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認証基準

基本項目：５０項目（４２項目必須）

選択項目：４項目（３項目必須）

飲食店感染防止対策の基本項目５０項目のうち４２項目（※設備等がない場合、チェックの対象外）

と選択項目４項目のうち３項目の合計４５項目を満たすことが認証の条件です。

推奨項目：８項目（必須ではないが、有効な対策と考えられるため実施していただきたい項目）

■ 来店者の感染症予防 24項目

■ 従業員の感染症予防 8項目

■ 感染者発生に備えた対処方針 3項目

■ 施設・設備の衛生管理の徹底 12項目

■ その他 2項目

■ チェックリストの作成・公表 1項目

・ 飲食時以外のマスク着用要請

・ 従業員の感染防止対策についてチェックリストで管理

・ 店舗内の換気の詳細をわかりやすく図示

・ 対人距離確保・アクリル板等設置の強化

・ 座席横のパーティション等設置

・ 常時２方向の窓やドアを開放

・ 接触感染・飛沫感染のリスク低減策

・ COCOAのルール化、ないし奨励

2・ COCOA以外の感染リスク早期把握の仕組み導入

・ エレベーター・送迎車のリスク低減策



感染防止対策の確認方法

現地調査の確認方法

本マニュアルでは、認証基準として定めた飲食店感染防止対策を行っていただく具体的な取り組み内容に
ついて、店舗環境・設備の確認（目視確認）と対策方法・手順の確認（聞き取り確認）の２つの観点に
分けて記載しております。
千葉県の調査員による現地調査では、主としてこの２つの観点から対策状況を確認し（※）認証を行いま
すので、次ページ以降の対策例を参考に各項目の対策実施をお願いします。
※「目視確認」「聞き取り確認」の分類は、対策状況により変更する場合がありますのでご理解ください。

店舗環境・設備
の確認

聞き取り確認

現地調査において、目視等により
店舗環境、対策に使用する物や設備
の設置状況を確認し、感染防止対策
の状態を調査させていただきます。

対策方法・手順
の確認

現地調査において、責任者への聞き
取り等により、各店舗で定めている
感染防止対策の方法や手順を確認し、
感染防止対策の状態を調査させてい
ただきます。

目視確認

対策例の見方

以下の対策を実施

以下のいずれかの対策もしくは同等の対策を実施

以下の対策もしくは同等の対策を実施

以下のいずれかの対策を実施

・対策例のとおり実施してください。 ・対策例のとおり実施するか同等の対策を実施してください。

・いずれかの対策を実施してください。 ・いずれかの対策を実施するか同等の対策を実施してください。
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１ 来店者の感染症予防

対策確認方法

対策例

１ 店内入口に消毒設備を設置し、入場時に必ず、従業員が来店者に呼びかけ、
手指消毒を実施する。

目視確認
◎店内入口に消毒設備を設置していること。

聞き取り確認

◎入店時に必ず、従業員が利用者に、手指消毒を実施するよう呼びかけていること。

・店内入口に消毒設備を設置する。（非接触型推奨）

・入店時に必ず、従業員が利用者に手指消毒を実施するよう
呼びかける。

（店舗状況により、アナウンスを流すなどの対応可）

以下の対策を実施
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１ 来店者の感染症予防

対策確認方法

対策例

２ 順番待ち等により列が発生する場合は、最低１ｍ（マスク着用のない場合は
２ｍ）の来店者同士の対人距離を確保するための誘導・表示などを行う。

・床に間隔を示すテープやフロアマーカーなどを貼る。

聞き取り確認

◎順番待ち等により列が発生する場合は、最低１ｍ（マスク着用のない場合は２ｍ）の来店者同士の対人距離を
確保するための誘導・表示などを行っていること。

・順番待ちの際は、マスクを着用し対人距離を最低１ｍ（マスク着用のない場合は２ｍ）以上確保するよう、
ポスター等の掲示をする又は呼びかける。

以下のいずれかの対策もしくは同等の対策を実施
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最低１ｍ以上



１ 来店者の感染症予防

対策確認方法

対策例

３
レジ等での対面接客時に、飛沫を防止するために工夫するほか、コイントレイを介した受
け渡し、またはキャッシュレス決済を導入する。
なお、現金等の受け渡し後には手指衛生を行う。

◎レジ等での対面接客時に、飛沫を防止するために工夫していること。

◎レジ等での対面接客時に、コイントレイを介した受け渡し、または、キャッシュレス決済を導入していること。

※テーブル会計の場合、正面に立たず、一定の距離を保っていること。

聞き取り確認

◎現金等の受け渡し後には手指衛生を行っていること。

・アクリル板等（透明ビニールカーテンまたはパーティション）
で遮蔽する。

○コイントレイを介した受け渡し、または、キャッシュレス決済
を導入する。

以下の対策を実施

○現金等の受け渡し後には手指衛生を行う。

※テーブル会計の場合、正面に立たず、一定の距離を保っていること。
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透明ビニールカーテン
（飛沫防止対策 例）

キャッシュレス決済

コイントレイ

・マスクの着用を徹底し、会話を最小限とする。

○以下の例のような飛沫防止対策を行う。



１ 来店者の感染症予防

対策確認方法

対策例

４
発熱（例えば平熱より１度以上）や軽度であっても風邪症状（せきやのどの
痛みなど）、嘔吐・下痢等の症状がある者又は正当な理由なくマスク着用を
しない者は入場しないよう表示する。

目視確認

・店内入口に、発熱や軽度であっても風邪症状・嘔吐・下痢等
の症状がある場合は、入店を控えるよう、ポスター等の掲示
をする。
県ホームページにサンプルを掲載。

（https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/inshoku-
taisaku/inshoku-ninsho-all.html）
※同等の内容であれば、その他ポスターの掲示可。

◎発熱（例えば平熱より１度以上）や軽度であっても風邪症状（せきやのどの痛みなど）、嘔吐・下痢等の症状
がある者又は正当な理由なくマスク着用をしない者は入場しないよう表示していること。

以下の対策を実施
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https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/inshoku-taisaku/inshoku-ninsho-all.html


１ 来店者の感染症予防

対策確認方法

対策例

５ 飲食時以外はマスク着用を周知するとともに、定期的な手洗い･手指消毒を要請
する。

目視確認

・飲食時以外のマスク着用、定期的な手洗い・
手指消毒をするよう、ポスター等の掲示をする。
県ホームページにサンプルを掲載。

（https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/inshoku-
taisaku/inshoku-ninsho-all.html）
※同等の内容であれば、その他ポスターの掲示可。

◎飲食時以外はマスク着用を周知するとともに、定期的な手洗い･手指消毒を要請していること。

以下の対策もしくは同等の対策を実施
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https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/inshoku-taisaku/inshoku-ninsho-all.html


１ 来店者の感染症予防

対策確認方法

対策例

６ （入店・注文・支払い時）咳エチケットを徹底するよう注意喚起を行う。

目視確認

◎咳エチケットを徹底するよう注意喚起を行っていること。

・咳エチケットを徹底するよう、ポスター等の掲示をする。
県ホームページにサンプルを掲載。

（https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/inshoku-
taisaku/inshoku-ninsho-all.html）
※同等の内容であれば、その他ポスターの掲示可。

以下の対策もしくは同等の対策を実施
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https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/inshoku-taisaku/inshoku-ninsho-all.html


１ 来店者の感染症予防

対策確認方法

対策例

７
（自店舗で管理しているエレベーターがある場合）
エレベーターの重量センサーの調整などによる乗員制限を行う。
※自店舗で管理しているエレベーターない場合は、チェックの対象外

聞き取り確認

・重量センサーの調整による制限を行う。

・床に立ち位置を示すテープを貼る。

・乗員制限を行う旨、ポスター等の掲示を行う。

◎エレベーターの重量センサーの調整などによる乗員制限を行っていること。

以下のいずれかの対策もしくは同等の対策を実施
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乗員制限を行うこと
で、エレベーター待
ちの利用客で混雑
することがないよう
留意してください。

【推奨項目】



１ 来店者の感染症予防

対策確認方法

対策例

８ （送迎車がある場合）乗車人数を制限する。
※送迎車がない場合は、チェックの対象外

聞き取り確認

◎乗車人数を制限していること。

・予約制の活用等で同時に多数の人が集まらないようにする。

・対人距離を確保するため、使用不可席を設置する。

以下のいずれかの対策もしくは同等の対策を実施
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【推奨項目】



１ 来店者の感染症予防

対策確認方法

対策例

９
（送迎車がある場合）
送迎車の運転席と後部座席をアクリル板・透明ビニールカーテン等で遮蔽する。
※送迎車がない場合は、チェックの対象外

目視確認

◎送迎車の運転席と後部座席をアクリル板・透明ビニールカーテンなどで遮蔽していること。

・送迎車の運転席と後部座席をアクリル板・透明ビニールカーテンなどで遮蔽する。

透明ビニールカーテン

以下の対策を実施
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【推奨項目】



１ 来店者の感染症予防

対策確認方法（いずれかを満たしていること）

10

〔テーブル間の配置についてはいずれかを満たすこと〕

目視確認

◎相互に対人距離が最低１ｍ以上確保できるよう配置していること。※最も近い端と端の距離を測定

◎アクリル板、透明ビニールカーテン、パーティション等で遮蔽していること。

◆ 選択項目６０（P.６７）を選択する場合は、本基準はチェックの対象外

11

13

対策例（次ページに記載）

同一グループが使用するテーブルとその他のグループが使用するテーブル
の間を、アクリル板（目を覆う程度の高さ以上のものを目安）、
透明ビニールカーテン、パーティション等で遮蔽する。

同一グループが使用するテーブルとその他のグループが使用するテーブル
の間は、相互に対人距離が最低１ｍ以上確保できるよう配置する。



１ 来店者の感染症予防

対策例（次ページに写真あり）

：使用可能席

：使用不可席

：パーティショ
ン等仕切り

14

パーティションなし

テーブ
ル

テーブル

カ
ウ
ン
タ
ー

１ｍ未満

１ｍ未満

パーティションあり

１ｍ以上

（基準１１）

（基準１０）

１ｍ以上

１ｍ未満

１ｍ以上

１ｍ以上



１ 来店者の感染症予防

対策例

下の写真の場合、基準１０（対人距離を最低１ｍ以上確保）ではなく、
基準１１（アクリル板等で遮蔽）で対応している。

対人距離が１ｍ未満
のため、

アクリル板で遮蔽

対人距離１ｍ未満

15

目を覆う程度の高さ
以上のものを目安



１ 来店者の感染症予防

対策確認方法（いずれかを満たしていること）
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〔同一テーブルでの配置についてはいずれかを満たすこと〕
※同居家族、介助を要する者（高齢者、障害者）等が利用する場合を除く。

目視確認

◎真正面での着座配置をしない。座席の間隔を最低１ｍ以上確保できるよう配置していること。
※最も近い端と端の距離を測定

◎テーブル上にパーティション等を設置して遮蔽していること。

◆ 選択項目６０（P.６９）を選択する場合は、本基準はチェックの対象外

13 テーブル上にパーティション等を設置して遮蔽する。
高さ：目を覆う程度の高さ以上のものを目安
幅 ：机と同じ幅
形状：２人掛けは一字、４人掛けは十字、６人掛けはキ字のように隣接する人と
遮断されるように配置

真正面での着座配置をしない。座席の間隔を最低１ｍ以上確保できるよう配置する。

対策例（次ページに記載）

16
※同居家族、介助を要する者等については、利用者に確認し、判断すること。 （次ページに続く）



１ 来店者の感染症予防

対策例（次ページに写真あり）

：使用可能席

：使用不可席

：アクリル板等
仕切り

17

テーブル

１ｍ以上

アクリル板なし

（基準１２）

４人席

テーブル

アクリル板なし

２人席

（基準１２）

テーブル

１ｍ未満

１ｍ以上

アクリル板なし（基準１２）

アクリル板なし
（基準１２）

６人席

アクリル板あり

（基準１３）

テーブル

アクリル板あり

（基準１３）

２人席



１ 来店者の感染症予防

対策例

アクリル板を十字に設置するこ
とで、４人掛けとしている。

18

下の写真の場合、基準１２（真正面での着座配置をしない。対人距離を最低１ｍ以上確保）
ではなく、基準１３（アクリル板等で遮蔽）で対応している。

目を覆う程度の高さ
以上のものを目安



１ 来店者の感染症予防

対策確認方法（いずれかを満たしていること）

対策例（次ページに記載）

14

〔カウンターテーブルの席の配置についてはいずれかを満たすこと〕

目視確認

◎席間は最低1ｍ以上の間隔を確保していること。※最も近い端と端の距離を測定

◎パーティション等を設置して遮蔽していること。

◆ 選択項目６０（P.７１）を選択する場合は、本基準はチェックの対象外
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カウンターテーブルの席間は最低１ｍ以上の間隔を確保する。

カウンターテーブル上にパーティション等を設置して遮蔽する。
高さ：目を覆う程度の高さ以上のものを目安
幅 ：机と同じ幅
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１ 来店者の感染症予防

対策例

：使用可能席

：使用不可席

：アクリル板等
仕切り

20

カウンター

（基準１５）（基準１４）

従業員 ※利用客との対面を避ける

アクリル板なし

（基準１４）

アクリル板なし

（基準１４）

アクリル板なし アクリル板あり

１ｍ以上１ｍ以上１ｍ未満 １ｍ未満



１ 来店者の感染症予防

対策確認方法

対策例（次ページに記載）

16 座席の間（※）にパーティション等を設置して遮蔽する。
※テーブル上に設置することに加え、座席の横にも配置すること。
高さ：目を覆う程度の高さ以上のものを目安
幅 ：座席と同じ幅

目視確認

◎座席の間にパーティション等を設置して遮蔽していること。

【推奨項目】

21



１ 来店者の感染症予防

対策例

：使用可能席

：使用不可席

：アクリル板等
仕切り

：（推奨項目）
アクリル板等仕
切り

22

テーブル

４人席

テーブル

６人席

カウンター

カウンター席



１ 来店者の感染症予防

対策確認方法

対策例

17 滞在時間の制限※や予約制の活用などにより同時に多数の人が集まらないよう
にする。※2時間程度を目安

聞き取り確認

◎滞在時間の制限や予約制の活用などにより同時に多数の人が集まらないようにしていること。

・滞在時間の制限や予約制の案内など、店内やテーブルにポスター等を掲示し、利用者へ周知する。

・従業員が利用者に呼びかけをする。

・予約制を活用（ホームページや電話等で事前予約を受付け）し、繁忙時間帯などに利用者が密集しないよう
調整する。

以下のいずれかの対策もしくは同等の対策を実施
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１ 来店者の感染症予防

対策確認方法

対策例

18 大皿は避け、料理を個々に提供する。もしくは従業員が取り分ける。

聞き取り確認

・料理は大皿を避け、個々に提供する。 ・料理は従業員が取り分ける。

◎大皿は避け、料理を個々に提供する。もしくは従業員が取り分けていること。

以下のいずれかの対策を実施

24



１ 来店者の感染症予防

対策確認方法（いずれかを満たしていること）

対策例

19

〔ビュッフェスタイルでは、いずれかを満たすこと〕

目視確認

○以下３点の対策を行う。
・飛沫がかからないようにカバーを設置する。
・取り分け時は、利用者に対し、マスクを着用し、使用済みの食器を再使用しないよう要請する。
・以下の例のような感染防止の工夫を行う。

（例）消毒設備を設置して、利用者に対し手指消毒の徹底を要請する。
取り分け用のトングや箸を頻繁に消毒または交換する。

◎飛沫がかからないようにカバーを設置するなど食品・ドリンクを保護し、また、取り分け時は、利用者に対し、
マスクを着用し、使用済みの食器を再使用しないよう要請するほか、取り分け用のトングや箸を頻繁に消毒
または交換するなど感染防止の工夫を行っていること。

◎料理を小皿に盛って提供するか、スタッフが料理を取り分けていること。
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○料理を小皿に盛って提供するか、スタッフが料理を取り分ける。

以下のいずれかの対策を実施

25

飛沫がかからないようにカバーを設置するなど食品・ドリンクを保護し、取り分け時は、
利用者に対し、マスクを着用し、使用済みの食器を再使用しないよう要請するほか、取り
分け用のトングや箸を頻繁に消毒または交換するなど感染防止の工夫を行う。

料理を小皿に盛って提供するか、スタッフが料理を取り分ける。



繁忙時間帯前後等
に消毒

置かない

もしくは

卓上の共用調味料、ポット等は

１ 来店者の感染症予防

対策確認方法（いずれかを満たしていること）

対策例

21 卓上の共用調味料、ポット等の設置を避けるか、これらを利用者入替え時、ま
たは繁忙時間帯前後など定期的に消毒する。

◎卓上に共用調味料やポット等を設置していないこと。

◎従業員が利用者入替え時、または繁忙時間帯前後などに消毒していること。

目視確認

聞き取り確認

26

以下のいずれかの対策を実施



１ 来店者の感染症予防

対策確認方法

対策例

22 お酌や回し飲み、スプーンや箸などの食器の共有や使い回しは避けるように
注意喚起を行う。

目視確認

◎お酌や回し飲み、スプーンや箸などの食器の共有や使い回しは避けるように注意喚起を行っていること。

以下の対策もしくは同等の対策を実施

27

・お酌や回し飲み、スプーンや箸などの食器の共有・
使い回しは避けるよう、ポスター等の掲示をする。
県ホームページにサンプルを掲載。

（https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/inshoku-
taisaku/inshoku-ninsho-all.html）
※同等の内容であれば、その他ポスターの掲示可。

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


１ 来店者の感染症予防

対策確認方法

対策例

23 店内BGMの音量を低減させ、大声での会話を避けるように注意喚起を行う。

◎店内BGMの音量を低減させ、大声での会話を避けるように注意喚起を行っていること。

聞き取り確認

・大声での会話は避けるよう、ポスター等の掲示をする。
県、国ホームページにサンプルを掲載。
（県：https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/inshoku-

taisaku/inshoku-ninsho-all.html）
（国：https://corona.go.jp/proposal/）
※同等の内容であれば、その他ポスターの掲示可。

・店内BGMの音量を低減させる。

以下の対策を実施

以下の対策もしくは同等の対策を実施

28

https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/inshoku-taisaku/inshoku-ninsho-all.html
https://corona.go.jp/proposal/


１ 来店者の感染症予防

対策確認方法

対策例

24 利用者が使用しやすい場所に消毒設備を設置する。

目視確認

◎利用者が使用しやすい場所に消毒設備を設置していること。

29

・利用者が使用しやすい場所に消毒設備を設置する

（設置場所の例）
・卓上（利用者が着席したタイミング等で、配置することも可）
・店舗、フロア、部屋、トイレ等の入口
・（ビュッフェスタイルの場合）ビュッフェスペース

以下の対策を実施



１ 来店者の感染症予防

対策確認方法

対策例＜建築物衛生法対象店舗の場合＞（次ページに続く）

25 個室を使用する場合は、常時換気（換気基準は「３ 施設・設備の衛生管理の
徹底」のとおり）を行う。※個室がない場合は、チェックの対象外

◎窓の開放による換気を行っていること。

聞き取り確認

◎換気設備による換気を行っていること。

＜建築物衛生法対象外店舗の場合＞

◎法に基づく空気環境の調整に関する基準を満たし
ているか確認し、満たしていない場合は、換気
設備の清掃、整備等の維持管理を適切に行って
いること。

聞き取り確認

＜建築物衛生法対象店舗の場合＞

・法に基づく空気環境の調整に関する基準を満たしているか確認し、満たしていない場合は、換気 設備の清掃、
整備等の維持管理を適切に行う。
（テナントの場合は、建物管理者に確認し、満たしていない場合は、建物管理者に改善を要望する。）

30



１ 来店者の感染症予防

対策例＜建築物衛生法対象外店舗の場合＞

・窓による開放の場合：１時間当たりの換気回数を２回以上確保するため、３０分に１回、５分程度、２方向の
窓を全開（窓が一つしかない場合は、ドアを開ける）するなどして十分な換気を行う。
また、換気のため窓やドアを開放している旨を利用者に周知し、協力を要請する。

・換気設備による換気の場合：必要換気量（一人当たり毎時３０㎥）を確保する。必要換気量が足りない場合は、
利用者数を調整して一人当たりの必要換気量を確保するために、換気設備の清掃、整備等の維持管理を適切に
行う。

以下の対策を実施

31

必要換気量（一人当たり毎時３０㎥）の確認方法

①換気設備の取扱説明書を用意 ②風量（換気量）を確認

６００㎥／時 ÷ １５人
＝４０ ㎥／時・人

例えば、
風量（換気量）「６００㎥／時」
施設定員「１５人」の場合、

必要換気量
（一人当たり毎時３０㎥以上）

を確保している



１ 来店者の感染症予防

対策確認方法

対策例

26 （洋式トイレがある場合）トイレの蓋を閉めて汚物を流すように表示する。
※蓋がない場合は、チェックの対象外

・トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう、ポスター等の掲示をする。
県ホームページにサンプルを掲載。

（https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/inshoku-
taisaku/inshoku-ninsho-all.html）
※同等の内容であれば、その他ポスターの掲示可。

目視確認

◎トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう、表示をしていること。

32

以下の対策を実施

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


１ 来店者の感染症予防

対策確認方法

対策例

27 トイレ使用後は、手洗いや手指消毒を実施するよう表示する。

◎トイレの使用後は手洗いや手指消毒を実施するよう、表示をしていること。

目視確認

・トイレの使用後は手洗いや手指消毒を実施するよう、
ポスター等の掲示をする。
県ホームページにサンプルを掲載。

（https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/inshoku-
taisaku/inshoku-ninsho-all.html）
※同等の内容であれば、その他ポスターの掲示可。

33

以下の対策を実施

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


１ 来店者の感染症予防

対策確認方法

対策例

28 喫煙スペースがある場合は、一度に利用する人数を減らす、人と人との距離を
保つなどにより、３つの密を避けるよう要請する。

◎一度に利用する人数を減らす、人と人との距離を保つなどにより、３つの密を避けるよう要請していること。

目視確認

・ポスター等を掲示し、利用者へ周知する。

・喫煙所内の床に立ち位置を示す目印を貼り、対人距離を確保する。

以下のいずれかの対策もしくは同等の対策を実施

34
距離が近い



２ 従業員の感染症予防

対策確認方法

対策例

29 常にマスクを着用し、咳エチケットを徹底する。大声での会話を避ける。

聞き取り確認

・常にマスクを着用し、咳エチケットを徹底する。

・大声での会話を避ける。

◎常にマスクを着用し、咳エチケットを徹底していること。

◎大声での会話を避けていること。

以下の対策を実施

35



２ 従業員の感染症予防

対策確認方法

対策例

30 業務開始前に検温・体調確認を行う。
発熱（例えば平熱より１度以上）や軽度であっても風邪症状（せきやのどの痛
みなど）、嘔吐・下痢等の症状がある場合には、出勤を停止させる。

聞き取り確認
◎業務開始前に検温・体調管理を行っていること。

◎発熱や軽度であっても風邪症状、嘔吐・下痢等の症状がある場合には、出勤を停止させていること。

・業務開始前に検温・体調確認を行う ・風邪症状、嘔吐・下痢等の症状がある場合
は「出勤停止」させる

以下の対策を実施

36



２ 従業員の感染症予防

対策確認方法

対策例

31 感染した、もしくは感染疑いのある従業員、濃厚接触者として判断された
従業員の就業は禁止する。

聞き取り確認

◎感染した、もしくは感染疑いのある従業員、濃厚接触者として判断された従業員の就業を禁止していること。

感染もしくは疑い

濃厚接触者

就業禁止

・感染した、もしくは感染疑いのある従業員、濃厚接触者として判断された従業員の就業を禁止する。

以下の対策を実施

37



２ 従業員の感染症予防

対策確認方法

対策例

32 定期的に、かつ、就業開始時や他者の接触が多い場所・物品を触れた後、清掃
後、トイレ使用後に、手指消毒や手洗いを実施する。

聞き取り確認

◎定期的に、かつ、就業開始時や他者の接触が多い場所・物品を触れた後、清掃後、トイレ使用後に、手指消毒
や手洗いを実施していること。

・定期的に、かつ、就業開始時や他者の接触が多い場所・物品を触れた後、清掃後、トイレ使用後の手指消毒や
手洗いを徹底する。

38

以下の対策を実施



２ 従業員の感染症予防

対策確認方法

対策例

33 利用者からの注文の受付や料理提供にあたっては、利用者の正面に立たないよ
う注意し、対人距離を確保する。

聞き取り確認

◎利用者からの注文や料理提供にあたっては、利用者の正面に立たないように注意し、対人距離を確保している
こと。

（利用者と正面で対面するのではなく、横や斜め向かいの位置で注文受付や料理提供を行う）

・利用者からの注文や料理提供にあたっては、利用者の正面に立たないように注意し、対人距離を確保する。

以下の対策を実施

39



２ 従業員の感染症予防

対策確認方法

対策例

34
休憩スペースでもマスクを着用するとともに、感染防止の工夫を行う。

聞き取り確認

◎休憩スペースでもマスクを着用するとともに、感染防止の工夫を行う。

以下の対策を実施

○休憩スペースでも、飲食時以外はマスクを着用する。

40

・一度に休憩する人数を減らす。

・対面での食事・会話を行う場合は、１ｍ以上距離を空ける。

○以下の例のような対策を行う。



２ 従業員の感染症予防

対策確認方法

対策例

35 休憩スペースでは常時換気（換気基準は「３ 施設・設備の衛生管理の徹底」
のとおり）を行い、共用する物品は定期的に消毒する。

聞き取り確認

◎休憩スペースの換気を常時行っていること。

・常時換気（換気基準は「３ 施設・設備の衛生管理の徹底」のとおり）の徹底を図る。

◎共用する物品を定期的に消毒していること。

・１時間に１回、繁忙時間帯前後など、定期的に共用する物品の消毒をする。

41

以下の対策を実施



２ 従業員の感染症予防

対策確認方法

対策例

36 従業員のユニフォームは当該日業務終了後など定期的に洗濯する。

聞き取り確認

◎従業員のユニフォームは当該日業務終了後など定期的に洗濯していること。

・業務終了後、毎回など、こまめに洗濯をして清潔を保つようにする。

以下の対策を実施

42



３ 施設・設備の衛生管理の徹底

対策確認方法（いずれも満たしていること）

37

〔建築物衛生法※の対象施設については、いずれも満たすこと〕

◎法に基づく空気環境の調整に関する基準を満たしているか確認し、満たしていない場合は、換気設備の清掃、
整備等の維持管理を適切に行っていること。

聞き取り確認

◎換気を徹底するにあたり、CO２センサー等により、換気状況を把握し、CO２濃度を１０００ppm以下とし、
定期的に記録を行い、適切に管理していること。（窓際等に限らず達成が必要）

◎湿度40％以上を目安にして、適度に加湿をしていること。

38

39

43

法に基づく空気環境の調整に関する基準を満たしているか確認し、満たしてい
ない場合は、換気設備の清掃、整備等の維持管理を適切に行う。
※建築物における衛生的環境の確保に関する法律

換気を徹底するにあたり、CO２センサー等により、換気状況を把握し、CO２濃
度を１０００ppm以下とし、定期的に記録を行い、適切に管理する。
（窓際等に限らず達成が必要）

湿度４０％以上を目安として、適度に加湿する。

目視確認

◎ CO２センサー等を設置し、適切な測定場所を選定していること。（次ページ参照）

対策例（次ページに記載）



３ 施設・設備の衛生管理の徹底

対策例

基準を満たすために
工事が必要な場合は、
補助対象になる場合が
ありますので、事前に
必ず事務局に相談を
お願いします。

・ CO２センサー等により、換気状況を把握し、CO２濃度を１０００ppm以下とし、定期的に記録を行い、
適切に管理する。（窓際等に限らず達成が必要）
記録シートのサンプルは、県ホームページに掲載（https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/inshoku-

taisaku/inshoku-ninsho-all.html）※同等の内容であれば、その他シートの活用可。

以下の対策を実施

44

・湿度40％以上を目安にして、適度に加湿する。

・法に基づく空気環境の調整に関する基準を満たしているか確認し、満たしていない場合は、換気設備の清掃、
整備等の維持管理を適切に行う。
（テナントの場合は、建物管理者に確認し、満たしていない場合は、建物管理者に改善を要望する。）

CO２センサー
（補助対象）

CO２センサーは店内の隅な
ど換気の悪い場所に設置

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


３ 施設・設備の衛生管理の徹底

対策確認方法（いずれも満たしていること）

対策例（次ページに記載）

40

〔建築物衛生法の対象外の施設〕
【いずれも満たすこと】

聞き取り確認

◎換気を徹底するにあたり、CO２センサー等により、換気状況を把握し、CO２濃度を１０００ppm以下とし、
定期的に記録を行い、適切に管理していること。（窓際等に限らず達成が必要）

◎湿度40％以上を目安にして、適度に加湿をしていること。

41

45

換気を徹底するにあたり、CO２センサー等により、換気状況を把握し、
CO２濃度を１０００ppm以下とし、定期的に記録を行い、適切に管理する。
（窓際等に限らず達成が必要）。

湿度４０％以上を目安として、適度に加湿する。

目視確認

◎ CO２センサー等を設置し、適切な測定場所を選定していること。（４４ページ参照）



３ 施設・設備の衛生管理の徹底

対策例

以下の対策を実施

46

・ CO２センサー等により、換気状況を把握し、CO２濃度を１０００ppm以下とし、定期的に記録を行い、
適切に管理する。（窓際等に限らず達成が必要）
記録シートのサンプルは、県ホームページに掲載（https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/inshoku-

taisaku/inshoku-ninsho-all.html）※同等の内容であれば、その他シートの活用可。

・湿度40％以上を目安にして、適度に加湿する。

CO２センサー
（補助対象）

基準を満たすために
工事が必要な場合は、
補助対象になる場合が
ありますので、事前に
必ず事務局に相談を
お願いします。

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


３ 施設・設備の衛生管理の徹底

対策確認方法（いずれかを満たしていること）

対策例（次ページに記載）

42

〔建築物衛生法の対象外の施設〕
【いずれか満たすこと】

聞き取り確認

◎換気設備により必要換気量（一人あたり毎時30㎥）を確保すること。必要換気量が足りない場合は、入店者数
を調整して一人あたりの必要換気量を確保するとともに、換気設備の清掃、整備等の維持管理を適切に行って
いること。

◎窓の開放による換気の場合は、1時間当たりの換気回数を２回以上確保するため、30分に1回、5分程度、
2方向の窓を全開するなどして十分な換気を行っていること。また、換気のため窓やドアを開放している旨
利用者に周知し、協力を要請していること。

43

47

換気設備により必要換気量（一人あたり毎時30㎥）を確保すること。必要換気
量が足りない場合は、入店者数を調整して一人あたりの必要換気量を確保する
とともに、換気設備の清掃、整備等の維持管理を適切に行う。

窓の開放による換気の場合は、1時間当たりの換気回数を２回以上確保するため、
30分に1回、5分程度、2方向の窓を全開（窓が一つしかない場合は、ドアを開け
る）するなどして十分な換気を行う。また、換気のため窓やドアを開放してい
る旨利用者に周知し、協力を要請する。



３ 施設・設備の衛生管理の徹底

対策例

48

必要換気量（一人当たり毎時３０㎥）の確認方法

①換気設備の取扱説明書を用意 ②風量（換気量）を確認

６００㎥／時 ÷ １５人
＝４０ ㎥／時・人

例えば、
風量（換気量）「６００㎥／時」
施設定員「１５人」の場合、

必要換気量
（一人当たり毎時３０㎥以上）

を確保している

・窓による開放の場合：１時間当たりの換気回数を２回以上確保するため、３０分に１回、５分程度、２方向の
窓を全開（窓が一つしかない場合は、ドアを開ける）するなどして十分な換気を行う。
また、換気のため窓やドアを開放している旨を利用者に周知し、協力を要請する。

・換気設備による換気の場合：必要換気量（一人当たり毎時３０㎥）を確保する。必要換気量が足りない場合は、
利用者数を調整して一人当たりの必要換気量を確保するために、換気設備の清掃、整備等の維持管理を適切に
行う。

以下の対策を実施



３ 施設・設備の衛生管理の徹底

対策確認方法

対策例（次ページにイメージ図あり）

44 定期的な窓の開放による換気に加えて、常時、２方向（出来れば対角線上）の
窓やドアを５～１０cm程度開けることにより換気を行う。

聞き取り確認
◎定期的な窓の開放による換気に加えて、常時、２方向（出来れば対角線上）の窓やドアを５～１０cm程度
開けることにより換気を行っていること。

・常時、２方向（出来れば対角線上）の窓やドアを５～１０cm程度開ける。

【推奨項目】

以下の対策を実施

49



３ 施設・設備の衛生管理の徹底

対策例（イメージ図①）

50

常時、２方向
の窓やドア
（入り口）を
５～１０cm
程度開放

常時、２方向
の窓やドア
（入り口）を
５～１０cm
程度開放



３ 施設・設備の衛生管理の徹底

対策例（イメージ図②）

51

常時、２方向の窓
やドア（入り口）
を５～１０cm程度
開放

常時、２方向
の窓やドア
（入り口）を
５～１０cm
程度開放



３ 施設・設備の衛生管理の徹底

対策確認方法

対策例

45 共通のタオルを禁止し、ペーパータオルを設置するか、または個人のタオル等
の使用を促す。

聞き取り確認

◎共通のタオルを禁止し、ペーパータオルを設置するか、または個人のタオル等の使用を促していること。

・共通のタオルを禁止し、ペーパータオルを設置する。

・個人のタオル等の使用を促すなどの掲示を行う。

52

以下のいずれかの対策もしくは同等の対策を実施



３ 施設・設備の衛生管理の徹底

対策確認方法

対策例

46 他人と共用する物品や複数の人の手が触れる場所を消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリ
ウム、市販の界面活性剤含有の洗浄剤を用いて利用者の入替え時、または繁忙時間帯前後
など定期的に清拭消毒する。
＜飲食業で他人と共用し接触が多い部位＞
テーブル、椅子、メニューブック、調味料、ドリンクバー、ドアノブ、電気のスイッチ、
タッチパネル、卓上ベル、レジ、蛇口、手すり、便座、洗浄レバー、コイントレイ、
券売機、エレベーターのボタン、アクリル板、透明ビニールカーテン、パーティション
など

聞き取り確認

◎他人と共用する物品や複数の人の手が触れる場所を消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム、
市販の界面活性剤含有の洗浄剤を用いて利用者の入替時など定期的に清拭消毒していること。

・１時間に１回、利用者の入替え時、繁忙時間帯前後など、定期的に共用する物品の消毒をする。

53

以下の対策を実施



３ 施設・設備の衛生管理の徹底

対策確認方法

対策例

47 消毒に用いる製品は、人体に影響を及ぼしうる環境下では、薬機法※に基づき
品質・有効性・人体への安全性が確認された「医薬品・医薬部外品」を使用
すること。消毒剤を人体に対して空間噴霧することはいかなる状況であっても
推奨されないことに留意すること。
※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

聞き取り確認

◎薬機法に基づき品質・有効性・人体への安全性が確認された「医薬品・医薬部外品」を使用していること。

◎消毒剤を人体に対して空間噴霧することはいかなる状況であっても推奨されないことに留意していること。

・薬機法に基づいた「医薬品・医薬部外品」の使用を徹底する。

・消毒剤を人体に対して空間噴霧してはいけないことを従業員研修などで周知徹底する。

54

以下の対策を実施



３ 施設・設備の衛生管理の徹底

対策確認方法

対策例

48 接触感染、飛沫感染のリスクを低減するため、利用者の動線が重ならないため
の案内や自動扉、自動水栓を設置するなどの工夫・整備を行う。

聞き取り確認
◎接触感染、飛沫感染のリスクを低減するため、利用者の動線が重ならないための案内や自動扉、自動水栓を
設置するなどの工夫・整備を行っていること。

・利用者の動線が重ならないよう、ポスター等の掲示を行う。

・自動扉、自動水栓を設置する。

別々にする

【推奨項目】

以下のいずれかの対策もしくは同等の対策を実施

55

基準を満たすために
工事が必要な場合は、
事前に必ず事務局に
相談をお願いします。



３ 施設・設備の衛生管理の徹底

対策確認方法

対策例

49 ゴミを回収する者はマスクや手袋を着用し、作業後、必ず手を洗う。

聞き取り確認

◎ゴミを回収する者はマスクや手袋を着用し、作業後、必ず手を洗っていること。

・ゴミ回収時の対応について指示・徹底を図る。

（従業員の皆さま）

ゴミを回収する際は、
マスクや手袋を着用し、

作業後は、
必ず手を洗いましょう！

以下の対策もしくは同等の対策を実施

56



３ 施設・設備の衛生管理の徹底

対策確認方法

対策例

50 食品残さ、鼻水、唾液などが付着した可能性のあるゴミ、おしぼり等は、
ビニール袋に密閉して処理する。
※食品残さ：飲食店の調理残さのほか、客の食べ残し、売れ残り、
消費期限切れの食品など

聞き取り確認

◎食品残さ、鼻水、唾液などが付着した可能性のあるゴミ、おしぼり等は、ビニール袋に密閉して処理している
こと。

・食品残さ、鼻水、唾液などが付着した可能性のあるゴミ、おしぼり等は、ビニール袋に密閉して処理する。

以下の対策を実施

57



４ チェックリストの作成・公表

対策確認方法

対策例（次ページに記載）

51 各施設・事業者は、施設内のリスク評価をしたうえで、具体的な方法や手順、
清掃・消毒の頻度、人と人との間隔の空け方などを定めたチェックリストを
作成するとともに、当該チェックリストによる毎日の確認について公表する。

聞き取り確認

◎施設内のリスク評価をしたうえで、具体的な方法や手順、清掃・消毒の頻度、人と人との間隔の空け方などを
定めたチェックリストを作成するとともに、当該チェックリストによる毎日の確認について公表していること。

58



４ チェックリストの作成・公表

対策例

・チェックリストを作成し、施設内の感染防止対策についての実施確認を行い、その結果を施設内に掲示する。
サンプルは、県ホームページに掲載（https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/inshoku-taisaku/inshoku-

ninsho-all.html）※同等の内容であれば、その他シートの活用可。

以下の対策を実施

59

県サンプル（本体） 県サンプル（概要版）

※概要版は、「公表」として施設内に掲示することは可能。
毎日の「確認用」として使用することは不可。

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


５ 感染症発生に備えた対処方針

対策確認方法

対策例

52 施設の従業員の感染が判明した場合保健所の指示・調査等に誠実かつ積極的に
対応・協力して、当該施設からの感染拡大防止策を講じるとともに、必要に
応じ感染の可能性のある営業日など感染拡大防止のための情報を公表する。

聞き取り確認
◎施設の従業員の感染が判明した場合保健所の指示・調査等に誠実かつ積極的に対応・協力して、当該施設から
の感染拡大防止策を講じるとともに、必要に応じ感染の可能性のある営業日など感染拡大防止のための情報を
公表していること。

・管轄保健所の連絡先を把握する。

・臨時休業とする場合の判断・利用者への周知方法・従業員の連絡方法などもあらかじめ定めておく。

・感染等に該当する従業員の出勤記録などから、感染拡大の可能性がある営業日を公表するなど、感染拡大防止
対策をあらかじめ定めておく。

以下の対策もしくは同等の対策を実施

60



５ 感染症発生に備えた対処方針

対策確認方法

対策例

53 従業員に対し、感染疑いがある場合は検査結果が判明するまで出勤を控える
ことなど、感染拡大を防止する上で適切な行動を徹底するための研修機会を
提供する。

聞き取り確認

◎従業員に対し、感染疑いがある場合は検査結果が判明するまで出勤を控えることなど、感染拡大を防止する上で
適切な行動を徹底するための研修機会を提供していること。

・感染拡大を防止する上で適切な行動を徹底するための研修機会を設ける。

以下の対策を実施

61



５ 感染症発生に備えた対処方針

対策確認方法

対策例

54 保健所が行う積極的疫学調査の結果、感染者が当該施設を利用していたことが
判明した場合、保健所の助言・指示等に誠実かつ積極的に対応・協力して、
当該施設を媒介とした感染拡大を防止する対策を講じるとともに、必要に応じ
感染の可能性のある営業日など感染拡大防止のための情報を公表する。

聞き取り確認

◎保健所の助言・指示等に誠実かつ積極的に対応・協力して、当該施設を媒介とした感染拡大を防止する対策を
講じるとともに、必要に応じ感染の可能性のある営業日など感染拡大防止のための情報を公表していること。

・管轄保健所の連絡先を把握する。

・臨時休業とする場合の判断・利用者への周知方法・従業員の連絡方法などもあらかじめ定めておく。

・感染等に該当する従業員の出勤記録などから、感染拡大の可能性がある営業日を公表するなど、感染拡大防止
対策をあらかじめ定めておく。

以下の対策もしくは同等の対策を実施

62



５ 感染症発生に備えた対処方針

対策確認方法

対策例

55 感染リスクの早期把握のため、国が提供する濃厚接触アプリの利用をルール化ないし
奨励する。

聞き取り確認

◎感染リスクの早期把握のため、国が提供する濃厚接触アプリの利用をルール化ないし奨励していること。

・国が提供する濃厚接触アプリの利用を促すポスター等を
掲示する。

【推奨項目】

56

◎上記以外の方法により、感染リスクの早期把握の仕組みを導入していること。

以下の対策もしくは同等の対策を実施

63

上記以外の方法により、感染リスクの早期把握の仕組みを導入する。



６ 選択項目（５７～６０のうち３項目以上取り組むこと）

対策確認方法

対策例

57 飲食時以外のマスク着用を入店時に必ず、従業員が来店者に要請すること。

聞き取り確認

◎飲食時以外のマスク着用を入店時に必ず、従業員が来店者に要請していること。

・飲食時以外のマスク着用を入店時に必ず、従業員が来店者に呼びかける。

飲食時以外のマスク着用
をお願いします。

64

以下の対策もしくは同等の対策を実施



６ 選択項目（５７～６０のうち３項目以上取り組むこと）

対策確認方法

対策例

58 従業員に対する業務開始前の検温、体調チェック、業務中のマスク着用、手指消毒について、
チェックリストを作成し、適切に管理する。

目視確認

◎従業員に対する業務開始前の検温、体調チェック、業務中のマスク着用、手指消毒について、チェックリスト
を作成し、適切に管理していること。

・チェックリストを用いて、従業員の体調や
感染防止対策の実施状況を適切に管理する。
サンプルは、県ホームページに掲載

（https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/ins
hoku-taisaku/inshoku-ninsho-all.html）
※同等の内容であれば、その他シートの
活用可。

以下の対策を実施

65

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


６ 選択項目（５７～６０のうち３項目以上取り組むこと）

対策確認方法

対策例

59 換気の詳細（換気回数や空気の流れなど）をわかりやすく図示し、施設内の人が集まり
やすい共用エリアがある場合は、エリア内での一人当たりの必要換気量を確保するため、
エリアごとの換気量及び必要換気量上の人数制限を算出し、一覧表等で管理すること。

目視確認

◎換気の詳細（換気頻度や空気の流れなど）をわかりやすく図示していること。

◎人が集まりやすい共用エリア（喫煙スペース、待合所）がある場合は、エリア内での一人当たりの必要換気量
を確保するため、エリアごとの換気量及び必要換気量上の人数制限を算出し、一覧表等で管理していること。

エアコン エアコン

厨房

個室

トイレ

入口

手洗い

レジ

窓換気扇

窓

窓

休憩室

窓

換気頻度：1時間当たり2回（5分程度）

・換気の詳細（換気頻度や空気の流れなど）を
わかりやすく図示する。（右図参照）
※手書きでも構いません。

・人が集まりやすい共用エリア（喫煙スペース、
待合所）がある場合は、エリア内での一人
当たりの必要換気量を確保するため、エリア
ごとの換気量及び必要換気量上の人数制限を
算出し、一覧表等で管理する。

（計算方法は、P.３１参照）

以下の対策を実施

66



６ 選択項目（５７～６０のうち３項目以上取り組むこと）

対策確認方法（いずれかを満たしていること）

対策例（次ページに記載）

60
〔テーブル間の配置についてはいずれかを満たすこと〕

目視確認

◎相互に対人距離が最低１ｍ以上確保できるよう配置した上で、アクリル板（目を覆う程度の高さ以上のものを
目安）、透明ビニールカーテン、パーティション等で遮蔽していること。※最も近い端と端の距離を測定

◎相互に対人距離が最低２ｍ以上確保できるよう配置していること。

◆ 基準１０or１１（P.１３）に上乗せした基準です。

67

60-1

60-2

同一グループが使用するテーブルとその他のグループが使用するテーブルの間
は、相互に対人距離が最低１ｍ以上確保できるよう配置した上で、アクリル板
（目を覆う程度の高さ以上のものを目安）、透明ビニールカーテン、パーティ
ション等で遮蔽する。

同一グループが使用するテーブルとその他のグループが使用するテーブルの間
は、相互に対人距離が最低２ｍ以上確保できるよう配置する。



６ 選択項目（５７～６０のうち３項目以上取り組むこと）

対策例

：使用可能席

：使用不可席

：パーティショ
ン等仕切り

68

テーブ
ル

テーブル

カ
ウ
ン
タ
ー

１ｍ以上

２ｍ未満

パーティション+１ｍ以上の確保

パーティションなし

２ｍ以上

（基準６１－１ ）

（基準６１－２）

２ｍ以上 ２ｍ未満

２ｍ以上

２ｍ以上



６ 選択項目（５７～６０のうち３項目以上取り組むこと）

対策確認方法（いずれかを満たしていること）

対策例（次ページに記載）

60 〔同一テーブルでの配置についてはいずれかを満たすこと〕
※介助者同席の高齢者・乳幼児・障害者等が対面での着座を希望する場合は除く。

目視確認

◎真正面での着座配置をしない。座席の間隔を最低２ｍ以上確保できるよう配置していること。

◎真正面での着座配置をしない。座席の間隔を最低１ｍ以上確保できるよう配置し、テーブル上に以下のような
パーティション等を設置して遮蔽していること。※最も近い端と端の距離を測定

◆ 基準１２or１３（P.１６）に上乗せした基準です。

60-3

60-4

真正面での着座配置をしない。座席の間隔を最低１ｍ以上確保できるよう配置
し、テーブル上に以下のようなパーティション等を設置して遮蔽する。
高さ：目を覆う程度の高さ以上のものを目安
幅 ：机と同じ幅
形状：２人掛けは一字、４人掛けは十字、６人掛けはキ字のように

隣接する人と遮断されるように配置

真正面での着座配置をしない。座席の間隔を最低２ｍ以上確保できるよう配置
する。

69



６ 選択項目（５７～６０のうち３項目以上取り組むこと）

対策例

：使用可能席

：使用不可席

：アクリル板等
仕切り

70

テーブル

１ｍ以上

４人席

テーブル
１ｍ以上

６人席

アクリル板+１ｍ以上の確保

（基準６１－３）

テーブル
２ｍ以上

４人席

アクリル板なし

（基準６１－４）



６ 選択項目（５７～６０のうち３項目以上取り組むこと）

対策確認方法（いずれかを満たしていること）

対策例（次ページに記載）

60
〔カウンターテーブルの席の配置についてはいずれかを満たすこと〕

目視確認

◎席間は最低1ｍ以上の間隔を確保し、カウンターテーブル上に以下のようなパーティション等を設置して遮蔽
していること。※最も近い端と端の距離を測定

◎席間は最低２ｍ以上の間隔を確保していること。

◆ 基準１４or１５（P.１９）に上乗せした基準です。

71

60-5

60-6

カウンターテーブルの席間は最低1ｍ以上の間隔を確保し、
カウンターテーブル上に以下のようなパーティション等を設置して遮蔽する。
高さ：目を覆う程度の高さ以上のものを目安
幅 ：机と同じ幅

カウンターテーブルの席間は最低２ｍ以上の間隔を確保する。



６ 選択項目（５７～６０のうち３項目以上取り組むこと）

対策例

：使用可能席

：使用不可席

：アクリル板等
仕切り

カウンター

１ｍ以上

アクリル板ありアクリル板なし

１ｍ以上２ｍ以上

従業員※利用客との対面を避ける

アクリル板あり

（基準６１－６） （基準６１－５） （基準６１－５）
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７ その他

対策確認方法

対策例

61 １～６の事項を含む当該店舗における感染防止対策マニュアルを作成し、
日常的に従業員への周知指導を徹底する。

聞き取り確認

◎感染防止対策マニュアルを作成し、日常的に従業員への周知指導を徹底していること。

・感染防止対策マニュアルを作成し、
日常的に従業員への周知指導を徹底する。
サンプルは、県ホームページに掲載

（https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/inshoku-
taisaku/inshoku-ninsho-all.html）
※同等の内容であれば、その他マニュアルの活用可。

目視確認

◎１～６の事項を含む当該店舗における感染防止対策マニュアルを作成されていること。
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以下の対策を実施

県サンプル（一部抜粋）

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


７ その他

対策確認方法

対策例

62 感染防止対策の取組について、利用者の理解を得るための効果的な周知に
ついて工夫すること。（県が例示するポスターの活用等）

・県が例示するポスターを掲示する。
サンプルは、県ホームページに掲載

（https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/inshoku-
taisaku/inshoku-ninsho-all.html）
※同等の内容であれば、その他ポスターの活用可。

目視確認

◎感染防止対策の取組について、利用者の理解を得るための効果的な周知について工夫していること。

以下の対策もしくは同等の対策を実施
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※店内の感染防止対策の写真は、
モデル認証店の

「ACQUA E SOLE（アクア エ ソーレ）」（千葉市中央区）
「ホットケーキ倶楽部 イタリアンダイニング 我家我屋 本店」（千葉市中央区）
の御協力をいただいております。

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

