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新しい生活様式で新年の幸せを願う

１．開催概要



1. 開催概要

■イベント名称

■主 催

■後 援

■協 力

■開催日時

■開催場所

■入場料

新しい生活様式で新年の幸せを願う「全国年明けうどん大会2022inさぬき」

「かがわの食」Happyプロジェクト、香川県

全国製麺協同組合連合会、朝日新聞高松総局、読売新聞高松総局、毎日新聞
高松支局、産経新聞社、四国新聞社、山陽新聞社、NHK高松放送局、RNC西
日本放送、KSB瀬戸内海放送、RSK山陽放送、OHK岡山放送、TSCテレビせとう
ち、FM香川

全国年明けうどん大会準備委員会 【構成団体】本場さぬきうどん協同組合、香川県
製粉製麺協同組合、（公社）香川県観光協会、四国旅客鉄道（株）、香川県
ホテル旅館生活衛生同業組合、さぬきうどん研究会、日本うどん学会、香川県商工
会議所連合会、香川県商工会連合会、（一社）香川経済同友会、（一社）香
川県婦人団体連絡協議会、香川県食品産業協議会、香川県農業協同組合、香
川県漁業協同組合連合会、（一財）かがわ県産品振興機構、（株）百十四銀
行、高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊
市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、
まんのう町

2022年12月3日（土）、12月4日（日） 9:00～15:50
① 9:00～10:00(定員600名)
②10:10～11:10(定員600名)
③11:20～12:20(定員600名)
④12:30～13:30(定員600名)
⑤13:40～14:40(定員600名)
⑥14:50～15:50(定員600名) 
※混雑緩和のため上記の時間ごとに入場制限を実施。

サンメッセ香川（大展示場・第1屋外展示場・大会議室）
＜住所：香川県高松市林町２２１７－１＞
＜電話：０８７－８６９－３３３３

無料

ー 1.開催概要 ー



新しい生活様式で新年の幸せを願う

２．会場レイアウト



2. 会場レイアウト

▼１階

ー 2.会場レイアウト ー

▼2階



2-1. 大展示場レイアウト

①メインの導線の通路幅を確保(約1.5m～2.0m)
②場内に、仮設手洗い場を２か所増設(合計4ヵ所)
③出入口や、会場内の一部扉を常時開放し、4方向で換気を実施
※入口以外からの入場を防ぐため、パーテーションを設置し、警備員が巡回警備

④消毒液を36ヶ所に設置

▼換気

▼仮設手洗い場▼メイン導線

ー 2.会場レイアウト ー

▼消毒液

コロナ対策



2-1-1. 飲食ブース（大展示場内）

①飲食席はすべて同一方向を向くように設置
②飲食席の前・横に飛沫防止パネルを設置
③入場者数と同数(600席)の飲食席を設置
④飲食席の机は、前後左右の間隔を十分確保し設置(1m以上)
⑤机180cm×2本に4人分の席を設置
⑥全席に飲食時の注意事項POPを設置
⑦空席か在席かわかるようにカードを各席に設置

コロナ対策

ー 2.会場レイアウト ー



2-1-2. うどん提供ブース（大展示場内）

①ブース前面に飛沫防止シートを設置
②食券(うどん券)用のコイントレーを設置
③出展者用消毒液、来場者用消毒液を設置
④整列用 目じるしを床に表示

コロナ対策

ー 2.会場レイアウト ー



2-1-3. ゴミステーション（大展示場内）

ー 2.会場レイアウト ー

①合計6か所に設置
②ゴミステーションの横に消毒液を設置
③定期的に巡回し、ゴミ箱内のゴミ袋を交換
④汁などを床にこぼした場合の清掃用にモップ・バケツを常備
⑤飲み残しは、小さいバケツにうつし、蓋をして運搬

コロナ対策

●基本設備
ゴミ箱×3
残飯用バケツ・ザル×２
清掃用具×１(バケツ・モップ)



2-1-4. その他ブース（大展示場内）

①すべての受付ブース前面に飛沫防止シートを設置
②消毒液の設置
③コイントレーの設置(チケットブース)
④検温器の設置

コロナ対策

▼総合案内 ▼チケットブース

ー 2.会場レイアウト ー

▼消毒液 ▼コイントレー



2-2. お楽しみブースレイアウト（2階 大会議室内）

①各ブースやテーブルごとに消毒液を設置（ブース利用の前後に消毒の呼びかけ）
②受付での検温

ー 2.会場レイアウト ー

コロナ対策



2-3. その他 会場外レイアウト

①会場内の混雑を避けるため、大展示場外にチケットブース・来場受付を設置
②会場入口にサーマルカメラを設置

ー 2.会場レイアウト ー

コロナ対策

エントランスチケットブース

来場受付

サーマルカメラ

▼サーマルカメラ

▼エントランスチケットブース ▼来場受付

▼来場受付



新しい生活様式で新年の幸せを願う

３．全体スケジュール



全体スケジュール 来場受付 チケット販売 スクリーン うどん提供ブース

7 :00

:15

:30

:45

8 :00

:15

:30

:45

9 :00

:15

:30

:45

10 :00

:15

:30

:45

11 :00

:15

:30

:45

12 :00

:15

:30

:45

13 :00

:15

:30

:45

14 :00

:15

:30

:45

15 :00

:15

:30

:45

16 :00

2022/12/03(土)・04(日)

第1回開場

9:00～10:00

第2回開場

10:10～11:10

第3回開場

11:20～12:20

第4回開場

12:30～13:30

第5回開場

13:40～14:40

清掃・消毒

清掃・消毒

清掃・消毒

清掃・消毒

随時受付
随時販売

(ロビーのみ8:30から販売)

知事メッセージ

出展ブースPR

オンラインコンテンツ

年明けうどんのうたPV

販売

出展者向け知事メッセージ(3日)

第6回開場

14:50～15:50

清掃・消毒

販売

販売

販売

販売

販売

知事メッセージ

出展ブースPR

オンラインコンテンツ

年明けうどんのうたPV

知事メッセージ

出展ブースPR

オンラインコンテンツ

年明けうどんのうたPV

知事メッセージ

出展ブースPR

オンラインコンテンツ

年明けうどんのうたPV

知事メッセージ

出展ブースPR

オンラインコンテンツ

年明けうどんのうたPV

知事メッセージ

出展ブースPR

オンラインコンテンツ

年明けうどんのうたPV

3. 全体スケジュール

ステージイベントやワークショップは実施せず、大型ビジョンを設置し事前に収録した動画を放映する
とともに、会場内外をリモートでつないで年明けうどんを楽しむ取り組みを行った

ー 3.全体スケジュール ー

▼大型ビジョン ▼大型ビジョン



新しい生活様式で新年の幸せを願う

４．運営について



4-1. スタッフ・関係者の感染防止対策

・体調管理/行動記録
※行動記録は各自で記録

・体調管理/行動記録

・検温（体温が37.5℃以上は業務を行わない）

・マスクの着用

・ソーシャルディスタンスの確保

・こまめな手洗い・手指の消毒

・咳エチケットの励行

・３密を避ける行動

・大会終了後２週間までは体調管理/行動記録
※行動記録は各自で記録

スタッフ・関係者全ての共通事項として以下の対策を行った

大会前

大会中

大会後

コロナウイルスの主な感染経路である「飛沫感染」と「接触感染」に特に注意し、
感染しない、させないための行動をとる

１．感染者の入場を未然に防ぐこと
２．「3密」の状態を防ぎ濃厚接触を避けること
３．万が一感染した場合、濃厚接触者が特定できるよう行動把握しておくこと

日付 体温(℃) 時刻 場所 同居者以外の者との接触状況 接触者氏名 備考

/

/

/

/

/

/

氏名：

/

行 動 記 録 表

ー 4.運営について ー



4-1. スタッフ・関係者の感染防止対策

【仮設・テクニカルスタッフ】12/1（木）～12/4（日）
①事前にスタッフリストを作成
②運営スタッフ（検温済）が、搬入口にて非接触体温計にて検温
③アルコールにて手指消毒
④スタッフリストにチェックを入れる

【出展者】12/2（金）～12/4（日）
①事前にスタッフリストを作成
②運営スタッフ（検温済）が、搬入口にて非接触体温計にて検温及び、体調チェック表を提出いただく
③アルコールにて手指消毒
④スタッフリストにチェックを入れる

【運営スタッフ】12/1（木）～12/4（日）
①事前にスタッフリストを作成
②運営スタッフ（検温済）が、運営本部前にて非接触体温計にて検温
③アルコールにて手指消毒
④検温済スタッフにPASS（各自、名前を記入）を渡す
⑤スタッフリストにチェックを入れる
⑥退館時にPASSを日毎に回収

【出演者】12/3（土）～12/4（日）
①運営スタッフが、搬入口の外にて非接触体温計にて検温
②アルコールにて手指消毒
③スタッフPASSをお渡しし、首にかける
④退館時に、PASSを回収

【プレス】12/3（土）～12/4（日）
①運営本部入り口前にて非接触体温計にて検温、プレスPASSをお渡しする
②アルコールにて手指消毒
③総合受付にて、受付（名簿記入又は名刺 及び資料お渡し）を行う
④退館時に、PASSを回収

※スタッフが出入りする場所には、アルコール消毒液を設置
※スタッフに関して、熱があった場合は勤務を認めず帰宅又は通院を促す
（場合によっては、保健所に連絡）

スタッフ・関係者の検温を以下の手順で行った

ー 4.運営について ー



4-2. 来場予約

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、事前予約制を導入し来場者の人数制限を行い、
会場内の密を防ぐとともに、来場者のお名前・連絡先を取得した

■予約方法
・事前予約サイト(PC・スマートフォン)の応募フォームに必要事項を入力
※事前予約サイトの利用ができない方のみ、電話で受付を行った(事務局で代理入力)

■スケジュール・定員
・1回目 9:00～10:00(定員600名)
・2回目 10:10～11:10(定員600名)
・3回目 11:20～12:20(定員600名)
・4回目 12:30～13:30(定員600名)
・5回目 13:40～14:40(定員600名)
・6回目 14:50～15:50(定員600名)

■事前予約サイト
・「E-VE!」を利用
▼全国年明けうどん大会 2022 in さぬき 事前予約サイト

https://e-ve.event-form.jp/event/40372/lnuJRDRW0X4B
https://e-ve.event-form.jp/event/40477/lnuJRDRW0X4B

▼12/03

▼12/04

ー 4.運営について ー

https://e-ve.event-form.jp/event/40372/lnuJRDRW0X4B
https://e-ve.event-form.jp/event/40477/lnuJRDRW0X4B


4‐3. 来場受付 業務内容

主な業務内容

●来場者全員の検温・健康状況の確認
●事前予約者の本人確認
●前売りチケットと当日チケット(うどん券)の引換
●当日パンフレットなど配布物のお渡し

＜チケットぴあ発券＞

＜ｅプラス＞

＜ローソンチケット＞

▼リストバンド(すべての回で色分け)

受付関連物品

▼前売りチケット引換券

ー 4.運営について ー

オペレーション

●来場者の受付 ＜受付開始＞各日8:30～随時
⇒来場予約済みであること、グループ全員が揃っていることを確認する

※揃っていない場合は、揃ってから受付
⇒待機列に並んでいる間に、アルコール消毒・マスク着用確認、健康状態の確認
⇒グループ全員を検温し、37.5℃未満の方には受付窓口にお進みいただく
※ 37.5℃以上は再度検温し37.5℃を超える場合は、運営本部に連絡し看護師を呼ぶ

⇒窓口でQRコードを提示いただき、読み取り端末(スマートフォン)で読み取る
※QRコードがない場合は、リストから名前・電話番号を照合し予約の有無を確認

⇒受付が終了したら、リストバンド・当日パンフレットなど配布物をお渡し
リストバンドは必ずつけていただくようにご案内 ※お渡しするリストバンドの色には注意する

⇒前売り券の引換の有無を確認し、必要な方には引換を行う



4-3. 来場受付 業務内容

①スタッフのマスク着用及び、お客様のマスク着用確認
②待機列の目印の上に整列いただく(間隔1.0m)
③目印以降まで列が伸びる場合は、お客様同士の間隔に注意しながら、整列を促す
④受付ブース内での混雑緩和を図るため整列時に必要事項の確認・検温を行う

コロナ対策

ー 4.運営について ー

整列イメージ



4-4. チケット販売コーナー 業務内容

主な業務内容

●当日チケットの販売（うどん券３枚綴り 1,200円／バラ券 400円）
●チケットの返金処理
●前売りチケットの交換（来場受付で交換を忘れた方）

●チケット販売コーナー(大展示内)●エントランスチケットコーナー
(大展示場外)

コロナ対策

①スタッフのマスク着用及び、お客様のマスク着用確認
②電子マネーやクレジットカード決済を導入
③お客様同士の間隔に注意しながら、整列を促す
④指さしで接客できる説明用ポップを用意
⑤コイントレーの利用

ー 4.運営について ー

オペレーション

＜販売時間＞ 12/3（土）9時00分～15時50分 ／ 12/4（日）9時00分～15時50分
※大展示場外にあるエントランスチケットコーナーは、8時30分から販売開始

⇒案内係が空いているカウンターをお伝えし、お客様を誘導
⇒指さしで接客できる説明用ポップなどを利用して、購入枚数を確認
⇒コイントレーを利用し、お支払いいただく



都道府県 北海道 秋田県 茨城県 埼玉県 東京都

ご当地うどん名 北海道純雪うどん 稲庭うどん 塩ホルモンうどん 埼玉名物肉汁うどん 村山かてうどん

紅い食材 北海道みずだこ・かまぼこ かまぼこ・にんじん クコの実(水戸の梅漬け) 赤かまぼこ 紅しょうが

①提供うどん名称 北海道たこしゃぶうどん 稲庭年明けうどん コラーゲンたっぷり塩ホルモンうどん 年明け肉汁うどん 厚切り煮豚うどん

都道府県 山梨県 山梨県 愛知県 愛知県 愛知県

ご当地うどん名 ほうとう 吉田うどん ガマゴリうどん 名古屋きしめん もろこしうどん

紅い食材 にんじん にんじん かまぼこ エビフライの尻尾 小梅

①提供うどん名称 富士山ほうとう 吉田うどん ガマゴリうどん 名古屋エビふりぁ～きしめん もろこしうどん

都道府県 三重県 滋賀県 大阪府 島根県 岡山県

ご当地うどん名 伊勢うどん 近江牛うどん かすうどん 出雲うどん 津山ホルモンうどん

紅い食材 かまぼこ 赤こんにゃく 紀州南高梅 赤とうがらし 福神漬

①提供うどん名称 松坂牛伊勢うどん 近江牛うどん　年明けバージョン 紀州南高梅かすうどん 出雲坦々うどん 津山ホルモンうどん

②提供うどん名称 大阪たこやきかすうどん

③提供うどん名称 大阪かすうどん

④提供うどん名称 絶品カレーかすうどん

都道府県 広島県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県

ご当地うどん名 夜叉うどん 新居浜肉焼きうどん ツガニうどん ごぼ天うどん 大町たろめん

紅い食材 うずらの紅煮たまご キムチ ツガニ 自家製の明太子を練りこんだ天ぷら えび

①提供うどん名称 夜叉うどん 新居浜肉焼きうどん 四万十ツガニうどん ごぼ天うどん 大町たろめん

都道府県 大分県 香川県

ご当地うどん名 だんご汁 さぬきうどん

紅い食材 焼赤えび 紅いあん入り餅

①提供うどん名称 大分だんご汁 さぬきの年明けうどん

No 21 22

No 16 17 18 19 20

No 6 7 8 9 10

11No 15141312

No 1 2 3 4 5

4-5. うどん提供ブース

コロナ対策

①ブース内スタッフのマスク・手袋着用
②頻繁な手洗い消毒
③販売待機列は、ブース毎に一方通行
④待機列の目印を足元に設置(間隔1.0m)
⑤うどんは蓋つきの容器、お箸は袋入りにて提供

●販売メニュー

●整列イメージ

ー 4.運営について ー



4-6-1. 演出 年明けうどんPR（大展示場内）

主な業務内容

●大型ビジョンを活用した年明けうどんのPR
●Youtubeを活用して、年明けうどんのPRを会場外へリモート配信
●コロナ対策など注意事項の定期的なアナウンス
●インターバルでの会場一斉清掃・消毒のアナウンス

ー 4.運営について ー

PR展示

●初笑い！年明けうどん川柳コンテスト 応募作品及び、入賞作品展示
●さぬきうどんの歴史マンガ(津々巳あやさん作)パネル展示
●さぬきうどんのつくり方や歴史パネル展示



4-6-2. 演出 年明けうどんPR（大展示場外）

主な業務内容

●うどん大会で誕生した、うどんに関するコンテンツが楽しめる「お楽しみブース」の運営
・うどんかるた
・うどんすごろく
・さぬきうどんの歴史マンガぬりえ
・うどん脳〇×クイズ

ー 4.運営について ー

PR展示

●年明けうどん提供店ガイドパネル展示

▼年明けうどん提供店ガイドパネル ▼お楽しみブース



4-7. 各回入替時 清掃

主な業務内容

●各回入替時での、飲食席の一斉清掃・消毒（スタッフ約30名）
※来場者が退室したエリア前方から順番に行う
※リーダーが進捗を確認し、時間内に清掃・消毒が完了するようスタッフに指示

●消毒は、アルコール除菌スプレーを散布し、ペーパータオルで拭き取る

＜時間＞
10:00～10:10、11:10～11:20、12:20～12:30、13:30～13:40、14:40～14:50

＜対応スタッフ＞
黄色部分 チケット販売 3名
赤色部分 場内誘導 6名、大型ビジョン 1名
緑部分 場内誘導 6名、総合案内 3名
青部分 場内清掃 3名、出展者対応 3名、大型ビジョン 2名
全体管理 3名
※担当位置の作業が終わり次第、他の場所の消毒を行う

コロナ対策

ー 4.運営について ー

①対応したスタッフの手指の消毒の徹底
②消毒に使用したゴミはゴミ袋に集約し、密閉した状態で廃棄



4-8. 各回入替時 整列・入場確認

主な業務内容

●ロビーの混雑状況を確認し、Aのラインを先頭にお客様を整列
●整列開始までは、間隔を空けて別の場所でお待ちいただくように対応
●お並びいただいている方が、受付済みかどうかの確認を行う
●お待ちいただく間に、チケットコーナーでのチケット購入をお勧めする
●会場出入口前にスタッフが常駐し、入場されるお客様のリストバンドの確認を行う
●サーマルカメラで自動検温し、体温が37.5℃以上のお客様には非接触体温計で再検温

(再検温で体温が37.5℃以上のお客様は入場をご遠慮いただく)

ー 4.運営について ー

チケットコーナー



4-9. 緊急時対応 オペレーション

＜お客様からのクレーム＞
■発生した現場のスタッフから総合案内または運営本部に連絡
■運営本部のスタッフが現地に出向き対応

＜運営上のトラブル発生＞
■発生した現場のスタッフから総合案内または運営本部に連絡
■トラブル内容によって運営統括スタッフに連絡し、運営統括スタッフが対応
■運営統括スタッフにて対応できない場合は、運営本部が対応

＜怪我・発病＞
■発生した現場のスタッフから運営本部に連絡
■看護師が現地に出向き対応を決定
→運営本部にて簡易的な治療または緊急車両の要請
→緊急車両を手配する場合はサンメッセ香川事務所に連絡

緊急時の対応

緊急時の対応オペレーション

最寄りのスタッフ発生

発生した状況を細かく報告

総合案内

運営本部

主催者様

サンメッセ香川

運営統括スタッフ

看護師

緊急車両

ー 4.運営について ー



体調不良者発生

4-10. 緊急対応 体調不良者発生時

入場時検温チェックで
37.5℃以上の発熱がある

入場後体調不良

帰宅要請 現場対応スタッフ

救護スタッフ

状況報告

運営本部へ連絡

対応の指示
救急搬送の判断

運営本部

コロナ感染の
可能性あり

コロナ感染の可能性なし

運営本部内救護所へ

帰宅確認

対応スタッフから
状況報告

主催者

状況確認状況報告 情報共有

会場内で体調不良者が発生した場合には速やかに対応できるよう、
各部門責任者・現場責任者が運営本部と連絡し連携を図る

応急処置 当番医紹介

状況報告

ー 4.運営について ー



４-11. シャトルバス

＜シャトルバス利用についての注意事項告知＞
●所要時間及びダイヤは道路渋滞等の交通事情により遅れる場合がございます
●シャトルバスご乗車の際、乗車券は必要ございません
●お席の予約は承っておりません
●座席数を約30席程度に減らして運行させていただきます
●手指の消毒をお願いいたします
●マスクの着用にご協力ください
●車内での飲酒、食事、大声での会話はお控えください

コロナ対策

①座席数を30席程度に減らし席の間隔をあけて運行
②車掌が同乗し、乗車時の消毒やコロナ対策を呼び掛け
③待機時に車内の換気・消毒を行う

ー 4.運営について ー

JR高松駅とことでん瓦町駅から会場まで、無料のシャトルバスを運行
※各回開始の20分前に会場到着、終了後20分後に会場を出発



新しい生活様式で新年の幸せを願う

５．PRツール



5. PRツール

ー ５.PRツール ー

▼ポスター・チラシ(表面) ▼チラシ(裏面)



5. PRツール

ー ５.PRツール ー

▼当日配布用 リーフレット



新しい生活様式で新年の幸せを願う

６．課題と対策

ー ６.課題と対策 ー



６. 課題と対策

ー ６.課題と対策 ー

＜感染防止対策を徹底した上で収容人数増加に係る検討項目＞
●各回の開始（終了）時間及び長さの検討
●同時滞在者数
●飲食席（現在一方向）について、対面席（アクリルパネル有）設置の検討
●飲食席について、立席設置の検討
●当日来場者（事前予約無し）への対応

＜運営面での検討項目＞
●屋外飲食スペースの有効化
●お楽しみブース場所・方法・拡大検討
●ステージイベントの是非
●会場内PAの音量検討
●会場内物販設置（特に飲料）
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