第 21 回全国中学校総合文化祭岩手大会
兼 第 20 回岩手県中学校総合文化祭開催要項
大会テーマ： イーハトーヴに吹く文化の風 ～岩手の「感謝」を全国へ～
１ 趣

旨

全国の中学生に文化・芸術活動の場を提供することにより、優れた創造性や多様で豊かな情操、そして
個性豊かな表現力の育成を図るとともに、文化・芸術・研究活動の充実、発展を目的とし、広く各都道県
市の生徒相互の交流と親睦を図る。また、2011 年東日本大震災からの復興に大きな力となった中学生の
力を全国に示すとともに、様々な方々に支えられたことへの感謝の意を表す。
２ 主

催

全国中学校文化連盟
３ 共

岩手県中学校文化連盟

催

岩手県教育委員会
４ 後

岩手県市町村教育委員会協議会

援

文化庁 全日本中学校長会 岩手県中学校長会 岩手県中学校教育研究会
日本芸術文化振興会 (公財)岩手県文化振興事業団 (一社)岩手県芸術文化協会
(公財)日本教育公務員弘済会岩手支部 (一社)岩手県 PTA 連合会 日本教育会岩手県支部
(一財)岩手県教育振興基金 (公財)盛岡観光コンベンション協会 岩手県教職員組合
岩手県学校生活協同組合 岩手県高等学校文化連盟 岩手県吹奏楽連盟 岩手県合唱連盟
日本教育新聞社 岩手日報社 読売新聞盛岡支局 朝日新聞盛岡総局 毎日新聞盛岡支局
産経新聞盛岡支局 河北新報社 岩手日日新聞社 共同通信社盛岡支局 時事通信社盛岡支局
デーリー東北新聞社 盛岡タイムス社 NHK 盛岡放送局 IBC 岩手放送 テレビ岩手
めんこいテレビ 岩手朝日テレビ エフエム岩手 ラヂオ･もりおか
５ 期 日
令和３年８月 19 日（木）～23 日（月）
６ 会

場

岩手県民会館（盛岡市内丸 13-1 ℡019－624－1171）大・中ホール、展示室
岩手県公会堂（盛岡市内丸 11-2 ℡019－623－4681）会期中リハーサル会場
７ 日程及び内容
(１) 舞台発表部門
＜第１日目＞
８月 19 日（木）
＜第２日目＞
８月 20 日（金）

＜第１日目＞ ８月 19 日（木）

＜第２日目＞ ８月 20 日（金）

9:00-10:00
10:00-11:20
11:20-11:35
11:35-12:15
12:15-13:15
13:15-16:20

8:00- 9:00
9:00-12:15
12:15-13:15
13:15-15:15
15:30-16:00

受付
開会セレモニー
休憩
発表
昼食
発表

受付
発表
昼食
発表
閉会セレモニー

※８月 17 日（火）12:00～17:30 開閉会セレモニーリハーサル 県内出演団体リハーサル 大ホール
８月 18 日（水） 9:30～17:30 県内・県外出演団体リハーサル 大・中ホール
(２) 展示発表部門
８月 19 日（木）〜 ８月 23 日（月）9:00～16:00（23 日（月）は 12:00 まで）

(３) 開閉会セレモニー
①開会セレモニー[19 日（木）]
◯野田村立野田中学校 ◯陸前高田市立高田東中学校 ◯盛岡市立厨川中学校
１ 主催者挨拶（全国中学校文化連盟会長）
２ 来賓祝辞（岩手県教育委員会教育長、岩手県市町村教育委員会協議会会長）
３ 生徒歓迎の言葉（生徒実行委員長）
４ テーマ並びにポスター原画最優秀作品紹介
５ 出演校紹介
６ 開会宣言
②閉会セレモニー[20 日（金）]
１ エピローグ
２ 生徒実行委員長挨拶
３ 次期開催県挨拶（福岡県中学校文化連盟会長）
４ エンディングコーラス「イーハトーヴの風」
５ 閉会宣言
８ 舞台発表部門（大ホール、中ホール）
(１)
(２)
(３)
(４)

岩手県各地区中学校文化連盟推薦団体 15 団体
岩手県合唱連盟推薦校 １団体
岩手県吹奏楽連盟推薦校 １団体
全国中文連加盟県 19 団体（演劇、吹奏楽、郷土芸能、テレビ放送、ラジオ放送）

９ 展示発表部門（展示室）
(１) 全国中文連加盟県並びに岩手県各地区中学校文化連盟推薦作品
文芸作品、美術工芸作品、技術・家庭作品、科学作品、書道作品、壁新聞、写真、その他
(２) 岩手県小中学校新聞コンクール中学校の部 最優秀作品
(３) 復興のあゆみ展
10 新型コロナウイルス感染防止対策について
本大会は、以下により、新型コロナウイルス感染防止対策を講じ、「安心・安全な大会運営」を目指し
開催する。
(１) 大会開催中止の判断について
新型コロナウイルス感染症対策専門会議が示す感染状況に応じた４つのステージを以下に示す。
国が示す感染状況に応じた４つのステージ
分

類

ステージⅠ
(感染散発)
ステージⅡ
(感染漸増)
ステージⅢ
(感染急増)

ステージⅣ
(感染爆発)

求められる主な対応

直近 1 週間の新規
患者数の状況

開催可否

感染者の散発的発生及び医療提供体制に特段の支障がない段階

開催

感染者の漸増及び医療提供体制への負荷が蓄積する段階
15

原則、開
催
舞台中止
展示のみ開
催

25

中止

感染者の急増及び医療提供体制における大きな支障の発生を避ける
ための対応が必要な段階
・イベント開催の見直し。
・人が集中する観光地の施設等における入場制限。
・接触確認アプリの導入をイベント実施に当たって要件化。
・職場での感染予防徹底、宴会等の自粛。
・若年者の団体旅行など感染予防を徹底できない場合等における、感
染が拡大している地域との県境を越えた移動自粛の徹底。
爆発的な感染拡大及び深刻な医療提供体制における大きな支障の発
生を避けるための対応が必要な段階
・接触機会の提言を目指した外出自粛の要請。
・県境を越えた移動自粛要請。

・イベントは原則、開催自粛。集会における人数制限。
・生活圏での感染があれば学校の休校等も検討。
本県では明確にステージが示されないということから、直近１週間の新規患者数（対人口 10 万人）の
状況をめやすとし、ステージに照らし合わせ開催可否の判断基準とする。なお、データは本県 HP
（https://www.pref.iwate.jp/）から見ることができる。
これをもとに６月末に大会の方向性を示し、その後は数値を注視し判断する。
(２) 大会参加の条件について（舞台発表部門）
・参加生徒の保護者及び学校長より、参加承諾書が提出されていること。
・開催一か月前（７月 18 日(日)）から前日まで（８月 18 日(水)）で、出場団体予定生徒の中に感染者
及び濃厚接触者が確認されていないこと。
・大会期間中、発熱や咳などの症状、体調不良（息苦しさ、強いだるさを含む）がないこと。
・次に該当する地域からの参加は見合わせていただく。
①大会開催中止の判断基準同様、ステージⅢ、Ⅳに該当する地域
②まん延防止等重点措置が発令されている地域
③岩手県として不要不急の往来や外出の自粛をお願いしている地域
(３) 基本的な感染防止策について
会場である岩手県民会館の「新型コロナウイルス感染防止策」に従い大会を運営する。
（岩手県民会
館 HP 参照 http://www.iwate-kenmin.jp/ ）特記事項を以下に示す。
・参加生徒及び引率者並びに大会役員は大会２週間前（８月５日(木)）より健康チェックシートに体
温を記録し、体調の変化を確認する。
（２週間、37.5℃以上の発熱がないことを確認）大会当日、チ
ェックシートを提出する。
・参加生徒、引率者、役員、観客は常時全員マスクを着用する。舞台直前までマスクを着用し、出演
後、舞台でマスクをつけてから移動する。
・会館内での会話はできるだけ控える。
・座席は指定席とし、席から移動しないこととする。
・本大会において新型コロナウイルス感染症が発生した場合、ご来館いただいた皆様には、保健所等
の行政機関による聞き取り調査等にご協力をいただく場合があります。また、展示室入室の際には
受付にて連絡先のご記入をお願いします。
（ご記入いただいた個人情報は県中文連事務局で紛失や漏
洩などが発生しないよう管理するとともに、上記利用目的以外には、一切の利用を行いません。）
・展示室内の混雑状況によっては、入場を制限させていただく場合があります。
11 その他
(１) 生徒交流会について
例年のような生徒同士が直接対面しての交流会ではなく、事前に出演生徒から提出いただいた物で何
かを作り上げるような作品を通しての生徒交流を考えております。
(２) 全国中学校文化連盟理事会（レセプションは中止）
日時：令和３年８月 18 日（水）15:00～17:00
会場：サンセール盛岡 岩手県盛岡市志家町 1-10 TEL 019-651-3322
(３) 舞台発表部門の一般・保護者の観覧は現在検討中です。詳細は岩手県中文連ホームページをご確認くだ
さい。なお、展示発表部門はどなたでもご覧になれます。
12 問い合わせ

第 21 回全国中学校総合文化祭岩手大会(兼第 20 回岩手県中学校総合文化祭)事務局
〒020-0876 岩手県盛岡市馬場町１番１号
大会実行委員長
大会事務局長

松 葉
餘 目

崇

電 話：019-604-0126 ＦＡＸ：019-604-0127
Ｅ-mail:iwate.chubun@gmail.com
覚（盛岡市立下橋中学校校長）
史（盛岡市立下橋中学校教諭）

