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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 
第１１回朝霞市オリンピック・パラリンピック 

競技大会支援部会 環境・美化部会 

開 催 日 時 
令和３年４月２２日（木）午後１時３０分から 

午後２時２５分まで 

開 催 場 所 中央公民館・コミュニティセンター 展示ギャラリー 

出 席 者 

委員１３人 

伊藤委員（部会長）、栗原委員、野入委員、星野委

員、南委員、石井委員（部会庶務）、真中委員、石田

委員、木田委員（副部会長）、齋藤委員、坂田委員、

櫻井委員、松下委員 

（欠席：小野委員、大八木委員） 

部会庶務担当２人 

飯泉環境推進課課長補佐、四方田同課環境推進係長 

事務局４人 

堀川市長公室参事兼政策企画課オリンピック・パラリ

ンピック室長、石野同室室長補佐、臼倉同室係長、 

福田政策企画係主査 

会 議 内 容 別紙のとおり 

会 議 資 料 別紙のとおり 

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起

こした場合の当該電磁的記録

の保存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 委員全員による確認 

そ の 他 の

必 要 事 項 
傍聴者 ０人 
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第１１回 

朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援部会 環境・美化部会 

 

令和３年４月２２日（木） 

午 後 １ 時 ３ ０ 分 か ら 

午 後 ２ 時 ２ ５ 分 ま で 

中央公民館・コミュニティセンター 

  １ 階 展 示 ギ ャ ラ リ ー 

 

１ 開 会 

２ 議 事 

（１） 大会関連情報について（報告事項） 

（２） 環境・美化部会の取組について（報告事項） 

（３） 感染症対策マニュアルについて（審議事項） 

（４） その他 

３ 閉 会 

 

 

 

 

資料一覧 

・次第 

・朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援部会委員名簿（環境・美化部会） 

・資料１－１「朝霞市で開催する大会公式イベント」 

・資料１－２「大会期間中の機運醸成・文化教育部会の取組について」 

・資料１－３ 「令和２年度に実施したオリパラ事業一覧」 

・資料２「環境・美化部会の取組について」 

・資料３「感染症対策マニュアルについて」 

・聖火リレーの案内ちらし 
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）  

◎１ 開会  

○部会庶務課 

定刻となりましたので、第１１回朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援部会環境・

美化部会を開始いたします。 

初めに、一部の委員の変更がございましたので、御紹介をさせていただきます。 

埼玉県朝霞保健所、南伊都子様。 

○南委員 

朝霞保健所保健予防推進担当の南と申します。職種は保健師です。今、コロナ対策で保健所は、

ざわざわしているのですけれども、その辺も踏まえながらこの部会の方、いろいろお手伝いできれ

ばと思っています。よろしくお願いいたします。 

○部会庶務課 

市民環境部地域づくり支援課、石田係長。 

○石田委員 

地域づくり支援課の石田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○部会庶務課 

福祉部長寿はつらつ課、齋藤係長。 

○齋藤委員 

長寿はつらつ課の齋藤と申します。よろしくお願いいたします。 

○部会庶務課 

都市建設部みどり公園課、櫻井主幹。 

○櫻井委員 

みどり公園課の櫻井と申します。よろしくお願いします。 

○部会庶務課 

ありがとうございました。 

なお、変更となりました委員の皆様におかれましては、庁内委員については任命書を、庁外の委

員につきましては委嘱書をお渡しさせていただいております。どうぞよろしくお願いします。 

続きまして、市長公室長も異動がございましたので、公室長の宮村からあいさつを申し上げま

す。 
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○宮村市長公室長 

皆さん、こんにちは。 

  この４月から市長公室長を拝命しております、宮村と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会につきましては、感染症の世界的な広がり

によりまして、昨年３月に１年延期となりましたが、早いもので、７月の大会開催まで残り３か月

に迫ろうとしております。また、聖火リレーは、３月２５日福島をスタートし、今のところ大きな

事故もなく順調に聖火がつながっているということでございます。 

委員の皆様におかれましては、本日まで１１回もの会議を重ね、多大な御協力をいただきました

こと、厚くお礼を申し上げます。 

環境・美化部会では、大会期間中の射撃観戦客への熱中症対策や、市のおもてなしイベントでの

取組について検討していただいたということでございます。大会本番に向けて、本日は救護所や、

大きなテーマとなっております感染症対策などについて御審議いただければと存じます。 

終わりになりますけれども、委員の皆様におかれましては、大会が終了するまで変わらぬ御理

解、御協力をお願い申し上げ、あいさつとさせていただきます。 

ありがとうございます。 

○部会庶務課 

どうもありがとうございました。 

宮村公室長におきましては、他に公務がございますので、ここで退席をさせていただきます。 

○宮村市長公室長 

よろしくお願いいたします。 

○部会庶務課 

  続きまして、本日の資料の確認をさせていただきます。 

事前に郵送しましたものが、「次第」、「資料１－１」、「資料１－２」、「資料１－３」、「資料２」で

ございます。 

また、本日机上にお配りしたものが、「委員名簿」、「資料３」、「聖火リレーの案内ちらし」でござ

います。不足等がございましたらお申し出ください。 

それでは、議事に入らせていただきたいと思います。 

朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援実行委員会設置要綱第６条の規定によりまし

て、議長は部会長が当たることとなっております。本支援部会の部会長であります伊藤委員にお願

いします。 
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どうぞよろしくお願いいたします。 

○伊藤部会長 

皆さん、こんにちは。初めての方もいらっしゃいますので、コミュニティ協議会の伊藤と申しま

す。議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、着座で進行させていただきます。 

議事に入る前に、本会議は傍聴要領に基づき傍聴を許可しております。会議の途中でも希望者が

あった場合には、入場できますので御了承ください。 

会議を開始するに当たって、皆様にお願いがございます。 

本支援部会の会議録を作成するに当たり、録音をさせていただきます。つきましては、発言をす

る際は挙手をしていただき、私が指名してから発言くださいますようお願いいたします。 

 

◎２ 議事 （１）大会関連情報について（報告事項） 

○伊藤部会長 

それでは、次第に基づき会議を進めます。 

議事の（１）大会関連情報について、オリンピック・パラリンピック室から説明をお願いいたし

ます。 

○事務局・堀川市長公室参事兼オリンピック・パラリンピック室長 

  皆さん、こんにちは。 

  オリンピック・パラリンピック室の堀川です。よろしくお願いいたします。 

また、今、感染症が収まらない中、医療に従事されている委員の皆様、また保健所の皆様にお集

まりいただきまして大変恐縮ですが、時間を多く使わないように簡潔に説明させていただきたいと

思います。 

 この環境・美化部会は、直近では、１２月１７日に皆様にお集まりいただき、その後、緊急事態

宣言が出たことにより、２月に書面会議という形で実施させていただきました。それぞれの会議に

おきまして、様々な御意見、御指摘を頂きましたので、それらを基に、資料を作り直しまして今回

の会議に至ったところでございます。 

それでは、資料１－１、１－２、１－３を使って説明させていただきます。資料の説明に入る前

に、まず、大会に関する最新の情報を簡単に御説明いたします。御存じのとおり、海外からの来場

者を今回の大会は受け入れないということが決まりました。また、国内の入場者をどうするかとい

うことも、大会組織委員会では４月頃に判断するというお話でしたが、昨日の大会組織委員会の記

者会見では、６月ぐらいまで延びる可能性があるというようなお話がありました。 
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 私たちが朝霞市で行うおもてなしイベント、７月３１日と８月１日に行う予定ですが、こちらは

今のところ無観客でも行う方向で準備しておりますが、今また、大阪でも感染症が広がりを見せて

おりますし、東京も緊急事態宣言を出すという話も出ていますので、改めてそちらも見直しを図っ

ていきたいと思います。ここまで、委員の皆様に様々な御意見を頂きながら準備をしてきたもの

を、できれば実施したいと考えております。 

 それでは、資料１－１について、御説明いたします。 

これまでに御説明した部分については省略させていただき、資料１－１の一番下を御覧くださ

い。射撃のテストイベントを自衛隊朝霞訓練所の射撃会場で５月１７日から２１日の間で実施する

ことが決定しております。海外の選手は来ずに、国内の選手のみ参加ということでございます。選

手が全国から集まるということですが、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象期間、対象場

所となった場合に、実施するかしないか、全国から来るか来ないかというのは、組織委員会におい

てもまだ決定されていないようです。 

裏面を御覧いただきまして、聖火リレーについてです。本日、机上配布させていただいたこちら

の資料は、聖火リレーの御案内です。７月６日がオリンピック聖火リレー、８月１９日がパラリン

ピック聖火リレーとなっておりまして、先週の金曜日、沿道に位置する事業者にこのちらしをお渡

しし、お知らせしてまいりました。特に厳しい御意見等はなかったのですけれども、そういった周

知をしております。 

また、聖火リレーの住民説明会を５月２６日、３０日に、市民会館で行う予定となっておりま

す。こちらも併せてお越しいただければと思います。 

それから、この資料の５番目、パラリンピック事前キャンプの練習場所提供の概要でございま

す。三芳町でマレーシアのパラリンピックの陸上競技をはじめ、そのほかの競技の選手も招致して

いるのですけれども、元々予定していた陸上競技の練習場所が使えなくなったということで、近隣

の自治体を探されており、朝霞市が大会期間中、陸上競技場を押さえていたことから、マレーシア

のパラリンピックの陸上競技団が、８月９日から１６日の間で練習のために使用するという予定に

なっています。選手とコーチを合わせ、８～１０人程度ですが、触れ合いというのはなかなか難し

いでしょうけれども、せっかく来ていただけるので、市民の方に観覧できるようにできればと考え

ております。 

資料の１－１についての説明は、以上でございます。 

続きまして、資料１－２です。 

朝霞市のおもてなしイベントということで、７月３１日と８月１日、午前１０時から午後６時ま

で、朝霞駅南口駅前広場とシンボルロード、それから総合体育館でおもてなしイベントを行いたい
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と思っております。 

裏面の図面を御覧ください。駅前広場では、当初はここでもいろいろなもの、飲食であったり事

業を考えていたのですけれども、コロナ禍ということで、大型装飾を設置したり、ＢＧＭを流した

り、お花を飾ったりという程度にしようと思っています。（２）はイベント装飾エリアでして、オリ

パラ関連の装飾を行います。（３）は出展エリアでして、こちらの細長いところは商工会が、飲食や

物販のブースを設置する予定です。（４）のステージエリアは、今市民の皆様も含めてイベントの募

集をかけておりますが、鳴子踊りやダンスを行うステージエリアを設けたいと思っております。

（５）は出展エリアでして、これまでお付き合いがありました都市間交流や復興支援、福島や宮城

などのブースや、市民の皆様による出展ブースとして募集をしております。（６）は、競技体験エリ

アとして、総合体育館で主に射撃に関する体験や、パラリンピックに関連するボッチャなどの体験

を予定しております。（７）は、この展示ギャラリーで世界の児童画展や過去の大会、６４年のとき

の東京大会の資料などを展示したいと考えております。 

資料の１ページ目に戻っていただきまして、（２）「子どもおもてなし事業」がございます。小学

校の児童の皆さんに絵画を描いてもらったり、児童館ではペットボトル風鈴という風鈴を作っても

らったり、幼稚園の皆さんに、ミライトワ、ソメイティの塗り絵をやっていただきます。保育園で

は、もう既に始まっているのですけれども、アサガオの花を生育して、このおもてなしイベントの

場所に飾るという取組を進めているところでございます。 

続きまして、資料１－３でございます。こちらは、既にホームページに公開をしておりますが、

令和２年度に実施したオリパラ事業の一覧でございます。数々のイベント等が制約される中、動画

を中心に地元のアスリートと市長の対談を実施するなどの事業に取り組んでまいりました。皆様の

御協力があってできたものだと思っております。感謝申し上げます。 

大会関連情報についての報告は以上でございます。 

○伊藤部会長 

資料の１－１から１－３まで、説明が終わりました。 

何か、御意見や御質問等はございますか。主に報告的な内容でしたので、特に、御質問等がない

ようであれば、続いて議事（２）「環境・美化部会の取組について」に進みたいと思います。 

 

◎２ 議事 （２）環境・美化部会の取組について（報告事項） 

○伊藤部会長 

オリンピック・パラリンピック室から説明をお願いします。 

○事務局・福田主査 
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  ４月１日付けで異動してまいりましたオリンピック・パラリンピック室の福田と申します。よろ

しくお願いいたします。議事２、環境・美化部会の取組については、私から説明をさせていただき

ます。着座にて失礼いたします。 

  それでは、資料２、「環境・美化部会の取組」の１ページ目、次第を御覧ください。環境・美化部

会の取組としましては、大きく分けて、暑さ対策・熱中症対策、飾花活動、清掃活動を行う予定で

ございます。これまで団体の皆様に御協力いただき、大会に向けて準備を進めてまいりました。本

部会は、オリンピック・パラリンピック前の最後の部会となりますので、改めて全体の取組予定に

ついて御報告させていただきます。 

  それではまず、前回の部会以降に変更された点について、御説明いたします。 

  １ページめくっていただきまして、資料２の１ページです。救護所設置の事務を御覧ください。

上から４段目の担当割の項目のうち、組織委員会の後ろに括弧付きで、「（ラストマイル本部の看護

師と連携）」と追記しております。以前から、この部会におきましても懸案となっておりました救護

所における看護師の確保についてですが、大会期間中は、組織委員会が本部である中央公民館に看

護師を常駐させることとなったため、市の救護所としては看護師を配置しないことになりました。

市の救護所には、市の職員である保健師を配置しまして、必要に応じて本部の看護師と連携して対

応します。なお、現在准看護学校の学生も併せてボランティアとして御協力いただけるよう調整を

行っているところでございます。 

  続きまして、設置場所の項目を御覧ください。 

大会期間中は、組織委員会本部の看護師が中央公民館に常駐するため、市の救護所は朝霞駅前に

設置するとともに、７月３１日、８月１日のおもてなしイベントの際は、中央公民館にも医師を配

置し、組織委員会の看護師と連携して対応することといたします。 

また、聖火リレーの期間は、組織委員会の看護師は配置されないため、中央公民館に医師と保健

師を配置し、栄町市民センター等にも、保健師を配置する予定となっております。 

なお、医師の派遣につきましても、現在、依頼の準備を進めているところでございます。 

救護所についての説明は以上です。 

続きまして、資料の２ページ、熱中症対策グッズ配布の事業を御覧ください。 

長寿はつらつ課が担当する本事業につきましては、前回までは、配布するグッズが４案ございま

したが、コロナ対策の面等から改めて検討を行い、２案に絞ったところです。 

次のページを御覧ください。 

現在のグッズ案でございますが、うちわ又は塩分チャージタブレットで検討を進めております。

タブレットを配布する場合は、数粒をＡ５程度の袋に入れまして、接触しない程度の距離を保ちな
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がら、配布することを想定しております。 

いずれも、組織委員会に確認した上で、実施可能との回答を頂いております。 

続きまして、資料４ページを御覧ください。 

こちらは、打ち水イベントです。おもてなしイベントの中で実施する予定となっております。 

次は、資料６ページ。こちらは、クールオアシスです。市内公共施設等を利用し、来訪者の休憩

場所とする、そういった事業でございます。 

  続きまして、資料７ページ。こちらは、駅前広場の飾花でございます。 

  資料８ページ、こちらは公園通りの飾花です。先ほど、堀川の方から御説明した幼稚園にお願い

しているフラワーレーン、こちら組織委員会が実施するフラワーレーン事業と同じ資材を使用いた

しまして、シンボルロード内に、保育園の園児が育てたアサガオを設置してまいります。 

  それから資料１０ページは、駅前・歩行ルートの清掃、１１ページは、ゴミの分別表示について

の事業です。 

  資料の説明は、以上でございます。 

  なお、この部会の取組において、全般的に課題となっておりました感染症対策につきましては、

次の議題３で御説明させていただきます。まだ事業の詳細が確定していないものもございますの

で、今後詳細を詰める際に、本部会で頂いた御意見を踏まえながら進めていきたいと考えておりま

す。以上でございます。 

○事務局・堀川市長公室参事兼オリンピック・パラリンピック室長 

  １点、補足させてください。 

  救護所の設置におけるお医者様の御協力というところですが、この間医師会事務局にお伺いして

まいりました。ワクチンの接種が始まるということで、７月６日の聖火リレーや土日のイベントに

ついては、なかなか配置も苦労されるようなお話もあったのですが、また改めて、私どもと調整を

させていただき、できれば御協力いただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

○伊藤部会長 

  ありがとうございました。 

  説明が終わりましたが、何か御意見や御質問等はございますか。 

  事業、役割についてということで、感染症対策はその後ということなので、事業のことで何か御

質問、意見等があれば。 

 

◎２ 議事 （３）感染症対策マニュアルについて（審議事項） 
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○伊藤部会長 

ないようであれば、続いて、議事の（３）「感染症対策マニュアル」について、オリンピック・パ

ラリンピック室から説明をお願いいたします。 

○事務局・堀川市長公室参事兼オリンピック・パラリンピック室長 

  本日、机上配付させていただきました感染症対策マニュアルにつきまして、本来であれば事前に

配付させていただき、皆様がよく御覧になっていただいた上で、今日の議論に入るべきだったので

すが、私どものマニュアルの完成が遅れて、当日配付となってしまった次第でございます。この会

議に至るまでに、保健所にも御意見を頂き、また、医師会にも先にお渡しはしているのですけれど

も、改めて、こちらの内容について、丁寧に説明させていただきたいと存じます。また、本日御意

見を頂戴する以外にも、何かございましたら、４月３０日ぐらいまでに、御意見を頂戴したいと存

じます。このマニュアルの作成に当たりましては、大会組織委員会が出している感染症のガイドラ

インや、ボランティアのガイドラインなどを参考にいたしました。いろいろと足りない部分など、

御意見を頂ければと思います。よろしくお願いいたします。 

○事務局・福田主査 

  それでは説明に入らせていただきます。 

  初めに、本マニュアルの対象でございますが、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技

大会において、市が実施する取組について検討したものでございます。大会自体につきましては、

大会組織委員会や、東京都のガイドラインがございますので、それ以外の市が独自に実施するおも

てなしイベントや、おもてなしボランティア、そういった活動における感染症対策として、検討し

たものでございます。それでは説明に入らせていただきます。 

  マニュアルの２ページを御覧ください。 

  「１．目的」です。繰り返しになり恐縮ですが、本マニュアルは、東京２０２０オリンピック・

パラリンピック競技大会に伴い、本市が実施するイベントにおいて、イベント来場者やボランティ

ア、地域住民の方々の安全・安心を確保するため、感染症等の対策を講じるものです。 

  「２．感染症対策に対する基本的な考え」。こちらについては、大会組織委員会等のガイドライン

等を参考にした旨を記載しております。 

  「３．イベントの縮小・中止の判断」についてです。現在、東京都や埼玉県の一部市区、まん延

防止等重点措置が発令されております。事務局といたしましても、現在、感染の傾向や、国の動向

等を注視している状況でございますが、本市が、これらの措置の対象区域となった場合において

は、市独自のおもてなしイベント等は中止せざるを得ないと考えております。また、これらの対象

地域ではないとしましても、感染者の増加や、イベントを行うことで感染症の蔓延が懸念される場
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合には、イベントの中止又は縮小を検討する必要があると考えております。 

  また、「（２）判断のタイミング」につきましては、イベント実施１４日前までに行うことを想定

しております。それ以降につきましても、緊急事態宣言が発出された場合などは、改めてその時点

で速やかに判断を行うことを想定しております。 

  続きまして、マニュアルの４ページを御覧ください。 

「第２章、基本的な対策」としまして、１では基本的な対策の項目を示し、２では具体的な取組

例を例示する構成としております。 

２の（１）から（３）、これらは組織委員会のガイドライン等を参考に、本市におけるイベントを

想定して作成したものです。 

  まず（１）を御覧ください。３密の回避でございます。屋内会場等においては定期的な換気、規

模に応じた入場制限等を行い、会場のレイアウト、来場者の導線にも留意することとします。ま

た、待機列についても、十分な間隔を確保できる場所へ誘導するなどして、最低限、人と人が接触

しない程度の間隔を保持する。そういった内容を記載しております。 

  また「（２）飛沫感染・接触感染の防止」としては、原則マスク等を着用、それも不織布マスクの

使用を推奨した上で、大きな声での会話をしない。アクリル板や透明ビニールカーテンといった仕

切りの設置を設置し、食事休憩等の際は、対面での食事を避け、食事中の会話は控える。そういっ

た内容を記載しております。 

  次の５ページ、「（３）衛生面の対策」を御覧ください。 

  こまめな手洗いや手指消毒、こういった環境を整備した上で、多数の方が触れる場所等の定期的

な清掃を実施します。 

  続いて、「（４）体調管理・確認の徹底」です。 

①、おもてなしボランティアやイベントの出演者、出展者、運営スタッフ等の関係者全員が、活

動の１４日前から各自で検温を行った上で、体調管理チェックシートを記入し、体調不良の場合は

業務に従事させないこととします。 

③の来場者につきましては、過去１４日以内に発熱等の症状がある場合、来場を控えていただき

たいということで、事前に周知を行っていきます。 

（５）については、後ほど御説明させていただきます。 

「（６）広報・周知の徹底」です。事前に広報や市ホームページ等で来場する上での注意事項につ

いて十分に周知を行うとともに、接触確認アプリ等の通知サービスの活用を推奨することといたし

ます。 

  続いて、７ページを御覧ください。 
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「取組別のポイント」としまして、おもてなしイベント、おもてなしボランティア、救護所につ

いて個別の取組事項を記載しております。 

「１．おもてなしイベント」の「（１）関係者における対策」を御覧ください。 

イベントの出演者、出店者は、イベントの１４日前から体調管理チェックシートを記入し、イベ

ント当日は、健康観察申告書を事務局に提出していただきます。 

団体の方の場合は、代表者が取りまとめ、団体用の申告書を提出していただきます。 

また出演者は、大声を出しての活動をなるべく控えていただき、録音したものを利用することを

推奨しております。 

出店者につきましても、接触を防ぐため、金銭を受け渡す際は、トレー等の使用を推奨すること

といたします。 

続いて８ページ、「２．おもてなしボランティア」を御覧ください。 

  体調管理チェックシートの記入や、健康観察申告書の当日提出は、おもてなしイベントの出店者

と同様でございます。 

  「（２）飛沫感染の防止」、「（３）接触感染の防止」としては、ボランティアが活動する各取組内

で感染対策を十分に行い、またボランティアにも事前に注意喚起を行います。またボランティア全

員に、アルコール消毒液の入った携帯用ボトルを配布することとしております。 

続いて、９ページを御覧ください。 

「３．その他の取組」として、「（１）救護所の設置」がございます。議題（２）で御説明したと

おり、市の救護所を設置しますので、設置に当たり、注意すべき点を列挙したものでございます。 

救護所内での感染症対策に加えまして、感染者が発生した場合に備え、救護所利用者全員に、氏

名、連絡先等の提供を求めることなどを記載しております。 

「（２）クールオアシス」は、休憩所として、公共施設を利用していただくに当たり、施設内での

マスク着用や、定期的な消毒、一席分空けたベンチへの着席等の協力依頼を行うことなどを記載し

ております。 

次の１０ページからは、「体調不良者への対応」をフロー図で示しております。 

資料１１ページを御覧ください。 

こちらは、イベント等の実施前に体調不良者が出た場合の対応です。１４日前から記載する体調

チェックシートですが、この記載を行っているときに発熱や風邪の症状があった場合に、このフロ

ー図に従って進めていただきます。 

体調管理チェックシートに該当する項目があった場合には、医療機関をまず受診していただきま

す。その医療機関を受診し、新型コロナウイルス感染の可能性があると診断を経て、ＰＣＲ検査を
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受診することになった場合、検査結果が出るまでにイベント当日になってしまった場合は、その方

はイベントに参加できないと考えております。イベントまでに検査結果が出て、陰性であれば、そ

のまま体調の回復状態を踏まえて参加可能になります。一方、結果が陽性であれば、その方のみな

らず、その方の濃厚接触者がイベント参加者の中にいた場合には、その方も参加不可と判断いたし

ます。 

続いて、１２ページを御覧ください。 

こちらは、イベント当日、運営スタッフやボランティアについてのフローチャートです。 

当日参集する前に、必ず自宅で検温を行い、そこで発熱や風邪の症状等があれば参集せずに病院

を受診することをお願いします。 

体調良好で参集した方については、当日、受付で検温を行いますが、そこで３７．５℃以上の発

熱があった場合は、活動を不可とし、病院を受診するように求めます。 

なお、病院を受診した結果、感染が判明した場合は、速やかに事務局に連絡をもらうこととし、

その後、事務局は濃厚接触者の確認を進めるとともに、その対応について保健所に相談しながら進

めてまいります。 

資料１２ページの下に、「新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（厚生労働省ＨＰ）」から抜粋した

濃厚接触者についての定義を記載しております。保健所と相談しながら、こういったものも判断材

料にして、濃厚接触者かどうかの判断を進めていくことになるかと思います。 

続いて、資料１３ページを御覧ください。 

イベント出展者、出演者についてのフローチャートです。 

基本的な流れは前のページと同様ですが、２人以上のグループからなる団体につきましては、団

体用の申告書の提出を求めます。 

また、団体の方につきましては、イベント参加前から、資料１９ページのシートを作成いただく

こととします。 

こちらは、保健所からアドバイスを頂いて作成したものですが、万が一、新型コロナウイルスの

感染者が出た場合は、速やかに濃厚接触者の調査を行っていく必要があるというところから、団体

の方については事前に、氏名、住所、生年月日、電話番号を団体代表者が取りまとめておき、感染

者が出た場合は速やかに市へ提出いただき、それを保健所へ提出することを想定しております。 

それでは、資料１４ページにお戻りください。 

こちらは、当日、活動中に体調不良となった方がいた場合のフローチャートです。 

体調不良者は、まずは救護所で対応し、発熱や風邪等の症状が見られるようであれば、活動を中

止して帰宅していただき、医療機関の受診を勧めます。また、そのような症状が見られない場合で
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も、体調不良であれば、活動の中止を検討していただきます。その後の流れは、前のページまでと

同様でございます。 

資料１５ページは、イベント等の実施後についてです。後日、感染が判明した方がいた場合は、

事務局に連絡をいただくこととしております。 

資料１６ページは、「健康観察申告書」の様式です。基本的にはこの項目、症状等全て「なし」に

なることが参加の条件となっております。 

下に同意欄、確認欄がございます。「手指消毒及びマスク等を着用することに同意します。」とい

うチェック項目とあわせ、申告書の内容を保健所に提供する可能性があることから、提供すること

につき同意をいただくこととしております。 

続いて、１７ページを御覧ください。 

団体用の場合は、こちらの申告書１枚を御提出いただきます。団体に所属する各個人が記載した

「健康観察申告書」の内容を取りまとめた上で、記載して頂くものです。 

次の１８ページは、１４日前から記載していただく「体調管理チェックシート」の様式です。こ

のシート自体は、最初から提出を求めるものではございませんが、各自で保管し、保健所による調

査など、必要に応じて、提出をお願いすることを想定しております。 

資料１９ページの「団体構成員等連絡先一覧」の様式については、先ほど御説明したとおりで

す。 

なお、今後につきましては、委員の皆様から頂戴した御意見を反映させた上で、５月２７日の支

援実行委員会で承認をいただけるよう進めてまいりたいと考えております。当日の資料配布となっ

てしまい、委員の皆様には初見で全ての御意見を頂戴するということも、なかなか難しいところか

と思いますので、本日の会議以降につきましても、お気付きの点等がございましたら、４月３０日

ごろまでをめどに、改めて御意見を頂ければと存じます。 

説明は以上でございます。 

○伊藤部会長 

ありがとうございました。 

説明が終わりました。いきなりこれだけの資料を今日頂いて意見というのも、なかなか難しいと

ころがあるのですけれども、何か御意見、御質問等はございますか。 

真中委員、お願いします。 

○真中委員 

まず資料３の２ページ、「３．イベントの縮小・中止の判断」の「（２）判断のタイミング」とい

うところで、これは誰が速やかに判断するのですかというのがまず一つ。 
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それと、これはほかにもいろいろわたるのですけれど、例えば１２ページの「２．イベント等当

日」、「（１）運営スタッフ、ボランティア」のところで、（１）の一つ目の「いいえ」ですけれど

も、事務局への報告というのは、どこの事務局に報告するのか。個別のイベントを実施する各課の

事務局なのか、それとも、オリンピック・パラリンピック室のことなのか、この辺をお聴かせいた

だきたいと思います。 

それから、１６ページの健康観察申告書は、イベントの参加者についても、記入していただき、

その場で回収するということでしょうか。また、回収した後は、オリンピック・パラリンピック室

が原本を保管するということでよろしいでしょうか。個人情報の関係があるので、各課で受け取っ

て保管するのは難しいと思われますので、その辺について教えていただければと思います。 

以上です。 

○伊藤部会長 

ありがとうございました。 

３点質問がありました。オリンピック・パラリンピック室からお願いいたします。 

○事務局・石野室長補佐 

まず１点目の判断のタイミングにつきましては、こちらは事務局であるオリンピック・パラリン

ピック室が、実行委員長と相談しながら判断していきたいと考えております。 

２点目の１２ページに記載した「速やかに事務局に報告する」ことにつきましては、それぞれの

事業の所管課の方からオリンピック・パラリンピック室に報告をいただければと思います。 

３点目、１６ページの「健康観察申告書」は、個別の事業において、所管課で集めていただいた

上で、オリンピック・パラリンピック室に提出いただければと思います。 

〇伊藤部会長 

その後の処理はどうなりますか。個人情報の取り扱いとしては。 

○事務局・石野室長補佐 

その後につきましては、市として、適切に保管いたします。 

○伊藤部会長 

  市で保管ということですね。 

よろしいでしょうか。 

○真中委員 

ありがとうございました。 

○伊藤部会長 

何か、ほかにお気づきの点あれば。 
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栗原委員。 

○栗原委員 

資料１６ページと１７ページ、特に１７ページですけれども、「当日参加する団体構成員につい

て」、「健康観察申告書の健康状態及び生活環境の項目がすべて『いいえ』である。」となっていま

す。これは、一人でも一個でも「はい」があれば、その団体は参加できないという理解でいいので

しょうか。 

○伊藤部会長 

１７ページの「はい」、「いいえ」のところで、一人でも「いいえ」が出た場合はということで、

オリンピック・パラリンピック室、お願いします。 

○事務局・石野室長補佐 

「いいえ」が出た場合につきましては、その方は参加を控えていただくこととなりますが、団体

の方につきましては、濃厚接触者に該当していない方は、そのまま引き続き参加をしていただくよ

うな形となります。 

以上になります。 

○伊藤部会長 

よろしいでしょうか。 

○栗原委員 

はい。 

○伊藤部会長 

  ほか、お気付きの点、歯科医師会の方から野入委員、何かございますか。 

○野入委員 

確認なのですけれど、７月６日は、必ずお手伝いするわけですか。そうすると、まず確認したい

のが、何人の手伝いが必要なのかということを、きちんと伝えていただきたいと思います。 

○伊藤部会長 

  オリンピック・パラリンピック室の方、よろしいでしょうか。 

○事務局・堀川市長公室参事兼オリンピック・パラリンピック室長 

  この部会の皆様に、７月６日の聖火リレーにおいてお手伝いをいただくことは、現在のところ予

定しておりません。医師会に、お医者様をお一人選出いただきたいという旨は、医師会事務局を通

じて行う予定ですけれども、職員を除き、環境・美化部会として、ほかの団体の皆様にお手伝いい

ただくというのは、今のところは考えておりません。 

○伊藤部会長 
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  よろしいでしょうか。 

  朝霞保健所の南委員、何かお気付きの点等はございますか。 

○南委員 

  こちらの内容は事前に見せていただいていたので、意見はお伝えしています。基本的には、症状

のある方は、参加を取りやめるということが徹底してお伝えできるといいのかなと思っています。 

また、もし感染者が出た場合に、速やかに、例えば２、３時間以内にどの方と接触をしたかとい

うのを知りたかったので、その関係で１９ページの表の作成をお願いしました。感染者が出た場合

も、団体の方から提出された一覧をもとに調査を進めることができると思っています。 

○事務局・堀川市長公室参事兼オリンピック・パラリンピック室長 

迅速な動きが必要だというアドバイスをいただきまして、これも保健所のアドバイスがなけれ

ば、なかなか気付かない点だったので、大変有り難く思っております。 

○伊藤部会長 

ありがとうございます。 

ほか、お気付きの点、ございますか。 

では、私から１点だけよろしいですか。 

一応このマニュアルができるとのことですが、今まだ聖火リレーが進行している途中ですし、変

異ウイルスなど、状況は動いているものですので、ガイドラインの内容は、まだまだ変わってくる

と思います。今回の審議を通ってこれでＯＫとなってしまうと、不安なところがありますので、そ

の辺を盛り込み、変化させていきながら、最新版のものにしていくということを検討していただけ

ればと思います。 

○事務局・堀川市長公室参事兼オリンピック・パラリンピック室長 

今回のマニュアルはバージョン１ということで出させてもらっています。部会長がおっしゃると

おり、変異型ウイルスなど、今まで対策を取っていたものが通じない部分も出ているようなので、

これで完成版とは思っておりません。変化に対応しながら、医師会の方や、保健所の方にアドバイ

スを頂きながら、大会本番に向けて、修正していきたいと考えております。 

○伊藤部会長 

  南委員。 

○南委員 

飲食とアルコールの問題については、この感染状況がこのまま続くとなると、感染症対策をどう

アピールしていくかが重要と考えます。また状況を見て、もっと強めのアピールをしていかなくて

はならないかもしれないというのを念頭に置いて、進めていただきたいと思います。 
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○伊藤部会長 

よろしいでしょうか。 

○事務局・堀川市長公室参事兼オリンピック・パラリンピック室長 

  はい。 

○伊藤部会長 

ほか、御意見、御質問等、気付いた点はありますでしょうか。 

それでは、ここまで頂いた御意見等を踏まえて、更に内容を精査していくということで、よろし

いでしょうか。 

 

◎２ 議事（４）その他 

○伊藤部会長 

続いて、議事の（４）「その他」について、オリンピック・パラリンピック室から御説明をお願い

いたします。 

○事務局・石野室長補佐 

先ほど、堀川から簡単にお伝えした、聖火リレーの交通規制のお知らせについて御説明します。

リレーのルート付近の事業者にこのチラシを配っております。７月６日に実施されるオリンピック

の聖火リレーについては、太線の部分がルートになるのですが、この付近につきまして、午前１１

時頃から午後１時１５分頃まで交通規制を行う予定となっております。 

詳細につきましてはまだ警察と調整中ですので、取り急ぎルート付近の事業者にお知らせをした

ところでございます。５月２６日、３０日の聖火リレーの説明会で、パラリンピック聖火リレーと

併せて、詳細についても御説明したいと思っております。 

また、オリンピック聖火リレーの交通規制については、広報６月号にも掲載する予定でおりま

す。 

以上でございます。 

○伊藤部会長 

  ありがとうございます。ほかに何かございますか。 

  事務局、いかがでしょうか。 

○事務局・堀川市長公室参事兼オリンピック・パラリンピック室長 

こちらの部会につきましては、平成２９年の１０月頃に実行委員会を開催しまして、それから環

境・美化部会として、１１回を数える会議を重ねてまいりました。委員の皆様には、特にオリンピ

ックが延期となる原因となった新型コロナウイルス感染症で大変な中、会議に御参加いただきまし
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て、御礼申し上げます。ありがとうございました。 

現在、感染症マニュアルをバージョン１として作成しておりますが、この内容に大きな変更があ

り、環境・美化部会の皆様にお集まりいただいて御意見を頂戴したいという場合には、臨時的に集

めさせていただくこともあるかと存じますが、軽微なものであれば、医師会や保健所にアドバイス

を頂きながら、部会長と話をまとめさせていただければと思います。そのため、大会前の正式な会

議は、本日で最後となります。各所属の委員の方、庁内の職員の皆さん、部会庶務の皆さんにも御

協力をいただきました。特に部会長におかれましては、お祭りの実行委員長にも途中でなられて大

変な中、本当に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

○伊藤部会長 

その他、何かございますか。 

 

◎３ 閉会 

○伊藤部会長 

ほかにないようであれば、これで、第１１回朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援

部会、環境・美化部会を終了したいと思います。 

至らない部会長ですが、本当に長い間皆さんには支えていただきまして、ありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


