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① 会場の選択
３密（密閉・密集・密接）になりにくい広
めの会場を選択。会場側の感染症対
策、特に換気対策をしっかりとっている
かどうかを確認する。

② 会場側との役割分担
会場側が行っている感染症対策と合わ
せて主催者として方針を決め、会場側
との役割分担をはっきりさせる。

③ スケジュールの短縮
準備から上映、解散までの全体の時間を
短縮する。ただし入替制の場合、換気や
消毒のための十分な時間を確保する。

④ 入場者数の制限
会場が定める定員に準じて上映会
の入場者数（運営スタッフ、参加者、
ゲストなど全入場者）の制限を設定
する。

⑤ 下見
下見は必ず行う。
３密に留意しシンプルな会場設営とレイ
アウト、最小限のスタッフ数を考える。

⑥ 打ち合わせの短縮
換気がされている広い空間で短時間、
必要最低限の人数で行う。また事前
資料配布など工夫をしたり、メールや
リモート会議を積極的に活用。

⑦ 電子ツールの導入
可能な限りチケットの対面販売や金銭のやり
取りを避け、振込や電子マネーでの支払い、
インターネット販売などの導入を進める。

⑧ 感染症対策を告知
十分な感染症対策を施して上映会を
開催することをWebやSNS、チラシ
などで掲載して告知する。
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入場者へのおねがい02

① 参加の見合わせ
体調がよくない、濃厚接触が疑われる
ときは参加を見合わせてもらう。

② 入場時に
 　非接触機器などで検温
発熱者は入場をお断りする。

③ マスク使用、手洗い、
　 手指消毒
会場内では徹底してもらう。

④ フィジカルディスタンス
視覚障害者、盲ろう者、身体障害者の
誘導や介助を除き、休憩やお手洗い・
展示・退場などの際は可能な限り２ｍ
以上空けて行動してもらう。

⑤ 静かに鑑賞
上映中は会話を控え、
大きな声を出さない。

⑥ 水分補給はＯＫ
熱中症防止や薬の服用のための
水分補給はＯＫとする。

⑦ 指示を遵守
感染症対策にむけて主催者が
決めた措置や主催者の指示を
遵守してもらう。

⑧ 調査に協力
上映会終了後２週間以内に
新型コロナウイルス感染症を
発症した場合、保健所が実施
する行動履歴などの調査に
協力してもらう。
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『咲む』上映会開催 ①03

① スタッフの体調管理
検温・体調確認、マスク着用、手洗い、
手指消毒を徹底する。休憩は分散し、
対面での食事や会話を避ける。

② 会場内の把握
不特定多数の者が触れる部分（座席、テー
ブル、ドアノブ、タッチパネル、スイッチ、
蛇口、手すり、キーボード、タブレット、エレ
ベーターボタン、電話など）を把握する。

③ 可能な限り一方通行で
受付から会場、一時退場（お手洗い、物販な
ど）、退場の導線を一方通行とし、導線上に
人がとどまらないように適切な誘導を行う。

④ 座席制限
会場が定める座席制限を遵守する。
もし会場が座席制限を定めていない
場合、主催者が自主的に制限を設け
て３密にならない座席数を決める。

⑤ 入場待ち
入場者がフィジカルディスタン
スを保ちながら並べるように
テープなどで目印をつける。

⑥ 入場者の検温
検温時には丁寧に検温協力のお願いを
する。非接触型体温計などで入場者の
体温を確認し、発熱や咳・咽頭痛などの
症状があれば入場をお断りする。

⑦ 受付
アクリル板などで遮蔽、手指消毒剤の設置、
受付スタッフはマスクを着用する。受付は特
に３密になりやすいため導線を工夫する。

⑧ チケット確認
チケットのもぎりは入場者自身に行って
もらう。または受付印を押す等で接触
のないようにする。電子チケットは受付
スタッフが目視で確認する。
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『咲む』上映会開催 ②03

⑨ リストバンドの活用
検温済・手指消毒済・受付済の証として
入場者すべてにリストバンドの着用をお願いする。リストバンド
は入場者自身で手首につけてもらい再入場時にも確認する。

⑩ 当日券
座席制限期間中は入場者の人数把握や
現金のやりとりを防ぐため、当日券は扱
わないことを基本とする。

⑪ 配布物
ちらしや販促品、記念品などは手
渡しではなく据置き方式で入場者
自身に取ってもらう。

⑫ 物品販売
販売物は出来るだけ『咲む』に関連
するものに絞り、机上には見本の
み置いて販売物は置かない。現金
のやり取りはコイントレイを使用、
電子マネーの導入も検討する。

⑬『咲む』写真パネル等展示物
会場の広さに応じて必要最小限のみの展示
にとどめ、展示物の間隔は広く取って３密にな
らないようにする。閲覧時はフィジカルディス
タンスを確保するよう誘導員を配置する。

⑭ プロジェクターの設置
客席前方にプロジェクターを設置する場
合、距離をとって周囲の客席は使用禁止と
する。またファンからの送風に注意する。

⑮ 車いす席
入場口から客席までのフィジカルディス
タンスに配慮した導線を車いす視点で確
認、車いす席同士の距離も確保する。

⑯ 盲ろう者席
盲ろう者と盲ろう者通訳・介助員が通訳し
やすいように客席の一番前などに座席を作
る。その際も周囲とのフィジカルディスタン
スを確保する。※視覚障害者はUDcast対応
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『咲む』上映会開催 ③03

⑰ お手洗い
便器の清浄やハンドドライヤーの禁止な
どの衛生対策は会場側に一任し、主催者
として洗面所にアルコールを設置する。

⑱ ロビー・休憩スペース　
３密を避けるために基本的に閉鎖する。
利用する場合は利用者数を減らす。

⑲ 飲食は禁止
会場内は飲食禁止とする。また物品販
売コーナーでの飲食販売は極力避け
る。運営スタッフの飲食は他の入場者の
目に触れないよう控室を用意する。

⑳ ゴミ箱の使用禁止
会場のゴミ箱は原則使用禁止とし、主
催者側のゴミは主催者で処分する。そ
の際マスクと手袋を着用し、処分後は
手洗いと手指消毒をしっかり行う。

㉑ 会場の換気
窓やドアを開放、送風機を置くなどして空気
を入れ替えるなど風通しをよくする。映画上
映時は会場とよく相談し可能な限り閉める。

㉒ 積極的なアルコール消毒
スプレー、ジェル、ティッシュ、タオルなど適
所に合わせて用意し、不特定多数の者が共
用したり触れるところを積極的に消毒する。

㉓ 段階的な退場
上映会終了後、順次退場をさせるよ
うにし、会場の出入口などに人がとど
まらないように誘導する。入替制の場
合、入場者と退場者の導線をわける。

㉔ アンケート
会場での記入や回収は避けてFAXやメー
ル送信、インターネットフォームなどを利用
する。会場記入の場合は場所を広くとり、
使い捨てのペンなどを用意する。
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『咲む』上映会開催 ④ 延期や中止・上映会終了後03 04

㉕ ゲストの対応
送迎を控え、滞在や登壇時間の短縮、控室
の用意、飲食物の提供はしない、参加者との接触を控える、
謝金は振込で対応などの工夫をし、ゲストの理解を得る。

㉖ ゲストの写真撮影・サイン会
写真撮影やサイン会などは避ける。ゲスト
了承の場合、事前サインや参加者との接触
を極力減らすサイン会の工夫を行う。新品
のマジックと手袋を用意して後に処分する。 

㉗ 情報保障者の対応
不織布と同等機能の口元をすべて覆
う透明マスクを着用。フィジカルディ
スタンスをとった位置や席を決める。マイクなどの共用は避
けて各自専用で用意もしくはアルコール清拭を徹底する。

㉘ 報道関係の管理
取材対象者および取材内容、取材担
当者を前もって把握し、３密を避けた
取材会場を設定。取材時間を短縮し主催者として立ち会う。

① 上映会の延期・
　 中止の判断基準
国や開催地から『緊急事態宣言』『自粛要
請』などが発令された場合の延期・中止判
断の基準を決めて、可能なら公表しておく。

② 会場のキャンセル
会場との打ち合わせの段階で、会場側
が定めている基準やキャンセル期限、
キャンセル料などを確認しておく。

③ 払い戻しなどの対応
事前に決めておいた基準に従って対応
する。払い戻し方針は事前に購入段階
で購入者へ告知しておく。

④ 感染症発生
上映会終了後に新型コロナウイ
ルス感染症発生が判明した場
合、保健所などの関係機関に速
やかに連絡し、対応する。

チェック欄 チェック欄
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ーさまざまな  取り組み例ー
上映会主催者は、入場者（運営スタッフ、参加者、ゲストなど）の 健康や安全に配慮して上映会を行う「安全配慮義務」があります。
感染症対策を的確にしっかりと行うことによって、すべての参 加者が安心して楽しめる上映会を開催することができます。
本ガイドラインを参考に、各地の状況に合わせて臨機応変に対 応して上映会を開催してください。

◀ネット販売

参加料は、インターネットを使ってク
レジットカードや電子マネー、銀行
振込、コンビニ払いなどから選んで
支払う。当日は電子チケットや購入
した証を受付で見せる。

◀売り子

物販コーナーと並行して、一番の売
れ行き商品１～２種類のみを持って
座席を回りながら販売する。売り場
の密を防ぐことができる。

◀透明な募金箱

据え置きにする場合、遠くからでも
募金箱とわかり、周辺が密にならず
募金がしやすいよう、募金箱の中身
が見えるようにする。

フォトコーナー▶

３密にならないように専用の導線を
設けて、記念写真やWeb・SNS掲
載用の写真撮影コーナーを設ける。

オンライン配信▶

ゲストには来場の代わりにリアルタ
イムに繋いでオンラインでの舞台挨
拶・トークショー開催。会場の通信状
況確認のためリハーサルを行う。

開始前にアナウンス▶

スケジュール時間短縮のため、
上映開始前に主催者の感染症
対策の取り組みやお願いごと
をスライドに映し出して、影ア
ナウンスと併せて説明。
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