が必要です。
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✓

✓
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①第５回心薙祭実行委員会

②模擬店団体名 ③ステージ団体名 ⑤屋内展示参加団体名

1 アカペラサークル 1 アカペラサークル 1 アーツ＆クラフツ

2 池田雅彦ゼミ(イケダマサヒコ) 2 ウインド・サウンズ・アンサンブル 2 今村貴幸ゼミ(イマムラタカユキゼミ)

3 俺たち。 3 えんげきユニット 純喫茶 3 演劇部

4 学生団体phrase(フレーズ) 4 子供のための音楽サークルZOO 4 学生評議委員会

5 弓道部 5 書道部 5 学友会執行部

6 剣道部 6 ストリートダンスサークルPARADOX 6 華道部１

7 酒井ゼミ(サカイ) 7 チアリーダー 7 華道部２

8 坂本ゼミ 8 常大祭り組 8 教育学部初等教育課程音楽専攻学内演奏会

9 坂本ゼミ3年 9 常葉大学短期大学部音楽科ウィンドオーケストラ 9 教職サークルstep

10 佐々木ゼミ3年 10 フラメンコ部 10 芸術研究サークル

11 サッカー部 11 幼児向け実技サークルパレット 11 サイクリング同好会

12 少林寺拳法 12 ASM 12 茶道部裏千家(サドウブウラセンケ)

13 女子ソフトボール 13 K-POPカバーダンスサークルHaNURU 13 自然体験活動クラブ「ビオ・エデュ」

14 数学専攻4年 14 TDC（ダンス部） 14 室内合奏団AMPL.

15 ちかゼミ 15 写真部

16 常大祭り組 16 書道部

17 軟式野球サークルDodgers(ドジャース) 17 短期大学部音楽科声楽専攻

18 バドミントン部 18 短期大学部保育科表現A

19 バレーボールサークル 19 短大保育科 卒業生の集い

20 増田泉ゼミ(マスダイズミ) 20 チームLLL

21 FLSSC(フルスク) 21 陶芸部

22 public soy(パブリック ソイ) 22 常葉大学クイズ同好会

23 TDC(ダンス部) 23 常葉大学・常葉大学短期大学部 同窓会

24 WSE(ウインドサウンズアンサンブル) 24 図書館サポーター

25 細江ゼミ

26 ボランティアサークル つくしんぼ

27 街角音楽サークル

28 三井ゼミ

29 幼児教育支援センター

30 理科研究部

31 オクシズ情報発信グループ


