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イベントの企画・制作・実施における
新型コロナウイルス(COVID-19)感染予防マニュアル

Confidential

■マニュアルについて

このマニュアルは、ディー・エヌ・エーの新型コロナウィルス下での
イベント知見をもって、制作業務を遂行するために作成されたマニュアルです。

日々情報をアップデートしていく資料のため、必ずしも正確な情報ではないことを
理解したうえ、業務遂行のため役立ててください。



INDEX

■用語の定義・解説

■企画段階での考え方～4つの観点（ポイント）

新型コロナウイルスについて

……… P4

企画段階での考え方
……… P6

■企画段階での考え方～確認事項 ……… P7

■企画段階での考え方～受注フロー ……… P8

■新型コロナウイルス対策（制作）について

新型コロナウイルス対策（制作）について
……… P10

■コスト請求、キャンセルポリシー、保険について ……… P11～13

■イベント現場での考え方 ……… P14～20

■一般来場者の管理方法に関する事前協議 ……… P21

■掲出物・備品

新型コロナウイルス対策（DNA）掲出物・備品
……… P23～28

■参考URL一覧

新型コロナウイルス関連～参考URL
……… P30



新型コロナウイルスについて



新型コロナウイルスについて
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新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス（SARS-CV2)）はコロナウイルのひとつです。
コロナウイルスには、風の原因となるウイルスやSARS、MERS
といった過去に大流行したウイルスが含まれます。

感染者の症状

①軽症
新型コロナウイルスに感染しても咳や発熱などの軽症状のみ

→感染しても新型コロナウイルスに感染したことに気づかないため感染が急速に拡大して
しまう恐れがあります。

②重症
高齢者や持病持ちの方は肺炎が急速に悪化し、多くの場合人工呼吸器が必要になります。

→70歳以上の感染者の10％近い方が数週間以内に亡くなってしまいます。

感染拡大の原因

①飛沫感染
感染者の咳や唾を、別の人が口や鼻から吸い込むことで感染します

②接触感染
感染者がウイルスを触れた手でものを触り、別の人がそのものを触れることで手にウイルスが
付着し、さらに手で口や鼻を触ることで感染します。

感染拡大に使用される検査

感染に関する検査には現在、PCR検査や抗原検査、抗体検査があります。
①PCR検査や抗原検査
現在感染しているかどうかを判断するために行います。

②抗体検査
抗体検査は、感染してから一定期間しての判断になるので過去の感染について判断するために
行います。

濃厚接触者

現在濃厚接触者は以下のように定義されます。
・感染予防策がない状態で感染者と接触があった（1m以内かつ15分以上の接触があった）人
・適切な個人用防護具なしに感染者の世話を直接行った人
・感染者と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった人
・感染者の気道分泌液もしくは体液（唾など）の汚染物質に直接触れた可能性が高い人

検疫

症状等はないが感染者が感染症にさらされた可能性のある人に対する活動の制限や隔離措置のことです。
症状を観察し、症例の早期発見を確実に行い、さらなる感染拡大の可能性を防止するために行います。

隔離

症状のある人や感染者を他の人から隔離し、感染や汚染の広がりを防止するものです。

■用語の定義・解説



企画段階での考え方



企画段階での考え方～4つの観点(ポイント)
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■イベント実施までのプロセス

イベントを開催するにあたり、イベント主催側でコントロールできる出来る「内部環境」

および国内の感染状況を示す「外部環境」を十分に考慮し、

イベント実施することができるかのを判断する基準となる考え方のプロセスを以下に示す

※「内部環境」「外部環境」については次ページ参照

クライアントとの打ち合わせ開始

クライアントのニーズをヒアリングする
（開催目的、実施時期、規模等）

オフラインイベント実施

適切な感染防止策をとることは出来るのか

適切な感染防止策をとった上で参加人数を確保し、イベントを成立させれるか

実施予定時期における自治体のイベント開催方針に沿っているか？

実施内容を検討

※延期・先送りの場合はクライアント様と再度打ち合わせをし、今後の方針を検討

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント



企画段階での考え方～確認事項

■参照 「内部環境」と「外部環境」

コロナ禍におけるイベント実施リスクを、イベント主催者側でコントロールできる「内部環境」

国内の感染状況を示す「外部環境」それぞれの視点から評価できるチェック項目を以下に示す。

内部環境

外部環境

確認事項 感染リスク軽減方法

確認事項

1.屋内会場での実施想定か

2.来場人数の想定は適切か

3.対面での販売、配布を行うか

4.体験コンテンツのある展示を行うか

5.飲食を伴うイベントか

6.大人数でのステージはあるか

1.十分な換気設備を整えた会場

または、屋外会場を推奨

2.予約制による時差入場などにより

入場人数を緩和する

3.アクリル板などを設置し、適切な距離を保つ

4.体験者ごとにコンテンツを消毒する

5.個包装による飲食提供のみ

6.演者に対する事前検査の義務付け

ステージ上での間隔（2m）の確保

1.全国の感染者数が4日連続で上昇している

2.想定会場のある都道府県の感染者数が4日連続で上昇している

4.感染経路不明者が4日連続で上昇している

（感染経路不明者数の参照値：東日本→東京/西日本→大阪）

5.想定会場付近で過去4日以内にクラスターが発生している
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企画段階での考え方～受注フロー

■企画・提案フロー

案件担当者 コロナ対策本部

メーカー・代理店などのクライアント

イベントの企画・実施に関する相談

＋

メーカー・代理店などのクライアント

※案件担当者とともにコロナ対策チームが動きます。

新型コロナウイルス感染防止対策を配慮した
安全な企画を提案
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新型コロナウイルス対策(制作)について



新型コロナウイルス対策(制作)について
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①感染責任に関する考え方

②感染防止に掛かるコスト請求

③協力会社および得意先とのキャンセルポリシー確認

④新型コロナウイルス感染に関する保険について

⑥一般来場者の管理方法に関する事前協議

⑦問い合わせ対応窓口の整備

■イベント開催時における新型コロナウイルス感染について

実施側が一定程度の配慮をもって感染防止策を実施した上で、現場において来場者又はスタッフが
感染した場合、主催者（クライアント様）及び実施関係者は一切の責任を負えない旨を事前に
主催者（クライアント様）と申し合わせを行い、その内容をスタッフおよび一般来場者に周知すること。

感染防止に関わる備品購入その他の費用は、原則として見積に計上して
得意先請求項目とすること。
※11ページ参照

新型コロナウイルス感染拡大によりイベント中止が懸念される場合、事前に協力会社および得意先と
キャンセルポリシーを確認の上、文書化し、法務確認を行い、所属上長へ報告すること。
※12ページ参照

新型コロナウイルスに関する保険（賠償責任保険、傷害保険、興行中止保険）において
現状は有効な保険が無い状況であることを各所と共有すること。
※13ページ参照

政府/自治体基準に沿った来場者名簿や当日の来場ログの整備、管理に関して
クライアント様との事前協議を行うこと。
個人情報の取り扱いは情報セキュリティ方針に従い、不必要な個人情報の受領授受、移動は避ける。
※21ページ参照

クライアント様、イベント関連広報窓口でのメディア、来場者からの問い合わせに
対応したQ&Aを予め整備する。

⑤イベント現場での考え方

リスクを軽減するための基本的な方針をしっかりと遵守すること。
また、来場者・関係者ともにリスクを軽減するための措置をとること。
※14～20ページ参照



新型コロナウイルス対策(制作)～コスト請求について

※②感染防止に掛かるコスト請求について

対策備品

・マスク
・グローブ
・フェイスシールド
・検温機器
※体温計(接触型・非接触型)、サーモグラフィ関連機器

・消毒アルコール
※手指消毒用、備品周り消毒用

施工物・リース

・飛沫防止対策アクリルボード
・パーテーション

掲示物

・感染防止対策用掲示物のデザイン・出力など
※注意喚起系、ソーシャルデイスタンス待機列表示

手当・人件費

・特別ポジションなどによるスタッフ人件費の扱い
・リスクの高さなどによる手当の有無

コロナ禍におけるイベント実施において、下記項目に対する費用が別途計上されることを

しっかりと説明・共有しご理解いただくこととする。

制作費

・対策考案の規模により、感染症対策制作費にあたる項目の追加
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新型コロナウイルス対策(制作)～キャンセルポリシーについて

※ ③協力会社および得意先とのキャンセルポリシー確認

制作費の考え方

施工・施工にかかわるリースや運搬の考え方

人件費の考え方

イベントに付随する手配物の考え方

マニュアルや進行台本など、形として制作を進めているものに関しては
出来る限りご請求させていただく。
進行状況や、クライアント様との状況判断を含めた協議の上決定すること。

施工に関しては図面や、ロケハン人件費などはできる限り御請求させていただく。
リースや運搬などは、施工会社と相談のもとキャンセルポリシーを
クライアント様に伝えたうえで、調整を進めること。

人件費については基本的に以下を参照とする。
現場Ｄ、ＡＤ、テクニカルＳＴ、施工ＳＴ、など

・1ヶ月前まで→10％

・3週間前まで→30％

・2週間前まで→50％

・1週間前まで→80％

・3日前まで→100％

基本的には以下を参照とする。
※事前に各業者のキャンセルフィーを確認したうえでクライアントに知らせること。

・ケータリング

⇒業者との確認によって伝達

・配送費

⇒ロジや運送会社の手配状況の確認によって伝達

・購入備品、製作物

⇒購入済み、製作済みのものに関しては１００％

⇒購入、製作していないものに関しては無し
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保険加入時に想定される補償内容

補償対象 保険種類 想定される補償内容 主催・代理店独自の保険 個別加入保険

イ
ベ
ン
ト
来
場
者

賠償責任保険
イベント来場者が新型コロナに感
染してしまった場合の治療費等を
補償

各クライアントに確認 確認中

傷害保険
イベント来場者が新型コロナに感
染してしまった場合の補償

各クライアントに確認 イベント来場者の新型コロナ感染は
全て補償対象外。

イ
ベ
ン
ト
関
係
者

傷害保険
イベント関係者（スタッフ等）が
新型コロナに感染してしまった場
合の補償

各クライアントに確認

保険会社によっては『特定感染症補
償特約』を付帯して加入する事によ
り、
新型コロナウィルス感染症も保険の
補償対象になる。
ただし、保険会社により「保険期間
中に発病した場合」や「保険期間中
でも保険開始日より10日以降に発病
した場合」という規定がある。
そのため、多くのイベントの期間や
新型コロナウィルスの潜伏期間を考
えると、補償対象になるケースはま
ず無いと思われる。

イ
ベ
ン
ト
費
用

興行中止保険
新型コロナの流行によりイベント
が中止になった場合に回収不可能
な費用を補償

各クライアントに確認 新型コロナウィルス感染症によるイ
ベント中止は全て補償対象外。

下表の通り、新型コロナウイルスに関する保険（賠償責任保険、傷害保険、興行中止保険）において、

現状有効な保険は無い。

※ ④新型コロナウイルス感染に関する保険について
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新型コロナウイルス対策(制作)～基本ルールについて
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隣接する動線は２ｍ間隔を確保

席などは対面を避け、２ｍ間隔を確保

入場・受付では検温による対応を実施

会場内では常に換気を行えるよう配慮

待機列など、立ち位置は２ｍ間隔を確保

シートやアクリルによる飛沫感染防止

主要になるポイントには消毒液を設置

感染防止対策の注意喚起サインを配置

※⑤イベント現場での考え方～感染防止対策の基本ルール～



新型コロナウイルス対策(制作)について

15

■感染症対策を配慮した制作

①制作チームの衛生管理者をたてる

制作を進める上で衛生管理を徹底し、その指示のもと制作を遂行する。

②検温の徹底・体調報告

対面での打ち合わせやロケハンなどの際は、出発前の検温や体調の連絡を
管理者に実施すること。

⇒37.5℃以上の発熱、体調不良の場合は現場への参加を止め、医療機関への相談を促す。

③マスク・手洗い・手指の消毒

・現場には、感染症対策備品の補充と配置を徹底する。
※消毒液、アルコールウェット、ウエスなど

・施工時含め現場でのマスク着用を徹底する。

・複数人が同じテーブルや機材などを使用する際は、都度消毒を徹底する。

・ヘアメイクや、スタイリストなど人に触れるスタッフには手洗い・消毒をより徹底させる。

④ソーシャルディスタンスの徹底

・控室や作業室などでは、出来る限り２ｍ以上の距離を保つ。

・注意喚起は口頭ではなく、席貼りや壁貼りなどで周知徹底する。

・業務遂行以外の会話は極力避けるよう促す。

⑤換気の実施

・控室や作業室などでは、しっかりと開口部を考えて設計する。

・既存の会議室や会場では窓やドアでの換気を徹底する。

⑥お弁当などの飲食について

・飛沫感染を避けるため、シフトを組み昼食時などに複数人が密集しないようにする。

・一時的な措置としてケータリングは要望がない限り削減する。

・蓋つきのゴミ箱などを用意して配置する。



現場作業開始前

新型コロナウイルス対策(設営・本番)について
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■設営・本番時における運営スタッフの新型コロナウイルス感染防止策

クライアント様と協議の上、現場入場前日までに現場入場者に対する対応を検討する。

現場入場前は極力不要不急の外出を避けるよう、各社管理者から作業員に対し指示させる。

現場入場者に対し、当日の出発前に自宅での検温を義務付ける。

37.5度以上の場合、または倦怠感や咳などの呼吸器系異常、嗅覚および味覚異常、身体のだるさを
感じた場合は各社管理者に連絡させ、各社管理者から当該作業員に対し現場入場禁止を命ずる。

現場では体温計を用意し、現場入場時の検温を義務付ける。

氏名、電話番号、体温、体調を記載する「健康チェック表」を用意。
現場入場者には、各自体調確認をさせた上で、健康チェック表の記入及び提出を義務付ける。
※「健康チェック表」は個人情報の取扱いには十分配慮し、現場統括が管理。

現場入口に消毒液を設置し、入退場時の手指消毒を徹底させる。
（消毒液は各現場毎に手配する。）

現場内でのマスク着用を義務付けるとともに、マスクを常備しておく。
※マスク入手困難者には配布を行う。



現場作業開始前

新型コロナウイルス対策(設営・本番)について
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■設営・本番時における運営スタッフの新型コロナウイルス感染防止策

非接触体温計にて検温
※37.5℃以上の場合は帰宅

※高熱の場合、直接検温で2重確認

検温チェック表に体温・体調を記入
※体温チェック表 別紙参照

現場入り口にて手指の消毒

新型コロナウイルス感染防止対策フロー

※マスクを持っていない
運営スタッフにはマスクを配布



新型コロナウイルス対策(設営・本番)について
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■参考 体温チェック表

体温チェック表

氏名 電話番号 検温・体調 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日

○○ ○○ 090-****-****
入場時 36.2 〇

退場時 36.3 〇

入場時

退場時

入場時

退場時

入場時

退場時

入場時

退場時

入場時

退場時

入場時

退場時

入場時

退場時

入場時

退場時

入場時

退場時

入場時

退場時

・出勤時、退勤時に検温及び体調を体温チェック表に記入

＜記入方法＞

体温：体温計に表示された体温を記入

体調：良好 → ◎ 普通 → 〇 不良 → △ 作業不可 → ✕



①感染者対応及び個人情報の取り扱い

運営スタッフに感染者が確認された場合、感染対策の際に入手した個人情報の取り扱いは
社のルールに則り対応する。

運営スタッフに感染者が確認された場合、速やかにクライアント様、協力会社に連絡を行う。

感染者情報から逆流し、運営スタッフに関する問い合わせがあった場合、
社のセキュリティガイドラインに注意し、関係者に情報を提供すること。

新型コロナウイルス対策(本番時・来場者対応)について

1919

■感染者が出た場合の対策及び個人情報の取り扱い

②イベント実施後の羅患発覚した場合の対応について

運営スタッフ全員に対し、イベント本番後数日のうちに発熱などの体調不良が発生した場合は
速やかに連絡フローに沿って帰国者・接触相談センターへ連絡し、指示に従うことを徹底させる。

運営スタッフはイベント本番終了後に新型コロナウイルスへ感染が発覚した場合、
速やかに事前に案内された運営管理者へ連絡し感染の旨を報告するとともに、
保健所の指示に従い、必要に応じて保健所に対し運営管理者の連絡先を報告することを徹底させる。

感染者情報から逆流し、運営スタッフに関する問い合わせがあった場合、
社のセキュリティガイドラインに注意し、関係者に情報を提供すること。



感染発生時の緊急時連絡フロー

第一発見者は、所属責任者を経由し

DNA管理者へ報告

感染者疑い患者対応

自宅待機を命ずる または

現場にて一時隔離

※現場状況により判断

会社報告

所属上長へ状況を報告

クライアント報告

クライアント状況を報告

帰国者・接触者

相談センター報告

各自治体ごとに指定された

センターへ状況を報告

※センター連絡先は要確認所属上長は上長および

コロナ対策本部へ報告

クライアント協議

社および保健所の見解を踏まえ、

クライアントと今後の対応に関して協議

実施判断を得た場合

感染防止対策を十分に徹底した上で、

施工および本番を遂行

中止判断を得た場合

速やかに関係者・来場者に自宅待機指示

現場全体の消毒を実施した後、

撤去作業を指示

現場全体の消毒を実施した後、

撤去作業を指示

体調が改善しない場合は、

帰国者・接触者連絡センターへ

相談し、PCR検査を実施

本番・施工時

本番終了後

陽性の場合

保健所へ報告し、

指示に従い追跡調査等の対応を行う

陰性の場合

結果を保健所および関係各所へ報告

体温チェック表を確認し、

今後の対応を判断

発熱のほか、嗅覚・味覚障害等の症状があった場合

発熱以外に症状がない場合

（参考）新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター連絡先〈厚生労働省〉
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

体調不良者発生
（37.5℃以上）
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html


新型コロナウイルス対策(本番時・来場者対応)について
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■イベント会期中に行う感染防止策

①入場時に検温・マスクの配布

会場入り口付近に非接触型体温計、もしくはサーモグラフィーを設置し、来場者の体温測定を行う。
※37.5℃以上の来場者をご案内する救護室を設置し、医療従事者を手配する。

マスクを着用していない来場者にマスクをお渡しする。

②イベント会場内における感染対策

収容人数は各自治体の規定に従い、来場人数の制限を徹底する。
会場内に人数が集中しないように時間差での入退場など来場者の分散を行う。

座席を設ける場合は、間隔（2m）を空けることを徹底する。

物販等来場者と対面での接客を行う場合、アクリル板や透明ビニールカーテンにより来場者との
間隔を遮蔽する。

行列が発生する場合は、フロアマーカー等を設置し、間隔（2m）を空けた行列整理を行う。

チラシ、パンフレット、ノベルティ等は据え置きとし、手渡しでの配布は行わない。

消毒液を複数個所に設置し、来場者への手指消毒を促す。

会場換気および会場内の買う頻度接触部位の消毒をこまめに行う

スタッフ同士も適度な間隔を空けて配置する。

③来場者自身による感染対策

当日来場前に自宅での検温を依頼。37.5℃以上、もしくは体調に異変を感じている場合は、
来場自粛を求めることをホームページ又はSNSで周知するとともに、会場入り口にも掲示する

感染発生時に備え、氏名・緊急連絡先の提出

入場後、体温に関わらず倦怠感や咳アドの呼吸機器系異常、嗅覚及び味覚異常等、
感染が疑われる場合には、速やかに退場いただく。

飲食には使い捨ての皿や紙コップなどの食器を利用する



新型コロナウイルス対策(DNA)掲出物・備品



新型コロナウイルス対策(DNA)掲出物・備品
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■控室に、対策の意識を高めるため掲出



新型コロナウイルス対策(DNA)掲出物・備品
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■DNAは東京都が掲げる感染対策防止ガイドラインを順守しています。



新型コロナウイルス対策(DNA)掲出物・備品
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新型コロナウイルス対策(DNA)掲出物・備品
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■新型コロナウイルス感染症の拡大防止チェックシート
※現場にて、チェックを行うことで感染対策を徹底致します。



新型コロナウイルス対策(DNA)備品

マスク 使い捨てゴム手袋

アルコール消毒スプレー

手指用 清掃用

非接触型 接触型

体温計

■コロナ対策備品一覧

サーモグラフィー

フェイスシールド
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新型コロナウイルス対策(DNA)備品

■コロナ対策備品一覧

ソーシャルディスタンス待機サイン 飛沫防止アクリル板

28



新型コロナウイルス関連～参考URL



新型コロナウイルス関連～参考URL

換気計画に関する留意点について

参考②

「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法＜厚生労働省＞

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618969.pdf

参考③

必要換気量の求め方＜三菱電機＞

https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/air/guide/support/knowledge/detail_01.html

感染予防退先資機材（飛沫防止パーテーション等）の計画委係わる注意点について

参考④ 消防庁からのお知らせ＜消防庁＞

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/b21d2956b4441cf4c69d9f7096d15205350ef838.pdf

確認申請の届出・申請に係る留意点について

参考⑤ 完了検査の円滑な実施について＜国土交通省＞

https://www.mlit.go.jp/common/001330870.pdf

消毒用アルコール使用に係る留意点について

参考⑥ 消毒用アルコール取り扱いについてのお知らせ＜消防庁＞

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-kouhouka/pdf/020417-2.pdf

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/200318_kiho_77a.pdf

その他参考法規

参考 新型コロナウイルスにかんする国土交通省の対応＜国土交通省＞

https://www.mlit.go.jp/kikikanri/kikikanri_tk_000018.html

新型コロナウイルス感染症対策＞対策本部等資料＜厚生労働省＞

https://corona.go.jp/expert-meeting/ 

参考 建築物における衛生的環境の確保に関する法律＜厚生労働省＞

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000132645.html

参考 関係法規リンク集＜第一法規株式会社＞

https://www.daiichihoki.co.jp/osirase/2020/COVID-19info/index.html?top

新型コロナウイルスについて

関係省庁等の公開情報について

参考①

新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）＜厚生労働省HP 7月17日時点＞

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#

Q2-1
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