COVID-19ワクチン接種や検査の必須条件‐よくある質問

イベント運営者が知っておくべきこと

最新の更新：（変更は黄色表示で強調されています。）
11/2/21: 2021年11月8日より、ロサンゼルス市 (LA)で開催される参加者5,000〜9,999人の屋外イベントに
加えて、舞台芸術劇場、音楽およびコンサート会場、成人向け娯楽施設などの屋内ライブパフ
ォーマンス会場が、LA市ワクチン接種条例の対象となります。イベント会場への影響を説明す
るためによくある質問（FAQ）とリンクが追加されました。

本文書「よくある質問（FAQ）」は、ロサンゼルス郡衛生担当官命令に従うイベント運営者を援助するための
ものです。このFAQは、1,000人以上の参加者のいる屋内イベントか、10,000人以上の参加者のいる屋外イベ
ントとして定義される、メガイベントを含む大規模なイベントに適応するものです。メガイベントの例に次を
含みますがこれらに限定はされません：大会、会議、博覧会、コンサート、ショー、ナイトクラブ、スポーツ
イベント、ライブイベントとエンターテイメント、フェアー、フェスティバル、パレード、テーマパーク、遊
園地、ウォーターパーク、大規模な私的イベントや集会、マラソンや耐久レース、自動車展示会など。

1. 衛生担当官命令の必須条件は何ですか？また、それはいつ有効になりますか？
衛生担当官命令は、メガイベント運営者がほとんどの顧客のワクチン接種の有無を確認するための追加のステ
ップを取ることを必須としています。以下はメガイベントやそれに関連する運営に適用される必須条件です。

 メガイベント:
 屋内のメガイベント（1,000 人以上）の全ての参加者は、入場前に COVID-19 に対するワクチン
接種を完了している証明、または、入場前（診断）検査結果を表示し続ける必要があります。2
歳以下の子供は免除されます。
 2021 年 10 月 7 日開始：屋外のメガイベント（10,000 人以上）への 12 歳以上の全ての参加者
は、入場前に COVID-19 に対するワクチン接種を完了している証明、または、入場前（診断）検
査結果を表示する必要があります。
 2021 年 11 月 1 日を始めに、メガイベントの運営者は 18 歳以上の参加者の、ワクチン接種を完
了した証明か COVID-19 ウイルス検査陰性結果の証明を、写真付き ID と照らし合わせて確認す
ることが必須となります。
 証明書はワクチン接種完了や検査結果を証明するのに十分ではなくなりました。
 ワクチン接種の詳細は、ワクチン確認ガイドと検査確認ガイドをご覧ください。

2. メガイベントが高リスクなのはなぜですか？
メガイベントは、参加者が通常交流しないような他の多くの人と物理的に近い距離で長時間過ごすため、参加
者の中に感染者がいる場合に、呼吸器の飛沫が参加者の間で拡散するためにCOVID-19拡散の高リスクとなって
います。
また、環境の状況によりリスクはさらに増加されます。公開されたレポートによると、6 フィート以上の人へ
の拡散を含む感染リスク増加の状況は以下を含みます:
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•

呼吸の際に放出される呼吸器の飛沫、特に非常に細かい液とエアロゾル粒子の蓄積を許可する、換気
や空気調和が十分でない閉鎖された場所。

•

感染者が身体運動中や声を上げる活動（例：エクササイズ、叫ぶ、歌う）を行う時に発生する、呼吸
時に放出される呼吸器の飛沫の増加。

•

これらの状況に長時間晒される場合。

3. 私たちの会場はロサンゼルス市（LA）内にあります。LA市ワクチン接種条例は、LA市で開催さ
れるイベントにどのような影響を与えますか？
2021年11月8日より、ロサンゼルス市 (LA)で開催される参加者5,000〜9,999人の屋外イベントに加えて、舞台
芸術劇場、音楽およびコンサート会場、成人向け娯楽施設などの屋内ライブパフォーマンス会場が、LA 市ワ
クチン接種条例の対象となります
ただし、条例の要件は「DPHの命令によって、屋内サービスを提供する前にCOVID-19ワクチン接種状況の証明
の確認が義務付けられている場所」には適用されないとLA市条例に明示的に述べられています。これは、LA市
で開催される屋内メガイベント（参加者1,000人以上の屋内イベント）は条例の対象ではなく、代わりに郡衛
生担当官命令のワクチン接種要件に引き続き準拠する必要があることを意味します。
LA市で開催される他のすべてのイベントは、LA 市条例を確認し、これを遵守しなければなりません。 LA市条
例の詳細については、SafePass LAをご覧ください。

4. どの衛生担当官命令の必須条件が私のイベントに適用されますか？
イベントのサイズと、屋内か屋外で行われるかによって、リスクは異なります。参加者の少ない屋外のイベン
トは、大規模な屋内のイベントよりも感染リスクが低くなります。以下の表はこれら2つのイベントの特徴を
基に、適用される異なるルールを説明しています。

2021年11月8日より、ロサンゼルス市で開催される参加者が1,000人未満の屋内イベントと5,000〜9,999人の屋
外イベントは、この「よくある質問（FAQ）」に記載されているLA市ワクチン接種条例に準拠する必要があり
ます。

イベントの
場所

参加者の数

マスク着用の
ルール

顧客のワクチン接種完了
証明（または過去72時間
以内に行われた検査結果
の陰性証明）は必須か？

1,000人以下

ワクチン接種の有
無に関わらず参加
者全員必須

会場がロサンゼルス市に
ある場合は必須*
その他の場合は強く推奨

1,000人以上

ワクチン接種の有
無に関わらず参加
者全員必須

必須

屋内
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パフォーマーへの
必須条件は？
•

ワクチン接種を完了
している、または少
なくとも週に 2 回検
査を受けている場
合、パフォーマーは
マスクを着用せずに
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推奨されるが必須
ではない

推奨

5,000-9,999人

推奨されるが必須
ではない。

会場がロサンゼルス市に
ある場合は必須*
その他の場合は強く推奨

10,000人以上

ワクチン接種の有
無に関わらず参加
者全員必須

必須

5,000人以下

屋外

•
•

屋内でのパフォーマ
ンスができる。
屋外でもマスク着用
の必要はない。
パフォーマーと観客
の間に少なくとも12
フィートの距離を開
ける事が理想的。

*ロサンゼルス市で開催される参加者1,000人未満の屋内イベントおよび5,000〜9,999人の屋外イベントは、LA
市ワクチン接種条例に準拠する必要があります。

5. 企業施設の中に入ったり、メガイベントに参加するために、郡衛生担当官がワクチン接種の証明
を必須とするのはなぜですか？
衛生担当官は、より簡単に拡散する COVID-19 ウイルスのデルタ株の感染が継続していることと、現在この疾
病の郡での地域感染レベルが高くなっているため、このステップを取っています。特定の高リスクな企業に訪
れる人にワクチンを必須条件とすることは、地域感染の減少に役立ち、これらの状況での従業員と顧客へのリ
スクを軽減し、感染リスクの高い住民にワクチン接種を受けることを奨励します。ワクチンは安全で効果的で
あり、郡で広く接種可能であり、COVID-19 に感染して重症になる個人のリスクを軽減する最善方法です。
COVID-19 ワクチンの詳細はロサンゼルス郡ワクチンのウェブページをご覧ください。

6. ビジネスはどのようにワクチン接種のステータスを確認したらよいですか？
ワクチン接種ステータスの確認は12歳以上の参加者のみに適用されることをお忘れなく。2021年11月1日を始
めに、メガイベントの運営者はワクチン接種を完了した証明かCOVID-19ウイルス検査陰性結果の証明を、写真
付きIDと照らし合わせて確認することが必須となります。写真付きIDとの照合チェックは18歳以上の参加者が
対象です。衛生担当官命令の対象となるビジネスは、次の2つの事項を確認する必要があります:

 （18 歳以上であれば）参加者のワクチン記録上の名前と、写真付き ID の名前が一致していることを確
認する、そして

 COVID-19 ワクチン証明上のワクチンの種類と接種日を確認する。


Johnson & Johnson (J&J)の場合、今日から少なくとも 14 日前に 1 度接種のワクチンが接
種されていることを確認する。

Pfizer か Moderna の場合、2 度接種の接種日を両方確認する。最後に接種した日が今日
から少なくとも 14 日前である必要がある。
証明として許容できるワクチン記録には様々な種類があります:


 ワクチン記録カード、または健康記録
 アメリカ疾病予防センターの COVID-19 ワクチン記録カード
 世界保健機関（WHO）のワクチン記録カード
 医療従事者や COVID-19 ワクチン提供場からのワクチン接種書類
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 カリフォルニア州予防接種登録書(CAIR2)のワクチン記録

 デジタルワクチン記録
 カリフォルニア州公衆衛生局から発行されたもの
 Healthvana や Carbon Health などの承認済みの会社から発行されたもの
画像と詳細情報は、ロサンゼルス郡 COVID-19 ワクチン接種証明検証のビジュアルガイドをご覧ください。

7. ビジネスはどのように入場前の COVID-19（診断）陰性検査結果を確認したらよいですか？
これは、COVID-19 に対するワクチン接種完了の証明を提供しない、屋内メガイベントの全ての参加者と、屋
外メガイベントの 12 歳以上の全ての参加者に適用されます。入場前に検査結果の提供と確認が行われる必要
があります。2 歳以下の子供は、入場前検査の必須条件から免除されます。
2021 年 11 月 1 日を始めに、メガイベントの運営者は参加者の、ワクチン接種を完了した証明か COVID-19 ウイ
ルス検査陰性結果の証明を、写真付き ID と照らし合わせて確認することが必須となります。これは 18 歳以上
の参加者のみに適用されます。
参加者のCOVID-19（診断）検査結果が陰性であることを確認するため、ビジネスは以下のステップを取りまし
ょう:
 検 査 結 果 場 の 名 前 と 、 生 年 月 日 が 記 載 し て あ る 場 合 は 、 写 真 付 き ID （ 18 歳 以 上 に 限 り ）
と適合していること、そして、COVID-19（診断）検査結果の書類が以下を表示していることを確認す
る:
 検査結果が陰性である、そして
 検査が過去72時間以内に行われた、そして
 検査の種類がCOVID-19、またはSARS-CoV-2抗原(Ag)、またはPCR/NAATである、そして
 検査結果がラボ、医療施設、検査プロバイダー、医療従事者（例：Healthvana）の患者用プラ
ットフォームからであること。
画像と詳細情報は、ロサンゼルス郡COVID-19陰性検査結果証明検証のビジュアルガイドをご覧ください。

8. 従業員は参加者のワクチン記録、陰性検査結果、または検証プロセスの記録を保存する必要があ
りますか？
いいえ。各観客が席を与えられ、サービスを受け、施設内でのアクティビティに参加することを許可されるこ
とで、その施設の所有者/マネジメントは、施設が入場前に各参加者のワクチン、または陰性検査結果を適切
に検証したことを宣誓したことになります。ビジネスが適切なワクチン検証プロセスに従わなかったことが分
かった場合、不従順罰則の対象になります。

9. メガイベントのステータスを決定するために、どのように参加者を計算すべきですか？
イベントでの拡散のリスクは、参加者が増え、参加者間の濃厚接触が増加し、イベントの時間が長くなると共
に増加します。イベント運営者は、イベント施設内、またはイベントスペースと定義される場所で常に予測さ
れる参加者の合計数を基にイベントのサイズを計算するべきです。短時間のイベント（3 時間かそれ以下）の
場合、イベント運営者は、全ての参加者がイベント時間の全体に参加すると予測して参加者の合計数を計算し
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ましょう。1 日以上に渡るイベントなど、長期間のイベントの場合、イベント主催者は、イベントのピーク時
に予測される人数を基に出席評価をしましょう。イベント期間中、予測される参加者数がメガイベントのサイ
ズに近づく場合は常に、イベント運営者はメガイベントのルールに従い、参加者のワクチン接種ステータスを
検証する必要があります。
長時間のイベントで、メガイベントの人数制限より低く保ちたいイベント運営者は、イベント期間中に参加者
の混雑を避けるために時間指定のチケットを提供することを考慮し、参加者がイベントで移動しやすいよう、
スタッフに混雑した場所を監視するよう指示してください。

10. 施設が観客、および/またはスタッフのワクチンステータスを確認していないことが分かった
場合、どうなりますか？
郡の衛生指導官は、施設の通常営業時間に訪れ、運営をチェックします。最初の訪問時にその施設が衛生担当
官命令に従っていない（全ての観客のワクチンステータスを確認していない、など）と判断された場合、衛生
指導官は違反事項を検査報告書に記録し、その違反事項を是正する期日を言い渡します。再訪問時にコンプラ
イアンス違反がまだある場合は、その施設に罰金500ドルの違反チケットが切られ、公衆衛生局は継続して調
査します。

11. ワクチンステータス確認後も屋内でマスクを着用する必要がありますか？
はい、ワクチン接種を完了していても、屋内ではマスクを着用する必要があります。マスクは飲食中には取り
外すことが出来ます。パトロン、顧客、ゲストは飲食中の場合は必ず、テーブルに着いた状態、または固定さ
れたカウンター、チケットを必要とする席、または飲食場にいる必要があります。顧客が飲食を許可される場
所での拡散リスクを軽減するために、異なるグループの間に物理的距離を置くことが推奨されています。

12. ワクチン、または検査結果の検証が法的に必須であることを告げる公式標識はありますか？
公衆衛生局からの標識は、COVID-19予防の最善方法：ビジネスと雇用主向けのガイドのページから見つけるこ
とが出来ます。
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