
飯田市新型コロナウイルス感染症対策 

第 13 回 専門家会議 議事録（概要） 

 

令和４年４月 20 日（水）13:00～14:10 

於：飯田市役所 2 階 第 2 委員会室 

市長あいさつ 

第 13 回の専門家会議にご出席をいただきましてありがとうございます。今回は、初めて全員がオンラインでの

参加ということで、聞きづらい部分や資料が見にくいということもあるかと思いますが、何卒ご容赦いただきたいと

思います。 

今日の主な議題はお練りまつりの感染対策の検証であります。後ほど、商業観光課より説明させていただきま

すが、一部の出演団体から集団感染がありましたが、大きく見たときには最小限で食い止めることができたのでは

ないかと思っております。私は開催したことに大きな意義があったと思っており、関係者の皆様に感謝を申し上げ

たいと思います。 

一方、後ほど説明させていただきますが、教訓もあったわけで、今後に活かしていくことが大事だと思いますの

で、ぜひお気づきの点をご指摘いただきまして、今後につながる対策を整理したいと思いますのでよろしくお願い

します。 

 

協議 (以下、市長は座長となります) 

(座長) 

早速ですが、「（１）お練りまつりの実施と感染対策に関するまとめ」ということで、商業観光課で資料をまとめて

おりますので、お聞き取りいただきまして、ご指摘などいただければと思います。よろしくお願いします。 

 

(山口商業観光課長) 

飯田お練りまつりの実施に関するまとめということでございまして、令和４年３月 25 日から 27 日に開催されまし

た飯田お練りまつりにおきまして、終了後に出演団体の一部から新型コロナウイルスの陽性者が確認されました。

主催者であります飯田お練りまつり奉賛会から提出のあった中間報告を踏まえ、市の支援や取り組みにおける課

題等を検証し、コロナ禍における野外イベントの開催にあたって留意すべき事項を検証結果として取りまとめまし

た。なお、飯田お練りまつり奉賛会の検証結果につきましては、４月 28 日に飯田商工会議所の記者会見で報告

がされるとのことです。 

まず、開催までの経過です。令和４年１月から感染拡大の状況を踏まえ、安全安心な実施に向けた感染対策

をさらに強化する必要があると判断し、補助金を増額して、感染防止対策のための受付体制作り、会場での混雑

回避対策、簡易検査キットの購入費等の経費を承認いただきました。３月７日に開催された飯田お練りまつり奉賛

会総会において、感染警戒レベル 5 の場合は、県の示す基準に従い、感染防止安全計画を県に提出し、感染

対策を強化した上で開催することが決定されました。飯田市といたしましては奉賛会の実施判断を尊重するとした

ところです。 

開催に向けた主な感染対策ですが、（１）観覧者対応、（２）出演者対応、（３）主催者対応と、それぞれに様々

な取り組みをしていただきました。特に“（２）④参加日ごとに簡易検査キットによる検査を行い、陰性を確認する。

検査したキットは氏名を記入し、画像にて保存する”ということは、徹底して行われたところです。 

飯田市の主な取り組みですが、飯田市では受付業務、雑踏業務、それらに関わる受付済証シールの作成費



や検温器、また GPS 定点カメラを活用した、会場内の混雑状況の可視化に関する費用をご支援しました。また抗

原定性検査キットを 21,000 個用意しまして、参加団体、出演者、奉賛会事務局、飯田市および周辺の宿泊施設

の観光客が参加日に観覧日ごとに検査をして、必ず陰性を確認してから出向いていただくようにしたところです。 

４ 取組実績につきましては、（１）受付シールですが、奉賛会事務局によると、26、27 日のシールの配布枚数

等はご覧の通りです。続いて（２）検査キット配布数です。①会議所への配布数 5,000 個のうち使用されたのは

4,050 個、②と③は飯田市の取り組みですが、②宿泊施設の配布数が 34 施設、③参加団体への市からの直接

配布はご覧の通りです。いずれも検査結果による指導等を受けてない状況です。次のページですが、（３）飯田市

職員の動員数です。①～⑥の担当で総勢 206 名でした。業務にあたった職員からの意見を聴取し、まとめていま

す。①観覧者の受付については、マスクにシールを貼るということは、わかりやすく有効であった。受付が混雑す

る状況が生じた場合の適切な人員の配置が必要であった。マスクにシールがない人、不織布マスクでない人が

見受けられた。練りナビが有効であったことが報告されました。続いて②雑踏の対応です。多数の職員が蛍光色

のジャンパーなど目立つ格好で巡回したことが有効であった。プラカードの掲示のみの注意喚起にとどまったとい

うことで感染対策の協力を求める訴求が薄くなった。路上での飲食などルールを守れていない方が散見されたこ

とがありました。 

続いて５ 観覧者を含む住民からの意見ということで、人混みの中で大声で喋っている人がいた。道端で飲酒

や飲食があった。受付を済まさず、マスクもしないで観覧している人がいた。団体の中に出演終了後に慰労会を

していた。出演者はマスクをしていなかった。布マスクの着用のみの人も見受けられたこと等々多数の意見をいた

だいています。 

６ 奉賛会事務局から報告のあった出演団体の感染状況および対応報告の状況です。４ページですが、開催

中の記述ですが、当日の演舞中に動きの激しい出演者は一時的にマスクを外していたこと。それから不織布では

ないウレタン製のマスクを着用する方が半数おられたこと。また半数は不織布マスクの上からウレタン製のマスクを

着用していたこと。それから３月 24～26 日の間は、演舞終了後に会食は行われなかったが、３月 27 日の演舞終

了後に団体の一部で会食が設けられていたことがわかりました。会食が行われたことについて、団体の幹部に事

後報告があったということが聞き取りでわかりました。それから３月 28 日に出演者のうち２名に発熱などの症状が

あり、検査が行われ陽性が発覚しています。陽性者の発覚後の対応ですが、３月 29 日に飯田保健所から指導を

受け、演舞者を中心に 250 名の濃厚接触者が指定されました。その後、演舞の内容や祭り中の行動について、

飯田保健所と協議する中で濃厚接触者が 100 名に絞られ、３月 29 日～４月２日まで５日間の自宅待機があった

ということです。下の表をご覧ください。感染が発生した団体の感染状況を整理したものです。この 100 名に絞ら

れた濃厚接触者の中から、陽性者が 28 名確認されました。演舞の役割を左に書いていますが、頭を担当された

方が 26 名、その他を担当された方が２名ということです。それから家族への感染が５名で合計 33 名の感染が確

認されています。また、濃厚接触者を含め 66 名いらっしゃいましたが、現在の状況については、通常復帰済みの

方が 65 名、後遺症の治療をされている方が 1 名と報告を受けています。また、４月 10 日に感染が確認された団

体の役員会が行われ、この指示について確認していると報告を受けています。 

飯田お練りまつり奉賛会においては、参加団体からの陽性者発覚に伴い、３月 30 日、４月４日、４月 11 日に全

出演団体に対して、出演者の感染状況、健康状態、家庭の状況などの確認を行っており、参加 25 団体のうち 24

団体は健康状態をはじめ、全て良好であったとの回答を受けたと報告を受けています。 

８ 検証結果ですが、検査キットにつきまして、出演団体からの聞き取りから、本来は鼻と喉からの採取が必要

であるけれども、喉の採取ができていなかった可能性があるということが判明しております。有効であるはずの手

技を誤ると機能がされないということがわかりました。それから先ほど上記６でご説明を申し上げました団体とは別



の参加団体において、出演予定者１名が事前に検査キットで陽性の確認がされ、出演を辞退したことにより、さら

なる感染拡大を防止することができたということがありました。また、チーム単位で演舞される中で、陽性者は幌の

一部に集中しており、ある程度距離がある部分の出演者からは出ていないこと。会食に参加した者以外からも出

ていないことから感染場所は演舞中であったものではないかと推測しています。観覧者はマスクの着用者が多数

であり、野外であったことから観覧が原因で感染が広がったということは特定ができなかったと考えています。運営

側のスタッフの増強による感染対策の徹底だけでなく、来場される方に新型コロナウイルス感染対策の取り組みを

知ってもらうことや、感染対策への意識を高めていただくことが重要と考えます。イベントに携わる全ての関係者が

日頃から感染拡大防止について強く意識することがイベント運営のために不可欠であるとともに、事前に感染症

対策の十分な周知と理解が必要であると考えます。今回の検証結果により、検査キットの適正な採取による検査、

特定の距離間の必要性、換気の必要性を改めて意識したことを、今後のイベントに活かす必要があるということで

まとめさせていただきました。以上です。 

 

(座長) 

若干、補足をします。検査キットを用いた陰性確認は毎日行われていました。陽性者が出た団体においても、

陰性を確認されていたということでしたが、先ほどご報告がありましたように、その団体においては、事務局からの

喉と鼻からの検体採取というガイドラインに対して、喉からの採取が十分にできていなかったかもしれないという報

告があったということでした。それから資料の最後にグラフを掲載しています。お練りまつりが３月 25～27 日に行

われたわけですが、その後の 29 日～31 日あたりに陽性者数が多くなっています。これがお練りまつりの影響では

ないかと市民の方からご指摘をいただいていますが、おそらくここで増えている分は、その直前の３連休で人が動

いた影響が１週間後のここに出てきているのではないかというのが、我々の理解であります。逆に 25～27 日の１週

間後にあたる４月５日～７日のあたりは、少なくはないですがここで大きな山が来ているということもなく、先ほどの

出演団体の集団感染があるんですが、それ以外のところはお練り祭りで大きな感染拡大を招いたという状況はな

いのではないかというのが、我々の理解です。以上の報告に対しまして、陽性者の対応にあたっていただいてい

る皆様方からご指摘がありましたらお願いしたいと思います。 

 

(委員) 

29 日に 75 名ほど陽性者が確認された日がありました。この日は火曜日ですが、保健所で集計したのはその前

日の 28 日分です。火曜日は、直前の土日と月曜日に体調が悪い方が合わさりますので、ピークになりやすい日

です。４月に入ってからも月曜日にたくさん確認されるというのが続いていますので、座長が説明されたとおりだと

思います。資料に数が書いてあるように、20 数名がお練りまつりの影響であり、それから感染元がわかっていない

人も一定加わるので、もう少し多いとは思いますが、２倍はいないと思います。先程のグラフで感染元不明という部

分をみていただくと、この頃は比較的感染元が追えていました。誰から感染したか判明していた方が多いですか

ら、お練りまつりによって広がったということはないと思います。ただ、お祭りということで人々の気分が高揚してい

て、感染しやすい状況がいろいろな場所で作られていたとは思います。お祭り状況下での飲食店や接客キャバレ

ーといったところで、少なくとも従業員の感染者はいると思います。今は保健所の業務がひっ迫していて、聞き取

り調査も２週間前までを聞き取るということができていません。お店の従業員は聞き取りで判明しますが、利用した

方の数字は捕まえられていないということが続いています。お練りまつりのあとに会食があったという情報は私達

にも入っていますが、感染を広めたと思われる方は参加していないとつかんでいます。 

 



(座長) 

ありがとうございました。他にご指摘やご発言がありましたらお願いします。 

 

(委員) 

質問の前に、先ほど言われた火曜日に発表される陽性者数が比較的多いというのは、データを追っているとそ

ういう傾向が明らかにあります。そこは私もデータをチェックする中で、感じています。 

質問になります。検証結果のところでです。まず上から二つ目の上記６に記載した団体と異なる参加団体という

のは、参加した 25 団体とは異なるという理解でよろしいですか。 

それから三つ目の会食に参加した者以外からも出ているということですけども、残念ながら一部の方が、直後に

会食をされたということですが、その会食をされた方の中から陽性者が出たということですか。結果論かもしれませ

んが、もし陽性となった方たちが会食をしていたということであれば、しっかり反省しないといけないと思います。座

長もおっしゃいましたが、私もお練りまつりは、開催するべきだと心から感じていました。これもある意味では社会

実験。検証しなければ、ここから先々、何もできないということが続いてしまうので、やはり社会を開くためにも経験

値を上げることも大切だと思います。今回示されていることが、この圏域の経験値として非常に重要なものになりま

すし、次のイベント開催にもそのまま活かせるものです。７年に一度という極めて大切なお祭りですので、非常に

意義深いことだったと思います。ですから、しっかりとここで検証するべきであって、会食で陽性が出たか出ないか

はすごく重要なことだと思います。それと屋外ということも非常に意味があります。今後のイベント開催においても、

屋外を有効に使うというのは、私も常々述べさせていただいていますが、屋外の十分な活用を考えてくださったら、

今後ますますイベント開催のハードルは下がってくると思います。それと５ページの下に表がありますが、表のす

ぐ上の行に、最終的に参加団体の出演者から陽性者が 28 名、家族に５名確認されたと書かれています。飯田下

伊那での感染動態は、家庭内感染が圧倒的に多いです。４月になって保育園から小中高までの集団生活の場

である教育現場が開きました。教育現場が開かれた結果として、いわゆる小規模クラスターから大規模クラスター

まで出てきています。子供たちは極めて無邪気だと思います。家庭に戻った中で、家庭内でのご両親との接触も

当然、密になります。そうすると当然のごとく家庭内がクラスター化します。教育現場で感染が起こって、それが家

庭に持ち込み帰られ、家庭内もクラスターになる。家庭内がクラスターになってしまっても、初期は無症状ですの

で、無症状のまま社会活動に出ていきます。そうすると次は市中感染です。教育現場から家庭に持ち帰られて、

家庭が市中感染のエピセンター化してしまう。市中にはたくさん働いている方がいますが、結果的に吹きだまりと

なってしまうところが、介護施設と医療機関です。介護現場では濃密な接触が必要な場所ですので、絶対的なク

ラスターとなります。そこを吹きだまりのように、どんどんと入所者全員の感染という事態になってしまいます。という

ことで絶対的に重要なのは、家庭内でいかに予防・対策できるかということです。今後のイベント開催、それから圏

域内での感染拡大をさせないためにも、この家庭内で陽性者が５名出てしまったのは、なぜなのかというところを

しっかり検証していただきたいと思います。出演される方々から陽性者が出るのはすり込み事項というふうに考え

ております。私と座長の個人的な話の中で出演者から陽性者が出たというのは想定外という表現があったんです

が、私はそうは考えていませんでした。出演者から陽性者が出るという前提の中で、その方々からの家庭内感染

をいかに防ぐかということに対し、どのような取り組み・理解をされていたか、そこが大きな検証事項だと思います。

圏域内の感染拡大を少しでも止めるには、家庭をエピセンター化させないということに尽きると私は理解していま

す。別次元で、もちろん夜の街はあります。ただ、それはどんな株であろうが揺るぎない部分です。ということで、こ

の家族に陽性者が５名出てしまったというこのケースにおいて家庭内陽性者についてなぜ起こったのか。検証の

部分において異なる参加団体は事前に感染拡大防止ができたとあるが、その異なる参加団体というのは、25 団



体とはまったく違う団体なのか。会食の現場に参加された人からは陽性者が出ていなかったか。以上、三つの質

問をさせていただきます。 

 

(委員) 

まず、事前に１団体から１人陽性者が出たので、その方は参加を取りやめましたが、その団体は出演したと思い

ます。その方は 26 日の朝に陽性がわかりました。前日の 25 日も検査をし、陰性を確認して練習に参加していま

す。翌日、参加するために再度検査をしたら陽性であったということです。25 日に一緒に練習をしていますが、陰

性が確認され、すなわちウイルス量が少ないときに練習していますから、周囲に広がらなかったと思います。した

がってその団体は全員感染しなかったと考察をしています。２点目の会食ですが、ウイルスを振りまく立場にあっ

た方たちの一定は把握しています。その方達からは会食に参加しなかったと聞き出しています。３点目のご家族

まで感染がおよんだということに関してですが、これは二次感染ですね。27 日の晩にウイルスを受け取った方たち

は、29 日の火曜日の午後からは家族に感染させる可能性があったたわけです。28 日の段階で注意体制に入っ

たわけですが、これは仕方がないというか同じ屋根の下に暮らしていますので、感染していますから家族にも注意

してくださいねと申し上げても、なかなかそれから逃れることができません。38 名観察し５名が感染してしまったと

いうのは、私から言わせると上々な成績で、むしろよくここまでで防いでくれたという感想です。答えになっていな

い部分もありますが、以上です。 

 

(座長) 

ありがとうございました。私自身も全員出演者は検査をして臨むということだったので、そこで陽性者が確認され、

集団感染が発生するリスクは非常に低いものと考えていました。従って出演者からさらに家族に拡大するかもしれ

ないので、お祭りに出たあとの行動については気をつけてくださいという呼びかけを奉賛会にお願いはありません

でした。こういうことも含めて次回に向けての教訓なのではないかと思っています。他の委員の方からご発言ご質

問がありましたらお願いします。 

 

(委員) 

お聞きしたいのですが、お祭りに参加された方はオリジナルのウレタンマスクを作られていたということですが、

ウレタンマスクはダメですかね。布マスクもあったりはしますが、いかがでしょうか？ 

 

(委員) 

ウレタンマスクの研究はしていませんが、不織布マスクが優れている点は静電気を帯びているので、ウイルスが

静電気によって通らないという意味合いが強いと思います。不織布マスクを洗濯したり、アルコールを吹きかけて

消毒をする人がいますが、それは逆効果です。静電気が抑えられてしまって、単なるマスクになりメッシュだけの

効果になってしまいます。こういう不織布マスクの理解が世間では十分ではないと思います。N95 マスクのように、

小さな穴であればウイルスは通らないでしょうが、穴の大きさよりも静電気を帯びるということが大切だと思います。 

 

(座長) 

ありがとうございました。 

 

 



(委員) 

先ほど報告にありましたように、お練りまつりにおいて陽性者が確認されました。市民の皆さんからは、開催した

ら大変なことになるのではないか、お祭りと命のどっちが大事だというご意見もいただいておりました。経済団体の

基本としては街の中を動かすためにも、ウィズコロナという中で実施するために昨年から奉賛会を立ち上げて、地

域の皆さん全体に協力をお願いしてきたという経緯がございます。 

結論から言いますと出演団体から 28 名の陽性者が確認されました。その後、４月になるまで、皆さんから正確

な情報を提供していただきました。今回参加された団体も地域の皆さんも、このお祭りを成功させなければいけな

いということで、コロナウイルスを広げないという意識は相当高いものがあったのではないかと私は感じました。過

去のお祭りでは、練習中や練習後の飲食などもあったわけですけども、今回はそうしたこともせず、毎日の抗原検

査と健康管理をしていただきました。飲食店等々に対する感染防止対策を守っていただいておりましたし、現在も

続いているわけです。こうしたことでウィズコロナに向けて、この地域全体が元気になっていく、一緒になっていくと

いう一つのモデルができたのではないかと思っていますので、しっかりとした検証をこれからも続けていかなけれ

ばいけないと思います。また、数字も出ていますが、３回目のワクチン接種が済んでいない方もいました。若い人

たちが中心になるかと思いますが、３回目の接種を推進することも大切かと思います。みんなで協力しあったわけ

ですから、これを契機に、さらに前に進むことが必要かと思います。また今回はマスクにシールを貼る対策をしまし

たが、主催者が意識して対策を行った一つの事例として発信していくことも役割かと思います。奉賛会、参加団体

の皆さん、地域のみなさんが立派なお祭りをやろうと同時に、感染防止をみんなでやりましょうということを両立て

でやってきたことの結果であると私は思っております。 

最後にお祭りに参加していただいた出演団体はもとより、多くの県内外の方々、ご不便をおかけしたかもしれま

せんが、ご協力をいただいた皆様に心から感謝し、また、感染をされた方々にはお見舞いを申し上げるとともに、

これからも地域に関わっていただくことをお願いして感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございまし

た。 

 

(座長) 

予定時間を超過していますが、ご発言がある方はいらっしゃいますか。 

 

(委員) 

お練りの前の専門家会議で、ぜひワクチン接種をしてほしいという発言をしたかと思います。この依頼ができな

かったかということが１つ。もう１つは今後のイベントにも関連しますが、ワクチンパスポートのようなものをぜひ考え

ていただきたいということを、ここで提案させていただきたい。少なくとも２回目までのワクチン接種が進めばと思い

ます。ワクチン接種をしても感染は起こします。私もワクチン接種をしても感染を起こさないということは信じてはい

ません。ですが、重症化はしませんのでワクチンパスポートをぜひ考えていただきたい。 

それから、出演者がマスクをしてなかったということですが、頭のことを言っているのかもしれません。保健所長

や会頭もお話されていましたが、頭を振り回しているので、とてもマスクはできないだろうなと感じます。けれども、

観覧者を含め多くの方々にルールとしてマスクの着用や一定の距離をお願いしているわけです。マスクをして舞

うことができないからこそ、こういう方々は直後の会食を控える行動を示していただければ、多くの方々の信頼も得

て、今後もお祭りなどを開催できるという意識がさらに強くなってくるように感じます。イベントをしないという考えで

はなく、コロナ禍での経験値を上げ、さらに万全な対策と住民意識を一緒に醸成し、ウィズコロナに力強くこの圏

域全体がなっていくという方向性に私は協賛します。 



(座長) 

ありがとうございました。出演団体で３回目のワクチンを打っていなかったという方の多くは、おそらく２回目の接

種から６ヶ月経過しておらず、まだワクチン接種を許されていない方々が多いと推察しています。ですので、決し

て出演する方々の意識が低くてワクチンを打たなかったということではないと思いますが、逆に打っていた方はか

なりの部分が感染せずに済んでいるという推察もできないわけではないので、いずれにしても３回目のワクチン接

種を進めて、感染の可能性あるいは重症化の可能性をできるだけ低くした方が良いという呼び掛けを、ぜひした

いと思います。 

それでは二つ目の今後のイベントについてですが、時間の関係上、お読みいただきお気づきの点がありました

ら、事務局までお寄せいただきたいということで今日のところはご了承下さい。今後、大きなイベントがありますが、

お話があったように、屋外については屋外であることをしっかり活かすということ。密になると感染リスクが高まると

いうことが経験値だと思います。こうしたことを踏まえ、どのような対策をするかしっかり考えたいと思いますので、ご

指摘をいただければ幸いです。 

それからゴールデンウィークに向けた呼びかけということで、これから陽性者数が高止まりの中、人の動きがある

ゴールデンウィークを迎えようとしています。こうした中で市民の皆さんへお伝えするポイントはどういうところか、ご

指摘をいただければと思います。先ほど、家庭内感染についてのご指摘がありました。家庭内での感染は避けが

たいところがありますが、そこからさらに感染を広げないために家庭内をエピセンター化させないためにどのように

お伝えすればと思いますが、ゴールデンウィークに向けて市民の皆さんにどんな呼び掛けをしていったらいいか

ご意見いただければと思います。 

 

(委員) 

現在、南信州圏域の陽性者は高止まりをしています。地域によっては下がっていますが、この状態が続くか予

測をお聞きしたいのですが、よろしくお願いします。 

 

(委員) 

続くと思います。 

 

(座長) 

感染経路を追い切れない方も増えているというお話を伺っていますが、そういう意味では、市中感染に近い状

況を迎えているという認識ということですか。 

 

(委員) 

そうですね。かかった人に感染に思い当たることはありますかと聞いても、理由を言いたくないような方もいます。

そういう方たちに厳しく問い詰めている余裕がないんですね。一方で、飲食業だとか接客業だとか人たちは、話し

てくれていますので、以前のように、すべてのお店を閉めて活動を止めてしまうというほどではないということは確

かです。だけど飲食店やカラオケで感染が広まっているということも確かです。これは本当に難しいところです。で

すので、今の状態が続けば、今後も陽性者が減ることはないだろうと思います。 

 

(委員) 

そうすると、検証結果にあるように、検査キットによる適正な検査、それから密を避ける、換気の良い場所で、こ



のゴールデンウィークを過ごしてくださいということしかないわけですね。 

 

(委員) 

それとコロナにかかることを恥じるなということをお伝えしたいと思います。かかったことが恥ずかしいわけではな

く、かかっているのに他の人に感染を広めてしまったという行動が恥ずかしいことだと考えたほうが良いと思います。

ですから、怪しいなと思ったらすぐに検査をする。怪しいなと思ったら外出しないということを伝えることも大切だと

思います。今までは手洗いや密を避けるといった自分がかからないためのメッセージが発信されていましたが、そ

れと並行して、かかっても広めないということをこれからは伝えていけばと思います。 

 

(座長) 

ありがとうございます。他の方いかがでしょうか。 

 

(委員) 

コロナが長期間に関わってきており、住民の気持ちが緩んできています。しかし、実際にかかってしまったとき

にやっぱり慌てます。かからない場合は本当に対岸の火事です。実際身近にくると、どうしてこんなというような誹

謗中傷やいじめ、同調圧力みたいなものが出てきます。人権尊重審議会においても、10 数件の相談事例が市民

から寄せられているという報告もいただいております。ぜひ、これからも相談窓口を明記して、引き続き、気持ちを

緩めず、相談に対して真摯な対応をお願いできたらと思います。よろしくお願いいたします。 

 

(座長) 

その点についてはしっかり行いたいと思います。ありがとうございました。 

予定していた「今後のイベントについて」はスキップさせていただきましたが、この週末にやまびこマーチがあり

ます。これは屋外イベントですが、そのあとのオケ友は屋内での開催となります。大きな声を出したり、観客同士が

話をする場面は非常に少ないので、これも基本的なところをしっかり押さえればと思います。また人形劇フェスタ

は、昨年は参加者を圏域内に限定しましたが、今年も海外劇団は呼びませんが、県外の劇団には参加してもら

おうと計画しています。今日お配りしました資料をご一読いただき、必要なとるべき対策をとりたいと思いますので、

またご助言をいただければと思います。 

予定していた時間を超過いたしましたが、以上で本日の専門家会議を終了させていただきます。お忙しいとこ

ろありがとうございました。 


