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飯田市新型コロナウイルス感染症対策 

第５回 専門家会議 議事録（概要） 

 

令和３年２月 12日（金）13:00～14:00 

於：飯田市役所 ２階 市長公室    

市長あいさつ 

本日は大変お忙しいところ、飯田市新型コロナウイルス感染症対策専門家会議にお集まりいただき、ありがとう

ございます。また、先日臨時議会で可決いただきました第７弾の緊急対策事業をまとめるにあたり、短時間に照会

という形で意見を頂戴いたしました。このことについても御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

２月３日に、この地域の感染警戒レベルが５から３に引き下げられたわけですが、おかげさまでそれ以降、この

地域で新規の陽性者は確認されていない状況です。関係者の皆様、市民の皆様の感染拡大防止へのご協力に

本当に感謝を申し上げたいと思います。また、昨日（２月 11 日）は長野県内全体の新規陽性者が０人であったと

いうことで、県内全体も感染が収まってきたという状況で、この地域の感染警戒レベルが３から２に引き下げられる

ことも視野に入ってきたかなと受け止めています。 

そうした中、先だって可決いただきました補正予算に含まれている事業の一つとして、プレミアム割引クーポン

券があります。これは第１弾が飲食業の皆さんを応援するためにテイクアウト・出前で使用可能、第２弾は飲食店

を含むすべての業種の皆さんに感染警戒レベルが２に下がった時から３か月間使用可能な２種類のプレミアム割

引クーポン券を市民の皆様に配布するものです。 

感染警戒レベル２が視野に入る中、このプレミアム割引クーポン券における地域経済の再生と、引き続きこの地

域の感染拡大を防ぐことを両立させるという非常に難しい課題にこれから取り組んでいかなければいけない状況

です。これまではとにかく感染を抑え込むことでしたが、これからは感染拡大を抑えつつ経済を再生するという、

かなり難しい場面になると思いますので、感染拡大を起こさないためにはどういうところが勘所になるか専門的な

知見からご意見をいただき、市民の皆様への呼びかけなどに活かしていきたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

協議（以下、市長は座長となります） 

（座長） 

市民の皆様にプレミアム割引クーポン券を送付する際の資料案をお手元に配布しておりますが、市民の皆様

にお伝えする注意事項を、 

〈テイクアウトや飲食店を利用する際に心がけること〉 

・お店に行くとき、飲食時以外は必ずマスクを着用しましょう。 

・食事の前は手洗いや手指の消毒を行いましょう。 

・できるだけいつも一緒の人（家族や職場など）と少人数で楽しみましょう。 

・大人数や長時間に及ぶ飲食は控えましょう。 

としているわけですけれど、これで十分か、また表現は良いか等について専門的知見からご意見を頂戴できれば

と思います。 

 

（委員） 

良いと思います。 
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（委員） 

ここに書かれている内容はこれで良いと思いますが、視点を変えていただきたい。 

他地域と比較すると飯田での感染者数はクリスマス前までは少数でしたが、クリスマス以降に急増し、少しの発

生源から拡大し、障がい者施設でも感染が起こりました。このことに私は非常に強い衝撃を受けました。 

経済については、域内をウイルスフリーな状態にすれば、域内完結型の経済は回せると思います。表現は悪い

かもしれませんが、年末年始には流行地から不用意にウイルスが持ち込まれ広がったかと思います。ウイルスフリ

ーにするためには、多くの方々が意識を持って協力してくれないとできないと思います。この圏域にウイルスを持

ち込まない、持ち帰らない。この水際対策をしっかり行い、その状況を継続維持できれば、域内完結型の経済は

十分に回せるし、この圏域の方々は胸を張ってお店に出入りできると思います。そのために持ち込まない、持ち

帰らないという水際対策の部分で、心を一つにしていただきたい。そのようなメッセージを市民の方々へ伝えてい

ただけたらありがたいと思います。 

 

（委員） 

おっしゃる通りだと思います。ただ、他地域と行き来しないということは非常に難しいので、行き来した人は検査

を受けることが大切だと思います。先ほどの話にあった少数の発生源は他地域と行き来したあとに検査を受けて

いない人だったということ、一方で自主検査を受けていただいた方から陽性者が見つかり、いち早く感染拡大を

防げたこともありましたので、抗原検査等で早期発見に努めることが引き続き大切なことかなと思います。 

 

（委員） 

 書かれている内容は良いかと思います。また、手洗いなどの感染予防の基本をしていただければ、感染を防ぐ

ことができる、また広げないことになります。万が一、かかっている人も、自分で広げないためにマスク着用や手洗

いなどの注意につながると思うので、感染予防の基本がこの内容に集約されていると思います。 

 

（委員） 

感染警戒レベルが下がれば外出しようかなと考える人が増えてくるかと思います。その状況の中で、先ほど話

にあったウイルスフリーをどう実現するか。特にどのように市民に伝えるかということを考えないといけないと思いま

す。この地域のお店が安心であることをどうアピールするかだと思います。時短・休業のお願いの時には市長もお

店に訪問していましたが、今度はお店や民間の施設で感染予防対策をしっかり行っているか、市の職員などが訪

問してチェックすることも必要かと思います。県も「信州安全のお店」という形で情報発信することを考えているよう

です。感染警戒レベルが下がったといって安心ばかりしないよう、引き続き、感染を予防するための取り組みを飯

田市独自で始めた方が良いかと思います。プレミアム割引クーポン券の機会に安心して食事や会合ができること

も強くアピールすると良いかと感じます。 

 

（委員） 

プレミアム割引クーポン券ですが、高齢者などが読んですぐに内容が理解できるか懸念されます。若干複雑か

と思います。また、テイクアウト割引券は出前も使えるとのことですが、加盟店一覧には出前を提供してくれるお店

も掲載されるということでよろしいですか。また、出前を行う加盟店の中にはタクシー会社と連携して配達されるお

店もあるかと思いますが、両者の連携について何か把握されていますか。 

 



（遠山産業経済部長） 

加盟店募集を行う中で、テイクアウトまたは出前を行っていることと記載していますので、出前も対象になります。

加盟店とタクシー会社の連携は、こちらでは把握していません。 

 

（委員） 

すぐに感染警戒レベルが２になれば、「テイクアウト割引券」と「ささえあい割引券」の利用期間が同時にスタート

となる可能性もあるので、混乱が起きないようにしないといけないと思います。 

 

（委員） 

 先ほど、コロナウイルスは他地域から持ち込まれているとあったが、飯田市は事業者などに水際対策の周知をど

のようにしているのか。また事業者は足並みをそろえて対策を行っているのかお聞きしたい。 

 

（遠山産業経済部長） 

国から業種ごとにガイドラインが示されており、各団体へ対策が呼びかけられています。各事業者さんもガイド

ラインに基づいて対策をしていただいています。また、県や市も新しい生活様式への対応ということで感染防止対

策をしていただいた所には支援金をお渡ししています。 

 

（委員） 

例えば、出張に行って帰ってきた時の検査については周知していますか。 

 

（遠山産業経済部長） 

事業者の方には、検査を行ってほしいと伝えていますが、検査費用の助成などは行っていません。 

 

（委員） 

今回の事案を教訓に、検査の推奨など水際対策の強化を考えるべきかと思います。 

 

（委員） 

飯田市が検査費用をどれだけ執行しているかという数字は出せると思うので、そうした数字も公表すれば良い

かと思います。 

 

（委員） 

国の言うことを行うだけでなく、今のお話のように水際対策として飯田市が具体的にしていることを数字で示して

もらえれば、事業者さんもこれだけ協力してくれているということがわかりやすく伝わると思います。 

 

（委員） 

 今のお話に共感です。１日の検査件数がこの圏域はすごいということを今日話していました。圏域の人口は 15

万 6千人、今まであった１日の最大検査数が 269件。これを東京都の人口を 1,400万人として人口比で考えると

東京都だと 2 万 4 千件になると。実際、東京では１日１万件ほどしかこなせないが、飯田圏域はここまでやってい

る。これはすごいことだと思います。 



 また、感染流行地に行かなければいけない企業の方もいる。そうした企業に検査を受けてくださいと依頼をすれ

ば、今まで以上にしっかり感染予防策をしなければならないと感じるのではないでしょうか。先ほどのお店へのチ

ェック訪問と同じで、しっかりやらなければという気持ちが強まると思います。お願いの仕方は大切だと思いますが、

早めの検査で見つけることができれば感染拡大を予防することができると、皆さんのお話を聞いて感じました。 

 

（座長） 

 先ほどの検査数を東京都に換算するお話は、先日の市長メッセージでお伝えしましたが、大変反響がありまし

た。安心したという話がありました。 

感染予防対策については、プレミアム割引クーポン券を行うにあたって店舗への対策チェックのための訪問を

しっかりやりたいと思います。そのうえで水際対策として、圏域をまたいで移動される企業の方へのお願いについ

ては、各業界でも徹底されているところですが、検査を受ける頻度などを検討したうえで飯田市からメッセージを

出したいと思います。内容についてまたご相談させてください。 

緊急対策事業については、感染予防対策の徹底、出張などのあとに検査をお願いする水際対策を企業の皆

さんにお願いしたいと思います。また、伝え方も工夫したいと思います。 

続いて、今後の取り組みの方向性と考慮すべき点についてということで意見をお願いします。 

 

（委員） 

 今回のコロナ禍の中で、飯田市は誹謗中傷対策としてシトラスリボン作りを早くに取組んでいただきましたので

近隣の町村にも波及効果をあげてきているとうれしく受け止めています。中学校も積極的にこの活動に参加して

いただいているということもうれしいことだと思っています。感染症の歴史を紐解いたときに、感染症と人権問題は

切り離せない問題を孕んでおります。ワクチン接種によってこのコロナを乗り越えていきたいなと思っていますが、

誰にでもかかる可能性がある中で、どう対策をしていくかを大事にしたいと思っています。このコロナを通じて公民

館活動の中で人権講座の要望も出始めています。この体験を通じて市民の人権意識を醸成するチャンスと感じ

ている。住民レベルの人権意識の醸成を、公民館活動の中で積極的に進めていただくとうれしく思います。 

 

（座長） 

他にはよろしいでしょうか。ありがとうございました。今日いただいた意見を基に、また近くに市の対策本部会議

を開きまして、広報の在り方などについては整理させていただきたいと思います。本当にお忙しい中、お集まりい

ただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 



全圏域の感染警戒レベルを２に引き下げます 

 

令和３年２月 12日 

新型コロナウイルス感染症長野県対策本部長 

 

１ 趣旨 

全圏域の感染警戒レベルについては、昨年の 11月 24日に３に引き上げ、県として

の対策を強化してきました。また、北アルプス圏域については、１月 16 日にレベル

４として、さらに、とりわけ感染の拡大が顕著な白馬村については、１月 20 日にレ

ベル５として一段と強い対策を講じてきたところです。 

全県における直近１週間（２月５日～11日）の人口 10万人当たりの新規陽性者数

は 0.83 人と 2.5 人を下回っているほか、１週間以上新規陽性者が確認されていない

圏域は６圏域に及んでいます。また、北アルプス圏域における直近１週間の新規陽性

者は５人（うち白馬村４人）となっています。 

全国的には緊急事態宣言が発出されている地域もあり、依然として警戒が必要な状

況ですが、本県における 11 月以来の新型コロナウイルス感染症の第３波は収束しつ

つあるものと考えられます。 

これらのことから、全圏域の感染警戒レベルを２に引き下げます。 

この間、レベル５としての県の要請にご協力いただいた白馬村にお住まいの皆様に

心から感謝申し上げます。 

また、長期間にわたり新型コロナウイルスと闘っていただいている医療従事者の皆

様、感染拡大防止に取り組んでいただいているすべての皆様に改めて感謝いたします。 

 

２ 県民及び事業者の皆様へのお願い 

未だ国による緊急事態宣言が発出されている地域もあるため、別紙「感染拡大防止

のお願い」に沿った対応をお願いします。また、次の３点を特に遵守してください。 

１ 緊急事態宣言が発出されている地域（特定都道府県）との往来は控えてく

ださい。                    （特措法第 24条第９項） 

２ 会食（自宅や職場等も含む。）の際は感染防止に十分注意してください。普段

会わない方との会食は特に注意してください。 

３ 人との距離の確保やマスク着用、手指消毒等、基本的な対策を改めて徹底し

てください。高齢者や基礎疾患のある方は特に留意してください。 
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感染拡大防止のお願い 

 

 

１ 基本的なお願い 

新型コロナウイルス感染症は、咳・くしゃみや、２ｍ以内でマスクをせずに会話を行うこと

で生じる飛沫が目・鼻・口に入ることで感染します（飛沫感染）。また、ウイルスがついた手

で目・鼻・口に触れることで感染します（接触感染）。このことを踏まえて、改めて以下のと

おり基本的な感染防止策の徹底についてお願いします。 

 

  (1) 人との距離を確保（２ｍ最低でも１ｍ）してください 

人と間近に接する機会を極力減らすようお願いします。特に、１ｍ以内、15 分以上、

マスク非着用の接触はリスクが高まるので、できる限り回避するようお願いします。 

 

  (2) ３密（密閉、密集、密接）の環境を回避してください 

密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、密集場所（多くの人が密集している）、密接場

面（互いに手を伸ばしたら手が届く距離での会話や発声が行われる）という３つの条件の

環境で感染リスクが高まりますので、「３密」環境の回避をお願いします。 

 

  (3) マスク着用、手洗い・手指の消毒を徹底してください 

マスクの着用、手洗い又は手指の消毒について、意識しないで行うようになった今こ

そ、忘れてしまうことも増え注意が必要です。「短時間だから大丈夫」、「急いでいるから」

といった気の緩みも生じがちですので、今一度、人と会話する際のマスクの着用、こまめ

な手洗い・手指の消毒の徹底をお願いします。 

 

  (4) 体調が悪い方、体調がよくなって２日以内の方は外出をしないでください 

体調が悪い方、体調がよくなって２日以内の方は外出をしないようお願いします。 

なお、発症日前後に人に感染させる可能性が高く、無症状でも人に感染させるおそれが

あることにも十分ご注意ください。 

 

２ 避けるべき場面に関するお願い 

(1) 会食について 

〇 会食の際には、感染拡大予防ガイドラインを遵守している店舗を利用するとともに、

次の５つのポイントを徹底してください。なお、家庭内や知人同士での会食においても

ご注意ください。 

① 体調が悪い場合は参加しない、させない。 

② 開始前と会食後に必ず手指消毒を行う。（可能であれば会食中も。手指消毒の代わ

りに徹底した手洗いでも可。） 

③ 人と直接・間接に接触しない。（大皿料理、とり箸、お酌、司会・カラオケマイク

の共用を避けるなど） 

④ 飛沫を人や人の飲食物に飛ばさない。（会話時のマスク着用など） 

⑤ こまめな換気 

なお、お酒が入ると気が緩みがちになるので十分注意してください。 

別紙 
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〇 密な室内での大人数での飲食、あるいは長時間（概ね２時間超）の飲食とならないよ

う注意してください。 

 

(2) 往来の自粛について 

○ 特定都道府県への訪問は、基本的に行わないでください。受験やリモートによること

が困難な仕事などで、どうしても訪問が必要な場合は、人との接触機会を最大限減ら

し、滞在時間もできるだけ少なくするなど、最大限の感染防止策を講じてください。 

○ 特定都道府県にお住まいの方は、当該都府県の知事による要請に従って行動すると

ともに、受験やリモートによることが困難な仕事での訪問など必要な場合を除き、不要

不急の本県への訪問はなるべく控えてください。ご家族やご親戚の方が上記の区域に

お住まいの場合は、大変ご心配のことと思いますが、連絡を取り合っていただき、当該

都府県の知事による要請を踏まえて慎重に行動するようお願いしてください。 

○ 特定都道府県を除く感染拡大地域※への訪問についても慎重に検討した上で、感染リ

スクが高い状況を避けられない場合は訪問そのものを控えてください。 

高齢者や基礎疾患がある方等重症化しやすい方やその同居のご家族は特に慎重な検

討をお願いします。 

※直近１週間の人口 10万人当たりの新規陽性者数が 15.0人を上回っている都道府県（首都圏、関西圏など） 

 

(3) 帰省や観光で本県にお越しになる方について 

○ 来訪前２週間は、大人数での会食等リスクが高い行動を控え、かつ、発熱、風邪症状

がある、または、10 日以内に症状があった方は帰省等を控えるなどの「信州版 新た

な旅のすゝめ」に沿った対応をお願いします。 

○ お住まいの都道府県等から出されている外出自粛等の要請を踏まえた行動をお願い

します。 

○ 帰省された方から県内への感染も確認されております。普段会わない親しい親戚、友

人との会食にご注意いただくとともに、一時的な滞在・同居、自動車の同乗にご注意を

お願いします。 

 

(4) 高齢者や基礎疾患のある方等と同居されている方について 

手で触れる共用部分の消毒や家庭内でもマスクを着用するなど高齢者や基礎疾患のあ

る方等の重症化リスクの高い方に感染を広げないよう慎重な行動をお願いします。 

 

３ その他のお願い 

(1) 観光誘客・イベントについて 

○ 観光・宿泊施設等の観光事業者の皆様は、特定都道府県からの積極的な誘客は控えて

いただくようご協力をお願いします。 

○ 特定都道府県を含む全国的な人の移動を伴うイベント又は参加者が 1000人を超える

大規模イベントを主催する事業者の皆様に、県に事前相談するよう求めるとともに、感

染リスクを低下させるための対策について十分ご検討いただき、それが困難な場合に

はイベントの延期や中止を検討するようお願いします。また、上記以外の小規模なイベ

ントの開催に当たっても、同様に慎重な検討を行うようご協力をお願いします。 
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(2) 陽性者、医療従事者等の人権への配慮について 

新型コロナウイルス感染症は、注意をしていても誰もが感染する可能性があるもので、

皆さんご自身も例外ではありません。 

このことを踏まえて、患者・陽性者、医療従事者や、緊急事態宣言が発出された地域等

に滞在していた方、県外から長野県に来られた方などへの、不当な差別や偏見、いじめ等

が生じないよう、冷静な行動をお願いします。 
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令和 2年 5月 14日 

改正：令和 2年 11月 30日 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（改正）に基づく 

外食業の事業継続のためのガイドライン 

 

一般社団法人 日本フードサービス協会   

一般社団法人 全国生活衛生同業組合中央会 

 

本ガイドラインは、新型コロナウイルスの影響で厳しい状況下にある我が国の外食事業者が

事業継続に向けた取組を実施する際の一助として、一般社団法人日本フードサービス協会  

（略称：JF）と一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会（全国麺類生活衛生同業組合連合会、

全国飲食業生活衛生同業組合連合会、全国すし商生活衛生同業組合連合会、全国喫茶飲食生活衛

生同業組合連合会、全国中華料理生活衛生同業組合連合会、全国料理業生活衛生同業組合連合会

の意見を集約している。）が協力して作成したものです。 

業種・業態が多岐にわたる我が国の外食業では、実に様々なメニューやサービスを提供する 

店舗が全国に存在し、その多くは中小事業者や個人事業者によって運営されています。 

本ガイドラインは、コロナ禍にあって感染者の発生を防止し、事業を継続するために、店舗営

業に必要な取組を具体的に提示しています。事業者の皆さまにおかれては、自らガイドラインを

遵守しつつ、それぞれの店舗の実情に沿った創意工夫をお願い致します。 

なお、このガイドラインは、状況に応じて適宜更新されます。 

１．はじめに 

令和２年４月７日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32条第１項に基づく緊急事態宣

言が発出されましたが、国民の安定的な生活の確保の観点から、外食業（食堂、レストラン、  

専門料理店、喫茶店、テイクアウト・配達飲食サービス等）は政府の事業継続の求めに応じてき

ました。さらに同年５月４日に変更された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」

においては、「事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、５月４日専門家会議の  

提言を参考に、業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止のため

の取組を進めること」が求められ、本ガイドラインを策定しました。その後、同年 11月 11日、

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より「寒冷な場面における感染防止対策の徹底

等について」が示されたため、ガイドラインの改正を行いました。 

外食業は業種・業態が多岐にわたり、その多くは中小事業者や個人事業者によって運営されて

おり、営業時間短縮や外出自粛の要請の中で自主的な休業を余儀なくされ、甚大な影響を受けて

いますが、困難な状況下にあっても、外食事業者の変わらぬ理念は、お客様に安心してご来店 

いただくとともに、従業員やその家族が安心できる職場を確保することです。 
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このため、本ガイドラインは、外食事業者の皆さまがコロナ禍において事業を継続されるに 

あたって、現場の実情に配慮して３密（密閉、密集、密接）を避け、手洗いなどの一般衛生管理

の実施、人と人との間隔の確保等を通じて、お客様と外食業に働く従業員の安全・安心を確保 

するための参考となる具体的取組等を示したものです。 

各事業者におかれましては、新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間、本ガイドライン

を活用し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防に向けた取組を推進していただきますよ

うお願い申し上げます。なお、従業員を使用していない個人事業主も、自らがガイドラインを 

遵守することが求められていることにご留意ください。 

２．事業継続にあたって 

感染防止のポイントは、従来の食品衛生法の一般衛生管理の遵守に加えて、社会的距離  

確保への留意、及び物理的接触削減のための創意工夫ですが、これらの具体的な方法は、  

店舗の実情によってそれぞれ異なります。 

また、国及び地方自治体の最新情報を得るよう十分留意する必要があります。 

• 店舗では食品衛生法を遵守して食品の安全で衛生的な取扱いを徹底する。 

• 創意工夫として、例えば、営業時間や提供メニュー品目の工夫、予約・空席状況等につい
て、お客様へ店内外の掲示やＩＴテクノロジー等を積極的に活用して情報発信し、店舗が

社会的距離や安全性を考慮して感染防止に努めながら営業していることをお客様に   

理解してもらう。 

• 国や地元自治体から適宜発表される最新情報（方針や助言）の確保に留意し、新型コロナ
ウイルス感染症防止対策として次の基本事項を確実に実施しながら、事業を継続する。 

✓ 食品の安全と衛生管理 

✓ 店舗・施設等の清掃と消毒 

✓ 従業員の健康チェックと個人の健康・衛生管理の徹底 

✓ 社会的距離の設定と確保への工夫 

３．お客様の安全 

1) 入店時 
• 店舗入口には、発熱や咳など異常が認められる場合は店内飲食をお断りさせていただく旨
を掲示する。また、店舗入口や手洗い場所には、手指消毒用に消毒液（消毒用アルコール

等）を用意する。 

• 店舗入口及び店内に、食事中以外はマスクの着用をお願いする旨を、掲示する。 
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• 飛沫感染・接触感染を防止するために十分な間隔をとることが重要であることをお客様に
理解していただき、店内が混み合う場合は入店を制限する。 

• 店内飲食やテイクアウトで順番待ちをする場合は、各人ができるだけ１ｍ以上の間隔を空
けるように誘導する（床に間隔を示すテープを貼るなど）。 

• 順番待ちが店外に及ぶ場合は、従業員が間隔を保つように誘導するか、または整理券の 

発行等により行列を作らない方法を工夫する。 

 

2) 客席へのご案内 

• テーブルの間は、飛沫感染予防のためにパーティションで区切るか、できるだけ１ｍ以上
の間隔を空けて座れるように配置を工夫する。カウンター席は密着しないように適度な 

スペースを空けるか、カウンターテーブルに隣席とのパーティション（アクリル板等）を

設置するなどし、横並びで座る人に飛沫が飛ばないよう配慮する。 

• テーブル席は、真正面の配置を避けるか、または区切りのパーティション(アクリル板等)

を設けるなど工夫する。 

• 少人数の家族、介助者が同行する高齢者・乳幼児・障がい者等が同席する場合で、上記の   

対応を行わない場合にあっても、他グループとの相席は避ける。 

• グループ間の安全を確保するために、他のグループとはできるだけ１ｍ以上の間隔を空け、
店舗内のスペースや構造上、物理的に間隔を空けた席の配置が難しい場合は、パーティシ

ョンの設置や、スペースに余裕がある場合は斜めでの着席などを工夫する。 

 

3) テーブルサービスとカウンターサービス 

• テーブルサービスで注文を受けるときは、お客様の側面に立ち、可能な範囲で間隔を保つ。 

• お客様が入れ替わる都度、テーブル・カウンターを消毒する。 

• カウンターサービスは、可能な範囲で従業員とカウンター席との間隔を保つ。 

• カウンターで注文を受けるときはお客様の正面に立たないように注意する。 

• カウンターでは、お客様と従業員の会話を想定し、従業員のマスク着用のほか、仕切りの
設置などを工夫する。 

• 料理は大皿盛りを避けて、個々に提供する。鍋料理や盛り合わせ料理などを提供する場合
は、従業員等が取り分けるなど工夫する。 

• スプーン、箸などの食器の共有、使い回しは避けるよう、掲示などにより注意喚起する。 

 



4 

• お客様同士のお酌、グラスやお猪口の回し飲み、大声での会話は避けるよう、業態に応じ、
掲示等により注意喚起する。 

• 個室を使用する場合は、十分な換気を行う。 

 

4) 会計処理 

• 食券を販売している店舗は、券売機を定期的に消毒する。 

• 会計処理に当たる場合は、可能であれば、電子マネー等の非接触型決済を導入する。現金、
クレジットカード等の受け渡しが発生する場合には、手渡しで受け取らず、コイントレイ

（キャッシュトレイ）などを使用する。また、コイントレイは定期的に消毒する、会計の

都度手指を消毒するなど工夫する。 

• 飛沫を防止するために、レジとお客様の間にアクリル板等の仕切りを設置するなど工夫する。 
 

5) テイクアウトサービス 

• テイクアウトを実施している店舗では、お客様の店内滞留時間を短くするために、    

事前予約注文を受け付けるなどの仕組みを導入する。 

• テイクアウト客と店内飲食客の動線を区別し、接触を避けるように工夫する。 

• 食中毒等の防止のため、料理は早めに消費するよう、口頭もしくは注意書きを添えて   

お客様に注意を促す（特に気温の高い時期）。 

 

6) デリバリーサービス 

• デリバリー担当の配達員と来店客が接触しないように、可能であればデリバリー専用  

カウンターを設け、両者の動線が重ならないように工夫する。 

• 料理の受渡しは必ず手指を消毒してから行う。 

• 代金が支払い済み（オンライン決済等）で、注文者が希望する場合は、注文者が指定した
所に料理を置くなど非接触の受渡しを行う。 

• 配達員は、店舗従業員と同様の健康管理、手洗い等の衛生管理を実践し、マスクを着用する。 

• 配達する料理の容器は、配達員が直に触れないよう袋等に入れ、配達に使用する運搬   

ボックス等は使用の都度、消毒する。 

• 食中毒等の防止のため、料理は早めに消費するよう、口頭もしくは注意書きを添えて   

お客様に注意を促す（特に気温の高い時期）。 
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４．従業員の安全衛生管理 

• 従業員の健康管理において最も重要なことは、各自が店舗に新型コロナウイルスを持ち込
まないことであることを周知徹底する。 

• 食品を扱う者の健康管理と衛生管理を徹底する。 

• 従業員は必ず出勤前に体温を計る。発熱や風邪の症状がみられる場合は、店舗責任者に  

その旨を報告し、勤務の可否等の判断を仰ぐ。 

• 感染した従業員、濃厚接触者と判断された従業員の就業は禁止する。 

• 店舗では大声を避け、マスクやフェイスガードを適切に着用し、頻繁かつ適切な手洗いを
徹底する。 

• 従業員やその家族が過度な心配や恐怖心を抱かないよう、また、風評被害や誤解などを受け
ないよう、事業者は現状を的確に従業員に伝える（従業員へのリスク・コミュニケーション）。 

• 従業員のロッカールームや控え室は換気し、室内は定期的に清掃する。また、休息中も  

マスクを着用するなど工夫する。 

 

５．店舗の衛生管理 

• 店内（客席）は適切な換気設備の設置及び換気設備の点検を行い、徹底した換気を行う  

（窓・ドア等の定期的な開放、常時換気扇の使用など）。 

• 換気設備が不十分な店舗や個室を使用する場合は、十分な換気を行う。 

• 店内清掃を徹底し、店舗のドアノブ、券売機、セルフドリンクコーナー等の設備等、多数
の人が触れる箇所は定期的にアルコール消毒薬、次亜塩素酸ナトリウムで清拭する。 

また、テーブル、イス、パーティション、メニューブック、タッチパネル、卓上ベル等に   

ついてもお客様の入れ替わるタイミングや繁忙時間帯前後に、アルコール消毒薬、次亜塩素

酸ナトリウム、台所用洗剤（界面活性剤）で清拭する。 

• 卓上には原則として調味料・冷水ポット等を置かないようにするが、撤去が難しい場合は、
お客様が入れ替わるタイミングや繁忙時間帯前後に、アルコール消毒薬、次亜塩素酸ナト

リウム、台所用洗剤（界面活性剤）で清拭や用具の交換を行う。 

• ビュッフェやサラダバー及びドリンクバーは、利用者の飛沫がかからないように食品・  

ドリンクを保護する（カバーを設置するか従業員があらかじめ、またはその場で小分け  

する、客席と料理提供空間が近い場合は適度に仕切るアクリル板等の仕切りを設けるなど）。

トング等は頻繁に消毒もしくは交換するか、または手袋の着用を促す。 
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• 従業員は、店内の一箇所にお客様が集まらないように留意する。 

• トイレは毎日清掃し、ドアやレバー等の不特定多数が触れる箇所は定期的にアルコール 

消毒薬、次亜塩素酸ナトリウムで清拭する。 

• トイレのハンドドライヤーは使用を中止し、ペーパータオルを置く。また、汚物は蓋を  

して流すよう、使用者に注意を促す。 

• 厨房の調理設備・器具を台所洗剤（界面活性剤）で清拭し、作業前後の手洗いなど、    

従来から取り組んでいる一般的な衛生管理を徹底する。 

• 感染防止対策に必要な物資（消毒剤、不織布マスク、手袋、ペーパータオル、及びそれら
の使い捨て用品を廃棄する容器等）の一覧表（リスト）を作成し、十分な量を準備してお

くか、または緊急時にすぐに入手できるよう予め手配をしておく。平時から使用した分を

その都度補充し、常に一定の必要量を備蓄しておくことが望ましい（ローリングストック）。 

• ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する。 

• 食品残渣、鼻水、唾液などが付いた可能性のあるごみ等の処理は手袋・マスクを着用して  

ビニール袋等に密封して縛り、マスクや手袋を着用して回収する。マスクや手袋を脱いだ

後は、必ず手を洗う。 
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「外食業の事業継続のためのガイドライン」Ｑ＆Ａ 

令和 2年 5月 15日(最終改正令和 2年 11月 30日) 

 

Q1 ガイドラインの趣旨・考え方を教えてください 

A このガイドラインは、飲食店における新型コロナウイルス感染症感染防止と、 

お客様及び外食で働く従業員の安全、そのご家族に外食店舗が安心して働ける

場所であることをご理解いただくとともに、事業者が事業の継続・再開に向けた 

ガイダンス（手引き）となるものです。 

本ガイドラインを参考に地域の状況、事業者の事情に沿って創意工夫をお願い

したいと思います。 

 

Q2 外食事業者は、業態・事業規模が様々で立地によっても条件が異なるが、 

ガイドラインは配慮していますか 

A ガイドラインは、全国生活衛生同業組合中央会と日本フードサービス協会が協力

して作成したもので、平均的な個人営業の飲食店が実行可能な範囲としています。 

そのため、飲食店の方々には、業態や立地、建物の構造等様々で、実態に合わせ

た創意工夫をお願いしたいと思います。 

 

Q3 ガイドラインは、条件付きながらビュッフェスタイルや密室となる個室の利用

を認めているが、3密対策として問題ありませんか 

A 外食を利用されているお客様は、個人だけでなく、家族、親しい友人などのグル

ープもあり、不特定の個人とグループは分けて考える必要があります。政府から

横並びを提案するような「新しい生活様式」が示されていますが、入店した後に、

家族で間隔をあけて横並びということは現実的ではありません。 

ビュッフェによる飲食の提供については、カバー等による飛沫防止、トング等の

頻繁な交換、あらかじめ小分けする等の工夫や、お客様への消毒手洗いのお願い

等、感染防止策を工夫願います。サラダバー、ドリンクコーナー等についても 

同じです。 

 

Q4 冒頭に「店舗の実情に沿った創意工夫」とあるが、具体的にはどのような場合

ですか 

A 例えば、人と人との十分な間隔を、「できるだけ１ｍ以上」とされていますが、

店内のスペースから難しい店もあります。そのような場合は、カウンターで固定

式椅子は他の人やグループと椅子一脚分をあける、対面席は他の人やグループ

と背中合わせに配置するなど、店の状況に応じた創意工夫が求められます。 

また、卓上調味料が撤去できない場合に「お客様が入れ替わる都度、消毒や交換

を行う」とされていますが、和食、洋食、麺類等のファーストフード店など、  
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来店客の入れ替わりが頻繁な場合は実施することは難しく現実的ではありませ

ん。この場合は、可能なタイミングで消毒する等、従来行っている衛生管理を 

徹底してください。 

 

Q5 店舗入口には、発熱や異常が認められる場合は店内飲食をお断りさせていただ

く旨を掲示することとされていますが、現場でお客様の健康状態を確認する場

合、どのように行えばよいですか 

A 例えば、入店の際に非接触型体温計を利用した検温や、従業員による口頭での

健康状態の確認などが考えられます。 

 

Q6 テイクアウト客やデリバリー配達員と店内飲食客との接触を避けるように工夫

するとしていますが、具体的にはどうしたらよいですか 

A 可能であれば専用カウンターを設けることが望ましいですが、スペースに余裕

がない場合は、受け渡し場所（レジの場合もあります）と飲食されているお客様

とに十分な間隔を確保する等の工夫が求められます。 

 

Q7 飛沫感染防止のためのパーティションには、どのような方法がありますか。 

A 設置型のアクリル板やカーテン式のビニールシート、テーブル席間の衝立・パー

ティションなど、店舗の事情に合わせた工夫が求められます。なお、アクリル等

のプラスチック製品は可燃性であり、周辺で火を扱う環境（コンロ周辺や喫煙 

エリアなど）では、使用しないようにお願いします。 

 

Q8 マスクやフェイスガードを適切に着用としていますが、加熱調理を行う厨房ス

タッフや夏の高温期の野外作業（車両の誘導等）などでは、熱中症の心配があ

り常時着用することが困難です。他に方法がありますか。 

 A 高温の環境においても、お客様の安全のため、従業員の飛沫防止対策は必要  

です。通常のマスクやフェイスガード以外に、口元を覆う密着しないプラスチ

ック製のマスク（マウスシールド）など、従業員の健康に配慮した工夫をお願い

します。 

 

Q9 店内の換気を徹底するとしていますが、常にドアや窓を開放しておかなければ

いけないのですか。 

 A 店舗に十分な換気設備がある場合は、換気運転を行うことでドア等の開放は 

必要ありません（店舗や入居している建物の換気設備を確認してください）。 

換気設備がない場合は、客数など店内の状況に応じて定期的に換気を行うよう

にお願いします。 
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Q10 「換気設備が不十分な店舗や個室を使用する場合には、十分な換気を行う。」 

とありますが、具体的な方法を教えてください。 

 A 施設の換気については、厚生労働省作成「「換気の悪い密閉空間」を改善するた

めの換気の方法」を参考にしてください。 

• 機械換気がある場合は、常時運転するなど適切に稼働させ、徹底した換気を
行う。また、必要に応じて、換気設備のフィルターの清掃等を行う。 

• 機械換気がない場合は、30分に１回以上、数分程度、二方向の窓を全開する

などにより換気量を確保する。窓が一つしかない場合は、ドア等を開ける。 

• 換気が十分でないおそれがある場合は、C02センサーの使用等により、換気状
況の把握に努める。 

• 窓開けによる換気を行う場合は、夏期・冬期は、室温及び相対湿度に十分  

留意し、室温及び相対湿度を維持しようとする際に窓が十分に開けられない

場合は、窓の開放と併せて HEPA フィルター付きのろ過式の空気清浄機や  

加湿器などの使用を検討すること。 

 

（参考）「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618969.pdf 

 

Q11 レジ袋の有料化に伴い、テイクアウトにエコバックを持参するお客様が増えて

います。感染防止のために注意すべきことはありますか。 

 A 令和２年７月１日から、店舗が提供するプラスチック素材の持ち帰り袋の有料

化が義務付けられました。 

お客様の安全を確保するためには、お客様やお客様の持ち物に従業員が直接手

を触れないことにより接触感染を防止することが基本となります。エコバック

も同様、持ち帰り商品はお客様自身がエコバックに入れるように推奨してくだ

さい。また、衛生面の考慮や汚損防止のため、汁漏れ等の心配がある商品は袋な

どに入れてお渡しする対応も必要です。 

なお、紙やバイオマス素材の袋、持ち手のない袋、あらかじめ袋に入れた状態 

（要否の意思表示が可能な場合を除く）で販売や配達する場合は、有料化の対象

ではありません。 

 

Q12 新型コロナの影響は長期化することも予想されているが、ガイドラインやこの

Ｑ＆Ａは状況に応じて見直すこともありますか 

A ガイドラインや Q&A は、新型コロナウイルスの影響を考慮し、状況の変化に  

応じて見直してまいります。 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618969.pdf
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