
建設技術フェア2021 in 中部 開催に係る
新型コロナウイルス感染症対策について（初版）

本展は、
・政府方針、愛知県指針を踏まえて作成された
「中小企業振興会館新型コロナウイルス感染症ガイドライ
ン」

・業界のガイドラインである
「展示会業界におけるCOVID-19感染拡大予防ガイドラ
イン」

を踏まえ、感染症対策をしたうえで開催します。
出展者の皆様にもご協力をお願いする点があります。
何卒よろしくお願いいたします。
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●主催者が講じる対策 P3
①3つの「密」を防止します
②発熱者の施設への入場を防止します
③飛沫防止、接触感染の防止に努めます
➃来場者に対し、新型コロナウイルス感染症対策への

協力を依頼します
⑤接触確認アプリ（COCOA)への登録を推奨します

●出展者の皆様へのお願い P22

※ 本対策は、新型コロナウイルス感染拡大状況や政府方針、愛知県指針・各種ガイドラインの変更・改訂に応じて
随時更新してまいります。
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（１）密閉しないよう換気を行います

機械排気に加え、

・吹上ホール西側は屋外展示場出入口で常時開放、
吹上ホール東側は上部排気窓を全開します。

・第1ファッション展示場（学生交流ひろば・セミナー・式典
会場（予定））と第2ファッション展示場（技術プレゼン
テーション会場（予定））も、上部排気窓を全開します。

●主催者が講じる対策① 3つの「密」を防止します

3



（2）密集しないよう対策します。

・各施設の収容人員を超えないようにします。

・主催者は各会場で入退場人数をカウントし、収容人員
を超えた場合は入場制限を行います。

→来場者には、事前来場登録サイトで予定来場日時を
把握し、混雑予想をFacebookで配信。入場分散を
図ります。

→収容人員に達した時点で入場制限を開始します。

●主催者が講じる対策① 3つの「密」を防止します
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（2）密集しないよう対策します

・出入口等で来場者が密集しないよう取り組みます。

→最も混雑する初日オープン時のコリドール密集防止
のため、開会式会場を第1ファッション展示場（予定）
で実施します。

→床面に1ｍ間隔でマークし、待機列の身体的距離を確
保します。

●主催者が講じる対策① 3つの「密」を防止します
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（2）密集しないよう対策します。

・セミナー会場・技術プレゼンテーション会場の座席は、
隣接しないように配置します。

・セミナー参加は事前登録を原則とします。

・セミナー会場の入場前待機列の密を防止するため、床
面に1ｍ間隔でマークし、身体的距離を確保します。

●主催者が講じる対策① 3つの「密」を防止します
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（2）密集しないよう対策します。

・出展者休憩コーナー、来場者休憩コーナーは、真正面に
ならないよう横並びで席を配置します。また、座席間隔
は1ｍ確保します。

・各出展ブースにおいて密集等が見受けられる場合は、主
催者スタッフが巡回して密集防止のお願いをします。

●主催者が講じる対策① 3つの「密」を防止します
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（3）密接しないよう対策します。

・来場登録受付へのバーコード導入、来場者分類カード
のシール化など、入場の際の接触を低減します。

●主催者が講じる対策① 3つの「密」を防止します
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（1）来場者・出展者・設営スタッフ等、会場内に入る人の
連絡先を把握します。

・来場者連絡先は、事前登録と当日登録で把握します。

・主催協力会社と連携して設営スタッフの連絡先を把握
します。

・出展者の皆様は、出展に従事した、全関係者の連絡先
の取得にご協力ください。
※「出展者の皆様へのお願い」参照

以上により、万が一感染者が出た場合の感染経路の
把握を可能にし、国・県・保健センター等の調査に協力
します。

●主催者が講じる対策② 発熱者の施設への入場を
防止します
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（2）非接触型体温計により、来場者・出展者・設営スタッ
フの検温を行います。

・来場者は登録受付で検温し、37.5℃以上の場合は入
場をお断りします。
→その旨HP、開催案内リーフレットで事前周知します。

・主催者自身の検温も徹底します。主催協力会社の設営
スタッフにも検温を徹底させます。

・出展者の皆様も検温をお願いします。
※「出展者の皆様へのお願い」参照

●主催者が講じる対策② 発熱者の施設への入場
を防止します
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（3）新型コロナウイルス感染症の感染の疑いのあるスタッ
フは従事させません。

（例）
・発熱や咳、倦怠感など体調不良がある人

・過去2週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期
間を必要とされている国・地域等の渡航歴、並びに当該
国・地域の在住者と濃厚接触がある人

など

●主催者が講じる対策② 発熱者の施設への入場
を防止します
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（1）飛沫防止対策を講じます。

・全ての期間を通じて来館者（来場者・出展者・運営ス
タッフ等）全員にマスク着用を周知します。マスクを着用
していない方には個別に注意等を行い、マスクの着用を
求めます。飛沫の恐れがある業務に従事するスタッフは、
フェイスシールドを着用します。

・式典会場、セミナー会場、技術プレゼンテーション会場
の演台に、飛沫防止シート等を設置します。

●主催者が講じる対策③ 飛沫防止、接触感染の
防止に努めます
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（1）飛沫防止対策を講じます。

・大声での誘導、アナウンスは行いません。
→列の整理をするときは、拡声器を使用します。

・対面会話が行われる場での飛沫防止措置を行います。
→「学生交流ひろば」の相談コーナーに飛沫防止シート

等を設置します。

●主催者が講じる対策③ 飛沫防止、接触感染の
防止に努めます
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（2）接触感染防止対策を講じます。

・全スタッフの手洗い、手指の消毒、マスク着用を徹底し
ます。また、休憩時間や食事は分散して取るようにします。

・会場入口、会場内に消毒液を設置します。

・会場内で不特定多数の人が触れる箇所を定期的かつ
終了後に消毒します。
→セミナー毎、技術プレゼンテーション毎に、使用したマ

イク、座席の消毒を行います。
→出展者休憩コーナー、来場者休憩コーナー、相談コー

ナーなどの共用部分の消毒を、定期的に行います。

●主催者が講じる対策③ 飛沫防止、接触感染の
防止に努めます
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（３）感染リスクの高い行為を伴うイベントを見直します。

・レセプションパーティーを中止します。

・来場者向けの呈茶サービスは、ペットボトルまたは飲
料缶にします。

●主催者が講じる対策③ 飛沫防止、接触感染の
防止に努めます
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●主催者が講じる対策➃ 来場者に対し新型コロ
ナウイルス感染症対策への協力を依頼します

以下について、HP、開催案内リーフレット、当日サインなど
で来場者の皆様に協力を依頼します。

（１）来場登録・当日登録受付について
・登録受付での接触を低減するために、できるだけ事
前登録すること

・混雑時間帯を避けて来場すること

・当日登録受付の際は、身体的距離を確保すること（床
面マークに沿って並ぶこと）
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●主催者が講じる対策➃ 来場者に対し新型コロ
ナウイルス感染症対策への協力を依頼します

（２）体調管理について
・来場前に検温と体調の確認をし、発熱や体調不良が
あれば来場を自粛すること

・過去2週間以内に政府から入国制限、入国後の観察
期間を必要とされている国・地域等の渡航歴、並びに
当該国・地域の在住者と濃厚接触のある場合は来場
しないこと

・登録受付での検温で、37.5℃以上の場合は入場を
しないこと（入場を断ることに合意すること）
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●主催者が講じる対策➃ 来場者に対し新型コロ
ナウイルス感染症対策への協力を依頼します

（3）飛沫防止、接触感染の防止について
・会場内でのマスクの着用と手指の消毒を徹底し、密に
なりうる状況での長時間の商談は避けること

・大声での商談は避け、出展者との身体的距離を確保
するように努めること

・商談希望のある出展者がいる場合は、なるべく事前に
訪問時間を調整すること
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●主催者が講じる対策➃ 来場者に対し新型コロ
ナウイルス感染症対策への協力を依頼します

（4）追跡調査等への協力について
・訪問・商談したブース、担当者をできるだけ把握して
おくこと

・フェア内で感染が明らかになった場合、または感染者
と接触した可能性がある場合には、国・県・保健セン
ター等の実施する感染追跡調査に協力すること

・接触確認アプリ「COCOA」に登録すること
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●主催者が講じる対策⑤ 接触確認アプリ
(COCOA)への登録を推奨します

・感染拡大防止のため、厚生労働省が開発した接触確
認アプリ「COCOA」（COVID-19 Contact 
Confirming Application)を活用します。

・主催者はもちろん、関係会社、来場者にCOCOAへの
登録を依頼します。

・出展者の皆さまも登録にご協力ください。
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厚生労働省「新型コロナウイルス接触確認アプリ
（COCOA)」の登録にご協力ください

COCOA（COVID-19 Contact Confirming Application)
は、厚生労働者が公式提供する、新型コロナウイルス陽性登録し
た人との接触をお知らせするアプリです。プライバシーに配慮し

ながら、接触確認と行政機関への連絡が行えます。ぜひご登録く
ださい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

Ａｎｄｒｏｉｄ
https://play.google.com/sto
re/apps/details?id=jp.go.m
hlw.covid19radar

ｉＰｈｏｎｅ
https://apps.apple.com/jp
/app/id1516764458

●出展者の皆様へのお願い

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.mhlw.covid19radar
https://apps.apple.com/jp/app/id1516764458


●出展者の皆様へのお願い

（１）計画時のお願い

・顧客を招待する際に、会場での検温があること、マス
クが必須であることなどの注意事項を周知してくださ
い。

・事前アポ取りの促進による商談の効率化と、ブースで
の密の防止にご協力ください。
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●出展者の皆様へのお願い

（2）出展準備時のお願い

・小間内レイアウトは、密を発生させるリスクを抑えるよ
う配慮して行ってください。また、施工時の時間短縮、
接触・密の低減のため、施工の簡素化もご検討くださ
い。

・来場者と対面となるレイアウトの場合には、予め飛沫
感染防止措置（飛沫防止シート等の設置など）を検討
し、準備してください。
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●出展者の皆様へのお願い

（2）出展準備時のお願い

・説明員等で参加する自社スタッフ及び外注先の日別
名簿を、搬入日を含め全日程分ご作成ください。

→名簿はできるだけ長く、最低３週間以上保存してく
ださい。事前の提出は不要です。

→会社名・氏名・連絡先は必ずリスト化してください。
万が一、感染が発生した場合に必要となります

・自社小間内ではスタッフの人数制限を行うなどして、
小間内での密防止にご協力ください。
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●出展者の皆様へのお願い

（2）出展準備時のお願い

・自社小間内で使用するマスクや消毒液をご準備くだ
さい。

・説明員として参加するスタッフに必要な防護具（マス
ク、フェイスシールド等）を検討し、手配してください。

・可能であれば、日別の来場予定顧客名簿を含む商談
予定表を作成し、管理するように努めてください。

・商品パンフレットや会社案内などの資料は、デジタル
化などの検討を行ってください。

25



●出展者の皆様へのお願い

（2）出展準備時のお願い

・ノベリティ等の配布を行う際は、個包装に努めるなど、
なるべく感染リスクの低減にご協力ください。

（3）会期中のお願い

・毎日スタッフの検温を行い、発熱等体調不良のスタッ
フを従事させなでください。

・説明員等で参加する自社スタッフ及び外注先の日別
名簿をご作成ください。
→P２４参照
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●出展者の皆様へのお願い

（3）会期中のお願い

・自社小間内ではスタッフの人数制限を行うなどして、
小間内での密防止にご協力ください。

・スタッフの手洗い、手指の消毒、マスク着用を徹底して
ください。

・開会前に自社小間内の消毒を実施してください

・来場者が手を触れる製品や、高頻度接触部位（机、椅
子と背もたれ、キーボードなど）は、1日に複数回消毒
してください。
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●出展者の皆様へのお願い

（3）会期中のお願い

・飛沫感染防止のため、商談や説明時なども含めて大
声での会話や呼び込みを控え、来場者との身体的距
離を確保するように努めてください。

・来場者と対面となるレイアウトの場合には、双方のマ
スク着用を徹底しつつ、必要に応じて飛沫感染防止措
置（飛沫防止シート等の設置など）をしてください。

・商談した来場者の日別名簿を作成し、管理するように
努めてください。
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●出展者の皆様へのお願い

（3）会期中のお願い

・商談後は、都度使用したものを消毒してください。

・飛沫感染防止のため、商談や説明時なども含めて大
声での会話や呼び込みを控え、来場者との身体的距
離を確保するように努めてください。

29



●出展者の皆様へのお願い

（3）会期中のお願い

・商談は極力事前に日時調整してください。WEB会議
などオンラインも活用するなど、現地での商談が必要
以上に長引かないように工夫してください。可能であ
れば、名刺交換の電子化なども検討してください。

・デモンストレーションや商談時間は、来客状況によっ
て柔軟に調整し、密な状況を作り出さないよう、可能
な限り配慮してください。

・閉館時間になったら速やかに商談を終えて、来場者に
退館を促してください。
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●出展者の皆様へのお願い

（4）搬入・搬出時のお願い

・スタッフの手洗い、手指の消毒、マスク着用を徹底して
ください。

・搬入・搬出に携わるスタッフと外注先の日別名簿をご
作成ください。
→P２４参照

・主催者は、レンタル備品について、納入時高頻度接触
部位を消毒しますが、出展者自身でも消毒をし、接触
感染予防に努めてください。
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●出展者の皆様へのお願い

（4）搬入・搬出時のお願い

・自社小間内で出たごみは持ち帰るか、主催協力会社
へ廃棄物処理を依頼してください。

特に、マスク、フェイスシールド、手袋などウイルスが付
着している可能性があるものは、ビニール袋などに入
れたうえで持ち帰るか、主催協力会社に処理を依頼し
てください。

32



●出展者の皆様へのお願い

（5）追跡調査への協力について

・フェア内で感染が明らかになった場合、または感染者
と接触した可能性がある場合には、国・県・保健セン
ター等の実施する感染追跡調査に協力することが必
須です。
主催者から連絡しますので、調査にご協力ください。

その場合に備えて、P２４、P２６、P３１に記載するス
タッフ名簿、P２８に記載する日別来場者名簿を必ず
作成し、該当者に連絡が取れるようにしてください。

名簿はできるだけ長く（最低3週間以上）保管してくだ
さい。
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●出展者の皆様へのお願い

※「展示会業界におけるCOVID-19感染拡大予防ガイド
ライン」について

・皆様へのお願い事項は、一般社団法人日本展示会協
会発行の「展示会業界におけるCOVID-19感染予
防ガイドライン」を参考にしています。

◎以下よりダウンロードできます

【全体】

https://www.nittenkyo.ne.jp/shr/document/210217_guidelin

e4.pdf

【クイックリファレンス】

https://www.nittenkyo.ne.jp/shr/document/200827_quickref

erence.pdf
34
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