
宿泊施設・飲食店の感染予防対策

夏の下田には観光客が多数来訪します。その中にウィルス感染者が隠れている

可能性があります。一方で、下田の市民の中にも感染者がいないとは言い切れま

せん。人口が増える夏の下田で感染者を出さないための努力を観光客・下田市民

双方で行うことが求められます。

感染は人が接すること、特に飛沫や接触を通して起こることから、人が接する接

客現場での感染予防を徹底するため、宿泊・飲食の現場の調査を行い、現場の

疑問を集め、行政の保健衛生担当者から回答をいただき、整理しました。

ここに記載の感染予防のアイデアは、これらをすべて行っても感染を100％防ぐ保証

をするものではありません。一つ行えばそれだけ感染予防の効果が上がると考えて

下さい。最後は各施設・各飲食店の「やる気」にかかっています。

下田市観光協会



下田市観光協会の
ウィルス感染対策の基本的な考え

一般的に言われている感染予防策

密閉された空間
密接な会話 『３密』を避ける
密集した集団

密でないのに感染して
いるのはなぜ？
（病院やトイレ）

感染予防策としての

「３密回避」が正しく理解
されていないのでは？

（そもそもどうして感染するの？）

『３密を避ける』目的は何？ 飛沫感染・接触感染を予防する

①飛沫が他人にかからないようにする（マスク）
②飛沫や糞尿からのウィルスの付着した面を洗う（手洗い）
③ウィルスの付着した面を消毒する（消毒液）

接客の現場に求められる
感染予防策は？

感染の原因 ⇒ 感染者の口からの飛沫や糞尿に直接・間接に触り、
その手で自分の粘膜に触れることから起こる



すべての感染の危険性をグループ内にする
部屋・食事・トイレ・風呂すべての局面で
そのグループ外に危険が及ばない策を考える

宿泊施設・飲食店に
おける感染予防の
対応指針①

宿泊客・飲食客グループ内での感染はグループ各自の責任と考える
感染予防はグループの外にリスクが及ばないことを考える

基本的に備品は使い捨てにして、使いまわしはしない。
使いまわしは同じグループ内に納める。

接触感染のリスクはグループ内に納め、ルームキーやペン等の備品は
グループ内で使いまわす。 それらがグループの外と接触する時に消毒する。

飛沫感染のリスクはグループ内に納め、会話・会食による
飛沫感染予防策はグループ内に対しては行わない。

他のグループと動線がクロスする場合または空間が
共有される場合は会話を控えるようにお願いする。

食堂での食事の場合は、飛沫・接触感染のリスクが他のグループに及ばないように。
会食グループ内の密はグループ内の各自が気をつけることをお願いする。



従業員から客へ
客から従業員へ

飛沫・接触
感染を防ぐ

客 従業員

ウィルスウィルス

ブロックするもの

マスク着用で飛沫を
相手に飛ばさない

客と従業員の間で物の受け
渡しがあった時は、手洗いを
してウィルスを落とす

マスクが無い時の会話は
飛沫が届かない距離をおく

マスクが無い時の会話は
ビニールカーテンやアクリル
パーテイションを間に置く

ペンやルームキー、その他の備品
を従業員が客に渡す時、

客から受け取った後に消毒する

配膳を含め、客に何か
を提供する時は手洗い

をしてから行う

部屋やトイレの清掃、シーツや
枕カバーの取り換えの時は
マスク・手袋を着用する

手荷物など客の持ち物を従業員が
触った時、従業員が触る物を客が

触った時は手洗いする

従業員から客へ・客から従業員に
うつさせないブロックをつくる

客に提供するものを

扱う時は、周りに人が
いなくてもマスクをする

宿泊施設・飲食店に
おける感染予防の
対応指針②



マスクなしでの飛沫感染予防は

従業員⇄利用客間の
飛沫・接触感染を予防する①

マスク着用は自分を守ることではなく
人に感染させないことが主目的です。

観光客にも協力を求める
協力を得られない時は自己防衛する

ブロックするか 距離をおく

観光客にはっきり言いましょう

私たちはあなたたちに
うつしません。

あなたたちも私たちに
うつさないでください。

私たち下田市民といっしょに感染予防をしてくださいませんか。



従業員⇄利用客間の
飛沫・接触感染を予防する②

基本的に手に触れたものには
ウィルスが付着したという前提が

必要です。

観光客の持ち物・使用した物に触った後に手洗い
観光客に提供する物を触る前に手洗い

観光客の手荷物に
触った後に手洗い

備品

観光客に備品を提供する前に手洗い
観光客から備品を受け取った後に手洗い

配膳する前に
手洗い 配膳する時に

マスク

片付けた後に
手洗い

調理は事前に手洗い、会話がなくても
マスクは絶えず着ける



使用後のシーツや枕カバー・
タオルを通して感染するの？

使用後のシーツ・枕カバー・タオルの
表面にウィルスは付着します。

シーツや枕カバーの取り換え・洗濯の時は

マスク・手袋着用

ウィルスがシーツや枕カバーに
しみこんでいくことはありません。

敷・掛布団やマットレス・枕は表面を
アルコールで拭きとることで安全になります。

ウィルスは洗濯用の洗剤で
大半が流されます。

シーツ・カバー・タオルは通常の洗濯でＯＫ、
高温の乾燥機がお勧め、天日干しもＯＫ。

(注)上の説明は通常の使用を想定しています。嘔吐物や尿・便が
そこに付いた場合は消毒が必要になります。

汗はついてもだいじょうぶ！
唾や口から吐いたものや尿・便からは感染する危険があります！

シーツに付いた
汗は大丈夫！



ゴミの回収、仕分け
搬出はどうすればいい？

ウィルスは３日以上外気にさらすと
活動力を失います。

観光客が触った物には基本的にウィ
ルスが付着していると考えてください。

ウィルスが含まれる飛沫・鼻水が
付着した物に注意してください。

ゴミを片付ける時は手袋着用
終わったら手洗い
ゴミ箱の消毒

利用客にはマスクやティッシュペーパーのゴミは
分けて捨ててもらう。搬出時、袋はしっかりしばる

ペットボトルやビン・カンは2～3日放置してか
ら搬出すると受け取る清掃事務所も安全☺

マスクやティッシュ
ペーパーのゴミ用の
袋を用意しておくこと

も一案



風呂での感染予防①
脱衣所

共用物の接触を通して利用客同士
の感染の可能性があります。

シャンプー・ボディソープ・髭剃り・化粧品等
各部屋へ置き、それを持って風呂場へ
グループごとに回収し、消毒し、また提供

露出した肌が接触するドアノブ・床・
ドライヤー等が感染危険度が高い。

利用客に共有物への注意を促し、部屋に
もどる時に手洗いをすることをお願いする

密閉した空間では飛沫が空気中に
滞留するため、換気が必要です。

窓を開けた換気、窓がない場合は換気扇
扇風機で空気攪拌し、空気の滞留を防ぐ

常備された共有物は個別であっても

管理されなければ感染の危険はあり
ます。

タオルは脱衣所でなく、
部屋に常備し、各自
風呂に持参する ×



風呂での感染予防②
風呂場

吐しゃ物や糞尿が混入しない限り
湯舟の中での感染はありません。

湯舟の清掃・湯の循環・取り換え等、
保健衛生上求められる日常の管理をする

洗い場であっても備品へのウィルス
付着の可能性はあります。

シャンプーやリンス・ボディソープ等はできれ
ば洗い場ではなく、部屋に常備し、持参する

素材の違いがあっても、ウィルス付
着の可能性はあまり違わない。

では、
どうする？

利用者に風呂利用後、自分の使ったものに
水をかけ、付着したウィルスを流してもらう

お客様へ
蛇口・桶・椅子ご使用後 湯水をおかけください。

・・・



グループ内の感染予防はグループの自己責任
グループの外に感染拡大させない責任は店と客

グループ同士が密
内部は密でない

グループ内が密
グループ同士は密でない

全体の大きさと採算上の定員数が決まって
いる以上、どちらかを採るしかない

グループ内はグループ内の各自に責任を負っても
らい、不特定の他人に感染を広げるリスクを軽減す
る右側が、地域外の不特定多数の観光客を迎える
ためには有効な施策

感染者が出た場合の濃厚接触者は右側はグループ
内のみ、左側は店内全員が対象となる

◎

飲食店での感染予防対策
「密」に対する考え方

お客様へ
グループ内の感染はお気をつけください
他のお客様への感染予防にご協力ください



テーブル

カウンター

料理人

客

テーブルテーブル

テーブル

グループ領域

• この赤線の範囲内の人間同士の感染予防に関しては、この中の人間の自己責任とする。
• この赤線を超えて飛沫・接触感染が起こらないようにする責任は施設店舗・客の２者で分ける。
• 客に赤線を超えて飛沫を飛ばさない注意を促すことが衝立やプラントを置く目的の一つ。

衝立

衝立

プラント

衝立

スクリーン



×

飲食店での飛沫・接触感染の予防策

使いまわしは飛沫・接触感染が
起こりやすいので注意が必要です。

割りばしや調味料はテーブルに常備しない
１グループごとに出し、引っ込めたら消毒

○
○

ビュッフェではトングは一人１つ、使いまわしはなし、
取る時に会話はなし。 スタッフの取り分けもあり

お客様へ
ビュッフェの料理をお取りになる時は

飛沫感染予防のため
会話はお控えください。



トイレに気をつける

ウィルスは人の飛沫・糞尿に触り、
その手で自分の目鼻の粘膜を

触ることで感染します。その可能性
が一番高いのがトイレです。

一番危険な場所はトイレ

便器だけでなく、壁・床、さらに危険なのが
トイレのドアノブ。人が触る所はすべて

接触感染の危険があります。

できればトイレの共用は
同じグループで。

スリッパはこまめに消毒
共用の時は

宿泊施設では極力、
部屋のトイレを使うように

お客様へ

トイレではスリッパをはき、トイレを出たら、
必ず手洗いをしてください



床に気をつける

ウィルスは人の飛沫・糞尿に触り、
その手で自分の目鼻の粘膜を
触ることで感染します。

床や廊下には飛沫が、トイレには糞尿が付着しているため、
手だけでなく、足にもウィルスが付着する可能性があり、

その足を手で触ることで、そこから感染します。

宿泊施設では滞在中、
スリッパは自分だけのものにして、

他人との共用は避ける

共用の場合は、足裏が汚染されていることを意識して、
足裏を手で触らないことを注意

床面にもウィルスは付着している
ので、素足よりスリッパが安全

畳・床面は掃除機だけでなく、アルコールで拭き掃除がお勧め

スリッパにも
ウィルスが！

お客様へ
足を触った手は洗って消毒してください。

消毒液で拭き
とればＯＫ！



換気は必用

血液からコロナウィルスが検出
される割合は非常に低い。

食器やトイレ等、コロナウィルスが付着した飛沫や
糞尿に触ったハエやゴキブリに気をつけることが必要

蚊によってコロナウィルスがうつる可能性は
現時点では低いと考えられている

ウィルスが付着した飛沫や
糞尿に触る方が危険です。

虫はだいじょうぶ？

窓や入り口を開けると
虫が入ってくる

確定していない情報として小さな
飛沫が一定期間空気中を浮遊し、
そこから感染する可能性もある
そうです。（エアロゾル感染）

飛沫から水分が蒸発した微粒子にウィルスが付着し、空気中を漂い、それ
を吸い込んで感染するのが空気感染。麻しん、水ぼうそう、結核などに限

られ、コロナウィルスについては、まだ不確定の状態。

飛んだ飛沫が他人にかからないことが最も大切。

次に漂う飛沫の量を少なくすることも重要。

だから

換気は必用 密閉してエアコンをかけ、
扇風機をしてだいじょうぶ？

定期的に空気を入れ替え、室内を漂流する
飛沫の量を少なくすることが必要



どこにウィルスが付着
しているだろうか？

自分が客になって、しゃべって、食べて、動いてみれば、
どこにウィルスが付いているか、よくわかる

利用客が飛沫を飛ばした場所、触った場所に
ウィルスが付いている

その場所が
自分の施設・店舗の予防と除菌注意ポイント

利用者の動きを入館・入店してから退出するまでを自分が観光客に
なって再現し、どこで話して、どこに触ったかをすべてチェック

予防 除菌



施設や店舗が感染予防をしていること、感染者を出さない努力を
真剣にしていることを利用客にわかってもらいましょう

手の消毒を

お願いします

消毒液の置き方で施設・店舗の
感染予防への姿勢が伝わる

入り口の正面に分かる形で設置
消毒をお願いする「看板」も必要！

最近、消毒液の置いて
ある場所がわかりにくい

・・・
・・・

感染に無頓着な観光客
が入ってくると怖い

お客様へお願い
ご利用の際は当店のルールをお守りください。

ルール１ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ルール２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

店のルールを明確に入り口の
わかりやすい場所に掲示する



飲食店・宿泊施設での感染予防対策
店ごとに客のルールをつくる

お客様へお願い
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・

居酒屋○○○

下田ルール
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・

下田市

店が対策しても
限界がある。
客の協力が必要。

利用の制限に
ついて店から
客に言いにくい。

観光客全員に守ってもらう下田市全体の
ルールを作って、それを店頭に貼り、併せ
てお店のルール（お願い）を貼り、入店前に
それを了解した人だけに入店をお願いする

そこで

例えばの店ルール

当店ではお客様のご利用時間を飲み物を
お出ししてから2時間までとさせていただきます。

感染予防の観点から、店内で大声を出したり、
席を移動することはお控えください。



店内の換気を行うため、1時間に１回、
エアコンを停止し、窓を開けます。

＊店の利用について制限を設けることについては問題はないということです。

ご入店の際にお客様の検温をさせていただき、
体調不良の方はご入店をお断りいたします。

店員に話しかける時はマスク着用、または
手で口を押え、飛沫にお気をつけください。

お客様同士の飛沫感染予防のためテーブル・
席を間引いておりますことをご理解ください。

×
×

×
×



レストラン・ロビー・売店等館内

パブリックスペースではマスクを着用、
もしくは会話をお控えください。

一緒盛、大皿での提供はいたし
ませんので、ご理解ください。

グループ内での会話は、大声で周りに
飛沫を飛ばさないようにご注意ください。

トイレをご使用の後は、必ず手洗い
及び消毒をお願いします。

× ○

×



例えばの宿泊施設ルール

当（店）施設ではご予約のお客様には
予約時に当施設のご利用にあたって
のルールをご確認いただき、ご了解い
ただいた上でのご予約をお願いいたし

ております。

当施設ではお客様入館時に、検温等
体調のチェックをさせていただきます。
もしそこで問題が発生した場合は
感染症対応の関係機関への連絡を

お願いいたします。

感染者の多い地域からの来遊客または体調不良者に対し、宿泊施設が利用を断ることに関しては、
法律上難しいと思われます。ただし利用方法については管理上制限ができることから、施設のルールを
提示することが必要です。各施設のルールに従うことをお願いする「下田ルール」を官民一体で作成し、
来訪者へお願いしていくことでさらに効果が上がります。



事例集【宿泊施設】



感染予防のために利用客に注意したいが、
反発する客もいて、施設・店からは言いにくい。

自分の施設・店の感染防止用のルールを作りた
いが、それが適法・適切であるか判断が難しい。

下田全体でルールをつくり、下田へ来る人全員このルールを守ってくださいと
提案するならば、それをもとに施設・店舗も自分のルールを提示しやすい

下田ルール

このルールを守らない方は下田市内の宿泊施設・観光
施設・物品販売店・飲食店の利用をお断りします。

説明の仕方を間違えると、こちらから喧嘩を売って
いるようになるため、理由を明確に提示する

ルール設定の理由は？

下田市民と観光客、今下田にいる人達全員をウィルス感染から護るため

厳しいルールであった方が下田市民・観光客双方が安心する

下田ルールの目的は 下田市民・観光客みんなが安心して下田の夏を過ごすこと



① 下田に来る前に守ってほしいこと

37.5℃以上の
発熱がある場合

感染症患者(またはその濃厚接触者)
と接触した場合

1．下田に来る２週間以内に、以下に該当
する方は、下田への来訪をご遠慮ください。

２．人にうつさない行動を守るため、
体調を確認するため、
マスクと体温計を必ず準備してください。

※スマートフォンをお持ちの方は、
接触確認アプリをインストールして
いただくようお願いします。

下田市にいるみなさま（観光客・従業員・市民）が感染の心配なく安心してお過ごしいただくためのルールです。

ご協力よろしくお願いいたします。

みんなで守ろう！下田ルール

また、出発前は必ず検温等の
健康チェックを行ってください。

※体調が悪化した場合は、ご帰宅をお願いする場合がございます。

下田市発信の下田ルール



② 下田に来たら守ってほしいこと

１．各施設内においては
マスクを必ず着用してください。

※熱中症にも注意いただくため、屋外で人と十分な距離
（少なくとも2ｍ以上）が確保できる場合には
マスクを外すようにしましょう（厚労省）

２．市内の各施設・店舗等のルールを
入館・入店前によく理解した上で
ご利用ください。

※お守りいただけない場合は、各施設・店舗等において
ご利用をご遠慮いただく場合があります。

下田市にいるみなさま（観光客・従業員・市民）が感染の心配なく安心してお過ごしいただくためのルールです。

ご協力よろしくお願いいたします。

みんなで守ろう！下田ルール

下田市発信の下田ルール



観光客を受け入れるにあたって、

感染に関連して、不安に思うことは
ありませんか。

感染者の多い地域から
の観光客を受け入れる

のは不安だ。

マスコミの情報が混乱して
いて、何に気をつければ
よいのかわからない。

感染しないために、
何をすればよいのか。

施設や店舗の不安な点を観光協会が保健衛生の専門家に確認します。

不安や疑問を解消し、みんなで安心を共有しましょう。

接客現場の不安な点を観光協会に教えてください。

下田市観光協会の目標は下田の観光の安心安全の確保です


