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ながさきコロナ対策飲食店認証制度

よくあるお問い合わせ

令和 3 年８月１１日更新

【１、対象店舗について】

Q１－１ どのような飲食店が対象になりますか？

Ａ１－１ 飲食業を営む事業者であり、食品衛生法の規定による許可を受け事業を営んで

いる者が対象です。

学校、福祉施設等の集団給食施設は対象外となります。

Q１－２ 接待系の飲食店やカラオケ設備を有する飲食店も認証対象となりますか？

Ａ１－２ 県民等の安全安心のため、あらゆる飲食店に対策をお願いすることとしていま

すので、飲食店のうち集客のある食品衛生法の許可施設すべてを対象としています。

接待付き飲食店やカラオケありの飲食店も基準を満たせば認証の対象となります。

※接待を伴う飲食店：風俗営業法でいうキャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備

を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業をいう。

Ｑ１－３ テイクアウト専門店も対象となりますか？

Ａ１－３ テイクアウトのみは対象となりません。キッチンカーや屋台等の業態は対象外

となります。許可上飲食スペースが対象となっていない施設は、対象となりません。

Q１－４ コンビニエンスストアのイートインスペースは対象となりますか？

Ａ１－４ 対象になりません。許可上客席がない飲食店は対象となりません。

Ｑ１－５ 社員食堂は認証の対象ですか？

Ａ１－５ 特定の者を対象として飲食させる施設は対象となりません。

Ｑ１－６ 宿泊施設の飲食店は対象ですか？

Ａ１－６ 宿泊客の食事会場などの宿泊客のみが利用する施設は対象となりません。一般

の利用がある場合や宿泊施設に入居する飲食店（テナント）は対象となります。
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【２．認証申請について】

Ｑ２－１ どのように申請したらよいですか？ 申請書はどこでもらえますか？

Ａ２－１ 飲食店の皆さまには申請書類などを 6 月１８日頃に郵送の予定としておりま

すので、ご確認ください。また、県のホームページにも掲載されています。

申込書に必要事項を記入し，簡易書留もしくはレターパックの郵送にて申請してくだ

さい。電子申請につきましては、現在準備中です。

（提出先）

〒850-8606  長崎中央郵便局 私書箱６号

「ながさきコロナ対策飲食店認証制度 認証申請窓口」 宛

Ｑ２－２ 申請に費用はかかりますか？

Ａ２－２ 本制度の申請及び認証について、費用はかかりません。

Q２－３ 複数の事業所を営業しているが、まとめて申請していいですか？

Ａ２－３ 本制度は店舗ごとに認証するものですので、店舗ごと別々に申請してください。
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【３．認証までの流れについて】

Ｑ３－１ 現地調査はいつになりますか？

Ａ３－１ 申請いただいた後，事務局（県の委託業者）から連絡がありますので，現地調

査の日程を調整してください。

※現地調査の日時は，必ず事前に調整します。飛び込みや抜き打ちでの調査はありま

せん。ただし，認証後に行う訪問調査は，事前連絡なしで行うことがあります。

また，再度調査が必要な場合は，申請状況により再調査まで時間を要することがあ

ります。

Q３－２ 申請から認証までどのくらい期間が必要ですか？

Ａ３－２ 現地調査の後、指摘事項がない場合、認証ステッカーの交付まで概ね約２週間

を見込んでいます。申請が多い場合はそれ以上に時間がかかることもありますのでご了

承ください。

Ｑ３－３ 認証ステッカーはどのように交付されますか？

Ａ３－３ 認証ステッカーは，認証後，郵送にて交付する予定です。
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【４．認証その他】

Ｑ４－１ 認証基準は全て満たさないと認証することでできないのですか？

（基準において実施できない項目がありますが，認証を受けられますか？）

Ａ４－１ 店舗ごとに異なりますが、店舗に該当しない項目を除き、認証基準における全

ての項目について取り組んでいることが認証の条件となります。

ただし，該当しない項目（ビュッフェスタイル等）については，実施する必要はあり

ません。

不適合事項の改善のための補助制度があります。

Q４－２ 認証に有効期限はありますか？

Ａ４－２ 認証の有効期限は認証を受けた日から１年間です。

Ｑ４－３ 更新はどのようにしたらいいですか？

Ａ４－３ 更新につきましては、今後お知らせする予定です。

Q４－４ 認証店において新型コロナ感染症患者（従業員又は利用者）が発生した場合、

認証は取り消しとなりますか？

Ａ４－４ 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

発生した時は、当該施設における認証の効力が一時停止されます。

その原因が認証に係る感染防止対策の実施を怠ったこと又は認証事業者若しくはそ

の従業員の故意若しくは過失によるものであることが明らかとなった時は、直ちにその

認証が取り消されることとなります。

その原因が事業者もしくはその従業員の故意、過失ないことが明らかとなったときは、

当該認証事業者は、保健所の指導助言その他の合理的な根拠に基づくものに限り、その

認証施設を媒介とする感染拡大の危険性がなくなったと判断できた時から、認証マーク

の利用及び「team NAGASAKI SAFETY 認証施設」の名称使用を再開することがで

きます。

Ｑ４－５ 認証を取得すれば、感染症の発生は必ず防げますか？ 認証店で万一クラスタ

ーが発生した場合は、認証機関が責任を負ってくれるのですか？

Ａ４－５ 本認証は、一定の新型コロナウイルス感染防止対策を講じていることを確認し、

認証する制度です。

  感染防止には「施設設備」、「事業者・従業員の取組」、「利用者の協力」などの総合的

な対策が必要なため、認証取得により必ず発生を防げるものではありませんが、適切な

感染対策の実施により発生のリスクを低減することはできると考えます。

  なお、認証店でクラスターが発生した場合でも、認証機関が責任を負うものではあり

ません。
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Ｑ４－６ 認証基準に満たないためアクリル板や CO2 センサーなどの設備を追加で導入

したいのですが、費用の支援はありますか？

Ａ４－６ アクリル板等のパーティションや CO2 センサーなど、認証を取得するために

必要な設備等を導入する費用に対する補助制度を用意しております。
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【５．認証基準】

Ｑ５－１ 入店時の体調確認について、掲示して発熱のある方については入店を断ってい

ますが体温計による体温測定は必須ですか

Ａ５－１ 体温計による体温測定については、必ず実施してください。非接触型の体温計

等もありますので導入してください。

Ｑ５－２ 発熱（例えば平熱より 1℃以上）となっているが、体温の確認の目安は何度に

なりますか？

Ａ５－２ おおむね３７．５℃を目安にしてください。

Ｑ５－３ 飲食時以外のマスク着用の周知するようされていますが、注意喚起の掲示だけ

でいいですか？（お客様に声掛けすることについて気が引けるのだけど）

Ａ５－３ 店舗入口では掲示を行い、正当な理由なくマスクを着用していない方について

は声がけして入店をお断りするか、マスクの配布・販売を行い、マスクの着用を促して

ください。

また、食事後すぐにマスクを再着用するよう促すために、客席での注文時、配食時等

に呼びかけを行い、客席から見える位置にも掲示を行うとともに、食事が終わって会話

している利用者がいた場合は、声がけをお願いします。

「正当な理由」については、来店者が有する疾患や障害等によりマスクの着用等が困

難な場合や、窒息や熱中症のリスクが高いとされる子どもであること等が該当します。

Ｑ５－４ テーブル間の対人距離１ｍ以上を計測する基準はありますか？

Ａ５－４ 同一グループの利用者が１つのテーブルにおいて隣に着座する場合は，座席の

中心と座席の中心の間隔について１ｍ以上、つまり飛沫感染の元となる互いの口と口の

間で距離を計測します。

Ｑ５－５ パーティション（アクリル板等）の高さはどのくらいにすればいいですか？）

Ａ５－５ 高さは座ったヒトの頭が隠れる程度が目安とされています。また、幅はテーブ

ルとほぼ同じ幅になります。

Ｑ５－６ 店舗によっては、椅子と椅子の距離を１ｍ間隔にすることは不可の飲食店もあ

ると思われます。そのような飲食店は認証の対象にはなりませんか？

Ａ５－６ 椅子の間隔を１ｍ開けることが不可の場合は、アクリルパーティション等で遮

蔽することで基準を満たすための選択肢があります

Ｑ５－７ カウンター越しに対面で接客を行う場合、パーティション等は必須ですか？）

Ａ５－７ 料理の提供時も含め、利用者の正面に立たないように注意し、カウンター越し

に対面する利用者と従業員の間に１ｍ以上の距離を確保するよう努めてください。上記
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の取り組みができない場合は、パーティション等の仕切りを設けてください。

Ｑ５－８ 席の近くに手指消毒用アルコールを設置するとされていますが、すべてのテー

ブル置くことが必須となるのですか？

Ａ５－９ 食事中の手指消毒用となりますので、すべてのお客様が利用しやすいように配

置してください。

〔ビュッフェスタイルの注意点〕

Q５－９ ビュフェスタイル等で、利用者は、トングは使用してはいけないのでしょうか？）

Ａ５－９トングやとり箸の共用等は、食器や器具に複数人が接近することにより飛沫・接

触感染のリスクにつながることから、「大皿を避け、料理を個々に提供する。もしくは従

業員が取り分ける。」とされています。一つの食器や器具に複数の利用客が触れないよう

ご留意ください。

トング等を共用される場合は、使い捨て手袋を装着し使用していただくようお客様へ

の周知をお願いします。

Ｑ５－１０ 卓上の共用調味料やポット等を設置している場合はどのような対策が必要

ですか？

Ａ５－１０ 卓上調味料やポット等の設置を回避していただくこと原則に考えていただ

き、設置される場合は客毎の消毒行ってください。

また、個包装の調味料につきましても多くの利用者に触れる可能性が高いことから、

提供数を必要最低限にし、使い切ることや随時提供することを前提に応対してください。

Ｑ５－１１ 「トイレの蓋を閉めて」とありますが、和式の場合は蓋がありません。洋式

ではないと認証されないのですか？

Ａ５－１１ 和式の場合は、接触感染を防いでいただくよう、トイレ使用後の手洗いの励

行を掲示していただくとともに、便座、水を流すレバーなど直接触れる箇所の拭き掃除

と消毒を小まめに行ってください。

また、洋式の場合も和式と同様、手洗いの励行及び小まめな清掃の励行お願いします。

更なる飛沫対策として、ふたを閉めていただくよう掲示をお願いします。

Q５－１２ カラオケ利用時にはどのようなことに注意したらよいですか

Ａ５－１２ カラオケ使用時は、マスクの着用、換気、消毒を徹底してください。

また、関係団体カラオケもカラオケ使用時の感染拡大予防ガイドラインが通知されて

おります。参考にされてください。

Ｑ５－１３ お客様に氏名、連絡先を記入いただくことが難しいのですが、他にどのよう

な取り組みが考えられますか？
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Ａ５－１３ 料亭などの予約制のお店では名簿をこれまでも作成しているとお聞きして

おりますが、一般的な食堂におきましては、難しい項目であることは承知しております。

しかし、店舗を利用されたお客様が特定できれば店名を公表しないことになります。

店舗で感染やクラスターが発生した場合等は、いち早く濃厚接触者を特定し連絡でき

るようにすることが、感染拡大を防止する上では重要です。その趣旨を御理解いただき、

御対応いただけますようお願いします。

なお、名簿の保管期間は 1 か月をめどにしてください。

Ｑ５－１４ 業務開始前の検温・体調管理は記録する必要がありますか？

Ａ５－１４ 記録して、店内に掲示するなどして公表してください。

   従業員の体調把握については、長崎県の健康アプリ「Ｎ－ＣＨＡＴ」の利用もご検

討ください。

Ｑ５－１５ ユニフォームの洗濯は業務終了後に毎回洗濯やクリーニングをしなければ

ならないのでしょうか？最低でもこの頻度で洗濯しなければならない等の基準はあ

りますか？

Ａ５－１５ 基準は定めておりません。また、業務終了後に毎回洗濯することには限って

いません。これまでどおり、定期的に洗濯をしてください。

Ｑ５－１６ 建築物衛生法の対象施設とはどのような施設ですか？

Ａ５－１６ 対象施設とは特定建築物のことになります。

定義

（１）建築基準法に定義された建築物であること。

（２）１つの建築物において、次に掲げる特定用途の１又は２以上に使用される建築物で

あること。

特定用途：興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事

務所、学校（研修所を含む。）、旅館

（３）１つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3、000 平方メート

ル以上であること。（ただし、専ら学校教育法第 1 条に定められている学校（小学校、

中学校等）については、8、000 平方メートル以上であること。）

Ｑ５－１７ ＣＯ２センサーはなぜ必要でしょうか？おすすめはありますか？

Ａ５－１７ センサーで店舗内の二酸化炭素濃度を確認することにより、換気が十分行わ

れているか確認するためです。

国がＮＤＩＲ（非分散型赤外線）方式のセンサーが扱いやすいとしています。各メー

カーから販売されていますので、「NDIR 方式」で検索してください。
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Ｑ５－１８ 「CO2 センサーを設置し」とされていますが、どこに設置したらよいのです

か？また、客室で個室が多いのですが各部屋に CO２センサーを置く必要があるのです

か？

Ａ５－１８ 測定機の設置場所は、ドア、窓、換気扇から離れた場所で人から少なくとも

50 ㎝離れたところとしてください。

個室が多数ある場合は、同じような環境の個室であれば、代表的な個室について測定し

てください。ただし、ＣＯ２センサーを必ずしも複数個購入する必要はありません。



- 10 -

【６．補助金】

Ｑ６－１ 補助金の額はいくらですか？

Ａ６－１ 1 店舗当たり 10 万円を上限となります。

Ｑ６－２ 対象となる事業者は？

Ａ６－２ 県内で飲食店を営んでいる中小・個人事業者のうち、認証制度の認証を受けた

事業者を対象にすることを考えております。まずは認証制度の認証取得を申請すること

が必要となります。

※中小企業基本法に規定する中小企業者

飲食含サービス業：資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は常時使

用する従業員の数が１００人以下の会社及び個人

Ｑ６－３ 複数の店舗を営業していますが、それぞれで申請が出来ますか？

Ａ６－３ 申請は店舗ごととなります。

Ｑ６－４ 申請人は店長や支配人でよいですか？

Ａ６－４ 認証申請と同じく、営業許可証に記載されている事業者名で申請をする必要が

あります。

Ｑ６－５ 住所が県外の事業者ですが申請は可能ですか？

Ａ６－５ 県内に対象となる店舗があれば可能です。

Ｑ６－６ 大企業は対象外ですか？

Ａ６－６ 本補助金は中小・個人事業者が対象となります。しかし、大企業であっても認

証取得は可能です。

Ｑ６－７ 現在コロナ禍により休業中であるが補助金は対象となりますか？

Ａ６－７ 再開に向けて認証を取得しようとする場合は対象となります。

Ｑ６－８ 補助対象となる設備はどのようなものですか？

A６－８ 認証取得に向けた適正な感染防止対策を講じるために行う設備投資等に要する

備品・機械装置等の購入費用となり、補助対象物品はとして、下記のものとなります。

【飛沫感染防止】

  パーティション、アクリル板、透明ビニールカーテン

【接触防止】

  消毒液ボトル設置台（足踏み式）、非接触型体温計、サーモカメラ、非接触型消毒液デ

ィスペンサー、非接触型ソープディスペンサー、コイントレー、蓋付き便器
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【換気機能向上】

二酸化炭素濃度測定器、サーキュレーター、網戸(玄関用)、パーティション、アクリル

板、透明ビニールカーテン

（共に工事費は含まれません。）

Ｑ６－９ 空気清浄機は補助の対象になりますか？

Ａ６－９ 補助の対象は認証取得に向けた感染防止対策に必要な備品等としており、換気

機能の向上のためのサーキュレーターは対象となりますが、空気清浄機は対象外となりま

す。

Ｑ６－１０ 2020 年に「新しい生活様式対応支援補助金」を利用したが、今回の補助金

も申請ができますか？

Ａ６－１０ その後、新たな感染対策が追加されているため、昨年の補助金を利用した事

業者も申請は可能です。

Ｑ６－１１ 認証されないと補助金は出ないのですか？

Ａ６－１１ 今回の補助金は認証を受けた事業者が対象となります。

Ｑ６－１２ 対策の設備を事前に購入していた場合でも補助金の対象となりますか？

Ａ６－１２ 補助対象となる設備投資等に要する備品・機械装置等の購入であって、本補

助金制度の公表（令和３年 6 月 15 日（火））後に取得した場合は対象となります。

Ｑ６－１３ 他の補助金との併用は可能ですか？

Ａ６－１３ 同一内容 で、国、県、市町、その他団体が助成する他の制度（補助金、委託

費）と重複する場合は対象外となります。

  市町によっては、県の制度に上乗せを認める補助金制度を創設している場合がありま

すので、詳しくは所在地の市町にお尋ねください。


