
 

 

申請の手引き 
千葉県飲食店感染防止対策認証モデル事業 申請の手引き 

千葉市飲食店感染防止対策認証モデル事業補助金 申請の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県飲食店感染防止対策認証モデル事業事務局 

  

必ず「申請前に」お読みください 

・認証は、千葉県飲食店感染防止対策認証モデル事業事務局において、現地確認を

含めた審査を行います。 

・補助金の申請には、対象事業者や対象経費等の要件があります。 

※認証を受けた店舗が必ず補助金を受けられるものではありません。 
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１. 千葉県飲食店感染防止対策認証モデル事業について 

 千葉県は、感染防止対策と経済の両立を目指し、ウィズコロナ社会におけるサステ

ナブルな飲食店の感染防止対策を促進していきます。 

このため、業種別ガイドラインよりも厳しい対策を求める基準により、千葉市内の

飲食店を対象に認証のモデル事業を行い、千葉市の協力を得てハード面、ソフト面の

両面から実効性の高い認証制度のあり方を検証し、全県での実施に繋げていきます。 

モデル事業に参加する事業者に対して、基準の達成に必要となる設備の整備費用へ

の補助制度による支援を行います。 

 

（１） 手引きにおける用語の定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

モデル事業 「千葉県飲食店感染防止対策認証モデル事業」 

飲食店 千葉市内において客席を設ける飲食店及び喫茶店 

認証 「千葉県飲食店感染防止対策認証モデル事業」に係る認証 

認証基準 千葉県の作成する認証モデル基準 

現地（再）確認 認証基準の達成状況の現地（再）確認 

認証施設 「千葉県飲食店感染防止対策認証モデル事業」に係る認証を 

取得した施設 

補助金 「千葉県飲食店感染防止対策認証モデル事業」に係る認証取得

のために購入した必要経費に対する補助金 

事務局 千葉県飲食店感染防止対策認証モデル事業事務局 
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（２） 認証・補助金の流れ ※現地確認より前に購入した設備は、補助対象外です 

 

 ※補助金のお手続きについて、申請者の負担を軽減し、補助金のお振込みまでの  

時間を短縮するため、申請後から指定した口座へ補助金が振り込まれるまでの 

千葉市との手続きを行う権限を、受付事業者である東武トップツアーズ株式会社

に委任していただきます。なお、委任による費用は発生しません。 

２. 申請手続きについて 

（１） 各申請書類の入手方法 

 お手続きには、① 認証申請 ② 補助金申請 の２つがあります。 
    まずは、① 認証申請を行っていただき、その後の現地確認によって認証基準を 

満たすために必要な設備があると認められた場合、② 補助金申請を行うことが  

できます。 
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【申請書類の入手方法】 

    以下のアドレスにアクセスし、各種様式をダウンロードしてください。 

 千葉県ホームページ 

https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/inshoku-taisaku/inshoku-ninsho-model.html 

 

 

【申請の際に御注意いただきたいこと】 

・必ず各申請の対象事業者等の内容を確認した上で、申請してください。 

 ※認証・補助対象外の場合は、申請いただいても不受理となります。 

・提出書類に不備がある場合は、電話等で確認させていただくことがあります  

ので、控え書類を御用意ください。 

・提出書類に不足がある場合は、審査を行うことができませんので、漏れのない 

ように提出してください。 

・申請等の内容により、追加で書類の提出をお願いすることがあります。 

①認証申請 

下記の書類一式に必要事項記入し、申請してください。 

 

 

 

 

 

  

必要書類チェックリスト 

千葉県飲食店感染防止対策認証モデル事業認証申請書【第１号様式】 

誓約書（押印必要）【第２号様式】 

役員等名簿（押印必要）【第３号様式】※個人の場合は本人を記載すること 

食品衛生法第５２条の規定による許可証の写し 

当該店舗における感染防止マニュアル（認証基準「７ その他」に基づくもの） 

認証基準チェックリスト 

（自己申告の上、現時点で対策が取れている項目に☑をいれたもの） 

施設の構造、設備等の配置等を示した書類（図面、写真など） 

※任意様式  

※選択項目 6「換気の詳細～」を選択する場合は、図面等に「換気の詳細」を矢印等で図示

すること。 

千葉県 飲食店認証 検索 
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②補助金申請 

補助金を申請する場合は、下記の書類一式を、現地再確認後に提出してください。 

     

 

 

 

 

 

 

 

（２） 各申請の提出方法 

  ①認証申請について 

  申請書類一式を御準備の上、以下（３）の提出先へ郵送、メール又はＦＡＸにて

提出してください。 

  ②補助金申請について（補助金申請は郵送のみの受付となります） 

    申請書類一式を御準備の上、以下（３）の提出先へ郵送にて提出してください。 

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、持参はお控えください。 

※郵送の場合は、封筒に「認証申請書在中」、「補助金申請書在中」又は「補助金    

請求書在中」と朱書きしてください。 

（３） 各申請書類の提出先 

 

 

 

 

 

 

確認及び必要書類チェックリスト 

千葉市飲食店感染防止対策認証モデル事業補助金交付申請書兼実績報告書 

（押印必要）【様式第１号】 

感染防止対策に要した経費内訳書【様式第２号】 

支払額のわかるもの（宛名の記載された領収書（写し可）等） 

取得財産等保管台帳【参考様式第１号】の写し 

誓約書（押印必要）【参考様式第２号】 

振込先口座のわかるもの（通帳の口座情報が記載された箇所の写し等） 
※インターネット銀行の場合は、金融機関、支店名、預金種別、口座番号、名義人（漢字、

カナ）が表示された部分を印刷したもの 

【宛先】 

〒２６０－００２８ 千葉市中央区新町１ー１８ 上野ビル６階 

千葉県飲食店感染防止対策認証モデル事業事務局 

※認証申請は、ＦＡＸ又はメールでも受け付けております。 

ＦＡＸ：０４３－３０７－９００４ 

メール：chiba-ninsho@tobutoptours.co.jp 
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（４） 問合せ先  

千葉県飲食店感染防止対策認証モデル事業事務局 

受付時間 ９：００～１７：００（土日祝含む） 

電話 ０４３－３０７－９００３ 

ＦＡＸ ０４３－３０７－９００４ 

メール chiba-ninsho@tobutoptours.co.jp 

３. 認証対象者 

認証対象者は、次に掲げるすべての要件を満たす事業者となります。 

 食品衛生法第５２条の規定による許可を受けて事業を営んでおり、千葉市内の 

事業用施設で専ら集客を目的とする施設のうち、次に掲げるものを除く。 

 ※休業中の店舗でも、認証申請は可能です。 

 暴力団員等又は暴力団密接関係者に該当しないこと 

４. 認証の流れ 

① 申請受付 

申請書類一式を、郵送、メール又はＦＡＸにて提出してください。 

② 現地確認 

・認証に当たっては、県が作成した認証基準を満たすことが条件となります。（「６ 

選択項目」は、４項目のうち３項目以上取り組むこと） 

 

・その場で飲食することを主たる目的とした設備を有しない飲食店 

∟テイクアウト型店舗、デリバリー型店舗、遊戯施設（カラオケ店等） 等 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項、第３１条の６第１項

又は第４５条第２項に基づく協力の要請に従わないもの 

・法に基づく要請でないものであっても、営業時間の短縮等、国又は地方公共

団体からの要請があった場合にそれに従わないもの 
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③ 現地再確認 

・現地確認において認証基準を満たさなかった場合で、認証基準を満たすために

必要な設備を購入し、現地再確認を希望する場合は、準備でき次第、事務局  

宛てに御連絡ください。 

④ 認証 

・認証ステッカーを交付し、県ホームページで認証店のリストを公表します。 

・制度の課題整理のための御協力（県・市職員等によるヒアリング等）をお願い 

します。 

５. 認証の有効期間 

認証を受けた日 から モデル事業実施期間終了日 まで 

６. 認証取得後について 

（１） 認証事業者の責務 

   認証を受けた事業者は、下記に掲げる事項を守ってください。 

 認証に係る感染症予防対策を誠実に実施し、従業員に実施を徹底させる 

 認証マークの適切な使用及び管理を行う 

 検証への協力を行う 

全県での認証制度導入に当たり、課題等の検証への御協力（県・市職員等による

ヒアリング等）をお願いします。 

 感染症発生時 

認証施設の従業員又は利用者のうちから新型コロナウイルス感染症の患者が 

発生したときは、遅滞なく、事務局に連絡してください。 

事務局が認証の一時停止が必要であると認めたときは、認証の効力を一時停止

してください。 

（２） 認証の取消し等について 

    次のいずれかに該当する場合は、認証マークの利用及び「千葉県飲食店感染防止

対策認証モデル事業認証店」の名称の使用をやめてください。 
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 認証施設が認証の要件を満たさなくなると見込まれ、あらかじめ「認証辞退届出

書」により、申し出た場合 

 認証施設から新型コロナウイルス感染症の患者発生に伴い、認証の効力を一時  

停止した場合 

 認証基準を満たさなくなったことを、千葉県が確認した場合 

７. 補助金について 

   認証申請のあった飲食店について、現地確認を行い、千葉県の作成する認証基準を

満たした店舗を認証します。 現地確認により、認証基準を満たすため

に必要となる設備 について、千葉市に対して補助金を申請することができ  

ます。 

  ※現地調査以前に購入した設備や、現地確認において事務局が認めていない設備は、

補助対象外です。 

８. 補助金申請について 

補助金を申請する場合は、 令和３年７月３０日（金）まで に申請書類

一式を、事務局宛てに郵送してください。 
 

※補助金申請ではメール又はＦＡＸによる申請を受け付けておりません。 

※当日消印有効 

※予算等の都合により、締切を待たずに終了する場合もありますので、補助金を  

申請する場合は、現地再確認後、速やかに交付申請書兼実績報告書を提出して  

ください。 

※補助金のお手続きについて、申請者の負担を軽減し、補助金のお振込みまでの   

時間を短縮するため、申請後から指定した口座へ補助金が振り込まれるまでの  

千葉市との手続きを行う権限を、受付事業者である東武トップツアーズ株式会社

に委任していただきます。なお、委任による費用は発生しません。 
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９. 補助対象者 

補助対象者は、次に掲げるすべての要件を満たす事業者となります。 

 モデル事業の認証取得のため必要な設備投資を行う者 

 飲食することを主たる目的とした設備を有する飲食店であること 

※テイクアウト型、デリバリー型の店舗、遊戯施設は対象となりません。 

 中小企業者若しくは個人事業主であること 

※中小企業者とは、補助金申請時に下記のいずれか満たす者で、中小企業基本法

上、飲食店は「小売業」に該当します。 

資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員数 

５千万円以下 ５０人以下 

 食品衛生法第５２条の規定による許可を受け事業を営んでいる者であること 

 補助金の受給後も事業を継続すること 

 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること 

 暴力団員等又は暴力団密接関係者に該当しないこと 

１０. 補助対象経費・設備 

次のすべての要件を満たしている設備が補助対象となります。 

 現地確認の際に提案、指導を受けた設備であること 

 現地確認後に購入した設備であること 

※認証を取得することを目的とする補助事業のため、現地確認後に購入・設置を

行った設備が補助対象となります。 

 購入した設備は、次に掲げるものであること 

（１）飛沫感染防止対策 

 ・アクリル板､パーティション 
※ビニールカーテン、 
防護スクリーン等含む 

※認証基準に合致するもの 

・フロアマーカー 

（２）接触感染防止対策 

 ・非接触型体温計 ・サーモカメラ 

 ・コイントレイ ・非接触消毒液ディスペンサー 
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 ・非接触ソープディスペンサー ・消毒液ボトル設置台（足踏み式等） 

 ・キャッシュレス決済端末 ・カラーコーン 

 ・ベルトパーティション  

（３）換気による感染防止対策 

 ・二酸化炭素濃度測定器（NDIR 方式） 
※その他類似するものでも可 

・HEPA フィルター付き空気清浄機 

 ・サーキュレーター ・加湿器 

（４）付帯備品（軽微な備品等） 

（５）付帯作業（軽微な作業） 

（６）その他市長が必要と認めるもの 

１１. 補助金の額 

申請する店舗ごと上限３０万円（消費税及び地方消費税を除く） 
注）算定金額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てます。 

注）補助上限額は「１店舗あたり」の金額となります。 

例：飲食店を２店舗経営し、両店舗の認証申請及び設備投資等を行った場合 

→補助金額は各店舗上限３０万円となります。 

１２. 補助金額の受給後について 

（１） 取得財産の管理 

     補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産については、補助事業の 

完了後も財産等管理台帳を備え、保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意を 

もって管理する必要があります。 

（２） 財産処分の制限 

     補助事業によって取得した財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が５０万

円以上の財産については、一定期間その処分（他の用途に使用し、他の者に貸付、

もしくは譲り渡し、他の物件と交換し又は債務の担保に供することをいう。以下 

同じ。）が制限されます。 
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     なお、財産の処分により収入があるときは、その収入の全部又は一部を納付して

いただく場合もあります。 

補助を受けて購入した設備を処分する場合は、「事前に」御相談ください。 

（３） 補助金の返還について 

次のいずれかに該当する場合は、補助金を返還いただく場合があります。 

・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき 

・補助に関する規則又は要綱に違反したとき 

・故意に認証申請を取り下げたとき 

（４） その他 

補助金に関する書類は令和９年３月３１日（補助年度終了後５年間）まで保存  

してください。 

１３. よくあるお問合せ 

（１） 申請について 

① 認証の申請ができるかどうかに関する相談はどこか。 

認証及び補助金の申請や各申請に関する問い合わせは、すべて事務局までお願い

します。 

事務局を「ワンストップ窓口」とし、認証の申請受付、補助金申請受付等を行い

ます。 

② 複数の店舗を経営しているが、申請は１枚にまとめてよいか。 

店舗ごとに認証するので、店舗ごとに別々に申請してください。 

③ 認証申請書「中小企業者・個人事業主」の「中小企業者」の規模はどのくらいか。 

「資本金の額又は出資の総額が５千万円以下」「常時使用する従業員数５０人  

以下」のいずれかを、補助金申請時点で満たす者が中小企業者に該当します。 

（２） 認証について 

① 千葉市内の飲食店は確実に認証を受ける必要があるか。 

  申請は任意です。 
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② 休業中の店舗でも申請できるか。 

  必要な書類等を準備していただければ、申請することは可能です。 

③ 食品衛生法第５２条第１項に規定する飲食業の許可を受けたカラオケ店は申請の

対象になるか。 

  千葉県飲食店感染防止対策認証モデル事業実施要綱第２条第１項第１号の規定に

より、「その場で飲食することを主たる目的とした設備を有しない飲食店」に該当

するため、申請の対象にはなりません。 

④ 現地調査はいつ実施するか。 

  申請受付後、事務局から連絡しますので、実地調査の日程を調整してください。 

⑤ 設備購入や納品に時間がかかるが、構わないか。 

補助金の申請は、現地再確認後に行ってください。設備購入や納品に時間が   

かかる場合（目安：現地確認から３週間以上）は、事務局まで御相談ください。 

設備納品後、準備が整い次第、事務局に御連絡いただければ、現地再確認の日程

調整を行います。 

（３） 補助金について 

① 補助金交付申請してから補助金受給までは、どのくらい期間かかるか。 

現地再確認後、交付申請書兼実績報告書提出から３～５週間程度でお支払いする

予定ですが、申請の混雑状況により、前後する場合があります。あらかじめ御了承

ください。 

② 現地確認の結果、指摘を受けず「認証」の場合、補助を受けられないのか。 

補助対象となる設備は、認証取得のために指導を受けた設備となりますので、 

指摘を受けなかった場合は補助金の申請はできません。 

③ 認証を取得できなかった場合は、補助金を返還しなければならないのか。 

偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときや、補助に関する規則 

又は要綱に違反したときは、補助金額の返還の対象となります。 

また、認証申請を故意に取り下げた場合、補助金の返還を求めることがあります。 


