
  

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 https://www.zenkoubun.jp/covid_19/ 

□前方席の使用を控えるなど、演者と客席の間隔を確保している。 

□演者と観客の接触を避けている。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

 

 

 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／劇場、音楽堂等 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 https://www.zenkoren.or.jp/ 

□入場の際は、整理番号や席ごとに段階的な入退場を行うなど工夫している。 

□上映前後に、入場者に対して感染防止策の徹底を周知している。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／映画館 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 https://www.j-muse.or.jp/02program/projects.php?cat=13 

□オーディオガイド等の共用物品の貸し出し、返却の際は消毒を徹底している。 

□床に目印を付すなど、人が滞留しないよう工夫しており、滞留が予想される場面では、人と人と

の距離を保つよう周知を徹底している。 

□ハンズオン型の展示は、やむを得ない場合に限っており、消毒を徹底している。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／博物館、美術館 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 https://www.jla.or.jp/ 

□オンライン予約による貸出しや郵送による資料の配送などの工夫をしている。 

□利用した図書は、返却台に返却するなど利用者に周知徹底している。 

□読書支援機器、パーソナルコンピューターの利用前後には、消毒を徹底している。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／図書館 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 https://www.jaza.jp/ 

□ハンズオン型の展示は、やむを得ない場合に限っており、消毒を徹底している。 

□展示ケースのガラス面など来場者が多く接触する箇所は、定期的に消毒を行っている。 

□人気コーナーではパーテーション等を設け、来場者のケースへの接触や滞留を避けている。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／水族館 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 https://www.j-hotel.or.jp/ 

□着席スタイルの飲食提供は、テーブルの間隔、着席数等を工夫している。 

□ビュッフェでは、蓋でカバーしスタッフが取り分けるなど、衛生管理を徹底している。 

□お酌や回し飲みは控えるよう徹底している。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／ホテル宴会場 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 http://esthe-npo.lekumo.biz/ 

□来店者同士が近距離にならないよう予約を調整し、運営・接客スタッフも最小限としている。 

□来店者の肌に直接触れる器具等を極力使い捨てとし、難しい場合は消毒を徹底している。 

□施術スタッフはマスク、ゴーグル、フェイスガードなどを装着している。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／エステティックサロン 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 https://www.nail.or.jp/information/coronavirus/guideline/ 

□来店者同士が近距離にならないよう予約を調整し、運営・接客スタッフも最小限としている。 

□来店者の肌に直接触れる器具等を極力使い捨てとし、難しい場合は消毒を徹底している。 

□施術スタッフはマスク、ゴーグル、フェイスガードなどを装着している。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／ネイルサロン 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 http://www.cdvnet.jp/modules/information/index.php/page96.html 

□レンタル用商品やカゴ、扉の取っ手や機材等を定期的に消毒している。 

□商品の陳列等を工夫し床に目印を付すなど、人が滞留しないように工夫している。 

□予めレンタル作品を決めておくなど、来店者に店内滞在時間を短縮するよう周知している。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／DVD等レンタル店 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 https://www.jata-net.or.jp/virus/ 

□電話やインターネット、郵送の活用等により、非来店での旅行取引に努めている。 

□感染状況に応じ、旅行者に旅行中止の検討等を連絡・助言できるスタッフ体制となっている。 

□窓口対応が必要な業務であっても、簡素化等により顧客との直接接触の低減に努めている。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／旅行代理店 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 http://www.ajs.gr.jp/ 

□エレベーター・エスカレーターが混雑しないよう人数制限やアナウンスを行っている。 

□混雑につながる販売促進策を自粛し、混雑時間帯を避けた来店を呼びかけている。 

□混雑が予想される店舗や売場がある場合、１グループ少人数で入場させるなど工夫している。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／百貨店等 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 https://www.japan-sports.or.jp/ 

□更衣室・休憩室等の利用にゆとりを持たせるか、人数制限等を行って密を避けている。 

□更衣後の衣服等は、密閉し他人に触れないよう持ち帰ることを周知徹底している。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／体育館、水泳場 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 https://bowling.or.jp/ 

□１レーン当たり原則３名までの利用とし、隣とは１レーン空けて案内している。 

□ボール拭きタオルは清潔なものを人数分渡すなど、共有をなくすための工夫をしている。 

□使用した靴やボールはレーンに置いたままにさせ、スタッフが除菌・消毒して返却している。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／ボウリング場 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 https://www.jtia-tennis.com/ 

□マイラケット等の使用を促し、可能な限りレンタル用品の使用を控えるよう周知している。 

□ジュニアスクール生の保護者などプレーしない方の観覧を自粛するよう周知徹底している。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／屋内テニス場 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 https://www.fia.or.jp/public/19525/ 

□重症化リスクが高い利用者には、利用自粛の呼びかけや利用時間帯の限定等を行っている。 

□汗拭きタオルの共用を避け、消毒剤や使い捨てペーパーを用いた使い捨て方式としている。 

□必要に応じ、運動器具の負荷の制限や呼吸の激しい集団レッスンの休止等の工夫をしている。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／スポーツジム 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 http://www.zennichiyuren.or.jp/ 

□機械の効果音等を最小限のものとし、利用者間で会話を行わないよう注意喚起を行っている。 

□通路等で立ち見がないように呼びかけを行っている。 

□端玉景品の陳列の変更などにより、遊技客が景品に手を触れないように工夫している。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

  

 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／パチンコ 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 https://jaia.jp/ 

□遊技機を１台おきに稼働させるなど座席間隔を空け、アクリル板等で遮蔽している。 

□遊技機を低音量に設定し、利用者が大声で会話を行わないよう注意喚起を行っている。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

 

  

 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／ゲームセンター 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 https://www.zenjanren.com/ 

□椅子を後ろに下げるなどして対人距離（２ｍ）を確保するか、遮蔽パネル等を設置している。 

□遊技者用にマージャン卓１台当たり２個程度の消毒液をサイドテーブル等に配置している。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

 

 

 

  

 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／マージャン店 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 http://www.jkba.or.jp/ 

□室内の人数が定員の半分以下となるよう制限し、半分を超える場合は分散利用を促している。 

□歌唱時、座席間隔をできるだけ２ｍ（最低１ｍ）以上空け、横並びで座るよう周知している。 

□当面は飲食の提供を控え、提供する場合は利用者個々に配膳するなどの工夫をしている。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

 

  

 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／カラオケ 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 http://www.n-shoten.jp/ 

□雑誌、DVD 等の配置の工夫や一方通行の設定により、人と人との十分な距離を確保している。 

□閲覧した書籍等を直接本棚に戻さず、返却台に置くよう求めるなどの注意喚起を行っている。 

□書籍・雑誌等の立ち読みについて、自粛の呼びかけを行っている。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／ネットカフェ、漫画喫茶 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 http://lhc.tokyo/ 

□前方席の閉鎖やステージと客席の間へのアクリル板の設置等、飛沫感染対策を行っている。 

□入退場時間に余裕を持たせ、券種やゾーン別に時間差で入退場する等の工夫をしている。 

□観客は定員の半分以下を目安とし、物販では多くの人が触れる見本品を避けるよう周知している。 

□演者と観客の接触を避けている（入待ち・出待ちの自粛、観客をステージに上げない等）。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／ライブハウス 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 http://nce.or.jp/ 

□ダンス等をするスペースは、対人距離を極力２ｍ確保する等の飛沫感染対策を行っている。 

□BGMを抑えるなどの工夫をするとともに、過度な声出しや接触を避けるよう周知している。 

□飲食とダンス等のスペースが明確に分かれていない場合は飲食物の提供を避け、分かれている

場合でも、飛沫感染防止用のシートの設置や料理を小皿で提供する等の工夫を行っている。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／ナイトクラブ等 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 https://zensyaren.net/ 

□カウンター等に遮蔽物を設置する、座席の間隔を空けるなどの工夫を行っている。 

□来店者の近くで行うダンスやシャンパンコール等は自粛するか、対人距離を確保している。 

□カラオケがある場合はマイクをこまめに消毒し、歌う際はマスク等の着用を要請している。 

□来店者同士のお酌、グラスやお猪口の回し飲みは控えるよう注意喚起を行っている。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／キャバレー、スナック等接待行為を伴う飲食店 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 https://jja.or.jp/ 

□四方を空けた席配置など、塾生同士の接触を少なくするよう工夫している。 

□必要に応じて、講師に対するフェイスシールドの装着や、遮蔽パネルの設置等を行っている。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／学習塾 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 http://www.zensiren.or.jp/ 

□送迎車両への乗車を予約制にするなど、乗車人数を管理している。 

□車内教習時は乗車人数を最低限とし、可能な限り複数の窓を大きく開け常時換気している。 

□高齢者教習の実車指導に際して、車外からの観察とするなど、車内の密を避けている。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／自動車教習所 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 http://www.jfnet.or.jp/contents/safety/ 

□料理は大皿を避け個々に提供する、従業員等が取り分ける等の工夫を行っている。 

□会計時の混雑を避けるため、レジ前の行列整理やテーブル会計等を行っている。 

□相席を避ける、テレビの放映を休止し滞在時間を短くする等の工夫を行っている。 

□注文を受ける際に来店客の側面に立つなど、可能な範囲で間隔を保つようにしている。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／レストラン、料理店等 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 http://www.jfnet.or.jp/contents/safety/ 

□料理は大皿を避け個々に提供する、従業員等が取り分ける等の工夫を行っている。 

□来店者に対して、グラスやお猪口の回し飲みは控えるよう注意喚起を行っている。 

□会計時の混雑を避けるため、レジ前の行列整理やテーブル会計等を行っている。 

□来店客を席に案内する時は、他グループとの相席は避けるようにしている。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／居酒屋 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 https://www.japan-sports.or.jp/ 

□来場者に対し、大声（発声、歌唱、声援等）を出さない等の注意事項を予め明示している。 

□来場者が順守すべき事項は、会場内において、各所への掲示やアナウンス等で周知している。 

□これらの他にも業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。 

  

 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／イベント 

 



 

 

 

１．マスク等の着用・手洗い消毒の徹底 

□従業員や利用者にマスク等の着用を徹底するよう周知し、着用していない時はマスクを配布す
る等により対応するよう努めている。 

□消毒液等を設置し、従業員や利用者に対して、水と石鹸を使った手洗いや消毒の徹底を周知して

いる。 

□咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる等咳

エチケットを守るよう徹底している。 

２．人と人との距離（できるだけ２ｍの距離を保つ） 

□床に目印を表示する等の行列整理や事前予約により日時を指定する等混雑しないようにしている。 

□大きな声で会話しないよう周知し、座席の間隔や利用者とスタッフ間の人と人との距離を確保

するよう徹底している。 

□対面する場面では、ビニールカーテン等の遮断物を設置する等、極力接触しないようにしている。 

３．「３密の回避」（密閉、密集、密接）」 

□入場者や滞在時間の制限をするなど、３密を避ける工夫をしている。 

□扉や窓を開ける等、常に換気を徹底している。 

□休憩スペースや待合室などあらゆる場所で、３密を避けている。 

４．施設の清掃・消毒 

□複数の人が使用する共用スペースや物品を極力減らし、トイレなど共用箇所は定期的な消毒を

徹底している。 

□使用済み物品を回収するときは、マスクや手袋を着用するようにしている。 

□使用済みの物品や消耗品は、密閉しビニール袋等で縛って捨て、捨て終わったら、手洗いや手指

の消毒を徹底している。 

５．利用者・スタッフの体調管理 

□従業員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 

□従業員が体調不良を訴えたときは、休養を取るよう徹底している。 

□利用者に対して、熱がある場合は利用を控えるよう依頼している。 

□従業員や利用者に対して、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールし、日ごろから利用す

るよう周知している。 

６．業種ごとのチェック項目 

□業界団体のガイドライン等を参照し、様々な場面で感染防止対策を実践している。

 

【参考 感染防止対策チェック項目】業種／その他の業種 

 


