
【令和3年11月版　埼玉県】

開催概要

イベント名

開催会場

会場所在地

収容定員 　　　　　　　　　1,286人 収容定員なし

(大声なし）※1

収容定員の１００％以内

(大声なし）※1

密にならない程度の間隔

(大声あり）※1

収容定員の５０％以内

（大声あり）※１

十分な人と人との間隔

（なるべく２ｍ　最低１ｍ）

参加人数

主催者

主催者

所在地

開催案内等

のURL

その他の

特記事項

※２

※１大声の定義:「客が、通常よりもはるかに大きな音量で、反復・継続的に声を発すること」とし、これ

に対する対策を施さないイベントは「大声あり」に該当とすることと整理します。

※２大声なしとした場合、大声無しとした理由や、大声を伴わないことを担保する具体的な対策を記載し

てください。

（メールアドレス）

info@saicl.net048-824-8161

出演者

チーム等

主催者

連絡先

（電話番号）

感染防止策チェックリスト

本イベントはクラッシック音楽の一分野である合唱に関するイベントであり、演奏するのはステージ上の出演

者のみです。クラシック音楽では慣習として「客が、通常よりもはるかに大きな音量で、反復・継続的に声を

発すること」はありません。

また、会場には係員を配置し、万が一客が大声を発するようなことがある場合には注意を促す、退場させる等

の対応をいたします。

本項目では、チェックリストを記入する前に、催物の情報をご登録くだ

さい。

別紙参照

複数回開催の場合　→　別途、開催する日時の一覧をご提出ください。

第45回全日本おかあさんコーラス埼玉県大会

〒351-0192 和光市広沢1-5

571人

別紙参照

埼玉県合唱連盟

〒330-8557さいたま市浦和区常盤4-12-13

朝日新聞さいたま総局内

多数のため収まらない場合　→　別途、一覧をご提出ください。

開催日時

和光市民文化センター《サンアゼリア》大ホール

http://saicl.net/%e7%ac%ac45%e5%9b%9e%e5%85%a8%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%8a%e3%81%8b

%e3%81%82%e3%81%95%e3%82%93%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%82%b9%e5%9f%bc%e7%8

e%89%e7%9c%8c%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e3%80%80%e8%a6%81%e9%a0%85/

収容率

（上限）

様式3
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【令和3年11月版　埼玉県】

チェック欄 【〇、×、―（該当なし）】

①飛沫の抑

制(マスク

着用や大声

を出さない

こと)の徹

底

〇

〇

〇

③換気の徹

底
〇

〇

〇

〇

主催者側による施設内(出入口、トイレ、共用部等)の定期的かつこま

めな消毒の実施。

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予防

策）を満たすことが必要です。

※5000人かつ収容率50％超、屋外等定員のない会場においては5000人超のイベント

開催時には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。

【大声なしの場合】

飛沫が発生するおそれのある行為を抑制するため、適切なマスク(品質

の確かな、できれば不織布)の正しい着用や大声(※)を出さないことを

周知・徹底し、そうした行為をする者がいた場合には、個別に注意、

退場処分等の措置を講じる。

(※) 大声の定義を「客が、通常よりもはるかに大きな声量で、②反復・継続

的に声を発すること」とする。

【大声ありの場合】「大声なしの場合」

の「大声」を「常時大声を出す行為」と読み替える。

こまめな手洗やアルコール消毒による手指消毒の徹底を促す(会場出入

口等へのアルコール等の手指消毒液の設置や場内アナウンス等の実

施。)。

基本的な

感染防止

法令を遵守した空調設備の設置による常時換気又はこまめな換気(1時

間に2回以上・1回に5分間以上等)の徹底。

入退場時の密集を回避するための措置(入場ゲートの増設や時間差入退

場等)の実施。

④来場者間

の密集回避

休憩時間や待合場所での密集も回避するための人員配置や導線確保等

の体制構築。

大声を伴わない場合には、人と人とが触れ合わない間隔、大声を伴う

可能性があるイベントは、前後左右の座席と身体的距離の確保

②手洗、手

指・施設

毒の徹底

感染防止策チェックリスト

2



チェック欄 【〇、×、―（該当なし）】

―

―

―

―

〇

〇

〇

〇

〇

〇

飲食時の感染防止策（飲食店に求められる感染防止策等を踏まえた十

分な対策 ）の徹底。

飲食中以外のマスク着用の推奨。

感染防止策チェックリスト

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予防

策）を満たすことが必要です。

※5000人かつ収容率50％超、屋外等定員のない会場においては5000人超のイベント

開催時には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。

上記に加え、各業界が定める業種別ガイドライン（該当する業種において策定

されている場合）を遵守すること。

長時間マスクを外す飲食は、隣席への飛沫感染のリスクを高めるた

め、可能な限り、飲食専用 エリア 以外（例：観客席等）は自粛 。

チケット購入時又は入場時の連絡先確認やアプリ等を活用した参加者

の把握。

⑦参加者の

把握・管理

　基本的な

　感染防止

有症状者（発熱又は風邪等の症状を呈する者）は出演・練習を控える

など日常 から出演者 やスタッフ等の健康管理を徹底する。

自治体等の要請に従った飲食 ・酒類提供の 可否判断（ 提供する場合

には飲酒 に伴う大声 等を 防ぐ対策 を 検討。）。

⑤飲食の制

限

⑥出演者等

の感染対策

練習時等、 イベント 開催前 も含め、声を発出する 出演者 やスタッ

フ等の関係者間での感染リスクに 対処する。

出演者やスタッフ等と観客 がイベント前後 ・休憩時間等に接触しないよ

う確実な措置を 講じる（誘導スタッフ等必要な場合を除く）。

入場時の検温、有症状(発熱又は風邪等の症口 状)等を理由に入場できな

かった際の払い戻し措置等により、有症状者の入場を確実に防止。

時差入退場の実施 や 直行・直帰の 呼びかけ 等イベント前後の感染防

止の注意 喚起。
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別紙　第45回全日本おかあさんコーラス埼玉県大会　開催日時一覧

# 開演予定 終演予定 会場

1 2022年3月5日 （土） 14:00 17:00 和光市民文化センター《サンアゼリア》大ホール

2 2022年3月6日 （日） 10:00 12:30 和光市民文化センター《サンアゼリア》大ホール

3 2022年3月6日 （日） 14:00 17:00 和光市民文化センター《サンアゼリア》大ホール

開催日



別紙　第45回全日本おかあさんコーラス埼玉県大会　出演団体一覧

# 出演団体名　※順不同

1 うちの女声合唱団

2 ソット・ヴォーチェ  

3 シンシアレグラ 

4 浦和女声合唱団 

5 コーロ・ブリランテ  

6 合唱団 ラ・メール

7 コーロ・フォンターナ

8 ドマーニ

9 コーラル・クローバー

10 女声合唱団「曙」

11 ピアチェーレ  

12 大宮コール・ヴァイオレット  

13 mellowコール

14 よのコーラス  

15 コール・マーガレット  

16 女声合唱団「彩花」  

17 コーラル・ソシア  

18 コール・ソアール

19 コーラスせきれい  

20 春日部女声コーラス 清秀

21 女声合唱団翠声会Ⅱ組

22 三郷ジョイコール

23 Tea Timeコーラス

24 Ladies Choir　潮の音  

25 女声合唱団　水脈

26 コール・ドルチェ

27 Blanc Bouleau

28 ゆうかり女声合唱団  

29 Cache-Cache 

30 コーラル・デイジー  

31 コーロ・フェリーチェ 

32 浦和ブルーコーラス  

33 女声合唱団　悠はるか 

34 蕨女声合唱団  

35 アンサンブル ファンタジア

36 T-Croce  



37 グラツィオーソ

38 アンサンブル・ソアーヴェ

39 女声コーラス秋桜  


