
【イベント実施者用】 

令和２年７月２７日 

公益財団法人沖縄県スポーツ協会 

 

新型コロナウイルス感染症に係る大会実施ガイドライン（案） 

 

大会前 

 １．開催規模についての検討 

   ・参加人数や参集範囲について、予め検討すること（人数制限による無観客等） 

   別紙参考：「第 2波、第 3波に備えた警戒レベル指標の策定について(沖縄県 R2.7/2策定)」 

       「新型コロナウイルス感染症に係る沖縄県主催イベント等実施ガイドライン 

        ５ 開催可否判断の目安」(沖縄県 R2.6/29改正) 

 

２．利用施設の確認事項 

  ・人数制限について 

  ・試合会場や控室、更衣室等の換気環境の確認（換気に問題がある場合は立入禁止や入場

制限等の対策をとること） 

  ・観客席等の環境確認（密集を避けるため、１～２ｍの間をとることが出来るか） 

   ・ゴミの廃棄等については施設管理者と事前確認を行う 

 

 

３．参加者への周知・依頼事項 

・当日受付時、所定の同意書（チェックリスト）人数分を提出するよう事前に依頼する 

   ・マスクの持参及び着用の協力を呼びかけるとともに、代表者へ持参忘れや破損等の為の

予備マスク用意の呼びかけを行う 

   ・大会参加前に必ず参加者用ガイドラインを確認するよう呼びかけを行い、ガイドライン

上の留意事項を遵守出来ない参加者には、他の参加者の安全確保の観点から、参加取消

や、途中退場等の措置を講じる場合がある旨の周知を行う 

   ・新型コロナウイルス接触確認アプリの利用促進の呼びかけを行う 

 

４．その他 

  ・大会役員及び運営スタッフへ、ガイドラインの事前周知等衛生知識の向上に努めること 

  ・大会役員及び運営スタッフへ、大会当日のチェックリストの提出を呼びかけること 

  ・リスクへの対応が整わない場合、中止・延期を検討する等慎重な対応を行うこと 

 

 

大会開催時 

 １．受付対応 

   ・受付窓口及び出入口付近へ手指消毒剤を設置する 

   ・受付時、距離を取って並ぶよう目印等の設置を行う 

   ・受付対応のスタッフは必ずマスクを着用する 

   ・受付時、同意書（チェックリスト）の提出呼びかけを行う（受付時は代表者１名で対応

して頂くこと） ※チェックリスト項目に該当する方への入場制限の呼びかけを行う 

   ・受付終了後、参加団体ごとにまとめての入場を呼びかける 

   ・会場入場の際は検温を実施すること 

   ・観客の入場を認める場合、出入口の制限等、観客の入退場を管理し、人数制限について

も検討すること 

   ・観客についても、参加者同様、同意書（チェックリスト）の提出を求めること 



 

 ２．競技実施中（事前準備・確認事項） 

・手洗い場にポンプ式石鹸の設置及び「手洗い 30秒以上」・「トイレの後は蓋を閉めて流す」

等の掲示を行う 

   ・更衣室・休憩スペースの換気を行い、利用を短時間に制限すること（換気に問題のある

場合は立入禁止や入場制限等の対策を行う） 

   ・試合会場について、定期的に換気を行う 

   ・観客の入場を認める際には、観客席の間を十分にとること（１ｍ～２ｍ） 

   ・共有物や、複数の参加者が触れる場所（ドアノブやトイレのレバー等）は、定期的（１～

２時間に１度程度）に消毒を行う 

   ・スポーツドリンクの廃棄について、指定場所を設置する 

   ・ゴミについて、ビニール袋等で密閉し、処理を行う 

   ・参加者への注意事項について掲示し、遵守されているか定期的な巡回を行うこと 

 

   ※その他、競技上のガイドライン等があれば競技団体にて追記して下さい。 

 

 

その他全般事項 

 １．実施者用チェックリストにより、大会開催の準備及び当日注意事項について確認を行う 

２．参加者より提出のあった同意書（チェックリスト）について、１ヶ月保管する 

３．関係者及び参加者に感染が確認された場合に備え、保健所や公的機関に連絡がとれる体制

を確保すること 

 

 

大会中止等運営に係る判断 

 １．県内において、関係者及び参加者以外の感染者が出た場合には、感染予防対策を強化のう

え開催が可能か判断する（県策定の「第 2波、第 3波に備えた警戒レベル指標」参考） 

２．チーム関係者において感染者が出た場合には、当該チームの参加を認めない 

３．大会関係者に感染者が出た場合、状況を確認のうえ、大会を中止する場合がある 

４．感染拡大により、緊急事態宣言等が発令した場合には大会を中止する 

５．大会当日、会場にてチェックリストに該当する参加者を確認した際は、所属するチームの

参加を認めない場合がある 

 

 

 

 

 

 



【イベント実施者用】 

令和２年７月２７日 

公益財団法人沖縄県スポーツ協会 

 

新型コロナウイルス感染症に係るチェックリスト 

 

大会開催前 

□施設やガイドラインに則った開催規模の検討 

□利用施設の確認事項（人数制限、換気環境、観客席の確認、ゴミの廃棄等） 

□大会役員やスタッフへ事前のガイドライン周知を図る 

□関係者・参加者に感染が確認された場合の公的機関への連絡体制確認 

 

開催周知時の記載事項 

□マスク着用の呼びかけ 

□ガイドラインの事前周知 

□大会当日の同意書（チェックリスト）提出依頼 

□ガイドライン内容を遵守できない場合の参加取消や途中退場について 

 

大会準備・会場設営 

□受付及び出入口への手指消毒液設置 

□各掲示の設置（受付時注意事項表示、大会期間中の注意事項表示、更衣室・トイレ表示、

スポーツドリンク廃棄場所の表示） 

□受付時行列の目印設置（前後１ｍ～２ｍの距離をとる） 

□観客席等の制限対策（観客入場を認める場合） 

 

大会当日 

□役員・スタッフの同意書（チェックリスト）提出呼びかけ・内容確認 

□役員・スタッフのマスク着用呼びかけ 

□受付時、参加者等のチェックリスト回収・確認（観客の入場を認める場合は観客含） 

□団体ごとの開場入場対応 

□入場時の検温実施 

□監督会議等での会場内注意事項（コロナウイルス対策に関して） 

 ・参加者用ガイドライン「会場へ持参するもの、大会開催中の注意事項、大会終了後の

対応」を参照のこと 

□対策や参加者への注意事項等について、遵守されているか定期的な巡回 

□定期的な消毒（ドアノブ・トイレのレバー等） 

□試合会場等の定期的な換気 

□大会運営後のゴミ処理 

 

大会終了後 

□同意書（チェックリスト）を１ヶ月保管 



【イベント実施者提出様式】 

新型コロナウイルス感染症感染に係るチェックリスト 

 

※自宅にて出発前に記入して下さい 

（発熱症状のある方、次の項目に該当する方は大会運営への参加を見合わせて下さい） 

№ チェック項目 回答欄 

１ 大会当日の体温をご記入ください。 度  

２ 
過去２週間以内に、発熱（37.5 度以上）、息苦しさ、強いだ

るさや風邪等の症状がありましたか（大会当日を含む）。 
有り ・ 無し 

３ 
過去２週間以内に、感染が拡大している地域や国への訪問歴

がありましたか。 
有り ・ 無し 

４ 
過去２週間以内に、感染の疑いのある方や、感染者との濃厚

接触はありましたか。 
有り ・ 無し 

 ※２～４について、該当する方に〇を付けて下さい。 

 

 

 

 

 

同 意 書 

 

 

・                     大会参加にあたり、上記の

とおり健康上問題のないことを確認のうえ、新型コロナウイルス感染症に関す

るガイドラインを遵守し、大会に参加する事に同意いたします。                  

 

 

 

 

 

令和２年  月  日 

氏   名：                

連 絡 先：                



【参加者用】 

令和２年７月２７日 

公益財団法人沖縄県スポーツ協会 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る大会実施ガイドライン（案） 

 

大会開催前（２週間前～） 

 １．本ガイドラインの内容を確認し、関係者へ周知徹底すること 

 

２．健康観察（大会２週間前～当日） 

  ・参加者一人一人の健康観察を行うこと（別添様式を活用してください） 

  ・指導者や、会場入りを予定している保護者等も同様に健康観察を行うこと 

 

３．離島参加者等への確認 

  ・空路及び公共交通機関を利用する場合は、利用した便や座席を控え、マスク着用や手指

消毒の携行等の感染対策を行うこと 

  ・宿泊を伴う場合は、可能な限り個室対応とし、体調不良者等の対応について、予め宿泊

先と調整すること 

 

大会開催時 

１．下記６項目について、提出様式１～３にて大会主催者へ報告すること 

   ※ 項目④～⑥に該当する場合や当日発熱のある場合には参加を見合わせること 

    ①大会参加同意書（未成年の場合は保護者署名必須） 

    ②氏名・連絡先 

    ③大会当日の体温（自宅にて出発前に検温すること） 

    ④過去２週間以内に発熱（37.5度以上）、息苦しさ、強いだるさや風邪等症状の有無 

    ⑤過去２週間以内に感染拡大地域や国への訪問歴の有無 

    ⑥過去２週間以内に感染の疑いのある方または感染者との濃厚接触の有無 

 

２．会場へ持参するもの 

  ・マスク（代表者はマスク忘れや破損等の為の予備のマスクを持参すること） 

  ・手洗い後に手を拭くためのタオルを各自持参すること 

 

３．受付について 

  ・代表者１名にて提出様式１～３を取りまとめのうえ、受付対応すること 

    〇様式１・様式２ 大会初日は様式２を人数分作成のうえ、様式１と併せ提出 

    〇様式３ 継続した日程で開催する場合、大会２日目からは様式３のみを提出 

         （ 週をまたいで大会に参加する場合は再度様式１・２を提出 ） 

  ・受付完了後、まとまってから会場へ入場をすること 

  ・会場入場の際は必ず手指消毒をすること 

  ・靴は靴箱を利用せず、各自で管理すること 

 

４．大会開催中の注意事項 

  ・大会期間中はマスクを着用すること（競技中のマスク着用は主催者の指示に従うこと） 

  ・こまめな手洗いや手指消毒を実施すること 

  ・控場所や観客席では、人との間隔を１ｍ～２ｍ程度あけること 

  ・握手やハイタッチ等の身体接触は控える事 



  ・大声での応援や会話は控えること 

  ・更衣室等の利用は短時間の利用とすること（人数制限等がある場合は遵守すること） 

  ・タオルや水分補給器は個人で持参し、共用で使用しないこと（共用物については管理・

消毒を徹底すること ※ベンチタオル等の持参は禁止） 

  ・食事の際は大皿など共用のものは避けること 

  ・スポーツドリンクの飲み残し等は指定の場所にて廃棄すること 

  ・ゴミの廃棄についてはビニール袋等にて密閉し、持ち帰ること 

  ・会場へ長時間の滞在は避け、事前・事後のミーティング時間の短縮等工夫を講じること 

 

大会終了後の対応 

 １．大会終了後２週間は大会開催前同様健康観察を行うこと 

 ２．大会終了後２週間以内に発症した場合、速やかに主催者へ連絡すること 

 

※その他、競技上のガイドライン等があれば追加して下さい。 

 

その他全般事項 

 １．上記事項を遵守できない参加者には、他の参加者の安全確保の観点から、参加の取消や、

途中退場を求める場合がある 

２．大会参加者から感染者が出た場合、以下の項目に協力を依頼する場合があります 

  〇保健所の聞き取り調査への協力 

  〇濃厚接触者となった場合、接触から２週間の自宅待機への協力 

３．新型コロナウイルス接触確認アプリの利用にご協力下さい 

 

   アプリのインストール方法 

（AppStoreまたは GooglePlayで「接触確認アプリ」で検索・インストールして下さい） 

 

Google Play             App Store  

 

 

 

 

 

 

 

 

大会中止等運営に係る判断 

 １．県内において、関係者及び参加者以外の感染者が出た場合には、感染予防対策を強化のう

え開催が可能か判断する（県策定の「第 2波、第 3波に備えた警戒レベル指標」参考） 

２．チーム関係者において感染者が出た場合には、当該チームの参加を認めない 

３．大会関係者に感染者が出た場合、状況を確認のうえ、大会を中止する場合がある 

４．感染拡大により、緊急事態宣言等が発令した場合には大会を中止する 

５．大会当日、会場にてチェックリストに該当する参加者を確認した際は、所属するチームの

参加を認めない場合がある 

 

 

 

～～～ みんなで守ろうみんなの安心 ～～～ 



【参加者提出様式１】 

 

新型コロナウイルス感染症に係るチェックリスト 

及び同意書取りまとめ票 

 

 

 

標記のことについて、本大会参加人数分を取りまとめのうえ、チェ

ックリスト項目に問題ないことを確認しましたので、提出します。 

 

 

 

◎参加人数：       人 

 

 

 

令和２年  月  日 

団 体 名：                 

代表者名：                 

連 絡 先：                 

 

 

 

 



【参加者提出様式２】 

新型コロナウイルス感染症感染に係るチェックリスト 

 

※自宅にて出発前に記入して下さい 

（発熱症状のある方、次の項目に該当する方は大会参加を見合わせて下さい） 

№ チェック項目 回答欄 

１ 大会当日の体温をご記入ください。 度  

２ 
過去２週間以内に、発熱（37.5 度以上）、息苦しさ、強いだ

るさや風邪等の症状がありましたか（大会当日を含む）。 
有り ・ 無し 

３ 
過去２週間以内に、感染が拡大している地域や国への訪問歴

がありましたか。 
有り ・ 無し 

４ 
過去２週間以内に、感染の疑いのある方や、感染者との濃厚

接触はありましたか。 
有り ・ 無し 

 ※２～４について、該当する方に〇を付けて下さい。 

 

 

 

 

 

同 意 書 

 

 

・                     大会参加にあたり、上記の

とおり健康上問題のないことを確認のうえ、新型コロナウイルス感染症に関す

るガイドラインを遵守し、大会に参加する事に同意いたします。                  

 

 

令和２年  月  日 

区   分： 指導者 ・ 選手 ・ その他 

氏   名：                

保護者署名：                

連 絡 先：                

※未成年者については、保護者署名記入必須のうえ、 

連絡先へ保護者連絡先を記入して下さい。 



【参加者提出様式３】 

 

 

新型コロナウイルス感染症感染に係るチェックリスト（大会 2 日目以降） 
 

№ 氏  名 体  温 風症状等（体調不良） 

１   度  有り  ・  無し 

２  度  有り  ・  無し 

３  度  有り  ・  無し 

４  度  有り  ・  無し 

５  度  有り  ・  無し 

６  度  有り  ・  無し 

７  度  有り  ・  無し 

８  度  有り  ・  無し 

９  度  有り  ・  無し 

10  度  有り  ・  無し 

11  度  有り  ・  無し 

12  度  有り  ・  無し 

13  度  有り  ・  無し 

14  度  有り  ・  無し 

15  度  有り  ・  無し 

16  度  有り  ・  無し 

17  度  有り  ・  無し 

18  度  有り  ・  無し 

19  度  有り  ・  無し 

20  度  有り  ・  無し 

※継続した日程で大会を実施する際は、２日目以降本様式を提出して下さい。 

※週をまたいで大会を実施する際は、同意書（チェックリスト）様式を利用のう

え、都度提出して下さい。 

 

 

 

令和２年  月  日 

団 体 名：               

代表者名：               

連 絡 先：               



（記入例）

日　時 8/1

曜　日 土

検温時間

体温 36.4

息苦しさ ×

強いだるさ ×

発熱 ×

風邪症状 ○

備　考 鼻水

　※検温時間については、出来るだけ決まった時間で測定するように心がけて下さい。

　※大会参加日前後２週間の健康観察について、ご活用下さい（大会時は別の提出様式がありますので、本様式を提出する必要はありません）。

　※風邪の症状等が出た場合には別紙「相談・受診の目安」及び「感染が疑われる患者の受診の流れ」を参考にして下さい。

健康観察シート【２週間分】

公益財団法人沖縄県スポーツ協会

（ 氏　名：　　　　　　　　　　　　　）

（ 　　　大会前　　・　　大会後　　　）



新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安 

 

１．相談・受診の前に心がけていただきたいこと 

○発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控える。 

 ○発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく 。 

○基礎疾患（持病）をお持ちの方で症状に変化がある方、新型コロナウイルス感染症 

以外の病気が心配な方は、まずは、かかりつけ医等に電話で御相談ください。 

 

２．帰国者・接触者相談センター等に御相談いただく目安 

○少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに御相談ください。（これらに該 

当しない場合の相談も可能です） 

☆息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合 

☆重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

(※)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方や透析を受けている方、 

免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 

☆上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 

（症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う 

場合にはすぐに相談してください 。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。） 

○相談は、帰国者・接触者相談センター（地域により名称が異なることがあります。）の 

他、地域によっては、医師会や診療所等で相談を受け付けている場合もあるので、ご 

活用ください。 

（妊婦の方へ） 

妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに帰国者・接触者 

相談センター等に御相談ください。 

（お子様をお持ちの方へ） 

小児については、小児科医による診察が望ましく、帰国者・接触者相談センターやか 

かりつけ小児医療機関に電話などで御相談ください 。 

※なお、この目安は、国民のみなさまが、相談・受診する目安です。これまで通り、検 

査については医師が個別に判断します 。 

 

３．医療機関にかかるときのお願い 

○複数の医療機関を受診することにより感染を拡大した例がありますので、複数の医療 

機関を受診すること はお控えください。 

○医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケット（咳やくし 

ゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や 

鼻をおさえる）の徹底をお願いします。 

厚生労働省作成 



新型コロナウイルス感染症が疑われる患者の受診の流れ（沖縄県）

発熱、咳嗽
などの症状
を認める

医療機関を
直接受診

帰国者・接触者
相談センターに
電話

検査対象に
該当しない

検査対象に
該当する

●診療継続とするが、その後の経過で検査対

象に該当する場合には、帰国者・接触者相談
センターへ電話するように指導する。

検査対象に
該当しない

検査対象に
該当する

●帰国者・接触者相談センターに連絡して、受
診先の調整を依頼する。

●帰国者・接触者相談センターは、帰国者・接
触者外来に連絡して、受診できる時間等を調
整して本人に伝える。

医療機関に
電話相談

●近隣の医療機関を受診するように説明する。

ただし、マスクを着用するなど、必要な感染
対策を実施するように指導する。

●自院への受診の必要性について判断する。

●新型コロナウイルス感染症の検査対象に該

当すると考えられる場合には、帰国者・接触
者相談センターに電話するよう案内する。

●帰国者・接触者外来に連絡して、受診できる
時間等を調整して本人に伝える。

※帰国者・接触者外来へ受診するように直接指導しない。

※帰国者・接触者外来へ受診するように直接指導しない。

新型コロナウイルス感染症のPCR検査の対象（2020年4月8日時点）

〇 発熱、咳嗽など疑われる症状を４日以上認める患者のうち、以下に該当する者。

１）重症化するリスクのある者、２）妊婦、３）医療もしくは介護従事者、４）２週間以内に流行地域への渡航歴がある者

〇 確定患者の濃厚接触者に発熱、咳嗽など疑われる症状を認めるとき。

〇 周囲に同様の症状を有する者が複数認められ、集団発生が疑われるとき。

〇 胸部レントゲン写真またはＣＴ検査で疑われる肺炎像を認める患者のうち、その原因が明らかでない者。

※新型コロナウイルス感染

を心配して受診を希望す
るときは、コールセンター
（０９８－８６６－２１２９）
に電話相談

住

民

の
選

択

（かかりつけ医等）

（かかりつけ医等）



【新型コロナウイルス感染症 相談窓口（コールセンター）】 

ＴＥＬ：０９８－８６６－２１２９ 

症状がある方は、下記を目安に「相談窓口（コールセンター）」にご相談ください。聞

き取り内容に応じて、保健所、かかりつけ医や最寄りの医療機関などに相談・受診するよ

う案内します。 

 

※一般的な問い合わせに対しても、コールセンターで回答いたします。（24時間対応） 

※内容を確認した上で、詳細な問い合わせ等に関しては、担当課の連絡先をお伝えします。

（平日は担当課へ転送します）  

※電話相談が難しい方 沖縄県地域保健課 FAX：098-866-2241（平日 9時～17時） 

 

 

【帰国者・接触者相談センター】 

帰国者・接触者相談センターでは、感染が疑われる方から電話での相談を受けた際、渡

航歴や感染が明らかな方との接触歴などを確認し、発熱や咳などの症状がある方につい

ては、必要に応じて「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関をご案内します。 

※保健所連絡専用の電話医療通訳サービス（英語・中国語・韓国語）もございます。 

ＴＥＬ：０３－６６３６－４８１６ 

 

帰国者・接触者相談センターの連絡先・管轄区域案内 

保健所名 電話番号 管轄市町村 

北部保健所 0980-52-5219 
名護市・国頭村・大宜味村・東村・今帰仁村・本部町・ 

伊江村・伊平屋村・伊是名村 

中部保健所 098-938-9701 
宜野湾市・沖縄市・うるま市・恩納村・宜野座村・金武町・

読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村 

南部保健所 098-889-6591 

糸満市・浦添市・豊見城市・南城市・西原町・与那原町・

南風原町・八重瀬町・渡嘉敷村・座間味村・粟国村・ 

渡名喜村・南大東村・北大東村・久米島町 

宮古保健所 0980-73-5074 宮古島市・多良間村 

八重山保健所 0980-82-4891 石垣市・竹富町・与那国町 

那覇市保健所 
098-853-7962 

098-853-7971 
那覇市 

 



第２波、第３波に備えた警戒レベル指標の策定について

令和２年７月２日

沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部



○沖縄県は５月14日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急
事態措置を実施すべき区域から対象外となった

○今後しばらくは、沖縄はもちろん、日本中、世界中においてコロナと共存
する「With コロナ」の社会を生きていく必要があり、県民の皆様には「新
しい生活様式」の定着をお願いしたい

○一方で、流行の第２波、第３波を見据え、再度の緊急事態の発生に向け、
県内の医療提供体制や感染状況に応じた警戒レベルを設定するとともに、
具体的な対策の実施例を示した

○各警戒レベルの決定にあたっては、休業要請を解除した際の７項目の判断
指標と、県外・海外の感染状況や県内の医療提供体制の実情等も踏まえた
上で、総合的に判断する

※患者推計に当たっては、

①生産年齢人口群中心モデル、②再生産数：1.7、③協力要請のタイミング：基準日の３日後

をそれぞれ選択し、１日最大の入院患者200人、患者総数425人と推計

(基準日：人口10万人あたり週間新規感染者数が2.5人、沖縄県の場合37人となった日)

１．趣旨及び目的

１



２．警戒レベルの判断基準

※ 基準日を超えた段階で、流行期と捉え、第３段階に入るものとする
基準日：人口10万人あたり週間新規感染者数が2.5人、沖縄県の場合37人となった日

※ 判断指標のうち、①入院患者数、④新規感染者数を重視すべき指標とする

沖縄県では、次の７項目の判断指標に加え、県外・海外の感染状況や県内の医療提供体制の実
情等も踏まえた上で、総合的に判断し警戒レベルを決定する。ただし、流行状況に地域差がある
ことが想定されることから、各地域の流行状況を勘案し実施内容を決定する。

区分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

判断指標
発生早期

（散発発生期）
流行警戒期 感染流行期 感染蔓延期

県内の
医療提供体制

①
入院患者数

(宿泊施設療養含む）

23人以下 54人以下 329人以下 329人超

② 病床利用率 30％以下 45％以下 70％以下 70％超

③ 重症病床利用率 10％以下 30％以下 60％以下 60％超

県内の
感染状況

④
新規感染者数

（直近１週間合計）
14人以下 37人以下 211人以下 211人超

⑤
感染経路不明な症例の割合

（直近１週間平均）
30％以下 50％以下 70％以下 70％超

⑥
新規PCR検査の陽性率
（直近１週間平均）

1％以下 3％以下 7％以下 7％超

⑦ 入院１週間以内の重症化率
（直近１週間平均）

10％以下 15％以下 20％以下 20％超

２

ピーク時の患者総数

425人



３．警戒レベルの実施例（１）
No 区分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

緊急事態宣言 緊急事態宣言を検討

1 外出自粛
「三つの密」を徹底的に避け、新
しい行動様式の徹底の上での外出
を要請

①第１段階を要請
②クラスターが発生している業
種や、接待・接触を伴う飲食
店等への外出自粛を要請

不要不急な外出自粛を要請
①自宅待機を要請
②スーパー等への外出も最大限
控えるよう要請

2 渡航自粛：離島
感染防止対策の徹底や体調不良者
の渡航延期等の注意喚起

渡航自粛要請について市町村と
協議

3 渡航自粛：県外
感染地域への(からの)渡航者の外
出自粛を要請

感染地域への(からの)渡航者の
渡航自粛を要請

不要不急な渡航自粛を要請 渡航自粛を要請

4 休業要請 ３密の注意呼びかけを徹底
クラスター等が発生している業
種や、接待・接触を伴う業種等
への休業要請を検討

①クラスター等が発生している業
種や、接待・接触を伴う業種等へ
の休業要請

②飲食店への協力依頼
酒類の提供：夜７時まで
閉店時間：夜８時まで

①幅広く休業を要請し、休止要
請外施設も活動縮小を要請

②スーパー等は入店規制を行う
など、３密対策の徹底を要請

5 イベントの開催

①「新しい生活様式」の 徹底等
を定めた県主催イベント等実施
ガイドラインに基づき開催

②民間事業者にも要請

①感染状況により開催規模の縮
小や、開催期間の短縮等を検
討の上、開催を検討

②民間事業者にも要請

①県主催イベントの開催中止また
は延期

②民間事業者にも要請

全てのイベントの開催中止また
は延期

6 学校

①感染者発生学校は臨時休業
②感染者未発生学校は通常通りの
教育活動

①感染者発生学校は臨時休業
②感染者未発生学校は通常通り
の教育活動又は分散登校

③感染者未確認地域は通常通り
の教育活動

①感染者発生学校は臨時休業
②分散登校または臨時休業
③感染者未確認地域は、近隣状況
を踏まえ分散登校や一斉臨時休業

①一斉臨時休業（休校）

7 医療提供体制
宿泊施設(軽症者用)の運用準備 宿泊施設の運用開始 宿泊施設を段階的に拡充

病床数 200床

宿泊施設 225部屋

３

児童生徒の居場所確保、スクールカウンセラー等による相談業務

遠隔授業を含む学習支援

市町村協議を踏まえ、渡航自粛を要請

※ 基準日：人口10万人あたり週間新規感染者数が2.5人（沖縄県の場合37人）となった日

※医療機関における段階毎の病床数、宿泊施設部屋数については、推計患者数に応じて別途病床確保
計画にて定める。

緊急事態宣言を発令
（基準日(※)から３日後）



３．警戒レベルの実施例（２）

区分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

8 医療施策
①積極的疫学調査の実施
②医療コーディネートチームの始動

①検体採取センターの稼働
②クラスターの発生警戒

①待機的手術の延期要請
②コロナ以外の転院促進

①高度医療機器の稼働状況把握
と調整

②県外からの医師派遣を要請

9
高齢者・障害者
施設等

10
保育所・放課後
児童クラブ

保育等の提供縮小及び登園自
粛の要請

保育等の提供縮小及び登園自粛
又は臨時休園の要請

11 県立図書館

12 博物館・美術館 通常の施設運営
①一部施設の休室等を検討
②イベントの規模縮小・期間短縮等
の上、開催を検討

①一部施設の休室等、臨時休
館の検討

②イベントの開催中止又は延
期

臨時休館

13 美ら海水族館 通常の施設運営 屋内施設の閉鎖
屋内・屋外施設、駐車場の閉
鎖

屋内・屋外施設、駐車場の閉鎖

14 首里城公園 通常の施設運営 屋内施設の閉鎖
屋内施設、駐車場の閉鎖
散歩等は可(首里壮館芝生広
場等)

屋内施設、駐車場の閉鎖
散歩等も不可

15 県営８公園施設 通常の施設運営
屋内・屋外施設、遊具の閉鎖

（運動を伴わない行動は、 原則マス
ク着用）

屋内・屋外施設、遊具、駐車場
の閉鎖

（散歩、ジョギング等は可）

公園全面閉鎖

（散歩、ジョギング等も不可）

16
沖縄コンベン
ションセンター

通常の施設運営
催事主催者へ催事の延期、規模の
縮小等を調整

催事主催者へ催事の延期、
規模の縮小等を要請

閉館の協議、及び閉館の実施

17
離島空港・離島
港湾

通常の施設運営

４

感染防止対策を徹底した上で、事業を継続

家庭対応可能な場合などは可能な限り利用の自粛を要請

必要な場合には、代替サービスである訪問系サービスの
確保を要請

通常どおり保育等の提供

通常どおり開館又は感染状況に応じてサービスの一部制限
臨時休館（来館を伴わない各種サービス及び図書の宅配
サービスを実施）

※ 上記は例示であって、状況によっては前倒しで実施することや、実施を見送ることもあり得る

※渡航自粛の状況に応じ、関係団体等と調整の上、施設の運営について検討する。
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