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１．はじめに

追記

⑦ 感染リスク者：保健所が濃厚接触者の認定をしない（連絡がない）場合な
どで、濃厚接触者の候補、検査対象者に該当する者をいう。

⑦ 感染リスク者：保健所が濃厚接触者の認定をしない（連絡がない）場合な
どで、濃厚接触者の候補、検査対象者に該当する者をいう。
※「感染リスク者」は、緊急事態舞台芸術ネットワークで独自に定義してい
る表記です。

p.3

２．感染防止のための基本的な考え方

更新

※参照：「ワクチン接種歴別の新規感染者数（厚労省）」（令和4年5月27
日）
 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000945978.pdf

※参照：「ワクチン接種歴別の新規感染者数（厚労省）」（令和4年8月12
日）
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000977539.pdf

p.4

削除

また、ワクチン接種を希望しても接種機会が十分用意されていない地域もあ
ります。ネットワークとしては希望するすべての人にワクチンを接種する機
会が速やかに用意されるよう今後も接種体制の拡充を目指します。

p.4

更新
追記

全国的又は広域的な人の移動が見込まれ、公演会場への入退場や区域内の行
動管理ができないものは、開催を慎重に検討するとともに、来場者が1,000
人を超えるような大規模なイベントについては、収容率の制限等を含め、施
設が所在する都道府県と事前に相談し、感染防止安全計画策定等に係る事務
手続きをおこなってください。

全国的又は広域的な人の移動が見込まれ、公演会場への入退場や区域内の行
動管理ができないものは、開催を慎重に検討するとともに、来場者が5,000
人超かつ収容率50％超の大規模なイベントについては、収容率の制限等を含
め、施設が所在する都道府県と事前に相談し、感染防止安全計画策定等に係
る事務手続きをおこなってください。5,000人以下または収容率50％以下の
イベントでは、安全計画の策定は不要ですが、引き続き各自治体から公開さ
れている感染防止策チェックリストを作成しHP等で公表（イベント終了日か
ら1年間保管）してください。

p.5

追記

収容人数は国の示す目安（事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制
限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」）を上回ることのないよ
うに調整し、地域の感染状況に変化がある場合、柔軟な判断を行うことが可
能な体制としてください。また保健所等の公的機関による聞き取りに協力
し、可能な限り、必要な情報提供を速やかに行えるよう努めてください。

収容人数は国の示す目安（事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制
限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」）を上回ることのないよ
うに調整し、地域の感染状況に変化がある場合、柔軟な判断を行うことが可
能な体制としてください。また保健所等の公的機関による聞き取りなどが求
められる場合にはこれに協力し、可能な限り、必要な情報提供を速やかに行
えるよう努めてください。

p.5

３．主催者及び施設管理者、またはそれに関係する団体並びに個人が講ずる具体的な対策

削除

（１）各所における対応策
①共通
■会場内（会場入口、チケット窓口、ロビー 他）において、列を作る際など
には、一定の間隔（最低１m）を空けるよう案内し、人が密集しないよう徹
底する。

（１）各所における対応策
①共通
■会場内（会場入口、チケット窓口、ロビー 他）において、列を作る際など
には、人が密集しないよう徹底する。

p.8

更新

■オミクロン株等変異株の拡大を踏まえ、適切な空調設備を活用した機械空
調設備は興行許可を取得した際の換気性能（会場内は一人あたりの外気量20 
m³/時・人以上）もしくは管轄行政の興行場法に則った性能を確保する。ド
ア・窓の開放など可能な方法を用いて公演の前後及び公演の休憩中に、会場
内のこまめな換気を行う。また、施設管理者と公演主催者とで調整の上、公
演中は常時換気を行う。

■オミクロン株等変異株の拡大を踏まえ、適切な空調設備を活用した機械空
調設備は興行許可を取得した際の換気性能（会場内は一人あたりの外気量 20 
m³/時・人以上）もしくは管轄行政の興行場法に則った性能を確保し、施設管
理者と公演主催者とで調整の上、公演中は常時換気を行う。また、ドア・窓
の開放など可能な方法を用いて公演の前後及び公演の休憩中に、会場内のこ
まめな窓開け（ドア開け）換気を行う。

p.8

追記

■HEPAフィルタ式空気清浄機やサーキュレーターの補助的活用も可とする。 ■HEPAフィルタ式空気清浄機やサーキュレーターの補助的活用も可とする。
ただし、呼吸域での風を生じさせることで飛沫感染が促進する可能性もある
ことから、サーキュレーターの高さや風向きには注意をすること。

p.8

舞台芸術公演における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
新旧対照表（第五版 → 第六版）

令和4年11月4日作成
一般社団法人 緊急事態舞台芸術ネットワーク

新（第六版）令和4年11月4日改訂版

更新

（１）ワクチン接種について
…
その前提として、現在（2022年11月時点）、舞台公演において、当ネット
ワークが、最も有効な感染防止対策として考えているのは、現場ごとの状況
に適したPCR検査や抗原検査と、ワクチン接種です。これは、今後の活動を
可能な限り、平常に近い形で継続するために、現在考えられる最善策だと思
います。特に、可能な限りの公演関係者のワクチン接種を推奨いたしたく思
います。

p.4

（１）ワクチン接種について
…
その前提として、現在(2022 年5月時点)、舞台公演において、当ネットワー
ク が、最も有効な感染防止対策として考えているのは、事前PCR等検査とワ
クチン接 種です。これは、今後の活動を可能な限り、平常に近い形で継続す
るために、現在考 えられる最善策だと思います。特に、可能な限りの公演関
係者のワクチン接種を推奨 いたしたく思います。
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追記

②客席
■舞台端と、対面して座る観客の最前列までを（水平方向で）2m程度確保す
ること。または、発声を伴うアクティングエリアから観客の最前列までを
（水平方向で）2m程度確保すること。

②客席
■舞台端と、対面して座る観客の最前列までを（水平方向で）2m程度（最低
でも1m）確保すること。または、発声を伴うアクティングエリアから観客の
最前列までを（水平方向で）2m程度（最低でも1m）確保すること。

p.9

削除

③会場入口
■入退場時の密集回避を図るべく、列は一定の間隔（最低１m）を確保する
ように来場者に周知する。

③会場入口
■入退場時の密集回避を図るべく、列は一定の間隔を確保するように来場者
に周知する。

p.10

削除

⑤ロビー、休憩スペース
■ロビー、休憩スペースでは、一定の間隔（最低１ｍ）を空けるよう案内す
る。

⑤ロビー、休憩スペース
■ロビー、休憩スペースでは、一定の間隔を空けるよう案内する。 p.10

削除

⑥トイレ
■トイレの列を作る際などには、一定の間隔（最低1m）を空けるよう案内す
る。

⑥トイレ
■トイレの列を作る際などには、一定の間隔を空けるよう案内する。 p.11

削除

⑦飲食施設、グッズ売り場等
■混雑時の入場制限を行う。列を作る際などには、一定の間隔（最低１ｍ）
を空けるよう案内する。

⑦飲食施設、グッズ売り場等
■混雑時の入場制限を行う。列を作る際などには、一定の間隔を空けるよう
案内する。

p.11

削除

■飲食施設では、家族等の同一グループと他のグループとの距離が一定の間
隔（概ね１m以上）となるよう各店舗において席の配置を工夫するか、アク
リル板等の設置により席間を遮蔽し、換気に注意をしたうえでマスクを外し
ている間は大声での会話を控えるよう周知すること。

■飲食施設では、家族等の同一グループと他のグループとの距離が一定の間
隔となるよう各店舗において席の配置を工夫するか、アクリル板等の設置に
より席間を遮蔽し、換気に注意をしたうえでマスクを外している間は大声で
の会話を控えるよう周知すること。

p.11

削除 ■ユニフォームや衣服はこまめに洗濯するように努める。 p.11

削除
（移動）

（２） 公演関係者に関する感染防止策
＜健康管理＞
■公演関係者や、その周辺の人々の健康を守ることを第一と考え、日常的な
検査の更なる活用・徹底を図る。
- 普段から、健康観察アプリなどを活用し、毎日の健康状態を把握する。
- 体調が悪い場合には現場に向かわず、自宅療養する内部ルールを徹底する。
- 現場にて体調が悪い者が見出された場合や、発熱などを訴えた場合、抗原検
査キットの活用やPCR検査を検討するなど、速やかに対応する。

（２） 公演関係者に関する感染防止策
＜健康管理＞
■公演関係者や、その周辺の人々の健康を守ることを第一と考え、日常的な
検査の更なる活用・徹底を図る。
- 普段から、健康観察アプリなどを活用し、毎日の健康状態を把握する。
- 体調が悪い場合には現場に向かわず、自宅療養する内部ルールを徹底する。

p.12

追記

■公演の規模や、現場の状況に適したPCR等検査や抗原検査を検討する。検
査実施方法については、新型コロナウイルス等感染症対策推進室（内閣官
房）からの事務連絡や、厚労省の指針、緊急事態舞台芸術ネットワーク
「助っ人センター」（https://sket.jpasn.net）などを参考にすること。

p.12

削除

■接触確認アプリ（COCOAや自治体独自の通知アプリ、QRコードを活用し
たシステムを含む）等の利用を促し、「電源をONにしたうえでBluetoothを
有効にする」ことを推奨する。 p.12

追記
（移動）

＜有症状者が発生した場合＞ ＜有症状者が発生した場合＞
■現場にて発熱などを訴えた者や、体調が悪い者が見出された場合、速やか
にPCR検査もしくは抗原検査を行い、当該者の状態を把握すること。

p.13

※第四版改訂における留意点
なお、感染力が強いと考えられる変異株などの感染拡大に伴い比較的狭い空
間では感染リスクが高まる可能性が考えられます。この改訂により、これま
でよりも距離が近くなる場合や、アクティングエリアが明示されない可能性
も考えられます。現場の実態に即した改訂であることをご理解いただき、空
間に適切な距離の確保をお願いします。なお、換気は極めて重要です。
合わせて、これまでは2m以上確保が難しい場合「ビニール幕等を設置するな
ど、距離を置くことと同等の効果を有する措置」との記載がありました。し
かしながらこれは解釈に幅のある表現だったために、充分な対策とは言えな
い措置でクラスターが発生した事例が確認されています。ビニール幕やアク
リル板などは設置の方法によっては空間の換気に悪影響を及ぼす場合があ
り、フェイスガード・マウスシールドなどは一定の効果を得られないことが
分かってきました。
この2mの確保を正しく遵守した公演においてはこれまで舞台と客席間での感
染は報告されていません。お客さまに安心して劇場にご来場いただけるよ
う、公演を主催されるみなさまにはこれまでと同様に対策いただきますよう
お願いいたします。

更新

※第六版改訂における留意点
なお、感染力が強いと考えられる変異株などの感染拡大に伴い比較的狭い空
間では感染リスクが高まる可能性が考えられます。この改訂により、これま
でよりも距離が近くなる場合や、アクティングエリアが明示されない可能性
も考えられます。社会の情勢に即した改訂であることをご理解いただき、各
現場ごと空間に適切な距離の確保をお願いします。なお、換気は極めて重要
です。
合わせて、「ビニール幕等を設置するなど、距離を置くことと同等の効果を
有する措置」は、充分な対策とは言えずクラスターが発生した事例が確認さ
れています。ビニール幕やアクリル板などは設置の方法によっては空間の換
気に悪影響を及ぼす場合があり、フェイスガード・マウスシールドなどは一
定の効果を得られないことが分かっています。
これまで2mの確保を正しく遵守した公演においては舞台と客席間での感染は
報告されていません。お客さまに安心して劇場にご来場いただけるよう、公
演を主催されるみなさまにおいてはこれまでと同様に、各現場に適した対策
をとっていただきますようお願いいたします。

p.9
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更新

① 上演関係者に陽性者が発生した場合
■陽性が確認された者は、公演主催者に連絡の上、地域の状況に応じて保健
所の指示に従い自宅待機とする。公演主催者は一度立ち止まり、稽古及び公
演が安全・安心に進められる状態か確認する。継続できる場合でも、キャス
ト・スタッフの安全と健康を最大限考慮して再開すること。

陽性が確認された者は、一旦活動を控え、地域の状況に応じて政府の方針に
従うこと。公演主催者は一度立ち止まり、稽古及び公演が安全・安心に進め
られる状態か確認する。継続できる場合でも、キャスト・スタッフの安全と
健康を最大限考慮して再開すること。

p.13

更新

■陽性者が発覚した直後に行った、公演関係者へのPCR検査の結果が陰性で
も、潜伏期間などにより発症まで数日を要することもあるため、経過を注視
すること。

■陽性者発覚直後に行った、公演関係者へのPCR検査の結果が陰性でも、潜
伏期間などにより発症まで数日を要することもあるため、経過を注視するこ
と。

p.13

削除

② 上演関係者に濃厚接触者が発生した場合
■濃厚接触者であることを通知された者は、公演主催者に連絡の上、地域の
状況に応じて保健所の指示に従い自宅待機とする。ただし、キャスト・ス
タッフの安全と健康を最大限考慮し、経過を注視したうえで、稽古前もしく
は開演前６時間以内にPCR検査又は抗原検査（参考資料②）を行い、結果が
陰性である者は、検査当日の稽古または公演に参加可能とする。稽古または
公演が続く場合には、少なくとも陽性者と接触があった当日から７日間、検
査は実施すること。

p.13

削除

③ 上演関係者について、保健所が濃厚接触者の認定をしない、または保健所
から連絡がなく濃厚接触者が不明な場合
■公演主催者が感染リスク者（濃厚接触者の候補に該当する者、検査対象
者）を判定し（参考資料③）、自宅待機とする。ただし、キャスト・スタッ
フの安全と健康を最大限考慮し、経過を注視したうえで、稽古前もしくは開
演前６時間以内に PCR 検査又は抗原検査（参考資料②）を行い、結果が陰性
である者は、検査当日の稽古または公演に参加可能とする。稽古または公演
が続く場合には、少なくとも陽性者と接触があった当日から5日間、検査は実
施すること。

p.13

削除
■感染リスク者に該当しない者は、稽古または公演に参加することができ
る。その場合も発熱などの症状がでないか経過を観察すること。 p.13

削除

④ 運営スタッフやその他の関係者から、陽性者・濃厚接触者が出た場合
■当該陽性者及び濃厚接触者が、上演関係者との接触・接点がない場合は、
感染が広がらないように細心の注意を払った上で、稽古または公演を開催す
ることができる。

p.14

更新

＜公演当日の対策＞
■自宅で検温を行うこととし、平熱と比べて高い発熱が認められる場合には
自宅待機とする。

＜公演当日の対策＞
■自宅で検温を行うこととし、平熱と比べて高い発熱が認められる場合に
は、現場ごとの状況に適したPCR検査や抗原検査を行うなど、正しい有症状
者への対応を行うこと。

p.14

更新

■飲食の際は、隣り合う人との距離が一定の間隔（顔の正面からできる限り
2mを目安に最低1m距離を確保することを含め真正面の座席配置回避）とな
るよう席の配置を工夫するなど、換気に注意をしたうえでアクリル板等の設
置により席間を遮蔽すること。

■飲食の際は、隣り合う人との距離が一定の間隔（概ね１m以上）となるよ
う席の配置を工夫するなど、換気に注意をしたうえでアクリル板等の設置に
より席間を遮蔽すること。 p.15

削除

（３）来場者に関する感染防止策
＜公演前の対策＞
■チケットシステム等により公演ごとに、来場者の氏名、及び緊急連絡先の
把握に努める。事前に把握できない来場者についても、できる限り把握を行
う。また、来場者に対して、こうした情報が来場者から感染者が発生した場
合など必要に応じて保健所等の公的機関へ提供され得ることを事前に周知す
る。

（３）来場者に関する感染防止策
＜公演前の対策＞

p.16

削除
■地域の感染状況によっては、身体的距離の確保のため座席間隔を空ける等
の工夫を行い、可能な限り座席指定でのチケット販売を推奨する。 p.16

削除

■HPやチケット購入時の周知やパンフレットへの掲載など、来場予定者や公
演関係者へ接触確認アプリ（COCOAや自治体独自の通知アプリ、QRコード
を活用したシステムを含む）等の利用を促し、「電源をONにしたうえで
Bluetoothを有効にする」ことを推奨する。

p.16

更新

＜公演当日の対策＞
① 周知・広報
■列を作る際などには、一定の間隔（最低1m）の確保をに務める。

＜公演当日の対策＞
①周知・広報
■列を作る際などには、一定の間隔を確保することに努める。

p.16
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追記

② 来場者の入場時の対応
■場内は正しいマスク着用を原則とする。未着用来場者に対しては公演主催
者による配布や販売等により着用を徹底する。正しいマスクの着用状況が確
認できるようにするとともに、着用していない場合、個別に注意等を行い、
特段の理由なく着用を拒む場合は、入場をお断りする等の対応を検討するこ
と。

② 来場者の入場時の対応
■場内は正しいマスク着用を原則とする。未着用来場者に対しては公演主催
者による配布や販売等により着用を徹底する。正しいマスクの着用状況が確
認できるようにするとともに、着用していない場合、個別に注意等を行い、
特段の理由なく着用を拒む場合は、入場をお断りする等の対応を検討するこ
と。
※病気や障害などの特段の理由によりマスクの着用等が困難な来場者への対
応については、国や自治体等の対応指針等に添って適切に対応し、差別等が
生じないよう十分に配慮してください。
※参照：マスク等の着用が困難な状態にある発達障害のある方等への理解に
ついて（厚労省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14297.html

p.17

削除

③ 公演会場内の感染防止策
■整列をする必要がある場合、マーカーの配置や人員の配置等により、一定
の間隔（最低１m）を空けられるよう努める。

③ 公演会場内の感染防止策
■整列をする必要がある場合、マーカーの配置や人員の配置等により、一定
の間隔を空けられるよう努める。

p.18

更新

④ 来場者の退場時の対応
■事前に余裕をもった退場時間を設定し、券種やゾーンごとの時間差での退
場等の工夫を行う。

④ 来場者の退場時の対応
■事前に余裕をもった退場時間を設定し、密状態をつくらない工夫を行う。 p.18

削除

＜公演後の対策＞
■公演ごとに、可能な範囲で来場者の氏名及び緊急連絡先を把握し、名簿を
作成し保存するよう努める（保存期間を当面1か月以上とする）。なお、個人
情報保護の観点から、名簿等の保管には十分な対策を講ずる。

p.18

追記 令和４年11月4日（第六版）改訂 p.19

 参考資料

更新

参考資料② ＜抗原検査キットの使用について＞
抗原簡易キットの使用にあたっては、

参考資料② ＜抗原検査キットの使用について＞
抗原定性検査キットの使用にあたっては、以下が必要であることに留意し、
また具体的な手順やキットの購入先リスト等については、事務連絡を確認す
る。

参考資料
②

削除
- 連携医療機関を定めること 参考資料

②

更新

参考資料③ ＜感染リスク者の判定について＞
事務連絡（令和4年3月16日）
「濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」
（厚労省）
https://www.mhlw.go.jp/content/000916891.pdf

参考資料③ ＜感染リスク者の判定について＞
厚生労働省事務連絡「B.1.1.529系統（オミクロン株）が主流である間の当
該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限
並びに積極的疫学調査の実施について」（2022年7月22日一部改正）
https://www.mhlw.go.jp/content/000968056.pdf

参考資料
③

追記
※「感染リスク者」は、緊急事態舞台芸術ネットワークで独自に定義してい
る表記です。

参考資料
③

更新

▷事務連絡（令和3年8月13日改訂）
「職場における積極的な検査等の実施手順（第２版）について」（厚労省）
https://www.mhlw.go.jp/content/000819050.pdf

▷事務連絡（令和3年8月5日）
「職場における積極的な検査等の実施手順に関する Q&A について」（厚労
省）
https://www.mhlw.go.jp/content/000817496.pdf

▷事務連絡（令和3年8月13日）
「職場における積極的な検査の促進について」（厚労省）
https://www.mhlw.go.jp/content/000819118.pdf

▷事務連絡（令和3年11月19日）
「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キッ
トの取扱いについて」（厚労省）
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000857309.pdf

※抗原検査を行う際は、上記を参照し、医療機関の指示のもと行ってくださ
い。

▷事務連絡（2022年10月19日）
「職場における検査等の実施手順（第３版）について」（厚生労働省・内閣
官房コロナ室）
https://www.mhlw.go.jp/content/001003217.pdf

※本事務連絡で購入可能とした抗原定性検査キットの一覧表は以下を参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html

参考資料
②


