
開催概要

イベント名

開催会場

会場所在地

収容定員 　　　　　　　　　人 収容定員なし

①収容定員あり
　１００％

②収容定員なし
人と人とが触れ合わない程度の間隔

③収容定員あり
　５０％

④収容定員なし
前後左右の座席との身体的距離（座席間は１
席（座席がない場合は最低１ｍ）空ける）を
確保

⑤収容定員あり
大声なしのエリア：100％
大声ありのエリア：50％

⑥収容定員なし
大声なしのエリア:
　人と人が触れ合わない程度の間隔
大声ありのエリア:
　前後左右の座席との身体的距離（座席間は
１席（座席がない場合は最低１ｍ）空ける）
を確保

参加人数

主催者

主催者
所在地
主催者

責任者氏名

令和4年11月22日　16時00分　～　21時00分
　　　　　　23日　6時00分　～　15時00分

別添

【令和4年9月8日版　埼玉県】

大声なし※１で開催

大声あり※１で開催

「大声あり」、「大声なし」のエリアを明確に区分して開催※２

収容率
（上限）

いずれかを
選択

深谷市黒田41

感染防止策チェックリスト

本項目では、チェックリストを記入する前に、催物の情報をご記入くださ
い。

深谷モーニングカーニバル

深谷市黒田41

4000人

深谷テラスパーク エリアマネジメント

長江　剛

開催日時

出演者
チーム等

深谷テラスパーク

様式3
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開催案内等
のURL

その他の
特記事項

※３

チェック欄 【〇、×、―（該当なし）】

〇

〇

―

―

適切なマスク（不織布マスクを推奨｡以下同じ｡）の正しい着用の周知・徹
底

感染防止策チェックリスト

（電話番号） （メールアドレス）

info@fukaya-terracepark.jp048-579-2022

※１大声の定義を「観客等が、通常よりも大きな音量で、反復・継続的に声を発すること」とし、これを積極
的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」とします。
※２収容率（上限）において、⑤を選択した場合は、「大声あり」と「大声なし」のエリアの区分ごとの収容
定員・参加人数を記載してください。
※３ 大声なしとした場合、大声なしと判断した理由や、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。

主催者
連絡先

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。
※5,000人超かつ収容率50%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。

①飛沫感染対策

イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）におけるイベント参
加者間の適切な距離の確保
(※) 大声の定義を「観客等が、①通常よりも大きな声量で、②反復・継続的に声
を発すること」とする。

１．イベント参加者の感染対策
　　（１）感染経路に応じた感染対策

大声なしエリア・大声ありエリアの明確な区分があり、それぞれにおけ
る、イベント参加者間の適切な距離の確保

大声なしエリアにおける、大声を防止するための対策の実施

基本的な
感染防止

「大声あり」、「大声なし」のエリアを区分して開催する場合、上記対策に加え
て、

https://fukaya-terracepark.jp/news/288
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―

〇

〇

〇

〇

チェック欄 【〇、×、―（該当なし）】

④飲食時の
感染対策

〇

⑤イベント前の
感染対策

〇

⑥感染拡大対策 〇

②エアロゾル感
染対策

機械換気による常時換気又は窓開け換気

イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部）におけるイベント参加
者間の適切な距離の確保【①と同様】

１．イベント参加者の感染対策
　　（２）その他の感染対策

③接触感染対策

イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）におけるイベント参
加者間の適切な距離の確保【①と同様】

適切なマスクの正しい着用の周知・徹底【①と同様】

イベント参加者によるこまめな手洗・手指消毒の徹底や、主催者側による
イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）の消毒の実施

感染防止策チェックリスト

イベントで感染者が発生した際の参加者への注意喚起

基本的な
感染防止

前項（１）感染経路に応じた感染対策と併せて、飲食時の感染対策（食事
中以外のマスク着用、飲食に伴いマスクを外す際の会話自粛等）の徹底の
周知

発熱等の症状がある者のイベント参加の自粛の呼びかけ

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人超かつ収容率50%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。
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〇

〇

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。

出演者やスタッフによる、練習時・本番等における前項（１）感染経路に
応じた感染対策に加え、健康管理や必要に応じた検査等の実施⑦出演者や

スタッフの
感染対策 舞台と客席との適切な距離の確保など、出演者やスタッフから参加者に感

染させないための対策の実施

２．出演者やスタッフの感染対策
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番号 テントブース（駅前緑地広場）
1 くしびき朝市＆愛鶏園 地場産の野菜・たまご・ハチミツ・木工品
2 直火焙煎珈琲 まめや深谷館 珈琲（ドリンク）・珈琲豆
3 富士屋 深谷ネギバーガー、カレー焼きそばパン
4 田中農場 鶏卵・調味料・ラーメン・フランクフルト
5 花園フォレスト パン、焼き菓子、焼き栗（調整中）
6 CANDY RAINBOW わたあめ
7 トリめん 鳥塩おでん
8 正喜バル 窯焼きPIZZA
9 マルツ食品 漬物の販売

10 金之介 ホットサンドイッチ・ドッグフード
11 でこぼこキッチン お弁当・パン・お菓子
13 CocoRoseFlower カラカラーサンドのワークショップ、オーシャンキーホルダー販売
14 ペットショップ　ココモカ 犬のおやつ・ペット雑貨
15 鉢形城三鱗会 甲冑展示・着付け
16 free connection トートバッグ
17 木工クッシー 手作り木工品
18 Rimarkable 大人服、子供服、ハンドメイドアクセサリー、クリスマス用品等
19 sweet-heart 雑貨など
20 SUN SAN SAN 布小物・ドライフラワー・リメイク鉢
21 にんじゃがKIDS 子供服・雑貨・玩具・お菓子・飲み物
22 有限会社中里商店　 ふっか水、オリジナルエコバッグ、ステッカー、Tシャツ
23 ベジタブルテーマパーク フカヤ Made in Fukaya de キッチン、ぐるっと深谷ガチャ
24 公式本部 総合案内、深谷市の特選お土産販売、ふるさとチョイスPAY、ふるさと納税現地寄付窓口など
25 深谷グリーンパーク　パティオ インボディ測定、ふっかちゃんグッズ販売ほか
26 広域連携市町村 展示、PRなど
27 埼玉トヨペット 深谷支店 新車展示、ガラポン抽選会
28 明治乳業（斉藤商事） 骨密度測定無料体験、試飲品の提供
29 ハレニワの湯 店舗の紹介ポスター展示・パンフレット設置
30 大慶堂 オリジナルハーブティーの試飲販売、ボディクリームなどの販売
31 深谷テラス ヤサイな仲間たちファーム 深谷ねぎ＆小袋セットの販売、サンプルの提供
32 セイフル さいたまブロンコスの展示・PRなど
33 株式会社サカタ フルーツサンド、焼芋の販売、展示

キッチンカー（円形広場）
Da California ハンバーガー・スープ・スパムむすび・ドリンク
やきとん明日花 串焼き（やきとん）・ドリンク・豚汁orもつ煮
ピンナ 温かいもの
豊作や からあげなど
ALOHA 66 ハワイアンフード・スイーツ
キッチンカー（駅前緑地広場）
うまいものや　天神 深谷ねぎチヂミ・肉水・フランク・ベーコン焼き
IRUMA　Ninja CAFE おにぎり・雑炊・濃いキャラメルラテ
AKUA ホットサンド・ポタージュ・ドリンク
ビストロ酒場　伊達男 キューバサンド、ドリンク各種、チキンレッグ、ローストポーク丼
はらぺこワゴン カレー、タコライス等、クラフトドリンク
cafe GREENWICH クレープ、コーヒーなど
MORITO　coffee ホットコーヒー、アイスコーヒー、コーヒー豆、コーヒー器具
C2U カラーソーダ、コーヒー、サンドウィッチ、ドーナツ、スープ、ホットドリンク

1 50COFFEE＆ROASTERY
2 NEST　bagel&sweets
3 カフェ花見
4 和めしcafé HISAGO
5 TAIKEIDO NEO Garden café
6 T'zBakery KOHSHI
7 パンチャピエーナ
8 フクフル食堂
9 PUMMY

10 3℃　sand
11 カフェ　ルコック
12 ヤサイな仲間たちファーム
13 FARMY CAFE　currystand
14 PORTO

朝ごはんコンテスト

車中泊＆キャンプフェア



埼玉トヨペット 深谷支店
株式会社東和モータース販売
一般社団法人JAPAN OUTDOOR LIFE

工房tokiori
有限会社アクト
株式会社コメリ
ウッドストーブ匠舎 hitteco
キャンプ民泊NONIWA
ELL’S PARK

山栃丸太株式会社
サウナ兄弟

川上葉月 演奏
Comode 演奏
谷介 演奏
船岡舞 ヨガ体験
強瀬由美子 ヨガ体験
浅見麻衣 演奏
有志吹奏楽部員演奏 演奏
須田千⾹良 演奏
深谷シネマ 上映

その他
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