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新型 コロナ ウイルスに関す る今後 の対応 についてⅢ
(2021年 2月 1日 以降 の対応)
官城県ダ ンススポーツ連盟に 日頃か らご協力いただき感謝 申し上げます。
さて、新型 コロナ ウイルスの感染は全世界に広が ってお り、 1月 19日 現在 で、感
染者数は 9,560万 人、死亡者数 も 204万 人 と、一層拡大す る傾向にあ ります。
アメ リカや ヨー ロッパ等 でワクチンの接種が開始 されてお りますが、感染者 の拡大
傾 向は止まってお りません。
我 が国 にお いても、新型 コロナ ウイルスの感染拡大 が進み、 1月 19日 現在 で、感
染者数は 341,417人 、死亡者数 も 4,700人 と、多数 の感染者や死亡者 が出てお り、 1
月に入 って も 1日 当た りの感染者数が最多を更新す る日も多 くなっています。
日本政府 も、 1月 7日 に 「新型 イ ンフルエ ンザ等緊急事態 宣言」を発出 し、緊急事
態措置を実施すべ き期間を、令和 3年 1月 8日 か ら 2月 7日 までの 31日 間、実施す
べ き区域 を関東の 4都 県か ら 11都 府県に拡大 されています。区域指定を受けてい な
い県において も、感染防止策 の持続的な対策が必要 とされてお ります。
宮城県内において も、連 日の よ うに新 たな感染者が確認 され、感染者 が 3,045人 と
一層 の拡大傾 向を示 してお り、県内各地でクラスター も発生 してお ります。
当連盟ではこれ らの状況 を受けて、2月 以降の活動について も引き続 き活動 自粛 も
含みなが ら、下記 の事項 を遵守 し感染拡大 の防止に取 り組んでい くことに しま した。
感染対策 の継続に ご理解 をいただきた く、 よろしくお願 いいた します。
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施設利用上 の条件や留意事項を最優先 で順守す る ことが必要です。
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新型 コロナ ウイルスの感染予防に効果 があるのは、①換気 の悪 い密閉空間、②
多 くの人が密集、③近距離 での会話や発声、の 「3つ の条件 が同時に重なる場」
を徹底的に回避する対策を講 じることが必要、とあ ります。 フィジカルデ ィスタ
ンス (ソ ー シャルデ ィスタンス)平 均 2メ ー トルの距離 の確保等 により、感染拡大
の リス クを極力抑 える工夫 が求められ てお ります。
私たちは、そのこ とを十分 に配慮 した活動を行 ってい く必要 があ ります。
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新型 コロナ ウイルスの感染は、高齢者や持病を持 ってい る方が罹患す ると重篤
になる可能性 が高い と報告 されてお ります。さらに濃厚接触者に感染する率 も高
い と言われてお ります。
社交 ダ ンスは、濃厚接触 が伴 うダ ンスで あ り、その愛好者 も大多数 が高齢者 で
あ ります。 よって、具体的 には、次 の事項 を踏 まえての活動をお願 い します。

① 換気 の悪い密閉空間でクラス ター (小 規模な患者 の集団)が 発生 しているこ
とか ら、換気設備 の適切な運転を実施する。あるい は、定期的 に外気 を取 り入
れる換気 を実施す ることが必要です。
また、公共施設等におけるサー クル活動は、当分 の間、サー クル会員及び指
導者 に限定 し、見学者等 が 自由に入退室 しないよ う十分注意す ることが必要
です。
さらに、参加 した会員、指導者 の参加 日、入退室時間、連絡先等を記録 し
ておいて くだ さい。
② 通常行動を共に してい るダ ンススポーツ固定 カ ップル は、感染防止 の視点
では 1人 格 とみなせ るため、人単位、若 しくはカ ップル単位 でのフィジカル
ディス タンス (ソ ーシャルデ ィス タンス)を 平均 2メ ー トル以上維持する必要
があ ります。
なお 、当分の問カ ップルの組み換えを行 う社交ダ ンスパーテ ィ形式による
練習 は行わない ように して ください。
③ 会場 に入る際 の手洗いの実施並びに、活動途中で も適宜手洗 いがで きるよ う
な場 を確保することが必要です。
④ サー クル活動に参加 す る場合は、事前に体温 の測定並びに症状 の有無を確認
し、体調不良の場合 は参加 を控 えることが求められます。
⑤ 過 去 2週 間以内に、発熱や感 冒症状 で受診や服薬等を した方は、その症状の
後 2週 間参加 を控 えることが求め られます。
⑥ 会場 で活動する際は、原則 としてマス クを着用 して ください。なお、マス ク
着用 の場合は酸欠・熱 中症 にも注意 し、無理 な活動は行わないで ください。
さらに会場 の行 き帰 りの際 にもマス クを着用す る等、感染 リス クの低減 を図
ることが求め られます。
⑦ 指導者 など「た くさん声を出 して指導するよ うな人」は、マス ク着用 のほか、
必要に応 じてフェースシール ドも着用 して ください。 また、大声 は禁物 とし、
必要に応 じてマイグを利用 してください。
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不幸 に して感 染 が発 生 した場合 には参加 者 へ の確 実 な連絡 と、行 政機 関 に よる
調査 へ の 協 力 が 求 め られ ます 。

① 活動に参加 した者 の 中に感染者 が 出た場合 には、その他 の参加者 に対 して連
絡 を取 り、症状 の確認、場合に よつては保健所な どの公的機関に連絡 が取れ る
体制 を確保 してお く必要 があ ります。
② 参加 した個人 は、保健所などの間き取 りに協力 してください。また濃厚接触
者 となった場合 には、接触 してか ら 2週 間を目安 に自宅待機 をしていただ くこ
とが求められます。
③ サー クルの責任者 は、活動 した 日時、時間帯、参加者名 を把握 してお く必要
があ ります。感染者 は、症状 が出ていなくても他人に感染 させて しま うことが
あるため、 日々の活動内容を把握 してお くことが肝要 とな ります。
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ダンスパーテ ィ等 の不特定多数 が参加す る行事については、次 の ように考えて
お ります
① 万が一参加者 の中か ら、行事 の後で感染者が出た場合には、主催者はどの よ
うな対策 を講 じたのかを問われ ることにな ります。 さらに、濃厚接触者 を割 り
出すために、その行事 の参加者名簿 の提出を求められ ることにな ります。その
時 に、不特定多数 の参加者 の連絡先を全部把握 してお くのは困難なことだと思
い ます。
② さらに、不特定多数が参加す る行事を開催す ることは、クラス ター (小 規模
な患者 の集団)を 発生 させ る大きな要因になることも考えられ ることか ら、大
きな リス クを背負 うことにな ります。 よって、新型 コロナ ウイル スの感染 が終
息するまで、不特定多数 が参加す る行事 の開催は自粛 され るようお願 い します。

2021年 1月 20日
宮城 県 ダ ンススポー ツ連盟

