感染拡⼤防⽌に関するイベント制限の変遷と今後の予測（案20200516）

Japan Intercollegiate Cycling Federation

Exit (or long term) Plan against Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

rev.20200516 v1:20200411

Covit-19の感染状況の沈静化に伴い、イベントの実施可能性が段階的に⾼まると予想されます。その実現可能性レベルが⾃粛・規制に向かったときの概ね逆順を辿って段階的に進むであろうとの仮定に基づき、イ
ベント再開時の指標となる警戒レベルについて想定するものです。
これまで/until to now
レベル

⼀⾔で⾔うと

概要・事例

Level

Key word

Conditon/Example

0

制限なし/No ristriction 制限なし/No ristriction

1

注意喚起/Warning

いつから︖
Date (from)
〜2019/12

咳エチケット、頻繁な⼿洗い励⾏/市中での感染拡⼤がない / Wash hands flequently,
cough etiquette / small number of infectious case in city

2020/2/12/〜

根拠
Basis
Before covit-19/covit-19顕在化以前

スポーツ庁発信/ Japan Sports Agency

現時点で政府として⼀律の⾃粛要請を⾏うものではありません。屋内などで，お互いの距
2

主催者判断/ Decision 離が⼗分にとれない状況で⼀定時間いることが，感染のリスクを⾼める。主催者判断、実
by organizer

施の場合は感染拡⼤防⽌策を/Events can be organized by Organizer's decision, risk

2020/2/21〜

スポーツ庁発信/ announcement from Japan Sports
Agency

and responsibility with appropriate safety measures.
全国的な⼤会は中⽌・延期・規模縮⼩を/National level events are requested
cancellation, postponement or size down
⾃粛要請延⻑、密閉・密集・密接の回避よびかけ/ Avoid 3C: Closed air, Clouds of
people, Close distance
主催者判断、実施の場合は感染拡⼤防⽌策を / Events need careful measure for control
イベント⾃粛要請
3

infection

2020/2/26〜

スポーツ庁発信/ Japan Sports Agency

2020/3/10〜

スポーツ庁発信/ Japan Sports Agency

2020/3/20〜

スポーツ庁発信/ Japan Sports Agency

/Request for events ・屋外でのスポーツやスポーツ観戦、⽂化・芸術施設の利⽤、参加者が特定された地域イ
to: cancel,

ベントなどについては、適切な感染症対策を講じたうえで、それらのリスクの判断を⾏

postpone，size down い、感染拡⼤のリスクの低い活動については注意をしながら実施する。/ Local outdoor

2020/4/1〜

cultural & sports events, with identified participants, with appropriate measure

政府専⾨家会議提⾔/Expert committee for Japanese
government

against infection, can be organized.
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599698.pdf

2020/02/25

厚⽣労働省/Ministry of Health,Labour and Welfare

https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000603611.pdf

2020/02/25

Ministry of Health,Labour and Welfare

https://www.mext.go.jp/content/202000311-mxt_kouhou01-000004520_3.pdf

2020/03/10

スポーツ庁発信/ Japan Sports Agency

北海道で外出⾃粛要請2/28-3/19 / Stay home request at Hokkaido prefecture

2020/2/28〜3/19

東京・関⻄圏などで外出⾃粛要請
4

外出⾃粛要請/Request /Stay home request around Greater Tokyo and Osaka. Avoid go out in case of low
to stay at home

徹底した外出⾃粛要請
5

不要不急の⽤時は後⽇に. 「三つの密」を避ける。

/Extreme request to
stay at home

2020/3/28〜

need and not urgent. Avoid 3C: Closed air, Clouds of people, Close distance

北海道知事決定/Decision of Prefectural governor
東京・⾸都圏近県・近畿圏等知事決定/ Decision of
Prefectural governor around Tokyo, Osaka

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000627561.pdf

2020/03/28-rev.05/04 厚⽣労働省/Ministry of Health,Labour and Welfare

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000624195.pdf

2020/03/28-rev.04/16 Ministry of Health,Labour and Welfare

原則、外出しない / Stay home, Not go out, in principle

2020/4/7〜

政府緊急事態宣⾔/Declaration of a state of emergency

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000620733.pdf

2020/04/07

Ministry of Health,Labour and Welfare

これから（予測・願望）/from now（estimation +desire)
レベル

⼀⾔で⾔うと

開催可能と判断される⼤会の例

Level

Key word

Events possible to be organized

想定期間
Estimated Duration
2020/4/7〜5/6 延⻑も

徹底した外出⾃粛要請 e-sports以外の⼤会は開催できない/ Only e-sports events can be organized
5

stay at home

4

外出⾃粛要請/Request
to stay at home

あり得る/Until end of
May, or extended

/Extreme request to
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/jspo/guideline.pdf

e-sports以外の⼤会は開催できない/ Only e-sports events can be organized

2020/05/14

2020/5〜summer夏まで︖

根拠例
Example of basis

政府緊急事態宣⾔終了/ End of Declaration of a state of
emergency
⽇本スポーツ協会・⼤会再開ガイドライン/Japan Sports
Association，Guide line for restart of sports events
都道府県知事による規制解禁/Decraration from
Prefectural governor

必要性、地域性等を考慮し対策を施した上で下記の⼤会等/ Following events with
appropriate measures against infection
イベント⾃粛要請
3

・中⼩規模のクリテリウム・ロードレース

政府専⾨家会議提⾔、厚⽣労働省・スポーツ庁等からの声
/ Criterium with small number of people

/Request for events ・単独発送する屋外ロードタイムトライアル / Road Time trial
to: cancel,

2020summer〜Autumn 明発信 / Advise from Expert committee for Japanese
秋まで︖

government, Announcement from Ministry of
Health,Labour and Welfare or Japan Sports Agency

・屋外トラック⼤会（無観客/中⼩規模等）Outdoor track events without spectators,

postpone，size down not National level

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000630718.pdf

主催者判断/Decision
2

by organizer, case by
case

2020/05/14

３に加えて、/ in addition to #3,
・ロードレース / Road race
・屋外トラック⼤会/ Outdoor Track events

秋から年末︖

制限なし/No ristriction 制限なし,新しい⽣活様式のもとで/No ristriction, but with new life style

government, Announcement from Ministry of

政府専⾨家会議提⾔、厚⽣労働省・スポーツ庁等からの声
数年間/ several years

・屋内トラック⼤会/ Indoor Track events

0

明発信 / Advise from Expert committee for Japanese
Health,Labour and Welfare or Japan Sports Agency

・屋内トラック⼤会（⼩規模）/ Indoor Track events (Small size event)

注意喚起/Warning

government
政府専⾨家会議提⾔、厚⽣労働省・スポーツ庁等からの声

2020Autumn〜X'mas︖

２に加えて、/ in addition to #2,
1

政府専⾨家会議提⾔/ Expert committee for Japanese

明発信 / Advise from Expert committee for Japanese
government, Announcement from Ministry of
Health,Labour and Welfare or Japan Sports Agency

several years数年後〜

WHOによる終息宣⾔/ WHO announcement

感染拡⼤防⽌に関するイベント制限の変遷と今後の予測 案

v20200411Matsukura

Draft Plan against covit-19
これまで/until to now
レベル

⼀⾔で⾔うと

概要・事例

Level

Summary

Conditon

いつから︖
Date

0

制限なし/No ristriction 特に制限無し

1

注意喚起/Caution

咳エチケット、頻繁な⼿洗い励⾏/市中での感染拡⼤がない

主催者判断/Decision

現時点で政府として⼀律の⾃粛要請を⾏うものではありません。屋内など

2

中国での状況が伝えられる以前

2020/2/12/〜

スポーツ庁発信

2020/2/21〜

スポーツ庁発信

全国的な⼤会は中⽌・延期・規模縮⼩を

2020/2/26〜

スポーツ庁発信

⾃粛要請延⻑、密閉・密集・密接の回避よびかけ

2020/3/10〜

スポーツ庁発信

主催者判断、実施の場合は感染拡⼤防⽌策を

2020/3/20〜

スポーツ庁発信

スクを⾼める。主催者判断、実施の場合は感染拡⼤防⽌策を

イベント⾃粛要請
3

Sourse

〜2019/12まで

by organizer, case by で，お互いの距離が⼗分にとれない状況で⼀定時間いることが，感染のリ
case

根拠

(from)

/Request for events
to: cancel,
postpone，size down

・屋外でのスポーツやスポーツ観戦、⽂化・芸術施設の利⽤、参加者が特
定された地域イベントなどについては、適切な感染症対策を講じたうえ
で、それらのリスクの判断を⾏い、感染拡⼤のリスクの低い活動について

2020/4/1〜

政府専⾨家会議提⾔

は注意をしながら実施する。

4

外出⾃粛要請/Request 北海道で外出⾃粛要請2/28-3/19
to stay at home

東京・関⻄圏などで外出⾃粛要請

2020/2/28〜3/19
不要不急の⽤時は後⽇に

北海道

2020/3/28〜

東京・⾸都圏近県・近畿圏等

徹底した外出⾃粛要請
5

/Serious request to

原則、外出しない

2020/4/7〜

政府緊急事態宣⾔

stay at home
これから（予測・願望）/from now（estimation +desire)
レベル

⼀⾔で⾔うと

開催可能と判断される⼤会の例

Level

Summary

Events possible to be organized

期間

根拠例

Duration

Sourse example

徹底した外出⾃粛要請
5

/Serious request to

e-sports以外の⼤会は開催できない

2020/4/7〜5/6 延⻑もあり得る

e-sports以外の⼤会は開催できない

2020/5〜summer夏まで︖

政府緊急事態宣⾔終了

stay at home

4

外出⾃粛要請/Request
to stay at home
イベント⾃粛要請

3

都道府県知事による規制解禁

必要性、地域性等を考慮し対策を施した上で下記の⼤会等

/Request for events ・観客の少ない中⼩規模のクリテリウム・ロードレース
to: cancel,
・単独発送する屋外ロードタイムトライアル

2020summer〜Autumn 秋まで︖

政府専⾨家会議提⾔、スポーツ
庁等からの声明発信

postpone，size down ・屋外トラック⼤会（無観客または中⼩規模）
主催者判断/Decision ３に加えて、
2

by organizer, case by ・観客が少なめなロードレース
case

1

0

注意喚起/Coution

・屋内トラック⼤会（ローカル、無観客など）
２に加えて、
・屋内トラック⼤会（全国⼤会）

制限なし/No ristriction 特に制限無し

2020Autumn〜X'mas

秋から年 政府専⾨家会議提⾔、スポーツ

末︖

2021〜数年間several years
ラもこの状態中か
several years数年後〜

庁等からの声明発信

オリパ 政府専⾨家会議提⾔、スポーツ
庁等からの声明発信
WHOによる終息宣⾔

