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はじめに

　中野区では、７月に、区民公益活動団体が事業実施する際の「新型コロナウ
イルス感染症対策のガイドライン」をまとめ、ホームページなどで公開してい
ます。しかし、区民公益活動の事業内容は多種多様で、活動の種別ごとに特有
の配慮や対策が必要となる場合があります。そこで、既に検証結果等を踏まえ
て工夫を施し、実践している団体等が公表している対策とあわせて、区内にお
ける活動事例を紹介する事例集を作成することとしました。

　この「うた編」では、私たちにとって最も身近な音楽活動である「うた」に
関する活動を取り上げます。飛沫感染リスクが高く、マスク着用では活動が難
しく、多くの団体が活動を中止せざるを得ない状況が続く中、この事例がみな
さまの参考となり、活動の再開や立ち上げにつながるきっかけとなることを
願っています。

　なお、本事例集は、今後、事例を収集しながら改訂していきます。また、今
後、飲食を伴う活動を扱った「食事編」、不特定多数の参加者が集う「イベン
ト編」なども作成していく予定です。

＜目次＞

１．合唱活動時の新型コロナウイルス感染防止対策（全日本合唱連盟）
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★「中野区区民公益活動団体向け 新型コロナウイルス感染症対策のガイドライン」Ver.1.1
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１．合唱活動時の
新型コロナウイルス感染防止対策

～日常・練習当日の対策～

出典：全日本合唱連盟 合唱活動時の感染防止対策汎用版

2020年9月9日第1.1版













２．新しい生活様式を取り入れた事例

～区民公益活動団体の事業～



事業名・主催

特色

再開または立ち上げ時期 ７月から再開 （令和２年３月～６月は休止）

before after

合唱 楽器演奏

歌の背景を学び、話をしながら理解を
深める。次に１０曲程度を合唱する。
合唱の合間には運営者が提供する飲み
物とお菓子をいただきながら歓談す
る。

ピアノなどの生演奏を鑑賞したのち、
休憩を挟んで、主催者が指揮をして参
加者がアンクルン（楽器）を演奏す
る。
★アンクルン：インドネシアの竹製の
打楽器。竹の中をえぐってオクターブ
に調律した２本の竹筒をぶつけて音を
だす。音程は竹筒の長さ・太さによっ
て異なり、ハンドベルのように何人か
で分担して音階を奏でる。

開催頻度・回数 月２回　＊参加者は２回とも参加可
月２回　＊参加者はどちらか１回のみ
参加可

開催時間 １３：３０～１５：３０（２時間）
１３：３０～１４：４５（１時間１５
分＊４５分短縮）＊音楽鑑賞約３０
分、休憩１０分、楽器演奏約３５分

定員・平均参加者数 ３０人 １５人
事前予約 なし あり
舞台と客席の距離等 ー ー

会場（定員）
新井区民活動センター音楽室
（定員３０人）

新井区民活動センター音楽室
（定員１５人＊従来の定員の１／２）

椅子・参加者の間
隔・配置

椅子を横並びに配置

・音楽鑑賞時：演奏者と参加者は３ｍ
距離を空けて、参加者同士も間隔を空
けて一方向を向いて鑑賞。
・楽器演奏時：８人が横に約１ｍ間隔
で並び、２列目に７人が並ぶ。１列目
と２列目の間隔は約１ｍ程度
＊演奏中に参加者同士が近づく場合は
間隔を保つよう運営スタッフが声かけ
する
＊全員マスクを着用し、音楽鑑賞、楽
器演奏中は話をしないルール

参加者歌唱の有無 あり なし
使用する機材の取扱 ー 楽器の使い回しはしない。使用後消毒

消毒・検温等 ー

手指消毒：建物入館時
検温：参加者は自宅で検温し、受付時
に報告
椅子の消毒：開始前・開始後

換気 必要に応じて 鑑賞終了後の休憩時間に１０分間換気
飲み物 運営者が用意 各自用意

運営スタッフの人数 ９人
９人 ＊各回参加する運営スタッフは
４人に減らした

事業の様子

まちなかサロン「メリーさんのひつじ」

参加者で話し合い、活動の原点に返って「音楽を楽しむ」ことが事業の本来の
目的であると再確認し、「合唱」から「楽器演奏」へ活動内容を変更して再開

事業内容



事業名・主催

特色

再開または立ち上げ時期 ７月から再開 （令和２年３月～６月は休止）

before after

合唱 合唱（変更なし）

歌手と伴奏者をお招きし、参加者みん
なで一緒に歌う。

歌手と伴奏者をお招きし、参加者みん
なで一緒にマスク着用で歌う。

開催頻度・回数 隔月１回
月１回　＊各回とも同じプログラムで
２部制。参加者はいずれかに参加可

開催時間 １３：３０～１５：３０（２時間）
[第１部]１３：３０～１４：１０／
[第２部]１５：００～１５：４０（各
４０分＊１時間２０分短縮）

定員・平均参加者数 １００人程度 ３０人
事前予約 なし あり

舞台と客席の距離等 舞台と観客の距離は２ｍ程度

舞台と客席の距離は３ｍ程度で、舞台
と客席の間にＰＥＴシート（パーティ
ション）を設置して飛沫対策を行って
いる。　＊再開当初は歌手がフェイス
シールドとマスク着用としたが、苦し
いためＰＥＴシート設置に変更した

会場
鍋横区民活動センター洋室1号
（１２０㎡）

鍋横区民活動センター洋室1号
（１２０㎡）

椅子・参加者の間
隔・配置

椅子を横並びに配置
椅子を横並びで間隔を１．５ｍ以上空
けて、前後もずらして並べる
＊参加者は全員マスク着用

参加者歌唱の有無 あり あり
使用する機材の取扱 - マイクは使う人が変わるたびに消毒

消毒・検温等 -
手指消毒：受付時
検温：受付時
椅子の消毒：開始前

換気 休憩時間に適度に

廊下側のドアと一部の窓を常時全開で
換気。そのうえで、１曲約５分間歌っ
て、約３分間窓を全開にして換気す
る。それを繰り返し行う

飲み物 運営者が提供 各自用意

運営スタッフの人数 ８人 ８人　（変更なし）

事業の様子

なべよこ歌のカフェテリア
【主催：鍋横区民活動センター運営委員会】

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を施したうえで、休止前と同じ事業を
参加人数を半分に減らして再開

事業内容

透明PETシート



事業名・主催

特色

再開または立ち上げ時期 ６月から再開 （令和２年４月～５月は休止）

before after

歌・ダンス等レッスン・公演 歌・ダンス等レッスン

子どもたちが歌、ダンス、芝居の稽古
を重ねて、本番として劇を上演する事
業。施設等での上演を通じて地域交流
を行う。

会場レッスンとオンラインレッスン
（ZOOM）を組み合わせて歌・ダンス
レッスンを行う事業。施設等での上演
は行わない。

開催頻度・回数 週１回 週１回（変更なし）

開催時間 １０：００～１２：００（２時間）
１０：００～１２：００（２時間）
＊Z00Mのみの場合は１０：００～
１１：２０（４０分短縮）

定員・平均参加者数
子ども１３人程度、付き添いの保護者
３人程度

子ども１０人程度＋ZOOM参加３人程度

事前予約 あり あり
舞台と客席の距離等 公演時の舞台と観客の距離は２ｍ程度 ー（公演なし）

会場 広さ７０㎡程度の会場を使用
広さ１６０㎡程度の会場を使用。会場
の予約が取れない場合は全員ZOOMのみ
で開催

椅子・参加者の間
隔・配置

人と人とがぶつからない程度の間隔
講師と子どもの距離は３ｍ以上。合唱
のときは、子どもは壁に沿って３ｍ以
上の間隔を空けて並ぶ

参加者歌唱の有無 あり
全員マスク着用で歌う。＊ZOOMの場合
はタイムラグがあって合唱ができない
ので、各自伴奏に合わせて自宅で歌う

使用する機材の取扱 - －

消毒・検温 なし

手指消毒：受付時
検温：受付時
会場清掃：以前は子どもも行っていた
が、現在は子どもたちが入室する前に
運営スタッフが消毒とあわせて行う

換気 休憩時間に適度に ３０分に１回、１０分間換気
飲み物 各自用意 各自用意

運営スタッフの人数 ５人（当番保護者２人、運営３人）
３人（運営３人）　＊当番の保護者の
入室なし。ZOOMの操作は慣れれば簡単
で増員なしで実施

事業の様子

ＺＥＲＯキッズ　オンラインスクール
【主催：特定非営利活動法人ＺＥＲＯキッズ】

子どもたちが歌、ダンス、芝居等の稽古を重ねて、成果をミュージカルとして
上演する事業だったが、オンライン（ZOOM）も使って学びと交流の場として再
開

事業内容



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007942/index.html

https://jcafrom1948.wixsite.com/onlinechorus/virtual-choir-guide

https://tokyochorus.com/guideline/

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/172000/d028977.html

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/172000/d012942.html

＜参考＞国、都、区等が作成しているガイドライン

https://www.jcanet.or.jp/JCAchorustaisaku-ver1_1ss.pdf

中野区区民活動センター・分室、高齢者会館、ふれあいの家等の集会室について
区民活動センターの新型コロナウイルス感染症対策

中野区区民公益活動団体向け新型コロナウイルス感染症対策のガイドライン（Ver.1.1）

東京都合唱連盟　新型コロナウイルス感染影響下での合唱練習再開ガイドライン

全日本合唱連盟Online Chorus(オンライン合唱ガイド集)

＜全日本合唱連盟＞
合唱活動における新型コロナウイルス感染症拡大防止のガイドライン 第1.1版 2020年9月8日

劇場劇場、音楽堂等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
公益社団法人全国公立文化施設協会

https://www.jcanet.or.jp/JCAchorusguideline-ver1_1.pdf

東京都　学校運営ガイドライン　

東京都　ロードマップ　

https://www.zenkoubun.jp/info/2020/pdf/0514covid_19.pdf

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/05/28/10.html

←汎用版データ

厚生労働省　新しい生活様式
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〒164-8501 東京都中野区中野4‐8‐1

中野区 地域支えあい推進部 地域活動推進課 公益活動推進係

TEL:03-3228-8093

メール：tiikikatudo@city.tokyo-nakano.lg.jp
ホームページ：https://www.city.tokyonakano.lg.jp/dept/172000/d028977.html

※ホームページにて随時更新。最新版をご確認ください。最新版はこちらから↓
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