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千葉県飲食店認証事務局  

必ず「申請前に」お読みください 

・まん延防止等重点措置区域外の飲食店に対して、新型インフルエンザ等 

対策特別措置法第２４条第９項に基づき、県独自に「酒類の提供は２０時

まで」、「営業時間は２１時まで」を要請していますが、認証店に

ついては、要請を行わないこととします。 

・認証店は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条９項に基づく「酒類  

提供の制限要請」、「営業時間の短縮要請」の対象施設でなくなることから、    

千葉県感染拡大防止対策協力金の申請対象とはなりません。 

・特殊な営業形態の店舗（接待を伴う飲食店等）には、慎重な確認が必要であり、

現地確認（予告しない調査を含む。）を複数回行いますので、特に時間がかかり

ます。あらかじめ御了承ください。 

・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、飲食店の感染防止対策を促進する

ため、千葉県内の飲食店を対象に認証事業を行います。 

参加する事業者に対して、厳しく設定した認証基準を適用し、基準の達成に必要と

なる設備の整備費用等への支援を行うとともに、高いレベルでの対策が講じられて 

いることを踏まえ、認証店に対しては、営業時間の短縮要請等を行わないこととして

います。 

ただし、当面の間は、まん延防止等重点措置区域を除きます。 
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【手続きの流れ】 

※申請前に機器購入を行う必要がある場合は、補助要件（認証基準を満たすものである

こと、対象事業者や補助対象経費等）を各自御確認いただき、購入した場合は、宛名

の記載された領収書等を必ず保管してください。また、不明点あれば事務局に御相談    

ください。 

※機械工事を行う必要がある場合は、事務局に必ず相談してください。 

２. 申請手続きについて 

手続きには、① 認証申請 ② 補助金申請 の２つあります。 

まずは申請する店舗の基準達成状況を確認し、認証取得のために必要な対策を  

行った上で、認証の申請をしてください。 

現地（再）確認において、全ての認証基準を達成していることが確認できた後、   

認証基準を達成するために必要となった機器購入や機械工事費用について、申請を 

行うことができます。 
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（１） 各申請書類の入手方法 

    千葉県ホームページにアクセスし、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-all.html 

 

【御注意いただきたいこと】 

・必ず各申請の要件（対象事業者等）を確認した上で、申請してください。 

・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。また、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きますので、控え書類を  

御用意ください。 

・申請書類の記載内容により、追加で書類の提出をお願いすることがあります。 

（２） 各申請の提出方法 

申請の際には、認証申請又は補助金申請の「必要書類チェックリスト」を使用  

して必要書類一式を御用意いただき、以下（３）の提出先へ御提出ください。 

 新型コロナウイルス感染症の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    

関係書類在中」と朱書きしてください。 

① 認証申請について（認証申請は、郵送、メール又はＦＡＸにて受付けます。） 

   ※メール又はＦＡＸで提出した場合は、現地確認の際に、押印を必要とする書類の

原本を提出していただきます。 

  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。） 

（３） 各申請書類の提出先 

 宛 先：〒２６０－００２８  

千葉市中央区新町１８ー１０ 千葉第一生命ビル３階 

千葉県飲食店認証事務局 

ＦＡＸ：０４３－３０７－９００４ 

メール：chiba-ninsho@tobutoptours.co.jp 

千葉県 飲食店認証 検索 
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（４） 問合せ先  

千葉県飲食店認証事務局 

受付時間 平日１０：００～１８：００（８月２２日までは土日祝日も受付） 

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。 

 食品衛生法の規定による許可を受けて事業を営んでおり、千葉県内の事業用施設

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。 

 ※休業中の店舗でも申請は可能ですが、現地確認は営業再開後に実施します。 

 ※特殊な営業形態の店舗（接待を伴う飲食店等）については、慎重な確認が  

必要であり、現地確認を複数回（予告しない調査を含む。）行いますので、

特に時間がかかります。 

 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） 認証基準確認 

認証基準を店舗ごとに自主確認し、基準達成のための対策を行ってください。 

 基準に関して不明点がある場合は、事務局にお問合せください。また、「認証基準

マニュアル」や「認証制度に関するＱ＆Ａ」も、併せて御覧ください。 

・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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 必要経費の補助を希望する場合は、あらかじめ補助対象者や補助対象品目等の 

要件を確認してから購入してください。機械工事を行う場合は、必ず

「事前に」事務局宛てに御相談ください。 

 店舗のレイアウト変更工事など、中小企業診断士等に相談できる場合があります。

詳細は事務局にお問合せください。 

（２） 申請受付 

申請に当たっては、全ての基準を達成してから申請してください。 

 事前に基準達成が難しい場合は、申請書を提出する前に事務局に御相談ください。 

 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。 

（３） 現地確認 

実際に基準の達成状況を確認します。 

 現地確認において認証基準を達成できなかった場合、再度確認する必要が   

あります。準備でき次第、事務局宛てに御連絡ください。 

※現地確認の際に、全ての基準達成を確認した場合は、再確認は不要です。 

 調査は、原則１回としていますが、必要に応じて複数回行います。 

（４） 認証 

認証ステッカーを交付し、ホームページにおいて、認証店を公表します。 

 認証店ホームページの掲載内容について、別途事務局から連絡する場合が   

あります。 

５. 認証の有効期間 

認証を受けた日から１年間です。 

 認証期間終了後も引き続き認証を受けようとするときは、更新の申請をする必要

があります。 
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６. 認証取得後について 

（１） 認証店への要請の取扱いについて 

     

現在、新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項に基づき、まん延  

防止等重点措置区域外にある飲食店に対して、県独自に「酒類の提供は２０時まで」、

「営業時間は２１時まで」を要請しているところですが、認証店については要請を

行わないこととします。 
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ただし、県民の皆様へ「飲食時は少人数で」という要請をしていることを踏まえ、

認証店においても大人数となることがないよう、適切な対応をお願いします。 

飲食を主として業としている店舗でのカラオケ設備の利用は、引き続き自粛を 

お願いします。 

※当面の間は、認証店であっても、緊急事態宣言発令時又はまん延防止等重点措置

区域内では要請の対象からは除きません。重点措置区域等での緩和の是非に  

ついては、今後検討してまいります。 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、まん延防止等重点措置対象区域は変更

となる場合がありますので、御留意ください。 

※認証店については、新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条９項に基づく

「営業時間の短縮要請」、「酒類提供の制限の要請」の対象施設でなくなること

から、千葉県感染拡大防止対策協力金の申請対象とはなり 

ません。協力金の申請を希望する場合は、認証を辞退することもできます。 

（２） 認証の更新について 

認証有効期間満了後においても引き続き認証を受けようとするときは、満了  

２か月前までに、「認証更新申請書」により、更新の申請をしてください。 

（３） 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 

 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

します。 

（４） 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

対策認証事業認証店」の名称の使用をやめてください。 

 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 
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 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 

   申請のあった飲食店を確認し、千葉県の作成する認証基準を達成した店舗を認証 

します。認証基準を達成するために必要となった機器購入や機械工事費用（補助対象

は、令和３年 7 月２６日以降に購入したものに限ります。）に   

ついて、千葉県に補助金を申請することができます。詳細は、「補助金に関する    

Ｑ＆Ａ」を御確認ください。 

申請の際に必要となりますので、宛名の記載された領収書等、支払い

が分かるものを必ず保管しておいてください。 

８. 補助金申請について 

補助金を申請する場合は、現地（再）確認において全ての基準を達成

していることが確認できてから１ヶ月以内 に交付申請書兼実績報告

書類一式を、事務局宛てに郵送※
（当日消印有効）してください。 

  ※補助金の申請は、メールやＦＡＸでは受け付けておりません。 

※補助金の手続きにおける申請者の負担を軽減し、補助金の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県と 

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。 

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。 

 認証取得のために必要な設備の整備を行う者 

 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等※であること 
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※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を指します。 

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 

※個人事業主「等」とは、資本金額５千万円以下又は常時使用する従業員数     

５０人以下のいずれか満たす法人（社団法人、財団法人、ＮＰＯ法人、医療法人、

社会福祉法人、学校法人等）があります。 

 食品衛生法の規定による許可を受けて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 

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。補助対象となるか 

どうか等、不明点は事務局にお問合せください。 

 認証基準を達成するために必要な設備であること 

 認証事業開始日である令和３年７月２６日以降に購入した設備であること 

 購入した設備は、次に掲げるものであること 

 

１ 機器購入 

（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 

・食器カバー※ 

※ビュッフェスタイルに限る 

（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 

 ・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 
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 ・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 

・加湿器 

・HEPA フィルター付き空気清浄機 

（風量５㎥／分以上のもの）※ 

※地下の店舗や建築物衛生法対象外 
施設にある店舗の場合 

 ・サーキュレーター※ 
※地下の店舗や建築物衛生法対象外 
施設にある店舗の場合 

 

（４）付帯備品（軽微な備品等） 

（５）付帯作業（軽微な作業） 

（６）その他知事が必要と認めるもの 

 

２ 機械工事（機械工事を希望する場合は、申請前に事務局に御相談ください。） 

（１）接触感染防止対策 

 ・自動水栓 ・人感センサー付き照明 

 ・洋式トイレの改修 ・レイアウト変更工事 

（２）換気による感染防止対策 

 ・換気設備 ・換気機能を内蔵したエアコン 

 ・窓 ・自動扉 

（３）付帯備品（軽微な備品等） 

（４）付帯作業（工事費や設計費等） 

（５）その他知事が必要と認めるもの 

１１. 補助金の額 

（１） 機器購入 

申請する店舗ごと上限３０万円 

（２） 機械工事 

申請する店舗ごと補助対象経費の４分の３又は７０万円のいずれか低い額 

（３） 算定方法 

 消費税及び地方消費税は、算定額に含みません。 

 算定金額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てとなります。 

 補助上限は「１店舗ごと」の金額となります。 
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例：飲食店を２店舗経営し、両店舗の認証申請及び設備購入等を行った場合 

→補助金額は店舗ごとに算定します。 

 申請書類の記入方法については、記載例を御確認ください。 

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、

若しくは譲り渡し、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。 

     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機器や機械を処分する場合は、「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。 
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１３. よくあるお問合せ 

（１） 申請について 

① 全ての認証基準を達成できていない状態で申請してよいか。 

「認証基準チェックリスト」にて、店舗の感染対策の状況を事前に確認し、認証

取得できるように改善し、選択する全ての基準を達成していることを確認の上、 

申請してください。ＣＯ２センサーやアクリル板等が不足している場合は、必要に

応じて購入してください。 

② 認証取得のために必要な設備や数を事務局に問合せてよいか。 

申請前の段階で、店舗において認証取得のために必要な対策をとっていただく 

必要があります。認証取得のための対策等、不明点あれば、事務局にお問合せ   

ください。お電話等で御案内いたします。 

③ 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。 

（２） 認証について 

① 千葉県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。 

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。ただし、現地

確認は営業再開後に行います。 

③ 認証店となった後、酒類提供等の要請対象外となるのは、具体的にはいつからか。 

 認証通知に記載のある「４ 認証期間」の開始日以降です。 

④ 要請の取扱いが変わる可能性があるか。 

認証店が、緊急事態宣言発令時又はまん延防止等重点措置区域内にあるか  

どうかにより、要請の取扱いが変わります。 

認証開始日時点では「営業時間の短縮要請」、「酒類提供の制限要請」の対象外

となったとしても、後日、対象区域変更により取扱いが変わる場合があります。 
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（３） 補助金について 

① 補助金の交付申請から補助金受給までは、どのくらい期間かかるか。 

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。 


