
◆新型コロナウイルス感染予防対策のご協力についてのお願い 
 彩の国「新しい生活様式」安心宣言に基づいて 
 埼玉県セカンドキャリアセンターをご利用の際には以下のお願いをしております。 
 
〇就職相談ご利用時 
・相談当日の朝の検温、マスクの着用をお願いします。 
・相談当日の寄り道自粛、公共交通機関利用時のマスク着用もお願いします。 
 
〇就職支援セミナーご参加時 
・参加当日の朝の検温、参加時のマスク着用をお願いします。 
・参加当日の寄り道自粛、公共交通機関利用時のマスク着用もお願いします。 
・参加者同士の雑談はご遠慮ください。 
 
また、就職支援セミナーについては、新型コロナウイルス感染症対策のため、座席の間 
隔を確保し、定員を縮小して実施します。 
彩の国「新しい生活様式」安心宣言 
https://www.pref.saitama.lg.jp/（県の安心宣言のページ） 
 
 
◆イベントにおける新型コロナウィルス感染防止対策について 
 ご参加いただいた皆様の安全を守るために、埼玉県セカンドキャリアセンターでは、 
 彩の国 「新しい生活様式」安心宣言にのっとりイベントを開催いたします。 

 
１ ３密を徹底的に回避します 
・毎時の換気 
・一定の数以上の入室制限 
・社会的距離の確保 
   
→机の間隔、及び座席数を低減したうえで開催いたします。 
 座席は指定とさせていただき、着席位置を確認できるようにします。 
 受付時にも密にならないように誘導いたします。 
 雇用保険受給資格者に必要な利用証明書については順番にお渡しします。 
  
 
２ 感染防止の対策を行います 
・発熱などの症状がある方の制限 
・症状のある職員の出勤制限 
・手洗いや手指の消毒の徹底、手の触れる場所の消毒 

https://www.pref.saitama.lg.jp/


・マスクの着用 
・共用する物品などの最小化 
・鼻水・唾液のついたゴミはビニール袋に入れて密閉 
 
→机は開催前、開催後にアルコール消毒を行います。 

受付スタッフはマスク着用で対応いたします。 
 
・入口等に消毒設備、体温計の設置 
・対面場所の遮蔽（飛沫防止用シートの設置など） 
 
→受付時にスタッフによる検温を実施します。 

ご参加にあたっての注意事項を受付時に参加者に確認いただきます。 
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開催概要

イベント名

開催会場

会場所在地

収容定員
別添開催する日時の一覧表を
ご参照ください。

収容定員なし

(大声なし）※1
収容定員の１００％以内

(大声なし）※1
密にならない程度の間隔

(大声あり）※1
収容定員の５０％以内

（大声あり）※１
十分な人と人との間隔
（なるべく２ｍ 最低１ｍ）

参加人数

主催者

主催者
所在地

開催案内等
のURL

その他の
特記事項

※２

感染防止策チェックリスト

（１）「大声あり」に該当しない理由
・ご利用者様に通常よりもはるかに大きな声を発していただくイベントではないため。
（２）大声を伴わないことを担保する具体的な対策
・コロナウイルス感染防止対策のため、イベント開催時に大声を発しないようご利用者
様にご案内いたします。

本項目では、チェックリストを記入する前に、催物の情報をご登録ください。

別添開催する日時の一覧表をご参照ください。

別添開催する日時の一覧表をご参照ください。

別添開催する日時の一覧表をご参照ください。

埼玉県

埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１

開催日時

収容率
（上限）

講師

主催者
連絡先

別添開催する日時の一覧表をご参照ください。（令和4年1月21日〜3月31日）

別添開催する日時の一覧表をご参照ください。

別添開催する日時の一覧表をご参照ください。

https://careercenter-branch.com/

（電話番号） （メールアドレス）

saitama_sc@pasona.co.jp０４９－２６５－５８４４

※１大声の定義:「客が、通常よりもはるかに大きな音量で、反復・継続的に声を発すること」とし、これに対する対
策を施さないイベントは「大声あり」に該当とすることと整理します。
※２大声なしとした場合、大声無しとした理由や、大声を伴わないことを担保する具体的な対策を記載してくださ
い。

様式3
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チェック欄 【〇、×、―（該当なし）】

①飛沫の抑
制(マスク
着用や大声
を出さない
こと)の徹

底

〇

〇

〇

③換気の徹
底

〇

〇

〇

〇

基本的な
感染防止

法令を遵守した空調設備の設置による常時換気又はこまめな換気(1時間に2回以
上・1回に5分間以上等)の徹底。

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。

④来場者間
の密集回避

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導線確保等の体制構
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、大声を伴う可能性が
あるイベントは、前後左右の座席と身体的距離の確保

②手洗、手
指・施設

消毒の徹底

【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(品質の確か
な、できれば不織布)の正しい着用や大声(※)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。

(※) 大声の定義を「客が、通常よりもはるかに大きな声量で、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。

こまめな手洗やアルコール消毒による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。

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予防策）を満た
すことが必要です。
※5000人かつ収容率50％超、屋外等定員のない会場においては5000人超のイベント開催時には
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。

感染防止策チェックリスト
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チェック欄 【〇、×、―（該当なし）】

―

―

―

―

〇

〇

〇

〇

〇

〇

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。

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 。

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。

⑦参加者の
把握・管理

 基本的な
 感染防止

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。

自治体等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。）。

⑤飲食の制
限

⑥出演者等
の感染対策

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。）。

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

時差入退場の実施 や 直行・直帰の 呼びかけ 等イベント前後の感染防止の注意
喚起。

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。

飲食中以外のマスク着用の推奨。

感染防止策チェックリスト
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予防策）を満た
すことが必要です。
※5000人かつ収容率50％超、屋外等定員のない会場においては5000人超のイベント開催時には
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。
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別添

開催日時 イベント名 会場所在地 収容定員 参加人数 講師

1月24日（月） 面接実践練習 ウェスタ川越 就職支援ルーム 埼玉県川越市新宿町1-17-25 20 15 外川

1月25日（火） シニアのための面接攻略法～好印象を与える話し方とは？～ 所沢市役所 604会議室 埼玉県所沢市並木１丁目１−１ 70 20 丹

1月26日（水） 魅力的な応募書類の作成術～経験や想いを上手く伝えるために～ ウェスタ川越 大会議室 埼玉県川越市新宿町1-17-22 135 30 丹

1月26日（水） 面接会話術～自分の強みをうまく伝えよう～ 草加市勤労福祉会館 視聴覚室 草加市旭町６丁目１３−２０ 80 30 関口

1月31日（月）AM 健康と働き方～働いて健康を維持する～ ウェスタ川越 会議室1,2 埼玉県川越市新宿町1-17-17 102 60 平城

1月31日（月）AM 就職支援セミナー ウェスタ川越 会議室1,2 埼玉県川越市新宿町1-17-26 102 50 関口

1月31日（月）PM 健康と働き方～働いて健康を維持する～ ウェスタ川越 会議室1,2 埼玉県川越市新宿町1-17-18 102 60 平城

1月31日（月）PM 就職支援セミナー ウェスタ川越 会議室1,2 埼玉県川越市新宿町1-17-27 102 50 関口

2月15日（火） 面接対策講座～わたしの魅力の伝え方～ 所沢市役所 604会議室 埼玉県所沢市並木１丁目１−１ 70 20 関口

2月16日（水） 求人票の見方 ウェスタ川越 就職支援ルーム 埼玉県川越市新宿町1-17-28 20 15 岩崎

2月16日（水） 就職活動のすすめ～自己理解から就職まで全体の流れを学ぶ～ 草加市勤労福祉会館 視聴覚室 草加市旭町６丁目１３−２０ 80 30 関口

2月17日（木） シニアのための面接攻略法～好印象を与える話し方とは？～ ウェスタ川越 大会議室 埼玉県川越市新宿町1-17-21 135 30 丹

2月21日（月） 自己理解と働くための条件整理～私らしい働き方を考える～ 草加市勤労福祉会館 視聴覚室 草加市旭町６丁目１３−２０ 80 30 関口

2月22日（火） シニアのキャリアデザイン～多様な働き方の現状と新しい仕事観～ 所沢市役所 604会議室 埼玉県所沢市並木１丁目１−１ 70 20 丹

2月24日（木） 就職活動のすすめ～自己理解から就職まで全体の流れを学ぶ～ キララ上柴 大会議室 埼玉県深谷市上柴町西4丁目2番地14 130 30 関口

2月25日（金）AM 健康と働き方～働いて健康を維持する～ ウェスタ川越 会議室1,2 埼玉県川越市新宿町1-17-19 102 60 平城

2月25日（金）AM 就職支援セミナー ウェスタ川越 会議室1,2 埼玉県川越市新宿町1-17-29 102 50 関口

2月25日（金）PM 健康と働き方～働いて健康を維持する～ ウェスタ川越 会議室1,2 埼玉県川越市新宿町1-17-20 102 60 平城

2月25日（金）PM 就職支援セミナー ウェスタ川越 会議室1,2 埼玉県川越市新宿町1-17-30 102 50 関口

2月7日（月） 就活のポイント整理 ウェスタ川越 就職支援ルーム 埼玉県川越市新宿町1-17-31 20 15 外川

2月7日（月） 就職活動のすすめ～自己理解から就職まで全体の流れを学ぶ～ 市民プラザかぞ 301会議室A・B・C 埼玉県加須市中央２丁目４−１７ 72 16 脇坂

開催会場



別添

開催日時 イベント名 会場所在地 収容定員 参加人数 講師開催会場

2月8日（火） 就職活動のすすめ～自己理解から就職まで全体の流れを学ぶ～ 所沢市役所 604会議室 埼玉県所沢市並木１丁目１−１ 70 20 関口

2月9日（水） 就職活動のすすめ～自己理解から就職まで全体の流れを学ぶ～ 中央公民館 大会議室 春日部市粕壁６９１８−１ 66 30 脇坂

3月10日（木） 就職活動のすすめ～自己理解から就職まで全体の流れを学ぶ～ ウェスタ川越 大会議室 埼玉県川越市新宿町1-17-23 135 30 関口

3月10日（木） 就職活動のすすめ～自己理解から就職まで全体の流れを学ぶ～ ウェスタ川越 大会議室 埼玉県川越市新宿町1-17-24 135 30 関口

3月14日（月） 仕事の進め方と応募書類の書き方～企業の本音教えます！～ 草加市勤労福祉会館 視聴覚室 草加市旭町６丁目１３−２０ 80 30 関口

3月15日（火） 自己理解と働くための条件整理～私らしい働き方を考える～ 所沢市役所 604会議室 埼玉県所沢市並木１丁目１−１ 70 20 関口

3月22日（火） 魅力的な応募書類の作成術～経験や想いを上手く伝えるために～ 所沢市役所 604会議室 埼玉県所沢市並木１丁目１−１ 70 20 丹

3月23日（水） シニアのキャリアデザイン～多様な働き方の現状と新しい仕事観～ 草加市勤労福祉会館 視聴覚室 草加市旭町６丁目１３−２０ 80 30 丹

3月3日（木） 面接会話術～自分の強みをうまく伝えよう～ 伊奈町商工会館 大会議室 北足立郡伊奈町中央4-401 100 30 脇坂

3月7日（月） 応募書類の書き方 ウェスタ川越 就職支援ルーム 埼玉県川越市新宿町1-17-25 20 15 砂庭

3月8日（火） 求人の探し方＆面接対策講座～早期の就職決定に向けて～ 所沢市役所 604会議室 埼玉県所沢市並木１丁目１−１ 70 20 関口

3月16日(水) 面接実践練習 ウェスタ川越 就職支援ルーム 埼玉県川越市新宿町1-17-25 20 15 寺東


