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１ はじめに 

本ガイドラインは、名古屋まつり協進会（以下「協進会」という。）の第 68 回（令和 4

年）名古屋まつり（以下「名古屋まつり」という。）の開催方針等に基づき準備を進め、

３年ぶりの名古屋まつりの開催をめざすため、実施すべき事項を整理したものです。 

なお、本ガイドラインは名古屋市内の感染状況や国の感染対策の方針を踏まえ、予告

なく変更する場合があります。 

２ 開催方針 

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、感染防止策を徹底しての開催とし、例年

より規模を縮小して実施します。 

(1) 密集を避けられない隊列及び小学生以下の参加を中止 

行列のうち密集を避けられない隊列、小学生以下の子どもの名古屋まつりへの参加

を中止とします。この方針に従い、「市指定文化財「山車揃」」、「子ども会みこしパレ

ード」、「少年鼓笛隊（郷土英傑行列の隊列のひとつ）」、会場行事のうち「小・中学校

対抗 剣道大会」は中止とします。 

行列の隊列 方  針 

・市指定文化財「山車揃」 

・子ども会みこしパレード 

・郷土英傑行列（少年鼓笛隊） 

・中止 

・市文化財「神楽揃」    

・フラワーカーパレード 

・姉妹友好都市親善パレード 

・ナナちゃん隊 

・スポーツ・文化パレード 

・郷土英傑行列 

（シャチばやし隊、織田信長隊、豊臣秀吉隊、徳川家康隊）

・小学生以下の参加中止 

・規模縮小、人数縮小 

・行列参加者のソーシャル 

ディスタンスを確保 

・立ち止まっての演技を省略

   会場行事のうち「その他会場」      方  針 

・小・中学校対抗 剣道大会 ・中止

(2) 行列の規模・人数を縮小し、ソーシャルディスタンスを確保 

行列の密集を避けるため、行列の規模・人数を縮小し、隊列参加者のソーシャルデ

ィスタンスを確保してください。 

(3) 行列進行途中での立ち止まっての演技の省略 

沿道観覧者の密集を避けるため、従来実施していた行列進行途中の立ち止まっての

演技は行いません。また、市役所前の行列観覧席を廃止します。 
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(4) オンライン配信の実施による、自宅等での観覧の推奨 

混雑を避け自宅等でも楽しめるよう、行列進行の様子や会場の様子をオンラインで

配信します。 

(5) 開催判断基準の設定 

 【別紙１】のとおり、名古屋まつりの開催判断基準を設定しました。 

 (6) 各行事の中止決定 

   現在の名古屋市内の感染状況や行事の性質を踏まえ、以下の行事は中止が決定され

ました。（令和 4年 8月 2日現在） 

   ・小・中学校対抗 剣道大会 

３ 名古屋まつりへの参加可否 

参加者が「①新型コロナウイルス感染症患者」、「②濃厚接触者等」または「③症状

がある者」に該当した場合、協進会は、名古屋まつりへの参加について、以下の基準を

もとにその可否を判断します。 

①新型コロナウイルス感染症患者 

・医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断され、療養期間中の者は、名古屋ま

つりへの参加は不可とします。なお、新型コロナウイルス感染症患者の退院や療

養解除の基準は以下の通りです。ただし、保健センターから個別に指示があった

場合は、そちらに従ってください。 

有症状の場合：発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過するまで 

無症状の場合：陽性となった検査を受けた日から7日間経過するまで 

（注）10日間経過するまではご自身で健康状態の確認やリスクの

高い行動は避けるなどの対策が必要 

②濃厚接触者等 

・「①新型コロナウイルス感染症患者」の同居人は原則濃厚接触者となります。そ

の自宅待機期間中の者は、名古屋まつりへの参加は不可とします。自宅待機期間

については、【別紙２】のとおりです。 

・同居人以外で、接触があった者については【別紙３】を確認してください。 

選択肢が二つとも「はい」となった者は、「①新型コロナウイルス感染症患者」

との最終接触日から一定の期間（目安として７日間）中、名古屋まつりへの参加

は不可とします。 

  ③症状がある者 

厚生労働省が定める以下の「新型コロナウイルス感染症の相談・受診の目安」に該

当する者は、名古屋まつりへの参加は不可とします。 

・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱（37.5℃以上が目安）等の強

い症状のいずれかがある場合 

・重症化しやすい者（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 
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（※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患がある者や

透析を受けている者、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている者 

・上記以外の者で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 

４ 感染防止策 

(1) 共通事項 

 ①開催前の健康管理等について 

・日々の体調管理を徹底してください。 

・協進会が行う健康チェック（検温等）に協力してください。 

・各自、行事参加の３日前から体調を確認してください。（【様式１】を活用してく

ださい。）行事当日に各団体の代表者は【様式２】を協進会に提出してください。 

 ②参加者の把握等について 

・新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）の導入を推奨します。 

・各種行列参加団体、会場行事ステージ参加団体、会場出展者等においては、その団

体内の全ての参加者のリストを行事当日までに【様式３】にて名古屋まつり各行事

担当課職員に提出してください。 

 ③当日の参加可否等について 

・小学生以下の参加を中止とします。 

・参加者が「①新型コロナウイルス感染症患者」、「②濃厚接触者等」または「③症

状がある者」に該当した場合は、その参加者の参加を中止とします。 

・参加人数・規模を可能な範囲で縮小してください。 

 ④参加中の感染防止策について 

  ・演出・運用上不可能な場合を除き、他者と身体的距離（２ｍ以上を目安）を保って

ください。 

・マスクに関する以下のルールを遵守してください。 

➊参加者は自らマスクを持参してください。 

➋屋外において、他者と身体的距離（２ｍ以上を目安）が確保できない中で会話

をする際はマスクを着用してください。それ以外の場面については、マスクの

着用の必要はありません。 

➌準備・着替え等での屋内においては、マスクを着用してください。ただし、他

者と身体的距離（２ｍ以上を目安）が確保できて会話をほとんど行わない場合

のみ、マスク着用の必要はありません。 
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➍マスクは各自が持ち帰り、廃棄してください。 

・マスクを着用しない場合で、演目上、大声やかけ声を発する必要がある場合、また、

運動量や楽器演奏などにより呼吸数が荒くなる場合は、他者との身体的距離を２ｍ

以上確保して下さい。 

・着替え・待機場所での大声やかけ声の発声を抑制してください。 

・こまめな手洗いと手指消毒を徹底してください。 

・参加者の飲食の機会の削減に努めてください。ただし、体調管理のための水分補給

は積極的に行ってください。飲食の必要がある場合は、他者と身体的距離（２ｍ以

上を目安）を確保し、黙食を徹底してください。

・飲食のごみは必ず、協進会で用意するごみ箱に捨てるか、各自持ち帰ってください。 

・各行事終了後等の会食等は自粛してください。 

(2) 行列の各隊列 

①市文化財「神楽揃」 

・立ち止まっての演技を省略してください。 

・お神酒を含め参加中の飲酒はしないでください。

②フラワーカーパレード 

・フラワーカー搭乗者は、拡声器を活用することで大声を抑制してください。 

③姉妹友好都市親善パレード 

・オープンカー搭乗時は搭乗者同士の距離を保つことが困難であるため、接触・密着

しないよう努めてください。 

・会話・発声を抑制してください。 

④ナナちゃん隊 

『(1) 共通事項』と同様。 

⑤スポーツ・文化パレード 

『(1) 共通事項』と同様。 

⑥郷土英傑行列（シャチばやし隊） 

『(1) 共通事項』と同様。 

⑦郷土英傑行列（織田信長隊・豊臣秀吉隊・徳川家康隊） 

・織田信長役、豊臣秀吉役、徳川家康役、濃姫役、ねね役、千姫役の 6 名は、演出の

ため、マスク着用を求めません。 

・上記 6 名のいずれかの者が「①新型コロナウイルス感染症患者」、「②濃厚接触者

等」または「③症状がある者」に該当する場合は、代役を立てるよう調整してくだ

さい。代役が困難だった場合は配役無しで隊列を実施してください。 

・出演者の着替え・待機場所を分散してください。 

・立ち止まっての演技を省略してください。 

(3) 会場行事 

・入場時に、来場者に対し検温・手指消毒を要請してください。 

・来場者同士（グループで来場の場合はそのグループ間）の間隔が保てるように着席
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を誘導してください。 

・飲食が可能なエリアでは、身体的距離が近くなることが予想されるため、飲食時以

外は常時マスクを着用することとし、飲食のためマスクを外している間は会話をし

ないよう来場者に呼びかけてください。 

・必要に応じて、飛沫シート及び手指消毒液を設置してください。 

・出展従事者は、従事前に必ず検温を実施してください。 

・出展責任者は、従事者に体調不良者（咳、頭痛、吐き気、下痢等）が出た場合は、

直ちに接客を中止させてください。 

・従事者は、調理毎及び定期的に手指消毒を行ってください。 

・従事者は、マスクを装着し、来場者との身体的距離を十分に保ってください。ただ

し、熱中症の危険を感じた場合は、マスクを外すことができることとします。 

・従事者は、金銭の授受時にはコイントレーによる受け渡しを行い、手指の感染防止

に努めると共にトレーを定期的に消毒してください。 

・従事者は、購買者に身体的距離の確保をお願いするよう常に声掛けによる誘導を実

施し、店舗前が「密集」「密接」空間とならないように注意してください。 

・飲食品の作り置きをする場合は、個包装等により空気感染を防いでください。 

・清掃やゴミの廃棄を行う者は、マスクや手袋を着用してください。作業を終えた後

は、手洗い・消毒を行ってください。 

(4) その他 

①三英傑大須の花道 

・参加人数を可能な範囲で縮小してください。 

・他者と身体的距離を保って行進してください。 

  ・行程の途中で立ち止まらないでください。また、演技・行進者と観覧者が接触（ハ

イタッチなど）することは控えてください。 

②救護所 

・救護所を訪れる全ての人を検温し、手指消毒を要請してください。 

・救護所を利用する全ての者に、救護利用申込書（氏名、連絡先その他の必要事項）

の記載を求め、名古屋まつり終了後１ヶ月間協進会が保管します。 

・マスク、サージカルガウン等の感染防止品を各救護所に配備します。 

・各救護所にアクリル板や飛沫防止シート等を設置します。  
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別紙１ 
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別紙２ 

なお、同居人以外で、接触があった方については「知人が陽性」その時どうする？（別紙３）をご確認ください。 
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別紙３ 
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ご自身の体調の確認にご活用ください。名古屋まつり協進会への提出は不要です。

参加イベント名 名前

参加日：令和4年10月　　　　□15日㈯　　□16日㈰

1 平熱を超える発熱（37.5℃以上） □ある □ない
2 咳やのどの痛みなど風邪の症状 □ある □ない
3 体のだるさ、息苦しさ □ある □ない
4 嗅覚や味覚の異常 □ある □ない
5 体が重く感じたり、疲れやすい等 □ある □ない
新型コロナウィルス感染症「陽性」とされた方と
濃厚接触がある

7 同居家族や身近な知人に感染が疑われる人がいる □ある □ない
過去14日以内に政府から入国制限、入国後の
観察期間を必要とされている国、地域への渡航
または当該在住者との濃厚接触がある

■参加日3日前からの体温
日付 10月12日㈬ 10月13日㈭ 10月14日㈮ 10月15日㈯ 10月16日㈰

＊「ある」にチェックが入った方、当日の体調に不安がある方は参加をお控えください。
＊ 万が一、参加中に体調が優れなくなった場合はすぐに各行事担当課職員にお伝えください。

第68回（令和4年）名古屋まつり「健康チェックシート」（確認用）

■過去2週間の体調及び状況

6 □ある □ない

※参加日に☑を記入

8 □ある □ない

℃ ℃℃体温 ℃ ℃

様式１ 
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団体（個人）名

第68回（令和4年）名古屋まつり健康チェックシート（提出用）

参加行事

令和4年10月 □15日㈯ □16日㈰参加日

　○重症化しやすい者（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある者はいない。 □

　○発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続いている者はいない。 □

□

　○ 参加者に息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱（37.5℃以上が目安）等の
　　強い症状のいずれかがある者はいない。

□

番号

1

2

3

4

チェック確　認　内　容

（※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある者や透析を受けている者、
　　　免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている者

この用紙は、名古屋まつり協進会へ提出してください。

　○ 参加者に「新型コロナウイルス感染症患者」や「濃厚接触者」はいない。

様式２ 
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様式３ 

　参加団体名：

　　代表者名：

　　  連絡先：

No 氏　　名 No 氏　　名 No 氏　　名

1 21 41

2 22 42

3 23 43

4 24 44

5 25 45

6 26 46

7 27 47

8 28 48

9 29 49

10 30 50

11 31 51

12 32 52

13 33 53

14 34 54

15 35 55

16 36 56

17 37 57

18 38 58

19 39 59

20 40 60

用紙が不足する場合はコピーしてご利用ください。

□第68回名古屋まつりに参加するにあたり、第68回（令和4年）名古屋まつり
　 新型コロナウイルス感染症感染防止策ガイドラインの内容を確認しました

第68回(令和4年)名古屋まつり参加者リスト


