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●第４回（2021年 6月 1日） 

主題「AQL安全対策マニュアル、新型コロナウイルス対策マニュアルの見直し」 

１．AQL安全対策マニュアルの見直し 

番号 提案者 検 討 対 応 類 例 

2021-1 奥山 

3 -(イ)-①-3 会場に避難勧告や避難指示が発表される

か、警戒区域が設定されたとき。 

AQL の参加者は若年層中心とはいえ、ハンディキャ

ップを持つ方や高齢者の参加も想定されます。避難指示

（警戒レベル 4）より前の高齢者等避難（警戒レ 

ベル 3）の段階で中止とすべきと考えます。 

下記のとおり整理します。 

・「避難勧告」の削除。（2021.5.20廃止） 

・3 -(イ)-②責任者が大会の開催可否を検討 に、警戒

レベル３（高齢者等避難）の取り扱いを追加 

・3 -(ウ)-②事故や外傷の予防 に、警戒レベル３が発

令中、避難に時間を要する参加者等は参加を自粛するよ

う記載。 

・実際に発令された場合は、参加自粛を広報する。ただ

し、障害の有無を個別に把握することはしない。 

 

2021-2 奥山 

3 -(イ)-①-4 会場のある市区町村に各種特別警報か暴風

警報または津波警報が発表されているか、発表が見込

まれるとき。（大会開始４時間前までに判断） 

冬場の開催を考慮して、暴風雪警報を対象に加えたい

です。 

 提案どおり修正します。 

 

2021-3 奥山 

3 -(イ)-①-6 大会前日または当日に、会場から半径１０

０ｋｍの域内で震度６弱以上を観測する地震が発生し

たとき。 

あくまで安全を考慮する対象は会場よりもむしろ参加

者であると考えます。そのため「会場から半径 100km

または当該地域リーグ域内」または「会場もしくは参加

予定チームの本拠地から半径 100km の域内」とすべき

と考えます。（②の条件には入っていますが、①に格上

げすべきと考えます。） 

 下記理由より現行どおりとします。 

・本基準を「会場」としているのは、会場自体や往復の

安全性に懸念が生じる可能性が高いため。 

・「参加予定チーム本拠地から 100km圏内」は、対象

域が大きくなりすぎる懸念がある。また、本拠地の認定

が難しいサークルも存在する。 

 

2021-4 小鍋 

3 -(イ)-②-3 会場のある市区町村に、前項 4.に定める特

別警報や警報以外の警報または津波注意報が発表され

るか、発表が見込まれるとき。 

「前項 4.に定める特別警報や警報」以外の警報 と言

いたいのだと思いますが、普通にわかりにくいので、以

下の文章でどうでしょうか？ 

「会場のある市区町村に、各種警報（前項 4.に定める

提案のとおり修正します。  
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ものを除く）または津波注意報が発表されるか、発表が

見込まれるとき。」 

2021-5 
多ヶ谷 

平山 

3-(ウ)-① 体調の維持 

・体調が悪くなるリスクとして、1 段落目の「集中力を

要する時間が長い」はよいですが、「休憩や栄養・水分

補給を取りにくい」「室内の温度・湿度の管理や換気が

おろそかになりがち」 は、そうならないように運営側

や参加者同士で気を付けるべきでは？と捉えられます。

先に 2 段落目を述べてから、1 段落目のリスクを述べ

て、かつ皆で防ぐようにしましょうとしてはどうでしょ

うか。 

・昨今の新型コロナの状況を踏まえ、改めて全参加者に

代表から周知させる必要があるかと思います。 

 提案を踏まえ、下記のとおり修正します。また、各地

域代表等は全参加者に改めて周知してください。 

「すべての参加者は、日頃から栄養や衛生に気をつ

け、大会前日は睡眠を十分にとってください。 

クイズは怪我や体調悪化のリスクが低いと考えがち

で、休憩や食事、水分補給、室内の温度・湿度管理、換

気等がおろそかになることがあります。責任者を中心

に、十分配慮してください。 

そして、少しでも体調に異変を感じた場合は、大会前

やクイズ中であっても無理せず棄権してください。」 

 

2021-6 多ヶ谷 

3-(ウ)-② 事故や外傷の予防 

・こちらも①同様、先に 2 段落目を述べてから、1 段落

目のリスクを述べてはどうでしょうか 

・「刃物の使用」の具体例はありますか？ 

・「クイズは、他のスポーツやレジャーに比べると事故

や外傷は発生しにくいと考えられます。」の記述はなく

てもよいのでは？ 

提案を踏まえ、下記のとおり修正します。 

「すべての参加者は、法令やマナーを遵守し、責任者

や施設管理者の指示に従うほか、レイアウトを工夫した

り、お互いに声をかけあったりして事故や外傷を予防し

てください。 

移動中の交通事故や階段・配線でのつまずき、重量物

の運搬、刃物を使用しているとき等は十分注意してくだ

さい。また、休憩中や大会終了後など、緊張感が途切れ

ている場面は事故が発生しやすくなります。」 

なお、「刃物の使用」は、ネームプレート等作成時の

はさみやカッターを想定しています。 

 

2021-7 輿 

3-(ウ)-③-3 １８歳未満（卒業式を終えていない高校３年

生も含む）の参加者等は、１８時の時点で実施してい

る企画の勝者と敗者が決定したら、法令の範囲内で保

護者が了承している場合を除き、まっすぐ帰宅してく

ださい。 

オンラインでも、学校に集合するなど自宅以外から参

加している場合は不公平が発生しませんか？ 

マニュアルを改正する必要はないかもしれませんが、

各地域の開催方法と時間次第で気を付けた方がいいかも

しれません。 

提案を踏まえ、下記のとおり 4に挿入します。 

「（ウ）自宅や学校以外の場所から参加している１８歳

未満（卒業式を終えていない高校３年生も含む）の参加

者等は、１８時の時点で実施している企画の勝者と敗者

が決定したら、法令の範囲内で保護者が了承している場

合を除き、まっすぐ帰宅してください。」 
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2021-8 輿 

3-(ウ)-④-2 火気の使用を禁じます。喫煙所に行く場合

は、所在不明となることを防ぐため、 クイズの場にい

る２人以上の方に伝えてから行くようにしてくださ

い。 

前段と後段の関係性が不明です。喫煙所に行く場合以

外も所在不明になるとまずいと思いますので、項目を分

けるか、自明であるため喫煙ルールは会場や条例を遵守

するのみでいいと思います。 

提案を踏まえ、下記のとおり修正します。 

「2 火気の使用を禁じます。 

3 喫煙所に行く場合など、クイズの場を離れる場合

は、所在不明となることを防ぐため、 ２人以上の方に

その旨を伝えてください。」 

 

2021-9 平山 

3-(エ)-② 大会中に傷病者が発生した場合 

→試合中に発熱者が出た場合の対応についての記述が

あってもいいかと感じました。 

いろいろ資料を見たところでは「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 ④講座等の

受講に当たって特に留意すべきこと」 が参考になるか

と思います。 

（ https://www.kominkan.or.jp/file/all/2020/20201002_

02guide_ver03.pdf） 

 提案を踏まえ、発熱者等の記載を含めて整理します。  

2021-

10 
石原 

3-(エ)-②-5 医療機関を受診する場合は、傷病の現場に

居合わせた１名と、傷病者のチームメンバー１名は同

行してください。これは、医師や保護者に状況を説明

するためです。 

現場に居合わせた人やチームメンバーは、状況を医師

や救急隊に説明する際、傷病者の過去の病歴やアレルギ

ーなどを問われることになると思います。傷病者本人が

十分に受け答えできたり保護者や家族に連絡がついたり

すれば問題ないでしょうが、そうでない可能性も考慮す

る必要があると思います。家族や同僚に連絡がつくまで

知らないことを詳しく聞かれることになって、マニュア

ルに沿って同行した人もたいへん困ると思います。 

そこで、「家族や職場などの緊急連絡先、あるいは病

歴・アレルギー・内服薬などを、非常時に伝えられるよ

う準備する」ことを推奨してはいかがでしょうか。プラ

イバシーの問題があるので代表者にすべて把握させる必

要はないと思いますが、スマートフォンの機能で確認で

きるようにする、必要事項を記入した紙を専用の(それ

受診同行は「何かが起きた場所での状況を説明するた

め」「傷病者の家族との連絡調整のため」と整理しま

す。 

なお、病歴等を「要配慮個人情報」に該当し、特に配

慮を要するものと法的に要請されているため、大会側で

の収集は困難です。 

各種媒体を用いて各自に情報を携帯させる方法につい

ては、実効性の担保を含め引き続き研究する必要がある

と考えます。 
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とわかる)封筒に入れて携帯してもらい非常時のみ開封

する、などの手があると思います。 

特に一般の部の社会人サークルではジュニアの部と比

較すると、様々な年齢や家族構成の参加者がいるととも

に、チームメイトの個人情報をあまり知らないなどとい

う状況もあると思います。傷病者個人の責任というご意

見もあるかもしれませんが、傷病者のためというより同

行者のための意見です。 

2021-

11 

多ヶ谷 

輿 

3-(オ)-① イベント保険 

・「イベント保険の加入をする」のは誰に対しての推奨

か？リーグ責任者であると思うが、この文だと参加者向

けともとらえられる。 

・「追ってお知らせします」がマニュアルに残ったまま

になっているのは不適では。 

・具体的な商品は実際に参加者には伝えておらず、また

その必要も感じません。そして、イベント保険は参加費

から賄うため、「イベント保険の加入は大会委員長の判

断で加入を推奨する。」としてほしいです。 

提案を踏まえ、下記のとおり修正します。（昨年度修

正漏れ） 

「会長及び地域代表者は、大会開催にあたって必要な

保険に加入します。」 

なお、過去の大会では保険請求に該当する事故が実際

に発生しているため、今後も AQL主催の大会では加入

を必須とします。 

 

2021-

12 
多ヶ谷 

4-(ア) 体調の維持への対応（オンライン） 

各人の目の疲労が起きる背景として、「長時間スマート

フォンやパソコンの画面を見続けることになるため、」

と追加してはどうでしょうか。 

提案を踏まえ、下記のとおり修正します。 

「オンラインを通したクイズイベントでは、長時間画

面を見続けるため、疲労が蓄積していきます。これを低

減するため、」 
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２．新型コロナウイルス対策マニュアルの見直し 

番号 提案者 検 討 対 応 類 例 

 

鈴来 

奥山 

表題 

一旦読めばリアル開催にかかるマニュアルとわかりま

すし、類似の文言は 3P にも書かれてはいますが、開催

可否の項目などで誤解を生まないためにも、あくまでも

リアル開催にかかるマニュアルであることをタイトル等

で強調してもよいのではないかと思いました。 

表紙に記載し、全体を調整します。  

 

岩井 

平山 

全体 

参照・引用しているガイドラインやマニュアル等を最

新のものに変更・更新し、その記載に変更。出典等を明

記する。 

提案どおり、修正します。  

 

上野 

全体 

どのような形でレギュレーションを定めたとしても、

運用にあたってそれを遵守するということが極めて重要

かと思います。 

例えば参加を希望していても、レギュレーションに抵

触することにより参加を断念した方がいたとして、実際

にはレギュレーションに抵触している方が参加していた

ということがあったりすると、参加を断念した方々から

の大会自体の評価に関わってくることとなり、ひいては

クイズ界全体の評価にも繋がってくることと思います。 

ご指摘を踏まえ、マニュアルが各地域で適切に運用さ

れていることを確認できる体制を設けます。 

 

 

越島 

P7_1-(1)-①  

イベント自粛を求められる例示に緊急事態宣言があり

ますが、まん延防止等重点措置を併記してもよいのでは

ないかと思いました。 

まん延防止等重点措置の適用例をみるに、イベントの

規模縮小は求められるものの、中止までは求められない

ため、例示には加えません。 

 

 

市川 

田中 

鈴来 

西 

上野 

P9_1-(2)-⑤、P22_3チェックシート(1) 

2 週間以内に外出自粛・他都道府県への移動、自粛を

要請された地域への訪問・滞在（居住）がある方 

・⑤は現状では厳しすぎる。推奨事項として残すならと

もかく、一律に「参加禁止」とするのは実情と異なり厳

しすぎるので、削除したほうがよい。 

・多様な居住地からの参加が見込まれることもあり、移

動自粛要請地域に立ち入った方の参加不可の項目は弛め

提案を踏まえ、今後の要請変化にも対応できるよう、

下記のとおり修正します。 

「国や関係自治体から移動自粛を要請されている方

（都道府県境をまたぐ移動等については、地域代表が事

前に公表する基準に準拠）」 

地域代表等は、各地の感染状況や日常的な交流状況を

踏まえて判断し、事前に基準を公表してください。

（例：都道府県境をまたぐが、通勤通学圏内である方は
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ていただく方が良いかと思います。 

・現在の新型コロナウイルス感染症がいまだ収束が見え

ない現状においては、オフラインでの開催には極めて慎

重となるべき。特に、都道府県を跨いでの参加者が見込

まれる場合は、オンラインでの開催が適当。 

除く等） 

 
市川 

西 

P12_2＜会長・地域代表（以下「会長等」。代行や担当

者含む）＞ 

「会場の規定に従い、必要があれば参加者全員の連絡

先と体調をWeb経由で提出してもらう」を追加 

 提案どおり追加します。（格付は◎） 

参考：https://ws.formzu.net/fgen/S68023025/ 

なお、有事にあってはすぐに提出できる体制を整えて

おくことが大事です。 

 

 市川 

P13_2-(3) 自宅または滞在先出発前～移動 マスクを含

め、顔面を触らない。 

〇に格下げ 

提案どおり修正します。 

 

 

市川 

伊藤 

平山 

西 

P13_2-(3) 自宅または滞在先出発前～移動 「新型コロ

ナウイルス接触確認アプリ」を、大会の３週間前からイ

ンストールし機能を有効化し携帯する 

 削除（市川）、△に格下げ（伊藤、西） 

機能や活用に疑わしい点があることは否めませんが、

全く効果がないとは言い切れないので△に格下げとしま

す。 
 

 

多ヶ谷 

P17_2-3-(4) 問読みの事前録音 

実際にあり得るのでしょうか？（ＡＱＬ以外まで考慮

するならばある気もしますが） 

技術進歩次第ではありうるので△で維持します。  

 

多ヶ谷 

P18_2-3-(5) 

チームメンバー同士での対面発声や直接接触をしない

（特に勝利時に注意） を追加したいです。 

 大会の性質上、緊張緩和などによる不意の発声や同じ

チーム同士での接触は防ぎきれないので、マニュアルに

記載して違反を取ることは避けるべきと考えます。すべ

ての参加者には、現記載の「発声は最低限とする。大声

は控える。」ことに努めるよう周知徹底します。 

 

 

多ヶ谷 

P19_2-3 

得点をホワイトボードで管理する場合は、ホワイトボ

ードマーカーとイレーサーも毎回消毒対象としたいで

す。（得点スタッフが入れ替わるため） 

提案どおり追加します。2-3-(5)＜問読み・進行＞  

 

田中 

多ヶ谷 

小鍋 

2 休憩時間について 

休憩時間についての記載が必要と思いました。 

・休憩時間（昼食・喫煙など）はマスクを外す機会が多

いため、他者と一定の距離を確保することを強く意識す

る。 

・飲食は個人で、マスクを外す時間を極力短く、対面で

 提案を踏まえ、現行の P20_2-3-(6)に休憩時間に関す

る記載を追加します。 

 

https://ws.formzu.net/fgen/S68023025/


7 

はしない。 

・会場内での食事は控え、水分や軽い糖分の補給の際に

は周囲との距離を保つこと。 

などを入れた方がいいと思いました。 

 

越島 

ワクチン接種後の副反応等による体調不良時には試合

中でも柔軟に選手交代を認める等、接種を受けることに

よるデメリット等を感じにくくする取り組みがあっても

良いように思いました。 

ワクチン接種後の体調不良は本人の健康管理の問題で

はないので、当該チームのみがディスアドバンテージを

抱えるというルールは公平感がない気がします。 

「突発的な体調不良の際は無理をせず試合を中断す

る」に加えて、「ワクチン接種後の副反応に伴う体調不

良にかかる対応が適切にされた後、試合を再開する場

合、当該チームと対戦相手はそれぞれチームメイトを変

更できる。」とすれば競技制も一程度損なわれないよう

に思いますが、いかがでしょうか。 

大会側（地域代表および各部屋の進行担当）では当該

体調不良がワクチン接種後の副反応によるものか、他疾

患によるものかの判別ができないことから、全ての体調

不良は同様に扱うこととします。 

（例） 

・病気等の事情があれば直前までメンバー変更可能であ

ることを告知する。 

・突発的な体調不良の際は無理をせず試合を中断する。 

・試合開始後のメンバー変更は不可 

 

 


