
 

 

 

三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会 

医事・衛生専門委員会委員の変更 

 

第７回医事・衛生専門委員会（令和３年６月４日）後の委員の変更について、三重とこ

わか国体・三重とこわか大会実行委員会会則第 13条第４項の規定により報告します。 

 

（順不同：敬称略） 

 

選出区分 所属機関・団体・役職名 旧 新 

医療関係 一般社団法人三重県薬剤師会 事務局長 神戸 保幸 浅井 雅之 

 

説明・報告事項（１） 

 



  

 

 

 

三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会 開催準備経過 

（第７回医事・衛生専門委員会以降） 

 

 

年 月 日 開催準備 主な内容 

令 

和 

３ 

年 

度 

６ ７ 第７回競技専門委員

会の開催 

（書面議決） 

 

「新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン

の改正」（案）【国体】、「競技運営の変更」（案）【国

体】について審議し、決定 

６  9 

 

会長の専決処分 「会場地市町における競技名・開催施設・競技日

程・内容の変更」（案）、「デモンストレーションス

ポーツに係る延期の対応」（案）について決定 

 

６ 10 競技会会場及び 

競技日程の変更等の

決定 

日本スポーツ協会 国体委員会において第 76 回国

民体育大会の「会場地市町における競技名・開催施

設・競技日程・内容の変更」、「デモンストレーショ

ンスポーツに係る延期の対応」が決定 

 

 

説明・報告事項（２） 
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三重とこわか国体・三重とこわか大会における参加条件の改正（案）について 

 

「三重とこわか国体・三重とこわか大会における参加条件」について、選手等に参加前に実施するＰＣＲ検査の精度に関する事項の変更

を行います。また、選手団内に感染疑い者がいる場合の大会出場判断に関する事項を追加します。あわせて、その他条文を改正します。 

 

【条文】 

改正案 現行 

本参加条件は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るものとし、三

重とこわか国体・三重とこわか大会の開・閉会式及び競技会（以下、「大会」

という。）に参加する全ての者(各競技会における観客を除く。) （以下、

「大会参加者」という。）を対象とする。 

 

本参加条件は、三重とこわか国体・三重とこわか大会の開・閉会式及び

競技会（以下、「大会」という。）に参加する全ての者(各競技会における観

客を除く。) （以下、「大会参加者」という。）を対象とする 

 

１ 大会参加に必要となる条件 

(１) 大会参加者は、大会参加日（※１）の 14日前の時点若しくはそれ

以降において、体調管理チェックシート又は体温・体調記録アプリ「Ｇ

ＬＯＢＡＬ ＳＡＦＥＴＹ」（以下、「体調管理チェックシート等」と

いう。）に起床時体温、健康状態及び行動歴を毎日記録すること。 

 

 

１ 大会参加に必要となる条件 

(１) 大会参加者は、大会参加日（※１）の 14日前の時点もしくはそれ

以降において、体調管理チェックシートもしくは体温・体調記録アプ

リ「ＧＬＯＢＡＬ ＳＡＦＥＴＹ」（以下、「体調管理チェックシート

等」という。）に起床時体温、健康状態及び行動歴を毎日記録するこ

と。 

 

審議事項 
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(２) 大会参加者のうち、次の①及び②に該当する者は、原則、大会参加

日前 72 時間以内に採取した検体を用いて、新型コロナウイルス感染

症の核酸検出検査（ＰＣＲ法等。以下、「ＰＣＲ検査」という。）（※

２）を受けること。 

①選手団名簿に登録される者（※３） 

 

※２ ＰＣＲ検査は以下を満たすこと。 

・個別検査であること。（プール検査法でないこと。） 

・検査結果が「陰性」又は「ウイルスを検出せず」（同意味の文言可） 

と出されること。 

※３ 傷病等によりエントリー変更で交代する者を含む。 

 

(２) 大会参加者のうち、次の①から②に該当する者は、原則、大会参加

日前 72 時間以内に採取した検体を用いて、新型コロナウイルス感染

症のＰＣＲ検査を受けること。 

 

①選手団（選手、監督等） 

 

 

 

 

 

 

２ 大会への参加を認めない者 

(１)体調管理チェックシート等の体温、健康状態で感染疑い者に該当す 

る者 

・大会参加日の 14 日前の時点若しくはそれ以降において、発熱

（37.5℃以上）又は体調管理チェックシート等の「健康状態」欄の

調査項目に１つでも「あり」に該当した者（以下、「感染疑い者」と

いう。） 

    

２ 大会への参加を認めない者 

(１)体調管理チェックシート等の体温、健康状態で判断するもの 

・大会参加日の 14 日前の時点もしくはそれ以降において、発熱

（37.5℃以上）又は体調管理チェックシート等の「健康状態」欄の

調査項目に１つでも「あり」に該当した者（以下、「感染疑い者」と

いう。） 
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 なお、上記①及び②を満たさない場合であっても、感染疑い症状の 

発症日が大会参加日 3日前以前であり、かつ、感染疑い症状が消失し、 

新型コロナウイルスの感染リスクが低いこと(※４)(※５) を示す医 

師の診断書がある場合、参加を認めても構わない。 

 

 ※４  「新型コロナウイルスの感染リスクが低いこと」を示すため、 

ＰＣＲ検査又は抗原定量検査が推奨される。 

 

※５ 「新型コロナウイルスの感染リスクが低いこと」には、新型 

   コロナウイルス感染症以外の傷病も考えられる。 

なお、上記①及び②を満たさない場合であっても、感染疑い症状の 

発症日が大会参加日 3日前以前であり、かつ、感染疑い症状が消失し、 

新型コロナウイルスの感染リスクが低いこと(※２) (※３) を示す医 

師の診断書がある場合、参加を認めても構わない。 

 

 ※２  「新型コロナウイルスの感染リスクが低いこと」を示すため、 

ＰＣＲ検査もしくは抗原定量検査（以下、「ＰＣＲ検査等」と 

いう。）が推奨される。 

 ※３ 「新型コロナウイルスの感染リスクが低いこと」には、新型 

コロナウイルス感染症以外の傷病も考えられる。 

 

(２)体調管理チェックシート等の行動歴に該当がある者 

・大会参加日の 14日前の時点若しくはそれ以降に、ＰＣＲ検査又は抗

原定量検査で新型コロナウイルス感染症の陽性反応があった者、又

は感染者と濃厚接触があった者（濃厚接触者）(※６) 

・大会参加日の 14日前の時点若しくはそれ以降に、「新型コロナウイ

ルス感染症の感染が疑われる者(※７)で、感染が疑われた日から 14

日が経過していない者」が身近にいた者。 

 

・大会参加日の 14 日前の時点若しくはそれ以降に、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、地域等から入国した

者。 

・大会参加日の 14日前の時点若しくはそれ以降に、「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、地域等から過去 14日

以内に入国した者」と濃厚接触があった者。 

 

 

 

(２)体調管理チェックシート等の行動歴で判断するもの 

・大会参加日の 14日前の時点もしくはそれ以降に、ＰＣＲ検査等で検

査の結果が陰性でない者又は感染者と濃厚接触があった者（濃厚接

触者）(※４) 

・大会参加日の 14日前の時点もしくはそれ以降に、「新型コロナウイ

ルス感染症の感染が疑われる者(※５)で、感染が疑われた日から 14

日が経過していない者」が身近にいた者。 

 

・大会参加日の 14 日前の時点もしくはそれ以降に、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、地域等から入国した

者。 

・大会参加日の 14日前の時点もしくはそれ以降に、「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、地域等から過去 14日

以内に入国した者」と濃厚接触があった者。 
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※６ 濃厚接触者とは、「保健所の調査により濃厚接触者と判断さ 

れた者」と定義する。 

※７ 新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる者とは、「新型 

コロナウイルス感染症の濃厚接触者」又は「医師が感染の疑 

いありとして PCR検査又は抗原定量検査の受検を勧奨し、未 

受検及び検査結果待ちの者」と定義する。 

※４ 濃厚接触者とは、「保健所の調査により濃厚接触者と判断さ 

れた者」と定義する。 

※５ 新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる者とは、「新型 

コロナウイルス感染症の濃厚接触者」又は「医師が感染の疑 

いありとして PCR検査等の受検を勧奨し、未受検及び検査結 

果待ちの者」と定義する。 

(３) １（２）のＰＣＲ検査の結果が、「陰性」又は「ウイルスを検出せ

ず」（同意味の文言可）でない者。 

  ・陽性、ウイルスを検出、リスクが高い、未受検、判定保留のほか、

「ウイルスを検出せず」と意味の異なる「リスクが低い」といった

文言の検査結果では、大会参加を認めない。 

 

(３) １（２）のＰＣＲ検査の結果が陰性でない者 

 

 

 

 

４ 大会参加日の対応 

・大会参加者は、出発前に自宅や宿舎等において体調管理チェックシー

ト等の調査項目について確認し、発熱（37.5℃以上）又は調査項目に

１つでも「あり」に該当した場合は、会場へ来場をしないこと。 

 

４ 大会参加日の対応 

・大会参加者は、出発前に自宅や宿舎等において体調管理チェックシー

ト等の調査項目について確認し、発熱（37.5℃以上）または調査項目

に１つでも「あり」に該当した場合は、会場へ来場をしないこと。 
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６ 三重とこわか国体において、選手団内に感染疑い者がいる都道府県の 

大会出場判断について 

 ・選手団内において感染疑い者があった場合、当該感染疑い者の周囲の 

者の取扱いについて、原則、以下の対応とする。ただし、感染疑い者 

の行動歴等（種別・種目をまたがる接触の有無など）によっては、こ 

の限りではない。 

区分 

感染疑い者が感染疑い症状のあった日（０

日）を基準日として、当日から９日後までの

場合 

個人競技・種目 当該種目かつ種別の全員が出場不可 

団体競技・種目 当該種別の全員が出場不可 

選手団本部役員 全員が帯同不可 
 

 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （削除） 

附則 

・新型コロナウイルス感染症にかかる事前のＰＣＲ検査の取扱いの規定

〔１（２）及び２（３）〕については、三重とこわか国体において適用と

することとし、三重とこわか大会における取扱いは改めて定めることと

する。 

 

 

 

【体調管理チェックシート】 

改正案 現行 

⑦参加者本人が、新型コロナウイルスに感染した（陽性）、又は感染者と濃厚接

触があった 

 

⑦参加者本人が、新型コロナウイルスに感染した（陰性でない）、又は感染者

と濃厚接触があった 
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三重とこわか国体・三重とこわか大会における参加条件（案） 

 

 

本参加条件は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るものとし、三重とこわか国体・

三重とこわか大会の開・閉会式及び競技会（以下、「大会」という。）に参加する全ての者

(各競技会における観客を除く。) （以下、「大会参加者」という。）を対象とする。 

 

 

１ 大会参加に必要となる条件 

(１) 大会参加者は、大会参加日（※１）の 14日前の時点若しくはそれ以降において、体

調管理チェックシート又は体温・体調記録アプリ「ＧＬＯＢＡＬ ＳＡＦＥＴＹ」（以

下、「体調管理チェックシート等」という。）に起床時体温、健康状態及び行動歴を毎

日記録すること。 

 

(２) 大会参加者のうち、次の①及び②に該当する者は、原則、大会参加日前 72時間以

内に採取した検体を用いて、新型コロナウイルス感染症の核酸検出検査（ＰＣＲ法等。

以下、「ＰＣＲ検査」という。）（※２）を受けること。 

①選手団名簿に登録される者（※３） 

②競技会の運営上、感染症対策ができない状況（マスクを着用することができな

い等）で業務に従事する必要があると三重とこわか国体・三重とこわか大会実

行委員会が判断する者 

 

ただし、大会参加日前 72 時間以内に採取した検体を用いた検査が困難な場合、当

該選手団は、何時間以内の検体採取で対応ができるか、その具体的な理由を付して、

あらかじめ三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会に申告すること。 

 

※１  大会参加日は、三重県在住・在勤・在学の者は「大会参加初日（公式練習やリハーサル等を含

む）」、三重県以外の都道府県から来県する者は「来県日（県外配宿日を含む。）」とする。 

※２ ＰＣＲ検査は以下を満たすこと。 

   ・個別検査であること。（プール検査法でないこと。） 

   ・検査結果が「陰性」又は「ウイルスを検出せず」（同意味の文言可）と出されること。 

※３ 傷病等によりエントリー変更で交代する者を含む。 

 

 

 

改正後案 
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２ 大会への参加を認めない者 

(１)体調管理チェックシート等の体温、健康状態で感染疑い者に該当する者 

・大会参加日の 14日前の時点若しくはそれ以降において、発熱（37.5℃以上）又は体

調管理チェックシート等の「健康状態」欄の調査項目に１つでも「あり」に該当し

た者（以下、「感染疑い者」という。） 

・ただし、上記の感染疑い者について、次の条件が全て満たされた場合、参加を認め

ても構わない。 

  ①感染疑い症状発症後に少なくとも 10日が経過していること。 

（10日が経過している：発症日を０日として 10日間のこと） 

    ②薬剤を使用していない状態で、解熱後及び症状消失後に少なくても 72時間が 

経過していること。 

   なお、上記①及び②を満たさない場合であっても、感染疑い症状の発症日が大

会参加日 3 日前以前であり、かつ、感染疑い症状が消失し、新型コロナウイルス

の感染リスクが低いこと(※４)(※５) を示す医師の診断書がある場合、参加を認め

ても構わない。 

 

     ※４  「新型コロナウイルスの感染リスクが低いこと」を示すため、ＰＣＲ検査又は抗原定

量検査が推奨される。 

     ※５ 「新型コロナウイルスの感染リスクが低いこと」には、新型コロナウイルス感染症以外

の傷病も考えられる。 

 

(２)体調管理チェックシート等の行動歴に該当がある者 

・大会参加日の 14日前の時点若しくはそれ以降に、ＰＣＲ検査又は抗原定量検査で新 

型コロナウイルス感染症の陽性反応があった者、又は感染者と濃厚接触があった者

（濃厚接触者）(※６) 

・大会参加日の 14日前の時点若しくはそれ以降に、「新型コロナウイルス感染症の感 

染が疑われる者(※７)で、感染が疑われた日から 14日が経過していない者」が身近に 

いた者。 

ただし、「新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる者」が、感染疑い症状がなく、

新型コロナウイルスの感染リスクが低いことを示す医師の診断書がある場合、参加

を認めても構わない。 

・大会参加日の 14日前の時点若しくはそれ以降に、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、地域等から入国した者。 

・大会参加日の 14 日前の時点若しくはそれ以降に、「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、地域等から過去 14日以内に入国した者」と濃厚接触

があった者。 
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※６ 濃厚接触者とは、「保健所の調査により濃厚接触者と判断された者」と定義する。 

※７ 新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる者とは、「新型コロナウイルス感染症の濃厚接 

触者」又は「医師が感染の疑いありとして PCR検査又は抗原定量検査の受検を勧奨し、 

未受検及び検査結果待ちの者」と定義する。 

 

(３) １（２）のＰＣＲ検査の結果が、「陰性」又は「ウイルスを検出せず」（同意味の文

言可）でない者。 

  ・陽性、ウイルスを検出、リスクが高い、未受検、判定保留のほか、「ウイルスを検

出せず」と意味の異なる「リスクが低い」といった文言の検査結果では、大会参加

を認めない。 

 

 

３ 大会参加にあたっての健康観察及びリスク管理 

・大会参加者は、大会の成功を担う一員であることを自覚し、自らと他の参加者を新型

コロナウイルスの感染から守るため、自らの体調管理に最大限の注意を払うこと。 

・大会参加者は、大会参加日の 14 日前の時点から会場地を出るまでの間、多数が集ま

るイベント（大会の開・閉会式や競技会を除く）や会食を原則避け、各自で新型コロナウイル

スへの感染リスクを抑える行動をとること。 

・上記１（２）でＰＣＲ検査を受検した者は、受検後は厳に行動を慎むこと。 

 

 

４ 大会参加日の対応 

・大会参加者は、出発前に自宅や宿舎等において体調管理チェックシート等の調査項目

について確認し、発熱（37.5℃以上）又は調査項目に１つでも「あり」に該当した場

合は、会場へ来場をしないこと。 

・大会参加者は、大会参加日には会場へ体調管理チェックシート等を持参すること。 

 ・会場の受付(受付周辺を含む)において、検温で 37.5℃以上の者、体調管理チェックシート

等において感染疑い者と判断された者は、会場内への入場を許可せず、帰宅又は帰宿

させる。 

また、感染疑い者と判断された者の体調管理チェックシートは、受付で回収する。（そ

れ以外は回収しない。） 

 

 

５ 大会参加後の対応 

・大会参加者は、会場地を出た日の翌日から 14日間、体調管理チェックシート等に起床

時体温、健康状態及び行動歴を毎日記録すること。 
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６ 三重とこわか国体において、選手団内に感染疑い者がいる都道府県の大会出場判断に 

ついて 

 ・選手団内において感染疑い者があった場合、当該感染疑い者の周囲の者の取扱いにつ

いて、原則、以下の対応とする。ただし、感染疑い者の行動歴等（種別・種目をまた

がる接触の有無など）によっては、この限りではない。 

 

区分 
感染疑い者が感染疑い症状のあった日（０日）を 

基準日として、当日から９日後までの場合 

個人競技・種目 当該種目かつ種別の全員が出場不可 

団体競技・種目 当該種別の全員が出場不可 

選手団本部役員 全員が帯同不可 

 

 



年齢 性別

14日前 13日前 12日前 11日前 10日前 ９日前 8日前 7日前 6日前 5日前 4日前 3日前 2日前 1日前 初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

発熱及び上記①～⑥の症状改善のために
薬を服用した

行
動
歴

下記⑦～⑨の「該当なし」
　※該当項目がある場合は、下記⑦～⑨の
　　 該当する項目欄に「○」を記入

⑦参加者本人が、新型コロナウイルスに感
　染した（陽性）、又は感染者と濃厚接触が
  あった

⑧「新型コロナウイルスの感染が疑われる
　者で、感染が疑われた日から14日が経過
　していない者」が身近にいた

⑨参加者本人が、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、
　地域等から入国した。
　又は、「当該国、地域等から過去14日以
　内に入国した者」と濃厚接触者があった

     　　　　          　　　　　　　日付
　項目

体温

健
康
状
態

下記①～⑥の「症状なし」
　※症状ありの場合は、下記①～⑥の
　　 該当する症状欄に「○」を記入

　①咳、喉の痛み、鼻水など
　　 風邪の症状がある

　②頭痛がする

　③強いだるさ（倦怠感）がある

　④息苦しさ（呼吸困難）がある

　⑤体が重く感じる、疲れやすい

　⑥味覚や嗅覚の異常がある

(　　　　　　　　　)

 ●記入いただいた個人情報等は、厳正なる管理のもとに保管し、健康状態の把握、開催・参加可否の判断のためのみに利用します。また、個人情報保護法等の法令において認められる場合を除きご本人の同意を得ずに第三者に提供しません。

 　ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、大会参加者から感染（陽性）者が発生した場合に必要な範囲で保健所等の関係機関に上記記載の内容について情報提供することがありますので、あらかじめご了承ください。

【重要】PCR検査の対象者である ⇒　（対象者のみ回答） 検査の結果は、陰性である ←　大会参加日前 　「初日」（最初に大会に参加する日）は、　三重県在住・在勤・在学の者は「大
会参加初日」、三重県以外の都道府県から来県する者は「来県日」

氏名 歳 連絡先(電話番号、メールアドレス等)

体調管理チェックシート

参加者区分 所属/都道府県・政令指定都市 競技名

改正後案



 

 

今後のスケジュール 

 

医事、衛生関係、弁当調達業務の今後のスケジュールは以下の通りです。 

年度 月 内       容 

 

令和３年度 

(開催年) 

 

６～７月 

 

 

７月 

 

 

 

 

７～８月 

 
９月 

 

 

10月 

 

□弁当調製施設の決定（２次） 

 

 

○第９回医事・衛生専門委員会〔書面を予定〕 

・医療救護計画及び医療救護マニュアルの報告 

・医薬品・備品調達計画の報告 

・弁当調製事業者選定及び弁当調達計画の報告等 

  

□宿舎衛生・食品衛生講習会（Web開催を予定） 

 

第 76回国民体育大会 

「三重とこわか国体」開催 

 

第 21回全国障害者スポーツ大会 

「三重とこわか大会」開催 

 

 

凡例 ○：会議等の開催  □：開催準備活動  

注：開催時期や内容は、いずれも予定であり、準備の進捗により変動することがあります。 

 

 

【開催可否検討について】 

  今後、緊急事態宣言等の発令状況や、本県の医療機関の新型コロナウイルス感染症

受入状況などを踏まえ、以下の時期に開催可否を検討していきます。 

   ・７月末（ブロック予選開催状況） 

・８月１４日（会期前競技開始３週間前） 

・９月 ４日（国体開会式３週間前） 

・９月２３日（国体開会式直前） 

・９月３０日（大会来県日３週間前） 

・１０月１７日（大会来県前直前） 

その他 



三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会  

医事・衛生専門委員会 名簿 

 

○委員長                        令和３年７月８日現在 

選出区分 所属機関・団体・役職名 氏 名 

医療関係 公益社団法人三重県医師会 事務局長 加藤 敦央 

 

○副委員長 

選出区分 所属機関・団体・役職名 氏 名 

衛生関係 三重県保健所長会 会長 林 宣男 

 

○委 員                          （敬称略、順不同） 

選出区分 所属機関・団体・役職名 氏 名 

医療関係 

一般社団法人三重県病院協会 事務局長 松本 正人 

公益社団法人三重県看護協会 常任理事 今井可奈子 

公益社団法人三重県歯科医師会 事務局長 大井 富弘 

一般社団法人三重県薬剤師会 事務局長 浅井 雅之 

衛生関係 一般社団法人三重県食品衛生協会 専務理事兼事務局長 海住 康之 

県 関 係 

三重県医療保健部医療政策課 課長 坂本 和也 

三重県医療保健部感染症対策課 参事兼課長 渡邉 和洋 

三重県医療保健部食品安全課 課長 下尾 貴宏 

三重県医療保健部薬務課 課長 中村 昌司 

三重県環境生活部廃棄物対策局 

廃棄物・リサイクル課 課長 
西田 憲一 

 

参考 


