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（※）大声の定義を「観客等が、通常よりも大きな声量で、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は「大声あり」に該当することと整理する。

（注）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・参加人数を記載すること。

開催
概要

本項目では、チェックリストを記入する前に、イベント
の情報をご登録ください。

イベント名 つながるフェスタ

出演者・
チーム等

別紙のとおり

開催日時
令和４年１１月５日～６日 １０時００分 ～ １５時３０分

（複数回開催の場合 → 別途、開催する日時の一覧ご提出ください。）

開催会場 道の駅ふくしま

会場所在地 福島市大笹生月崎１－１

主催者 福島県県北地方振興局

主催者所在地 福島市杉妻町２－１６

主催者
連絡先

（電話番号）
０２４－５２１－２６５８

（メールアドレス）
kenpoku.kikakushoukou@pref.fukushima.lg.jp

収容率
（上限）

いずれかを
選択

大声なしで開催

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

大声ありで開催

③収容定員あり
50％

④収容定員なし
十分な人と人との間隔(最低１ｍ)

「大声あり」、「大声なし」のエリアを明確に区分して開催

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:

十分な人と人との間隔(最低１ｍ)

収容定員 〇〇,〇〇〇人 （注） ―

参加人数 １日当たり延べ3,000人

その他
特記事項

会話は来場者と出展者のやりとりのみであり大声を伴わない。
（大声なしの場合は、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ください。）

☑



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

①飛沫感染対策

☑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

☑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。

「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、

 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

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

☑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】

③接触感染対策

☑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

☑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】

基本的な
感染防止

イベント開催時には、下記の項目（イベント開催時の必
要な感染防止策）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、個別のイベントご
との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。

感染防止策チェックリスト
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１．イベント参加者の感染対策
（２）その他の感染対策

④飲食時の
感染対策

☑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

⑤イベント前の
感染対策

☑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

⑥感染拡大対策
☑イベントで感染者が発生した際の参加者への注意
喚起

２．出演者やスタッフの感染対策

⑦出演者や
スタッフの
感染対策

☑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

☑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

基本的な
感染防止

感染防止策チェックリスト
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イベント開催時には、下記の項目（イベント開催時の必
要な感染防止策）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、個別のイベントご
との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。



～ 小雨決行・荒天中止10：０0 15：30

入口でクイズシートをゲット。
各ブースに掲示してあるクイ
ズを解いて、答えを記入しま
しょう。

クイズに答えよう！

解き終わったら、受付ブース
（入口すぐ近く）にて答え合わ
せ。※すべてのクイズを解けな
くてもＯＫ！

答え合わせをしよう！

３問以上正解で素敵な賞品を
プレゼント！何が当たるかは
ガラポンを回してのお楽しみ。

正解者全員にプレゼント！

※新型コロナウイルス感染症対策として、混雑状況により入場を制限させていただく場合がござ
います。また、状況によりイベントを中止にする場合がございます。あらかじめご了承ください。
※体調に不安がある方は参加をお控えください。

主催：福島県 県北地方振興局主催：福島県 県北地方振興局 問い合わせ先／つながるフェスタ事務局問い合わせ先／つながるフェスタ事務局 024-593-0500024-593-0500TELTEL

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

つながるクイズラリーを実施
素敵な賞品が当たる！

後援：宮城県大河原地方振興事務所、山形おきたま観光協議会、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、福島商工会議所、二本松商工会議所、飯坂町商工会、松川町商工会、
桑折町商工会、国見町商工会、伊達市商工会、保原町商工会、川俣町商工会、飯野町商工会、あだたら商工会、大玉村商工会、本宮市商工会、福島市観光コンベンション協会

10：０0～15：30

道の駅ふくしま
多目的広場にて開催
道の駅ふくしま
多目的広場にて開催

小雨決行・荒天中止
福島に大集合！

各地域の特産品を販売＆文化を体験

「新型コロナウイルス感染防止対策」について皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。

①マスクの着用 ②手指消毒 ③適切な間隔の確保

コロナ対策
について
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シャインマスカット
福島県伊達市

よつわりパン
福島県南相馬市

ミツロウラップ
宮城県丸森町

芋煮
山形県置賜地域

宮城県大河原町
にゃんこけしの絵付け体験※11/5（土）のみ、なくなり次第終了



　猫の形が可愛らしい「にゃんこけ
し」の絵付け体験ができます。また、
陶芸品や木工品、猫をモチーフにし
た雑貨が豊富に揃っています。

大河原町
うらにわあとりえ

　たけのこカレーや水煮などの加
工品、そして水で洗って繰り返し
使用できるサスティナブルな「ミ
ツロウラップ」の販売も行います。

丸森町 
いなか道の駅やしまや・
マメムギモリノナカ

　わんちゃんの肉球をモチーフに
したクッキーやマシュマロ、季節
の焼き芋マフィンなど可愛らしい
手作りお菓子がいっぱいです。

角田市
Cafe&Kitchen TERRIER

丸森町 丸森町 

　山形名物の芋煮や、玉こんにゃ
く、山形県産の野菜や果物を販売
します！山形の秋の味覚を存分に
お楽しみください。

飯豊町 
道の駅いいで 

めざみの里観光物産館

　「やまがた地鶏」を使った芋煮
や、コロッケ、メンチカツなどの特
産品を提供します。山形県置賜地
域の観光PRも行います！

山形おきたま観光協議会・
小国町 おぐに地鶏フーズ

　ご当地パン「ベタチョコ」や人気
商品「和ごころ」、「チーズフォン
デュフランス」など　他では買えな
い商品を数量限定で販売します！

高畠町
たいようパン

※内容は変更になる場合がございます。

宮城県

Introducing 
the Miyagi booth

ブース紹介

山形県

Introducing 
the Yamagata booth

ブース紹介

　「なつはぜ」を使ったジャムやアイ
ス、「雪っ娘かぼちゃ」を使った焼き
菓子や調味料、「飯舘産黒毛和牛」の
ハンバーグなどを提供します。

飯舘村

相双

　十字に切り込みを入れたパンの中
に、生クリームとあんこが入った「よ
つわりパン」を始め「野馬追カレー」
「相馬巻」などを販売します。

南相馬市

相双

　福島市で人気の２店が出店。
「らったるった」のマフィンや「ふ
くしま果樹加工考案室」のフルー
ツグラノーラなどが楽しめます。

福島市 
ふくしま果樹加工考案室・
マフィン専門店らったるった

県北

　シャインマスカットや西洋梨の
ゼネラル・レクラークなどの果物、
焼きドーナツを用意してお待ちし
ております！

伊達市
伊達市観光物産交流協会

県北

　桑折産の桃と桑折町の日本酒「辛
口桑折」の酒かすを食べて育った「ロ
イヤルピーチポーク」の生ウイン
ナーやロースハムを販売します。

桑折町
うぶかの郷

県北

　「奥の松」「大七酒造」など二本松
の蔵元が醸造した日本酒や、郷土料
理“ざくざく汁”など地元が誇る特
産品を豊富にご用意しております。

二本松市
道の駅「安達」智恵子の里

県北

　栄養豊富な「本宮烏骨鶏」の卵や老
舗の菓子店「ぬか茂」の紅茶かりんと
うなど地元で愛される特産品を販
売。ぜひご賞味ください！

本宮市

県北

　新鮮な野菜・果物や、福島県産米
「福、笑い」、さらに村産コシヒカリ
や天のつぶで作ったせんべいと大
玉自慢の産品をお届けします。

大玉村
あだたらの里直売所

県北

　川俣シャモを使った商品がたく
さん！焼き鳥を始め、炊き込みご
飯の素やカレー、鍋、アヒージョな
ど種類豊富に販売しています。

川俣町
ふくしまの地鶏 川俣シャモ

県北

　県北農林事務所で開催するイベン
トなどの紹介と、魅力あふれる農作
物の加工品・６次化商品を販売しま
す。ぜひお立ち寄りください！

県北農林事務所

県北

　福島県北・相双地域の観光ＰＲと
移住相談を行います。県北・相双を
楽しみたい、住んでみたい方、ぜひ
相談にお越しください！

ふくしま県北＆相双
観光・移住PR

福島県

Introducing 
the Fukushima booth

ブース紹介

仙南

置賜

県北

相双

11/5（土）
のみ参加

にゃん
こけし

肉球
クッキー

ミツロウ
ラップ

山形名物
芋煮

よつわり
パン

シャイン
マスカット


