
飯田市新型コロナウイルス感染症対策 

第７回 専門家会議 次第 

 

令和３年４月 28 日（水） 13：15～ 

於：飯田市役所 第２委員会室 

 

 

１ 開  会 

 

 

 

２ 市長あいさつ 

 

 

 

３ 協  議 

（１） 夏のイベントに係る感染対策について（案） 

 

 

 

 

 

（２） その他 

 

 

 

 

４ 閉  会 
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飯田まつり第 40 回飯田りんごん事業計画（案） 

 

１．趣 旨 

「りんご並木」は、飯田市民の誇りであり心のよりどころとなっており、この「りんご並木」の精神のもと

に、連帯と協調の輪を広げるまつりが「飯田りんごん」である。今や踊る人、見る人、まつりを支える人、

すべての心が一つになり市民の和を高める一年に一度の催しとして定着している。 

りんご並木の美しい景観とその精神を守り広く伝えていくとともに、市民が集う憩いの場としてまつりの

中心に据える。 

また、いいだ人形劇フェスタ 2021 の開催とあわせ、多くの方々に飯田市をＰＲする機会として情報の

発信をおこなっていく。 

 

２．期 日 

令和３年８月７日（土） 午前11時開始 午後７時15分終了（予定） 例年:11時～20時45分 

ふれあい
アップルタウン

飯田りんごん踊り

煙火打上げ

交通規制

11時

準備

10:00~20:00
[10Ｈ]

19:00~19:15
[15min]

16:30~19:00
[2.5Ｈ]

片付け

17時 18時 19時 20時

11:00~15:00
[4Ｈ]

12時 13時 14時 15時 16時10時

 

※小雨決行 (荒天中止)  ※催しものの中止判断は当日８時頃までに決定。 

 

３．主 催 

りんご並木の街飯田まつり協議会（第40回飯田りんごん実行委員会） 

（事務局：飯田市産業経済部観光課） 

 

４．本年度の方針 

・国や長野県の新型コロナウイルス感染症対応方針に沿って、まつり参加者と関係者が安心して参

加できるまつりとする。 

・まつりの歴史を途切れさせないために、来年につながるまつりとする。 

・「市民参加型の市民が楽しむ市民まつり」を意識し、コロナ禍でも市民が楽しめるまつりを目指す。 

・人形劇フェスタ、まちなか商業者等と連携しながらコロナ対策を講じた催しを実施し、人形劇の

まち飯田の魅力アップ、地域経済の活性化を促進する。 

・アナウンス部門の情報発信力を高め、当日の催事の紹介、コロナ対策や熱中症対策の呼びかけを

効果的に発信する。交通部門や危機管理部門と連携した放送体制を強化する。 

 

５．新型コロナウイルス感染症対策 

（１）感染警戒レベルに応じた開催判断 

【判断時期】６月末 第２回実行委員会 

   【判断基準】・レベル４以上の場合は、開催中止または延期を協議する。 

・必要な感染防止策を講じることができず安全確保が困難だと判断される場合は、開

催中止または延期を協議する。 

           ※６月末以降もレベル４を判断基準とし、コロナの状況に応じて協議する。 

           ※中止等の場合、オンライン等による代替事業の実施を検討する。 
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（２）必要な感染症対策について 

・催し箇所など人が集まる場所はバリケード等で囲み、人数制限等の入場管理を行うと共に、誘

導人員を配置して密とならない動線を確保する。 

・飛沫感染防止のため、参加者及び関係者のマスク着用を原則とし、大きな声は控える。 

・まつり会場内（歩行者天国エリア、セントラルパーク、プール跡地など）では、飲食用に感染

防止策を行ったエリア以外での飲食は禁止（水分補給は除く）とし、感染防止策が行われてい

ない場所での出店及び露店はテイクアウトのみとする。 

・飲酒、酒類の販売及び持ち込みは禁止とする。 

・消毒、手洗いの促進及び環境整備を行う。 

・踊り参加者は、飯田下伊那にお住いの方に限ることとする。 

・踊り参加者は、まつり２週間前から当日まで、指定の健康チェックシートで健康管理を行い、

当日来場前の体温測定結果と共に参加連代表者を通じて報告することを義務づける。参加連代

表者からは別途、参加者全員の住所、氏名、連絡先を記載した名簿を提出してもらう。 

・体調不良者の参加を控えていただくこと、まつり前後の体調管理について事前周知を行う。 

・３密回避のための誘導人員を確保するため、ボランティアスタッフを募集する。また、遊撃警

備員を増員する。 

 

６．催しもの等 

（１）ふれあいアップルタウン２０２１ 

時 間：午前11時～午後３時（予定） 

場 所：中央通り、銀座、知久町、伝馬町各商店街 

規 制：午前10時開始予定（イベント準備） 

・催し箇所（人形劇、ダンス、アトラクション、縁日など）は、入場管理をして参加者の安全

を確保する。 

・まつり会場内では、飲食用に感染防止策を行ったエリア以外での飲食は禁止（水分補給は除

く）とし、感染防止策が行われていない場所での出店及び露店はテイクアウトのみとする。

飲酒、酒類の販売及び持ち込みは禁止とする。 

・出店は間隔を空けて設置し、購入待ち列で密にならないように工夫する。 

・参加者の密を回避するため、歩行者天国から各店舗に分散させる取り組みを実施する。 

・本部前イベント、ダンススポットは実施しない。ただし、例年出演している団体の自主運営

にてコロナ対策を講じて実施できる場合は検討する。わいわいパレードは実施しない。 

 

（２）飯田りんごん踊り２０２１ 

時 間：午後４時30分～午後７時（予定） 

場 所：中央通り、銀座、知久町、伝馬町各商店街 

募集部門：①正調踊りとことん追求部門（正統派りんごん賞） 

     ②踊り自由 フリースタイルりんごん部門（フリースタイルりんごん賞） 

・２つの部門で募集し、各部門で１つの連を優秀賞として表彰する。副賞として、来年の飯田

りんごんのスタート位置を選べる権利と踊り開始前にパフォーマンスを披露する権利（希望

すれば）を与える。 

・フリースタイルりんごん部門の踊りは、５つの条件をクリアしていれば踊りの内容は自由と

する。①声は出さない ②１m 以上のソーシャルディスタンスを保つ ③マスクもファッシ

ョンの一部として必ず着用する ④配布されたうちわを必ず利用する ⑤振付けに飯田市に

関連するものを入れる（現在は獅子舞・花火・天竜川）。 ※部門①にも条件①～④を適用 
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・踊る場所を２コースに分散、踊る時間を５回に分散して実施する。 

・熱中症リスクを軽減するため、小学生以下は15分間と20分間の選択制にする。 

【コース】① 中央通り４丁目出発 ⇒ 伝馬町１丁目終了 

② 知 久 町４丁目出発 ⇒ 銀 座３丁目終了 

 

コース 人数目安 集合時間 踊り開始時間 踊り終了時間 踊り

① 450名 16:45 15分間

② 450名 16:50 20分間

① 450名

② 450名

① 450名

② 450名

① 450名

② 450名

① 450名

② 450名

17:30

グループ２

小学生以下
16:00～
16:10

16:30

グループ１
16:45～
16:50

17:05

19:00

17:15～
17:20

17:35 18:00

グループ３
17:45～
17:50

18:05 18:30

25分間

グループ４
18:15～
18:20

18:35

 

・横４名並びの隊列で踊り手同士は１ｍの間隔をとり、かけ声を出さないこととする。 

・短時間（25分間）の実施のため、原則マスク着用とする（熱中症リスクについて検討）。 

・踊りの対面通行をやめ、スタート地点からゴール地点まで一方通行で実施する。 

歩 道

車道中央線

一

方

通

行

歩 道

1.0ｍ

1.0ｍ

 

4



 

・踊り参加者は、まつり前後の体調管理及び当日のコロナ対策を徹底してもらう。 

・スターティングセレモニーは内容を見直し、短時間での実施とする。 

・りんごんコース内には露店を設置しないこととし、りんご並木等に露店同士の間隔を空けて

設置することを検討する。その場合、りんご並木は一方通行に制限する。 

・ (株)飯田ケーブルテレビ様、信越放送(株)飯田支局様よりうちわ(骨組みは竹製)の提供をい

ただき参加者に配布を行う。 

 

（３）煙火打ち上げ 

時 間：午後７時～（予定） 

場 所：愛宕神社 

・疫病退散、来年通常どおりの開催ができることを願って煙火を打上げる。 

・個人煙火（メッセージ花火）は募集しない。 

 

７．付帯事業 

（１）ポスターの募集 

・市内小学校を通して小学生から募集。審査会を行い、最優秀賞（１作品）に選出された作品を飯

田りんごんポスター図案とし、各所へ配布・掲示する。また、入選者については当協議会会長か

ら表彰を行う。 

・開催中止となった場合はポスター掲示等ができないため、作品を市内で展示する。 

 

（２）写真コンクール、りんご並木活性化事業 

・新型コロナウイルス感染防止のため実施しないこととする。 

 

８．広報宣伝活動 

（１）ウェブサイトでの広報 

・踊りや催しの参加募集、イベントの紹介等を飯田市ウェブサイトにて広報する。 

・新型コロナウイルス感染防止のための注意事項を周知する。 

・YouTube等のオンラインツールによるライブ配信を検討する。 

 

（２）パンフレットの配布 

・７月中旬 全戸配布他 

・新型コロナウイルス感染防止のための注意事項を記載する。 

 

（３）メディアの活用 

・飯田ケーブルテレビによる りんごん踊り生中継、事前ＰＲ番組等の放送 

・ＳＢＣラジオによる事前告知 

・いいだＦＭによる生放送、事前告知 

・新型コロナウイルス感染防止のための注意事項をアナウンスする。 

 

（４）駐車場及び公共交通機関の利用 

  ・新型コロナウイルス感染防止のため、シャトルバスは運行しないこととする。 

  ・参加者に対して、公共交通機関の利用促進を呼びかける。（ＪＲ、バス等） 

・ＪＲに臨時列車を要望する。 
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９．交通対策及び危機管理 

（１）関係機関と協力・連携することによる安全対策の強化 

（２）緊急体制に備えた本部機能の充実 

（３）まつり終了時における規制解除時間の遵守のため、周知徹底を図る 

（４）新型コロナウイルス感染が疑われる参加者が発生した場合に適切に対応する 

 

10．その他 

（１）市民事務局の活動を活性化しながら、市民の皆さんや熱意のある人材の活用で、魅力ある企画を

する。 

（２）コロナ感染防止のための注意事項、接触確認アプリ（COCOA）のＱＲコード、熱中症予防等を記載

した看板を設置する。 

（３）コロナ対策及び環境配慮のため、ごみは各自で持ち帰ってもらうこととし、ゴミの削減に努める。 
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歩 道

ふれあいアップルタウンでの感染防止対策例

１.催し箇所での感染防止策例

人形劇

座席
受付

出

口
入

口

歩 道

２.出店の感染防止策例

テント テント テント

受付

歩 道

３.飲食用に感染防止策を講じたエリアの設置例

テント テント テント

席 席

２ｍ

１ｍ

連絡先記入用紙の回収

歩道での観覧禁止を呼びかける

1.4ｍ

・目印テープ等を使用し、

待機列の間隔を確保

1.4ｍ

入口

２ｍ

・使用後の消毒

・透明ﾋﾞﾆｰﾙｶｰﾃﾝ等の設置

・手指消毒液の設置

・検温の実施

・連絡先記入用紙の配布

・待機列の間隔を確保

テントの間隔を空ける

透明ﾋﾞﾆｰﾙｶｰﾃﾝ等の設置

透明ﾋﾞﾆｰﾙｶｰﾃﾝ等の設置
テントの間隔を空ける

出口

上記１に同じ
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令和３年度 飯田時又灯ろう流し実施計画（案） 

 

１.  主   旨  「飯田時又灯ろう流し」は聖霊供養と平和への祈りをささげる祭りとして 

天⻯川の灯ろう流しと夜空を彩る花⽕⼤会を開催します。 

 

２. 期   日    令和３年８月１６日（月）荒天順延  

 

３. 主   催    飯田時又灯ろう流し実行委員会 

 

４. 本年度の方針  

・「with コロナ」時代における新たな花⽕⼤会のかたちを模索するとともに、国や⻑野県の新型コロ

ナウイルス感染症対応方針に沿って、参加者と関係者が安心して参加できる花⽕⼤会とする。 

 ・まつりの「思い」「歴史」「伝統」を途切れさせないために、来年以降につながる花⽕⼤会とする。 

 ・過度な誘客を控え、飯田市⺠を対象とした花⽕⼤会とし、飯田市⺠に花⽕やまつりの良さを再認識

していただくともに、時又区を中心とした地域経済の活性化を促進する。 

 

５．新型コロナウイルス感染症対策 

（１）感染警戒レベルに応じた開催判断 

【判断時期】・必要に応じて実行委員会において判断 

   【判断基準】・レベル 4（⻑野県感染警戒レベル）以上の場合は、開催中止または延期を含め、協

議する。 

・必要な感染防止策を講じることができず安全確保が困難だと判断される場合は、

開催中止または延期する。 

          ※判断基準は国のガイドライン等を参考とし、随時変更も検討する。 

 

（２）必要な感染症対策について 

・花⽕会場となる人が集まる場所はバリケード等で囲み、人数制限等の入場管理を行うと共に、観覧席

を設ける。 

・ご来場前に必ず検温していただき、健康状態に不安のある方や、次に該当する方はご来場をお控えい

ただく。 

① 平熱と比較してプラス 1.0 度を超える発熱がある方（目安：37.5 度以上） 

② 体調がすぐれない方（咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、目の

痛みや結膜の充血、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐などの症状がある方） 

③ 新型コロナウイルス感染症陽性者と濃厚接触した方 

④ 過去 2 週間以内に感染が引き続き拡⼤している国・地域への訪問歴がある方。また、当該国・地

域の在住者との濃厚接触がある方 

・会場内に入場口を設けて、入場者の検温及び手指消毒を実施する。 

・観覧者は厚生労働省が推奨する、新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」のインストールを

2021.4.28 専門家会議資料 
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お願いする。 

・誘導人員を配置して密とならない動線を確保する。 

・飛沫感染防止のため、参加者及び関係者のマスク着用を原則とし、⼤きな声は控える。 

・会場内での飲食は原則禁止（水分補給は除く）とする。 

・飲酒、酒類の販売及び持ち込みは禁止とする。 

・体調不良者の参加を控えていただくこと、まつり前後の体調管理について事前周知を行う。 

 

６. 事業概要 

（１） 灯ろう流し 聖霊供養の祈りを込めて、天⻯川に灯ろうを流す。 

（２） 花⽕⼤会 【飯田市⺠限定】 

入場開始： 観覧席ごと入場開始時間を設ける 

打上開始： 19：00 開始 〜 花⽕終わり次第 終了予定（例年 19：00 開始〜20：40 終了） 

花  ⽕： 応援金やコロナの状況に応じて打ち上げ数を検討 

 花⽕会場： 時又港 

 交通規制： 例年より縮小（例年 交通規制開始 18：00） 

 入場対象： 飯田市⺠かつ応援金協⼒者  

 応 援 金： 「飯田時又灯ろう流し応援金」というかたちで、花⽕打上の応援者を募集する。 

       ⇒応援金額：１口 〇〇〇〇円 

       ⇒応援金協⼒者には、当日の入場券を配布。（例：1 口 2 名まで） 

※未就学児について、保護者 1 人につき 1 人同伴可。但し、席が必要な場合を除く。 

 観 覧 席： 花⽕会場内は完全予約制とし、事前に入場者の把握及び入場者の管理に努める。 

内容 タイムスケジュール 詳細 

応援金協⼒者の募集 事前募集 

【事前募集】「飯田時又灯ろう流し応援金」 

・花⽕応援者の募集、入場券の配布 

・入場者の事前把握 

入場規制 18：00  〜  18：55 

【入場規制】 

・観覧席ごとの入場時間の設定 

（例：新盆席、地区席、一般席等） 

【受付】 

・入場券の確認、検温、手指消毒等 

聖霊供養（灯ろう流し） 18：00  〜 
【事前申込】 

・希望者は事前申込 

花⽕打上 

19：00  〜  花⽕終了 

※例年 打上時間 19：00〜20：40 

花⽕数 2000 発 

【観覧席】 

・観覧席ごとの間隔（1ｍ程度）の確保 

【花⽕】 

・花⽕打上数、打上時間の短縮 

退場 花⽕終了 〜 
【退場】 

・観覧席ごとの退場時間の設定 
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（３） オンライン・ライブ配信 

・会場へ来られない方のために、Youtube や Instagram を利用したライブ配信を検討する。 

 

【会場イメージ図】 

 

 

 

・入場ゲートを設けて、入場券の確認及び検温、手指の消毒を行う。 

・会場内での飲食は原則禁止（水分補給は除く）とする。 

・会場内に誘導員を配置し、立ち見や指定席以外での座り込みを禁止する。 

入場口 

一般 Ａ席 

新盆 席  

一般 Ｂ席 

上限 1,000 人 

地区 席 

出口（一方通行） 

竹宵 

入場口 
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いいだ人形劇フェスタ 2021 感染症対策 

令和３年４月 26 日時点 

いいだ人形劇フェスタ実行委員会 

１ フェスタ開催期間 

令和３年８月５日（⽊）〜８日（日） ４日間 

 

２ フェスタ中止の判断 

（１）第 1 段階として、6 月末から７月上旬の時点で、下記の場合にフェスタを中止する。 

・飯田下伊那地域に⻑野県の警戒レベル４（特別警報）以上が発出された場合 

（２）上記以後も、判断基準に示した状況が発現した時点で緊急に企画運営会議を招集し、中

止の決定を行う。 

（３）フェスタ開催期間に、フェスタの参加者が新型コロナウイルスに感染した場合 

 

３ 飯田下伊那地域以外の劇団への感染対策 

 ※海外劇団の招聘は行わない 

（１）来飯前 

 下記のいずれかの場合に劇団の来飯をお断りする 

ア 緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発出された地域からの来飯予定者 

イ 直近 1 週間当たりの新規感染者数が人口 10 万人当たり 15 人以上の地域からの来飯予

定者 

ウ 来飯前２週間に、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発出されている地域への来

訪を予定している者 

（２）抗原検査実施 

ア 検査の対象者 

 ・飯田下伊那地域以外の上演参加劇団 

イ 検査方法 

  ・来飯後、参加受付時に検査キットを配布し検査を実施。 

  ※医療機関での抗原検査が望ましいが、劇人の来飯時間が不規則（前日の夜中到着等）

であり、医療機関への受検予約依頼数の把握が困難であることから、検査キットでの

検査とする。 

ウ 検査費用 

 ・検査費用は実行委員会と飯田市で負担する。 

（３）その他 

 ア 地区公演での交流会は自粛 

イ 宿泊施設や市内での飲食の機会では、慎重な行動を呼びかける。（飲食店にも注意喚起） 

 

４ 観劇者への感染対策 

（１）来飯前 

  飯田下伊那地域以外の劇団への感染対策と同様とする 

（２）抗原検査実施 

・来飯時に検査を受けていただけるよう協力依頼を行う。（費用は自己負担） 
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（３）観劇時 

いいだ人形劇フェスタ感染拡大防止マニュアルに沿った基本的な感染症予防対策 

ア ３密の回避 

・密にならないよう、それぞれの会場ごと収容定員の制限を行う 

イ 連絡先の把握（氏名・連絡先など） 

・指定席公演でのチケット販売システムによる来場者の把握 

・上記以外の公演では、会場受付時での連絡先用紙への記入 

 

５ 関連催事 

（１）劇団や観劇者への飲食の販売、提供は行わない。 

（２）マスクを外し、会話をするようなイベントは中止 

（３）劇団との交流は、基本的に自粛 

（４）セントラルパーク 

ア 大テント出入り口を 1 カ所とし、定員を 100 名とする。（イスを並べ間隔をとる） 

 イ 出店の中止 

（５）わいわいパレードは中止 

 

６ ふれあいキャブ・巡回バス 

・乗車時の手指の消毒、マスク着用、大声での会話の禁止など感染対策を実施。 

・走行中は窓を空けるなど換気を行う。 
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