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新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン 

 

令和４年８月８日作成 

１．総 則 

（１）本ガイドラインの目的 

本ガイドラインは、次に挙げる令和４年度国民体育大会東北ブロック大会兼第 49 回 

東北総合体育大会（以下「大会」という）の競技会に参加を予定している者（以下「 

対象者」という）の感染リスクを極力抑えるとともに、大会による感染拡大を回避す 

ることを目的とする。 

（２）ガイドライン策定の根拠 

   本大会の新型コロナウイルス感染症対策については、本ガイドラインの他、公益財 

  団法人日本スポーツ協会が定める「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」及び「国民体育大会開催における新型コロナウイルス感染拡大防止に関 

  する基本方針（第５版）」を根拠とする。 

なお、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おり、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る。 

（３）各競技における感染防止対策 

   会場市町村実行委員会で行われる各競技においては、それぞれの「中央競技団体が 

定める新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に従い、競技運営を行う。また、 

本ガイドライン及び中央競技団体が定めるガイドラインに該当しない事態に対しては 

青森県実行委員会と会場市町村実行委員会が協議の上、判断する。 

（４）ガイドラインの優先順位 

  ア．大会運営全体に関することは「国民体育大会開催における新型コロナウイルス感

染拡大防止に関する基本方針（第５版）」を優先とする。 

  イ．各競技の運営に関して、主催者、チーム代表者、選手等用「予防対策チェック表」

内容を優先とする。その他の競技運営については、中央競技団体が定めるガイド

ラインを基準とする。 

  ウ．大会開催の可否、個々の大会参加の可否の取り扱いについては本ガイドラインを

優先とする。 

（５）本ガイドラインの対象となる者（以下「参加者」という） 

ア．大会役員 

イ．競技会役員、競技役員（医師、看護師含む）、競技補助役員 

ウ．選手、監督、チームスタッフ、各県本部役員（以下「選手団関係者」という。） 

エ．視察員 

オ．報道員 

カ．その他大会関係者 

   

 

 



２．組 織 

（１）感染防止対策責任者の配置と感染防止対策担当者の任命 

青森県実行委員会事務局長は、「感染防止対策責任者」となり、会場地市町村実行委 

  員会より「感染防止対策担当者」を任命する。 

（２）青森県実行委員会と会場地市町村実行委員会との連携 

 ア．感染防止対策責任者 

感染防止対策担当者との連絡を密にし、事前の開催エリアでの感染状況などを把 

    握するとともに、期間中の感染防止対策の指揮及び感染または感染が疑われる症 

    状の者（発熱、咳、喉の痛み、倦怠感、味覚・嗅覚の異常など）が出た場合の対応 

に当たる。 

イ．感染防止対策担当者 

事前に会場市町村管轄保健所及び医療機関との連絡を密にするとともに、当日の 

競技会場内での感染防止対策の指揮を行う。また、期間中に感染または感染が疑 

われる症状の者が出た場合は、感染防止対策責任者へ直ちに報告し、その対応に 

ついて協議する。 

 

３．大会開催可否及び中止の判断と事後対応 

（１）判断を行う組織 

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、以下の状況となった場合、東北六県 

主管課及び体育（スポーツ）協会と青森県実行委員会は大会開催の可否及び中止につ 

いて協議を行う。（別紙１－１「大会（各競技）開催可否または中止の判断」参照） 

（２）大会開催可否及び中止決定の協議基準 

ア．新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令された場合 

イ．会場地となる県独自の緊急事態宣言等の発令またはイベント開催自粛要請 

ウ．会場地医療機関の新型コロナウイルス感染症患者受け入れが不可となった場合 

エ．各県選手団の参集が困難な場合（申込済み参加県数の 2/6 以上） 

オ．競技会に参加している者及び競技運営に係る者に新型コロナウイルス感染症感染 

  者が発生し、競技運営に支障をきたす、またはその可能性が想定される場合 

カ．その他新型コロナウイルス感染症に起因する事象により大会の開催または継続が 

  困難と想定される場合 

（３）事後対応 

ア．大会を中止した場合、青森県実行委員会は、大会中止の報告について日本スポー 

  ツ協会、各県主管課及び体育（スポーツ）協会、会場地市町村実行委員会、その 

他大会関係者に漏れなく行う。（例：競技会会場など） 

  イ．大会を中止した場合、各競技団体は日本スポーツ協会が示す「第 77 回国民体育大 

会ブロック大会中止に伴う代替え措置に関するルール」に基づき代替え措置を検 

討する。 

 

 

 



４．各競技（種別）の中止または変更に伴う手順 

  各競技（種別）の中止または変更の判断と事後対応については、青森県競技団体と会 

場地市町村実行委員会、青森県競技団体と東北各県協議団体が協議を行い、青森県実行 

委員会に申請する。青森県実行委員会は、関係団体及び会場地市町村実行委員会に報告・ 

通知をすることとする。（別紙１－２「各競技（種別）の中止または変更に伴う手順」参 

照） 

  

５．参加者の大会参加可否判断 

（１）感染疑い者の定義 

   感染疑い者とは、体調不良（例：発熱、咳、喉の痛み、倦怠感、味覚・嗅覚の異常な

ど）の症状があり、ＰＣＲ検査もしくは抗原検査で陰性だった者、GLOBAL SAFETY（体

調管理チェックシート）のいずれかの項目に症状がある者、又は医療機関を受診しなか

った者をいう。 

（２）判断の基準 

「１．総則（４）ウ」に則り、以下のとおりとする。 

現地入り 14日前の期間において下記の項目に該当する参加者は参加を辞退する、ま

たは派遣を取り消すものとする。 

項 目 内 容 特例条件 

感染者 PCR検査もしくは抗原検査で陽性反応

が出た場合 

下記※１参照 

濃厚接触者 保健所から濃厚接触者と認められた場

合 

下記※２参照 

感染疑い者 

(１)定義参照 

現地入りの 14日前の時点もしくはそ

れ以降に感染疑い症状が発症した場合 

下記※３参照 

※１【症状がある場合】 

① 発症日（症状が出現した日）から１０日間以上かつ症状軽快後７２時間経

過後 

② 発症日（症状が出現した日）から１０日間経過以前に症状軽快した場合

に、症状軽快後２４時間経過した後に、ＰＣＲ等の検査を行い陰性が確認

され、その検査の検体を採取した２４時間以降に再度検体検査を行い、陰

性が確認された場合は、大会参加を認めても構わない。 

【症状がない場合】 

  検体採取日（陽性確定に係る検体採取日）から７日間経過した場合は、大会 

 参加を認めても構わない。 

【無症状者に途中症状が出た場合】 

  当初無症状の人であっても、途中で症状が出現した場合は、発症日を起算日 

として１０日間以上経過後は、大会参加を認めても構わない。 

 

※２ 発端となる同居の感染している者が発症する等してから５日間経過している場 

合は大会参加を認めても構わない。ただし、２日目と３日目に抗原定性検査キッ 



トを用いた検査で陰性が確認できた場合は、３日目で大会参加を認めても構わな 

い。 

 ※上記のいずれの場合でも、自宅待機期間が終了した後も７日間が経過するま 

では、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者 

等感染した場合に重症化リスクの高い者との接触、感染リスクの大会場所の 

利用や会食等を避け、マスクを着用すること等等の感染対策を徹底する。 

 

※３ 次の A及び Bの両方の条件を満たしている場合は大会の出場を認めても構 

わない。 

   A 感染疑い症状が発生した後、少なくても８日が経過している。 

    （発症日を０日として８日間） 

   B 薬剤を服用していない状態で、解熱後及び症状消失後に少なくても３日間 

が経過している。（症状消失日を０日として３日間） 

    但し、上記 A、Bを満たさない場合であっても、薬剤を服用していない状態で感染 

疑い症状が消失し、新型コロナウイルスの感染リスクが低いこと（注１）（注２）（注３）を 

示す医師の診断書があれば出場（来場）可能。 

（注１）：「新型コロナウイルスの感染リスクが低いこと」を示すため、PCR検査等が

推奨される。 

（注２）：「新型コロナウイルスの感染リスクが低いこと」には、新型コロナウイルス

以外の傷病も考えられる。 

（注３）：医療機関を受診し、新型コロナウイルス以外の疾患である旨の医師の診断

に基づき、当該症状に対し服薬指導を受け、処方された薬剤についてはこの

限りではない。 

上記に該当した場合は、各県の責任において速やかに青森県実行委員会及び会場 

地市町村実行委員会に報告するとともにその後の行動に関する指示を受けること。 

     ※別紙２「参加者の大会参加可否判断フロー図」参照 

 

６．観客への対応 

（１）競技を有観客とするか否かは、東北各県及び各会場地市町村の感染状況、会場施設 

  の環境、競技特性、観客数、感染対策などを踏まえ、総合的に判断し、青森県実行委 

  員会と会場地市町村実行委員会が協議のうえ判断し、その結果を事前周知に努める。 

（２）有観客とした場合の観客については、「１．総則、（５）」と同様の対応とする。 

 

７．参加予定者の義務 

（１）現地入り２週間前からの日常的感染防止対策の徹底 

（２）大会期間中の日常的感染防止対策の徹底 

（３）現地入り２週間前の健康観察とその証明 

 ア．参加者は日本スポーツ協会が推奨する「GLOBAL SAFETY」をインストールし現地入 

り２週間前と終了後２週間の行動記録と健康観察を記録し、会場入退場等の際に、 

証明しなければならない。その証明方法については別紙３「競技会場への入退場時 



における行動記録と健康観察の証明方法」のとおりとする。 

  イ．参加者は青森県実行委員会及び会場地市町村実行委員会や宿泊施設、交通機関な 

    どから提示を求められた場合は、会場への入退場時に限らず、「GLOBAL SAFETY」 

    を提示しなければならない。 

  ウ．参加者は「GLOBAL SAFETY」の管理者（県実行委員会）からの指示に従わなければ 

ならない。 

  エ．「GLOBAL SAFETY」の活用が不可能な参加者は別紙５－１「大会参加者健康チェッ 

クシート（現地入り大会２週間前から現地入り当日）」、別紙５－２「大会参加者 

健康チェックシート（大会期間中）」をもってこれに替える。 

（４）大会終了後２週間の健康観察 

参加者は大会終了後２週間まで健康観察を続け、感染または感染が疑われる症状を 

発症した際には、速やかに以下に記載の青森県実行委員会及び会場地市町村実行委員 

会へ報告しなければならない。 

① 青森県実行委員会事務局 

 〒039－3505 青森県青森市大字宮田字高瀬２２－２ 

 公益財団法人青森県スポーツ協会内 

 事務局 大島 貴義 

TEL 017－757－9277 ／FAX 017－764－0556／携帯 TEL090-2178-6708 

 ｱﾄﾞﾚｽ：oshima-t@aomori-sport.or.jp 

② 会場地市町村実行委員会事務局 

  各競技別実施要項に記載の連絡先 

 

８．各競技会場（競技運営）における感染対策 

（１）各競技会場で定めている感染防止対策を遵守する。 

（２）主催者、チーム代表者、選手等用「予防対策チェック表」（別紙６）の内容を遵守す

ること。 

（３）その他の競技運営に係る感染防止対策は、それぞれの「中央競技団体が定める新型

コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に従い競技運営を行う。 

 

９．その他 

  国民体育大会開催における新型コロナウイルス感染拡大防止に関する基本方針、本ガ

イドライン及び各中央競技団体の定めるガイドラインにも記述のない不測の事態に対し

ては、青森県実行委員会と会場地市町村実行委員会が協議の上判断する。 

 

 

 



 

 

NO 競　技　名
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
の有無

ＵＲＬ 競技会場

1 水 泳 〇 https://swim.or.jp/assets/files/pdf/pages/about/index/infection_prevention_20200615.pdf
青森県総合運動公園／屋外プール
盛岡市立総合プール

2 ボート 〇 https://www.jara.or.jp/info/2021/Covid19CompetitionGuidelinev4.pdf 田瀬湖ボート場

3 カヌー 〇 https://drive.google.com/file/d/1z56qfH-gQIbxZDTmnP1EI0ZA-BvvhQwV/view
目屋渓谷岩木川カヌー競技場
岩手県立御所湖広域公園漕艇場

4 ボウリング 〇 https://www.jbc-bowling.or.jp/wp-content/uploads/2021/01/10449ff9fc38fd4bea57477b93ba9ebb.pdf ゆりの木ボウル

5 ゴルフ 〇 http://www.jga.or.jp/jga/html/jga_data/02KYOUGI_NEWS/2021_KYOUGI/covid19_13.pdf 八戸カントリークラブ

6 陸上競技 〇 https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202006/11_151442.pdf カクヒログループアスレチックスタジアム

7 サッカー 〇 https://www.jfa.jp/about_jfa/guideline.pdf?0119
五戸町ひばり野公園陸上競技場
南郷陸上競技場
高森山総合運動公園球技場

8 テニス 〇 https://www.jta-tennis.or.jp/information/tabid/736/Default.aspx 新青森県総合運動公園／テニスコート

9 ホッケー 〇 https://data.hockey.or.jp/2021/regulations/JHA_Regulations_Handbook_2021.pdf
青森県立三沢高等学校グラウンド
六ケ所村内子内農山村広場

10 ボクシング 〇 Microsoft Word - ボクシング競技再開ガイドライン最終版.docx (japan-sports.or.jp) カクヒログループスタジアム

11 バレーボール 〇 https://www.jva.or.jp/topics/uploads/2684/JVAguideline_20210305.pdf 新青森県総合運動公園／マエダアリーナ

12 体 操 〇 https://www.jpn-gym.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/JGA_GYM_COVID19_Guideline1.pdf
弘前市民体育館
青森県武道館

13 バスケットボール 〇 http://www.japanbasketball.jp/wp-content/uploads/covid19_guideline_2nd-02_20200910.pdf 新青森県総合運動公園／マエダアリーナ

14 レスリング 〇 https://www.japan-wrestling.jp/2020/05/25/160903/ 八戸市体育館

15 ウエイトリフティング 〇 https://j-w-a.or.jp/news-category/corona/ ひらかわドリームアリーナ

16 ハンドボール 〇 https://handball.or.jp/guideline/doc/guideline02.pdf
野辺地町立体育館
青森県立野辺地高等学校
東北町総合トレーニングセンター

17 自転車 〇 https://jcf.or.jp/
八戸自転車競技場
階上岳登山口周辺周回コース

18 ソフトテニス 〇 https://www.jsta.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/saikai_guideline.pdf 新青森県総合運動公園／テニスコート

19 卓 球 〇 http://www.jtta.or.jp/Portals/0/images/association/guidelines/20200530_NTCguideline.pdf.pdf 三沢市国際交流スポーツセンター

20 軟式野球 〇 https://jsbb.or.jp/uploads/495c60f759236ac51445952676e063ab.pdf 青森県営球場／ダイシンベースボールスタジアム

21 相 撲 〇 http://www.nihonsumo-renmei.jp/pdf/keiko_saikai_guidelines2021.pdf 十和田市相撲場

22 馬 術 〇 https://www.equitation-japan.com/updata/File/200710_guideline.pdf 仙台市海岸公園馬術場

23 フェンシング 〇 https://fencing-jpn.jp/cms/wp-content/uploads/2020/05/a0aa965d4841d0e3f3937b265b2c3016.pdf むつマエダアリーナ

24 柔 道 〇 https://www.judo.or.jp/news/503/ ひらかわドリームアリーナ

25 ソフトボール 〇 http://www.softball.or.jp/announcement/pdf/guidelines_coronavirus20200727.pdf
東運動公園野球場
長根野球場
新井田公園多目的広場

26 バドミントン 〇 https://www.badminton.or.jp/covid-19/docs/ActivityGuidelinesChapter3_20210210.pdf スポカルイン黒石

27 弓 道 〇 https://www.kyudo.jp/pdf/notice/20200729_notice.pdf 青森県武道館／弓道場

28 ライフル射撃 〇 https://jpssf.com/index/show-pdf/url/aHR0cHM6Ly9kMmEwdjF4N3F2eGw2Yy5jbG91ZGZyb250Lm5ldC9maWxlcy9zcG9ocC9uZXdzLzVlZTVkMmRmZjM0M2EucGRm 秋田県立総合射撃場

29 剣 道 〇 https://www.kendo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/guidelines_for_competition.pdf 三沢市国際交流スポーツセンター

30 ラグビーフットボール 〇 https://www.rugby-japan.jp/news/50495 大進建設スポーツ広場

31 スポーツクライミング 〇 https://www.jma-climbing.org/article/2020/06/12/Covid19-Guideline-for-athletes-of-sportclimbing/ 盛運輸アリーナ

32 アーチェリー 〇 http://www.archery.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/bcd478fbe0eaf2d0dc7a6d0024f65dce.pdf 新青森県総合運動公園／アーチェリー場

33 空手道 〇 https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kikaku/taikai.pdf 青森県武道館

34 銃剣道 〇 http://www.jukendo.info/wp-content/uploads/9d28cf2b3e7e9182d7b0d51b8115f4f9.pdf 三沢市国際交流スポーツセンター

35 クレー射撃 〇 https://clay-shooting.website/wp/wp-content/uploads/2020/05/20200529114248.pdf 弘前クレー射撃場

36 なぎなた 〇 https://www.naginata.jp/guideline1%20(3).pdf スポーツプラザ藤崎

37 アイスホッケー 〇 https://www.jihf.or.jp/common/img/info/info_20200701_092117.pdf テクノルアイスパーク八戸

中央競技団体新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン一覧


