
開催
概要

開催会場

会場
所在地

主催者

主催者
所在地

（電話番号）

収容人数

参加人数

  イベント開催時のチェックリスト

出演者・
チーム等

イベント名

本項目では、チェックリストを記入する前に、イベントの情報を記載してく
ださい。

令和4年度　スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会

その他
特記事項

100%
（大声なし）

収容率
（上限）

高校生が主にポスターを用いて研究発表を行う。発表者と聴き手との間で1m以上の距離を
確保し過剰な大声とならずに議論できるよう各々が立つ範囲を指定する。事前連絡、会場
での掲示・アナウンスによりマスク常時着用や過剰な大声回避について注意喚起を行う。

（大声なしの場合は、大声なしと判断した理由や、大声を伴わないことを担保する具体的
な対策を記載ください。）

1040（一日最大の人数、主催者含む）

3324

048-226-5680

主催者
連絡先

神戸国際展示場

兵庫県神戸市中央区港島中町6-11−1

文部科学省、国立研究開発法人科学技術振興機構

東京都千代田区霞が関3-2-2（文部科学省）
埼玉県川口市本町4-1-8（国立研究開発法人科学技術振興機構）

（メールアドレス）

(※)大声の定義を「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」とし、これ
を積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントは「大声あり」に該当することと整理す
る。

【令和４年７月版】

ssh-sanka@jst.go.jp

人

人

開催日時

https://www.jst.go.jp/cpse/ssh/ssh/public/sshevent.html

本資料4ページ以降に一覧を添付

（多数のため収まらない場合→別途、一覧をご公表ください。）

令和4年8月3日（水）・4日（木）

別紙５

100％ （※）  
（大声なし）

50％ （※）  
（大声あり）

人と人とが触れ合わない程度の間隔

十分な人と人との間隔         
（できるだけ２m、最低１m）
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基本的な
感染防止

③換気の
徹底

①飛沫の
抑制(マス
ク着用や
大声を出
さないこ
と)の徹底

④来場者
間の密集

回避

②手洗、
手指・施
設消毒の

徹底

【令和４年７月版】

イベント開催時には、下記の項目（イベント開催時の必要な感染防止策）を
満たすことが必要です。

※5,000人超かつ収容率50%超のイベント開催時には、個別のイベントごとの具体的な対策
を記載した「感染防止安全計画」の提出が必要です。

（※）大声の定義を「観客等が、①通常よりも大きな声量で、②反復・継続的に声を発す
ること」とする。

　【大声ありの場合】
「大声なしの場合」の「大声」を「常時大声を出す行為」と読み替える。

感染防止策チェックリスト

【大声なしの場合】                         
飛沫が発生するおそれのある行為を抑制するため、適切なマスク（不
織布マスクを推奨）着用の推奨や大声（※）を出さないことを周知・
徹底し、そうした行為をする者がいた場合には、個別に注意、退場処
分等の措置を講じる。

こまめな手洗や手指消毒の徹底を促す（会場出入口等へのアルコー
ル等の手指消毒液の設置や場内アナウンス等の実施。）。

主催者側による施設内（出入口、トイレ、共用部等）の定期的かつ
こまめな消毒の実施

機械換気による常時換気又は窓開け換気

入退場時の密集を回避するための措置（入場ゲートの増設や時間差
入退場等）の実施

休憩時間や待合場所での密集も回避するための人員配置や動線確保
等の体制構築

大声を伴わない場合には、人と人とが触れ合わない間隔、大声を伴う
可能性のあるイベントは、前後左右の座席との身体的距離の確保
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基本的な
感染防止

上記に加え、各業界が定める業種別ガイドライン（該当する業種において策定されている場
合）を遵守すること

⑦参加者
の把握・
管理等

⑤飲食の
制限

⑥出演者
等の感染

対策

イベント開催時には、下記の項目（イベント開催時の必要な感染防止策）を
満たすことが必要です。
※5,000人超かつ収容率50%超のイベント開催時には、個別のイベントごとの具体的な対策
を記載した「感染防止安全計画」の提出が必要です。

【令和４年７月版】

感染防止策チェックリスト

飲食時の感染防止策（飲食店に求められる感染防止策等を踏まえた
十分な対策）の徹底

飲食以外の会話時の適切なマスク着用の推奨

長時間マスクを外す飲食は、隣席への飛沫感染のリスクを高めるた
め、可能な限り、飲食専用エリア以外（例：観客席等）は自粛   
（ただし、発声がないことを前提に飲食以外の会話時の適切なマスク
着用の推奨ができる環境においてはこの限りではない）

県の要請に従った飲食・酒類提供の可否判断（提供する場合に
は飲酒に伴う大声等を防ぐ対策を検討。）

有症状者（発熱又は風邪等の症状を呈する者）は出演・練習を控え
るなど日常から出演者やスタッフ等の健康管理を徹底する。

練習時等、イベント開催前も含め、声を発出する出演者やス
タッフ等の関係者間での感染リスクに対処する。

出演者やスタッフ等と観客がイベント前後・休憩時間等に接触しない
よう確実な措置を講じる（誘導スタッフ等必要な場合を除く。）。

チケット購入時又は入場時の連絡先確認やアプリ等を活用した参加者
の把握

入場時の検温、有症状（発熱又は風邪等の症状）等を理由に入場でき
なかった際の払戻し措置等により、有症状者の入場を確実に防止

時差入退場の実施等イベント前後の感染防止の注意喚起
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都道府県 学校名

北海道 学校法人札幌日本大学学園　札幌日本大学高等学校

北海道 学校法人立命館　立命館慶祥高等学校

北海道 北海道釧路湖陵高等学校

北海道 北海道滝川高等学校

北海道 北海道札幌啓成高等学校

北海道 北海道函館中部高等学校

北海道 北海道旭川西高等学校

北海道 北海道北見北斗高等学校

北海道 市立札幌開成中等教育学校

青森県 青森県立弘前南高等学校

青森県 青森県立青森高等学校

岩手県 岩手県立一関第一高等学校・附属中学校

岩手県 岩手県立釜石高等学校

岩手県 岩手県立水沢高等学校

宮城県 宮城県多賀城高等学校

宮城県 宮城県古川黎明中学校・高等学校

宮城県 宮城県仙台第一高等学校

宮城県 宮城県仙台第三高等学校

秋田県 秋田県立秋田中央高等学校

秋田県 秋田県立横手高等学校

山形県 山形県立酒田東高等学校

山形県 山形県立東桜学館中学校・高等学校

参加校一覧（都道府県別）



都道府県 学校名

山形県 山形県立米沢興譲館高等学校

福島県 福島県立安積高等学校

福島県 福島県立会津学鳳高等学校・中学校

福島県 福島県立福島高等学校

茨城県 茨城県立水戸第二高等学校

茨城県 学校法人茗溪学園　茗溪学園中学校高等学校

茨城県 茨城県立緑岡高等学校

茨城県 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校･附属中学校

茨城県 茨城県立並木中等教育学校

茨城県 茨城県立日立第一高等学校・附属中学校

茨城県 学校法人清真学園　清真学園高等学校・中学校

栃木県 栃木県立栃木高等学校

栃木県 栃木県立大田原高等学校

群馬県 群馬県立前橋女子高等学校

群馬県 群馬県立前橋高等学校

群馬県 群馬県立高崎高等学校

群馬県 群馬県立桐生高等学校

埼玉県 埼玉県立浦和第一女子高等学校

埼玉県 埼玉県立不動岡高等学校

埼玉県 埼玉県立松山高等学校

埼玉県 埼玉県立越谷北高等学校

埼玉県 埼玉県立熊谷西高等学校

埼玉県 埼玉県立春日部高等学校



都道府県 学校名

埼玉県 埼玉県立川越女子高等学校

埼玉県 さいたま市立大宮北高等学校

埼玉県 川口市立高等学校

千葉県 学校法人芝浦工業大学　芝浦工業大学柏中学高等学校

千葉県 千葉県立船橋高等学校

千葉県 千葉県立佐倉高等学校

千葉県 学校法人市川学園　市川高等学校・市川中学校

千葉県 千葉県立長生高等学校

千葉県 千葉県立木更津高等学校

千葉県 千葉市立千葉高等学校

東京都 筑波大学附属駒場高等学校

東京都 東京学芸大学附属高等学校

東京都 学校法人東海大学　東海大学付属高輪台高等学校

東京都 東京都立立川高等学校

東京都 学校法人玉川学園　玉川学園高等部・中学部

東京都 学校法人中央大学　中央大学附属高等学校

東京都 学校法人豊島岡女子学園　豊島岡女子学園高等学校

東京都 東京学芸大学附属国際中等教育学校

東京都 お茶の水女子大学附属高等学校

東京都 東京都立戸山高等学校

東京都 東京都立科学技術高等学校

東京都 東京都立富士高等学校・附属中学校

東京都 東京都立小石川中等教育学校



都道府県 学校名

東京都 東京都立多摩科学技術高等学校

東京都 東京都立日比谷高等学校

東京都 東京工業大学附属科学技術高等学校

神奈川県 神奈川県立希望ケ丘高等学校

神奈川県 神奈川県立相模原高等学校

神奈川県 神奈川県立多摩高等学校

神奈川県 神奈川県立厚木高等学校

神奈川県 神奈川県立平塚江南高等学校

神奈川県 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校

神奈川県 神奈川県立横須賀高等学校

神奈川県 神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校

新潟県 新潟県立柏崎高等学校

新潟県 新潟県立新発田高等学校

新潟県 新潟県立高田高等学校

新潟県 新潟県立長岡高等学校

新潟県 新潟県立新潟南高等学校

富山県 富山県立富山中部高等学校

石川県 石川県立小松高等学校

石川県 石川県立七尾高等学校

石川県 石川県立金沢泉丘高等学校

福井県 福井県立若狭高等学校

福井県 福井県立高志高等学校

福井県 福井県立武生高等学校



都道府県 学校名

福井県 福井県立藤島高等学校

山梨県 山梨県立甲府南高等学校

山梨県 山梨県立韮崎高等学校

山梨県 山梨県立日川高等学校

山梨県 北杜市立甲陵高等学校

長野県 長野県諏訪清陵高等学校・附属中学校

長野県 長野県飯山高等学校

長野県 長野県屋代高等学校・附属中学校

岐阜県 岐阜県立恵那高等学校

静岡県 静岡県立清水東高等学校

静岡県 静岡市立高等学校

静岡県 静岡県立浜松工業高等学校

静岡県 学校法人静岡理工科大学　静岡北中学校・高等学校

愛知県 愛知県立一宮高等学校

愛知県 愛知県立岡崎高等学校

愛知県 愛知県立時習館高等学校

愛知県 愛知県立豊田西高等学校

愛知県 愛知県立半田高等学校

愛知県 愛知県立旭丘高等学校

愛知県 名古屋市立向陽高等学校

愛知県 愛知県立刈谷高等学校

愛知県 学校法人名城大学　名城大学附属高等学校

愛知県 愛知県立明和高等学校



都道府県 学校名

三重県 三重県立津高等学校

三重県 三重県立四日市高等学校

三重県 三重県立桑名高等学校

三重県 三重県立上野高等学校

三重県 三重県立松阪高等学校

三重県 三重県立伊勢高等学校

滋賀県 滋賀県立虎姫高等学校

滋賀県 滋賀県立彦根東高等学校

滋賀県 学校法人立命館　立命館守山高等学校

滋賀県 滋賀県立膳所高等学校

京都府 京都府立桃山高等学校

京都府 学校法人立命館　立命館高等学校

京都府 京都府立嵯峨野高等学校

京都府 京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校

京都府 京都市立堀川高等学校

大阪府 大阪府立泉北高等学校

大阪府 大阪府立富田林高等学校・中学校

大阪府 大阪府立大手前高等学校

大阪府 大阪府立高津高等学校

大阪府 大阪府立四條畷高等学校

大阪府 大阪府立住吉高等学校

大阪府 学校法人大阪医科薬科大学　高槻高等学校・中学校

大阪府 大阪府立生野高等学校



都道府県 学校名

大阪府 大阪府立豊中高等学校

大阪府 大阪府立岸和田高等学校

大阪府 大阪府立千里高等学校

大阪府 大阪府立天王寺高等学校

大阪府 大阪府立三国丘高等学校

大阪府 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎

大阪府 大阪府立東高等学校

大阪府 大阪府立園芸高等学校

兵庫県 兵庫県立神戸高等学校

兵庫県 兵庫県立龍野高等学校

兵庫県 兵庫県立宝塚北高等学校

兵庫県 兵庫県立小野高等学校

兵庫県 学校法人武庫川学院　武庫川女子大学附属中学校・高等学校

兵庫県 神戸大学附属中等教育学校

兵庫県 兵庫県立明石北高等学校

兵庫県 兵庫県立姫路西高等学校

兵庫県 兵庫県立姫路東高等学校

兵庫県 兵庫県立尼崎小田高等学校

兵庫県 兵庫県立加古川東高等学校

兵庫県 兵庫県立三田祥雲館高等学校

兵庫県 兵庫県立豊岡高等学校

兵庫県 兵庫県立長田高等学校

兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校



都道府県 学校名

奈良県 奈良県立奈良高等学校

奈良県 学校法人西大和学園　西大和学園中学校・高等学校

奈良県 学校法人奈良学園　奈良学園中学校・高等学校

奈良県 奈良女子大学附属中等教育学校

奈良県 奈良県立青翔高等学校・青翔中学校

和歌山県 和歌山県立向陽高等学校・中学校

和歌山県 和歌山県立海南高等学校

鳥取県 学校法人鶏鳴学園　青翔開智中学校・高等学校

鳥取県 鳥取県立鳥取西高等学校

鳥取県 鳥取県立米子東高等学校

島根県 島根県立出雲高等学校

島根県 島根県立松江南高等学校

島根県 島根県立益田高等学校

岡山県 岡山県立岡山一宮高等学校

岡山県 岡山県立倉敷天城高等学校

岡山県 学校法人ノートルダム清心学園　清心中学校・清心女子高等学校

岡山県 岡山県立玉島高等学校

岡山県 岡山県立津山高等学校

岡山県 学校法人金光学園　金光学園中学校・高等学校

広島県 広島大学附属高等学校

広島県 広島県立西条農業高等学校

山口県 山口県立宇部高等学校

山口県 山口県立下関西高等学校



都道府県 学校名

山口県 山口県立徳山高等学校

徳島県 徳島県立城南高等学校

徳島県 徳島県立徳島科学技術高等学校

徳島県 徳島県立富岡西高等学校

徳島県 徳島県立脇町高等学校

香川県 高松第一高等学校

香川県 香川県立観音寺第一高等学校

愛媛県 愛媛県立宇和島東高等学校

愛媛県 愛媛県立西条高等学校

愛媛県 愛媛県立松山南高等学校

高知県 高知県立高知小津高等学校

福岡県 福岡県立香住丘高等学校

福岡県 福岡県立明善高等学校

福岡県 福岡県立城南高等学校

福岡県 福岡県立鞍手高等学校

佐賀県 佐賀県立致遠館高等学校・佐賀県立致遠館中学校

長崎県 長崎県立大村高等学校

長崎県 長崎県立長崎南高等学校

長崎県 長崎県立長崎西高等学校

熊本県 熊本県立宇土中学校・宇土高等学校

熊本県 熊本県立鹿本高等学校

熊本県 熊本県立天草高等学校

熊本県 熊本県立熊本北高等学校



都道府県 学校名

熊本県 熊本県立第二高等学校

大分県 大分県立大分舞鶴高等学校

大分県 大分県立日田高等学校

大分県 大分県立佐伯鶴城高等学校

宮崎県 宮崎県立宮崎北高等学校

宮崎県 宮崎県立延岡高等学校

宮崎県 宮崎県立宮崎西高等学校・宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校

鹿児島県 鹿児島県立鹿児島中央高等学校

鹿児島県 鹿児島県立国分高等学校

鹿児島県 鹿児島県立甲南高等学校

鹿児島県 鹿児島県立錦江湾高等学校

鹿児島県 学校法人池田学園　池田中学・高等学校

沖縄県 沖縄県立球陽高等学校･球陽中学校

沖縄県 沖縄県立向陽高等学校


