
あいおぷらす/ピンクリボン藤沢 

キャンドル作りワークショップ感染対策ガイドライン   

                                 2021 年 8 ⽉ 1６⽇ 

感染症拡大予防策として次の対応を行います。 

●基本的な考え方 

新型コロナウイルス感染症予防のためには、主な感染経路である接触感染と⾶
沫感染を防ぐことが重要です。このため、このような経路からの⼝、⿐、眼な

どの粘膜へのウイルスの侵⼊を防ぐようにしましょう。 

■ ３密を避ける  

• 密集（多くの⼈が集まる） • 密接（間近で会話や発声をする） • 密閉（換

気が悪い）  

■ 感染を予防する  

• 新型コロナウイルスを疑う症状がある⽅やクラスター（集団 感染）が発

⽣したとされる場所を訪れた⽅など、症状等のある⽅注 1の⼊場制限  

• お互いのマスク着⽤、共同で触れるものの消毒、換気を徹底  

• ⼿指衛⽣を徹底する【⼿洗いは、液体⽯けんを使い丁寧に正しく⾏い、⼿
洗いが困難な場⾯ではアルコール製剤（70%以上 のアルコール成分を含有す

るもの）】  

• 環境衛⽣を徹底する（上記アルコール製剤、次亜塩素酸ナトリウム、界⾯
活性剤を含む洗剤 などを使⽤する）。清拭の際は、テーブルなどで布⼱を

往復させず、⼀⽅向に拭く • ⼝、⿐、眼の粘膜からのウイルスの侵⼊を防

ぐために、⼿で顔に触れないようにする 

（注 1）次の症状がある⽅、該当する点がある⽅（症状等のある⽅）  

・ 発熱（37.5℃以上）または全⾝倦怠感、頭痛、のどの痛み、関節痛、筋⾁痛、

⿐汁、⿐閉、咳、呼吸困難、胸部の不快感、味覚・嗅覚障害、腹痛、嘔気、

嘔吐、下痢など新型コロナウ イルス感染症を疑う症状のある⽅  

・ 過去 14⽇以内に、政府から⼊国制限、⼊国後の観察期間を必要と発表されて

いる国・地域等への渡航者の⽅、並びに当渡 航者との濃厚接触がある⽅  

・  過去 14⽇以内に、新型コロナウイルス感染症のクラスター（集団感染）が

発⽣したとされる場所を訪れた⽅  

・ 同居家族や⾝近な知⼈に新型コロナウイルス感染症が疑われる⽅がいる⽅ 

 



●感染症拡大予防策に関する周知 

 ○会場各所に感染症拡大予防策を掲示します。 

 ○チラシ等について、手にしたら持ち帰って頂くよう掲示をします。 

 ●消毒および清掃  

○会場入り口各所にアルコール手指消毒液を設置します。 

○化粧室に液体せっけんを設置し、手洗いを励行します。 

○通常の清掃後に、多数が触れる環境表⾯を、ワークショップ開始前・終了閉後

に清拭消毒することが重要です。  

○パソコンのキーボード、 タブレット、筆記具、会計用の備品類等も適切に消

毒を⾏います。  

○清掃時はマスクと使い捨て⼿袋を着⽤し、⼿袋を外した後の⼿指衛⽣を徹底し

ます。 

○手すり、ドアノブなど不特定多数が接触する可能性がある箇所を定期的に清

掃・消毒（アルコール もしくは 0.05%次亜塩素酸ナトリウム等を使用）します。  

○会場の座席は、次の利用までに消毒します。  

●ソーシャルディスタンスの確保  

○受付などに、飛沫拡散予防のための防護壁を設置します。 

 ○不要な会場内のソファー及び椅子、テーブルの一部を撤去します。  

●換気について 

 ○定期的にドア・窓などを解放するなど適切な換気を行います 

●連絡体制  

○来場した参加者、主催者スタッフにおいて、感染が判明した場合、保健所およ 

 び あいおぷらすの実行委員並びに催事の関係者に対し、必要な情報提供を迅 

 速に行います。 

○参加者に新型コロナウイルス接触確認アプリ COCOA や神奈川県が導入してい

る「LINE コロナお知らせシステム」への登録を促します。 



ワークショップの企画に際しては次の事項を遵守してください。 

＜事前の対策＞  

密集する状況を回避するため、次の手段の検討をお願いします。  

○余裕を持った受付時間の設定  

○事前申し込み制による参加者の人数管理、連絡先の把握 

○参加者数の調整 ※目安として全席数の５０％である 

○ソーシャルディスタンスが保てるよう配置（レイアウト）を決定してください。 

○参加者へ感染症拡大予防対策の通知 ガイドラインに沿った対策を取って頂く

にあたり、詳細をあらかじめ参加者に通知し、万が一、感染者 が発生した場合、

その後の感染症拡大予防にご協力を頂くことなど事前にお伝えください。 

＜当日の対策＞ 

●受付 

○受付待ちの方には、間隔が密にならない距離を保ってもらってください。 

○受付の方は、マスクを着用し、飛沫感染を避けてください。⾶沫を避けるため、

フェイスシールド・透明間仕切り等で遮蔽して下さい。 

透明間仕切り等を設置する場合は、透明間仕切り等がスタッフや参加者に触れ

ないように注意して下さい。• 

○参加者に手指消毒の実施を依頼して下さい。 

○受付時に体温計やサーモグラフィーよる発熱チェック等、参加者の体調確認を

実施してください。 

○受付時 参加者より当日記入した「入場時のチェックリスト」を受け取り内容

に問題のないことを確認してください。 

○マスク未着用の方、体調不良の方には入場をご遠慮いただくよう促してくださ

い。 

○配布物は手渡しではなく、座席に置いてください。 

○⾦銭授受 ： 現⾦の直接的な授受を避けるため、可能な限りキャッシュレス決 



済を導⼊するか、キャッシュトレイを使⽤してください。 

○対応前後には必ず⼿指衛⽣を⾏って下さい 

○参加者の⼿が触れる可能性のある部分は、事前に消毒を済ませておいて下さ

い 。 

○会計の際に使⽤した、カードリーダー ・ タブレット ・ キャッシュトレイ筆

記具等も、対応後は消毒を⾏って下さい。 

 

● ワークショップ 

○会場設営時、撤収時、それに携わるすべての方は机、椅子等の備品を取り扱う 

 際こまめに手指の消毒を行うなどの対策を取ってください。 

○参加者同士の距離を保つため、着席不可の椅子を間引く、または座れないこと

を明示してください。 

○講師および参加者は、マスクまたは、マスクとフェイスガードを着⽤します。 

○講師と参加者の距離は、2 メートル以上とってください。 

○対人距離  

 参加者同⼠の⾄近距離は避け、互いに向き合わない⽅向などを⼯夫し、できれ 

 ば、最低 1ｍ確保するよう努めます。 

 ディスタンスの確保が困難な場合は、 透明間仕切り等で遮蔽します。 

○座席の配置  家族等の一集団（５名以内）と他の集団との距離が十分な間隔（概

ね１ｍ以上） を空けて配置する。 

○室内で近距離の会話を避け、マスク着用、密の回避、換気等の十分な対策を講

じた上で行います。 

○ワークショップなどで使⽤する材料、道具などは共⽤せず、 備品・⽤具類は、

使い捨ての物や消毒した専⽤のものを⽤意します。 

○使⽤した精油などの容器は、必ず参加者毎に消毒をします。 

○ワークショップの終了時には消毒・ 清拭を徹底し、使⽤済みのものと分けて

ラベルを付けて管理します。 

○飛沫防止の観点から、水分補給を除き飲食を禁止とします。 

○参加者の⼊れ替え時には極⼒時間を空け、こまめな換気や、 設備の消毒・清

拭を徹底して下さい。 

 ○ご使用になられた長机、椅子などは、アルコールもしくは 0.05%次亜塩素酸

ナトリウムなどで消毒を行ってください。 



●換気  

 ○1〜2時間に 5〜10 分程度、窓やドアを開けて店舗全体の空気を⼊れ換えます。 

 ○ 換気の際は、2⽅向に換気・吸気ができる窓やドアを開放し充分な換気を確

保します。 

 ○ 空気の流れが滞る場合には換気扇や扇⾵機を⽤いて空気の流れを作るよう

努めます。 

 

●体調不良及び感染が疑われる方が認められた場合の対応  

他の参加者から距離が離れた場所に移動してもらい、他の人を近づけないよう

にしてください。 

あいおぷらす実行委員にご連絡の上、連携して対応を行っていただきます。 

その際、対応する人員は最少人数とし、不特定多数が対象者の対応をすること

が無いように努めてください。 

●ワークショップ担当者は、感染症拡大予防策として次の事項につ

いて遵守します。  

○参加前の検温等各自体調管理を徹底します。 

＊14日前から健康チェックリストへの記入をお願いします。 

 ○定期的に手洗い・手指の消毒を徹底します。 

 ○全員マスクを正しく装着します。  

 ○マスクを装着していても参加者と近づき過ぎないように配慮します。 

 ○フェイスガード等を使⽤し眼への⾶沫の侵⼊を防ぐなどの⼯夫をします。 

○食事は個々人で摂り、会話を控えます。 

 ○ソーシャルディスタンスを保ち、打合せ、会議等は換気を十分に行い、 

 ３密状態にならないようにします。  

○感染が疑われる場合、家族・同居者に発症等が認められた場合、濃厚接触者と

なった場合は、速やかに報告し、保健所等関係機関の指導に従います 

 



＊健康チェックリスト 

 

参考） 

・藤沢市ホームページ：新型コロナウイルス感染症対策における藤沢市の事業・施設等の

対応について 

神奈川県民ホール：神奈川県民ホールにおける新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイド

ライン 

内閣官房：業種別ガイドライン 

公益社団法人全国公民館連合会：公民館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイド

ライン 

公益社団法人日本アロマ環境協会：新型コロナウイルス感染防止ガイドライン＜ショップ

編＞＜スクール編＞ 

 
 
 

 

 

 



>>>アロマキャンドル作りワークショップ参加される方へ<<< 

      —参加にあたっての注意事項— 

感染拡大防止のため、以下の点をご確認の上、イベントにご参加いた

だきますようお願いします。 

1. 以下の項目に該当する場合は、参加を見合わせてください。 

・ 来館前に検温を行い、37.5 度以上（または平熱比 1 度超過）の発熱が

ある場合 

・息苦しさや強いだるさ・軽度であっても咳・咽頭痛などの症状があ

る場合 

・過去 2 週間以内に当該感染症の陽性者及び陽性が疑われる人との接

触がある場合 

・同居家族や職場、学校など身近に新型コロナウイルス感染症の感染

者もしくは感染の可能性がある方がいる場合。 

2. 事業参加中は、マスクを着用してください。 

3. 来館時や退館時などには、こまめに手洗い・手指消毒を行ってくだ

さい。 

4. 参加者の氏名・連絡先を確認させていただきます。 

5. その他、感染拡大防止のためのお願いをする場合がありますが、 

ご理解ください。 

6. 受付時に当日記入した「入場時チェックリスト」の提出をお願 

いします。 

ワークショップへの参加や、施設の利用にあたっては、「身体的距離の確保」「マスクの

着用」「手洗い」をはじめとした、基本的な感染対策を行うなど、新しい生活様式の実践

にご協力ください 

ワークショップでは、熱い湯やろうそくを扱います。やけどなど取り

扱いには十分注意し自己責任のもとご参加いただきますようお願いし

ます。 

 



「入場時チェックリスト」 

アロマキャンドル ワークショップ             2021 年  月  日 

ご入場時における新型コロナウイルス感染症対策チェックリスト 

    
    下記の欄に、受付番号、氏名、電話番号、住所(市町村のみ)をご記入ください。 

    

 
受付番号 A- 

 

 
ふりがな 

   

 
氏名 

   

 
電話番号 

   

 
住所（市町村のみ） 

   

    
＊ご記入いただいた個人情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにのみ利用させて            

いたただきます。  

その他の利用目的のために利用することはありません。 

【ご入場いただく前に】 

入場当日にチェック項目をご確認のうえ、受付時に提出してください。 

チェックリストは、当イベントで感染者が発生した場合に、必要に応じて保健所へ提出する場合がありま

す。                                                                                          

ご入場後、1ヵ月間保管し、その間に感染が発生しなければ破棄いたします。 

チェック項目 
 チェック欄 

 
  

1 個人情報の取扱いに同意します   

2 以下 正確に回答することに同意します     



3 37.5 度以上の発熱（または平熱比 1 度超過）がない    

4 マスクを着用している   

5 施設内で三つの密（密閉・密集・密接）を避けるよう心掛ける   

      来場前２週間において以下の事項の有無   

6 咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状がない   

7 だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がない   

8 嗅覚や味覚の異常がない   

9 新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がない                                                                                                                             

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない    

10 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

地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がない   

※該当しない項目がある方は、ご入場をご遠慮いただきます。 

    

※ご不明な点は下記アドレスまでメールにてご質問ください。                                                 

NPO 法人あいおぷらす/ピンクリボンふじさわ Mail: info@pinkribon-fujisawa.com 

  

 

 

    
 

 

 

 

 



 


