静岡県の宿泊施設における

新型コロナウイルス対応ガイドライン

このガイドラインは新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の
提言に基づいて「全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会」などの
宿泊業界が作成したガイドラインを参考に、宿泊施設における感染
防止の基本的な考え方や留意点を取りまとめたものです。

それぞれの宿泊施設が、このガイドラインにそって、施設の規模や
業態など、
各施設の実情に合わせた感染拡大防止対策に毎日しっかり
取り組んでいただくことにより、
お客様も従業員も安心して利用し、
働くことができる安全な静岡のお宿づくりを進めていきます。
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基本方針
Safe Stay Shizuoka

対人距離の確保

施設内各所の定期的な消毒

2m（最低1m以上）が推奨

施設および客室の換気

施設内各所に消毒液の設置

手洗い、消毒の徹底

マスクの着用

従業員・スタッフの
健康チェック
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お客様へご協力のお願い

Safe Stay Shizuoka

・ 体温測定

出発前

・ マスクの持参
・ 体調が優れない場合は、宿泊をキャンセル

・ 施設内を移動する際はマスクの着用

施設での滞在中

・ 手指消毒とこまめな手洗い
・ 滞在中に体調が悪くなった場合は、施設側に報告
・ 他の宿泊者との距離の確保
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宿泊サービスに関して

・ チェックイン手続きの簡素化
（客室でのチェックインやオンラインチェックインなど）

・ お客様同士の距離を空けてのチェックイン
・ フロントデスクにアクリル板またはビニールカーテンの設置

チェックイン

・ マスクのないお客様へのマスクの提供
・ フロントデスク、筆記用具などの頻繁な消毒
・ ルームキー、キーカードの消毒
・ 口頭での館内説明の代わりに、文書の配布や動画での説明を導入
・ 検温等の体調チェック

チェックアウト

・ チェックアウトの手続きの簡素化（客室での会計など）
・ カード端末の消毒

・ 入場人数の制限

大浴場

・ 浴室内の換気の強化
・ 浴場でのタオル常備の中止
・ 脱衣室・浴室・浴槽内における対人距離の確保や会話の自粛を要請
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・ 乗車人数の制限
・ 送迎車の運転席と後部座席の間にビニールシート等

Safe Stay Shizuoka

送迎

で仕切りを設置
・ 手を触れる箇所の定期的な消毒

カラオケ

・ マイクやカラオケ機器の消毒の徹底
・ 個室の場合は人数を制限

・ レジにアクリル板またはビニールカーテンの設置

売店

・ 対人距離の確保
・ 売り場内の定期的な消毒

・ 施術者の手洗い、消毒の徹底

エステ、
マッサージ

・ マスクを着用しての施術
・ 施術台の消毒の徹底

・ 客室から食事会場への移動中のマスク着用の要請
・ 食事会場の人数、滞在時間の制限を推奨
・ 席の間隔への留意
・ 食事会場に入る前の手洗いまたはアルコール消毒の徹底

お食事

・ 食事会場の換気強化
・ お酌や盃の回し飲みは控えるよう要請
・ 料理の提供回数の削減
・ 料理説明を口頭からメモに変更
・ お料理は一人盛りへの変更を推奨

※ビュッフェ形式の場合は下記を推奨
・ 料理を小皿に盛ったうえで提供
・ スタッフによる料理の取り分け
・ 宿泊客ひとりひとりに取り分け用のトングやお箸を配布
・ ビュッフェ方式を当面の間、セットメニューでの提供
への変更を検討
・ 料理提供エリアでの会話は控えるよう要請
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館内の衛生管理

Safe Stay Shizuoka

・ エレベーターのボタンの定期的な消毒

共有スペース

・ 自動販売機のボタンや取り出し口などの定期的な消毒
・ 階段の手すりの消毒の徹底

・ ドアノブやロッカーなどの定期的な消毒

大浴場

・ ドライヤーなどの備品の定期的な消毒
・ 水や飲料サービス機器のボタン等の定期的な清拭消毒
・ 人数制限や時間制限などを設け、3密対策を徹底

・ イス・テーブルの消毒の徹底

食事会場

・ トレイなどの消毒の徹底
・ 配膳のたびの手洗い、消毒の徹底
・ 人数制限や時間制限などを設け、3密対策を徹底

・ 通常の清掃を徹底
・ 手が触れる部分の消毒の徹底

トイレ

・ トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示
・ ハンドドライヤーや共通のタオルの使用禁止
・ トイレ内の換気の強化

・ 手で触れる箇所の消毒

(
客室

スタンド、座卓、押し入れ、冷蔵庫、電話機、トイレ、水栓等

・ 備品の消毒

(

)

コップや急須、湯飲み、スリッパ、ドライヤー、座椅子、
座布団などの消毒
※紙コップなどで対応することへの検討

・ 定期的な客室内の換気
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)

ドアノブ、テレビ・空調のリモコン、金庫、部屋の照明スイッチ、
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従業員の衛生管理
Safe Stay Shizuoka

・ マスクの常時着用の徹底
・ 手洗い、消毒の徹底
・ 出勤時の体温測定
・ 発熱がある場合は出勤停止
・ PCや電話、電卓などの共有物の定期的な消毒
・ 事務所や休憩スペースの換気の強化
・ 調理器具の定期的な消毒
・ 清掃部門の従業員は、使い捨て手袋の着用を推奨検討
・ ユニフォームや衣類のこまめな洗濯
・ 使用済みタオルは、回収後に人が触れないように密閉保管し、洗濯・消毒
・ ゴミはビニール袋で密閉して処理
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体調不良者が出た場合、感染が疑われる場合

・ 滞在中に万一、発熱や呼吸困難、けん怠感など、感染の疑われる宿泊客がいる場合、客室内
で待機し、マスク着用と、外に出ないよう要請する（同行者も同様)
・ 事前に他の宿泊客と区分して待機する部屋等を決めておく
・ 症状がある本人が「帰国者・接触者相談センター」に連絡し、相談センターからの指示に従う
（「帰国者・接触者相談センター」の連絡先を案内する）

・ 他の宿泊客や従業員とは極力接しないようにする（内線電話等の活用）やむを得ない場合には、
対応するスタッフを限定し双方マスクを着用する
・ 食事の提供は使い捨て容器を用いて、客室前にお届けするなど、その宿泊客とはできるだけ
直接の接触を控える
・ 不安がある場合は保健所へ相談する
・ 当日の宿泊者名簿を確認し、保健所への提出に備える

感染が疑われる場合の対応

行政検査になるまで

① 症状がある本人が
「帰国者・接触者相談センター」
に電話相談
② 保健所による電話聞き取りにより、
必要と判断した時には、
保健所が
「帰国者・接触者外来」
の受診を調整する。
③ 本人が外来を受診し、
医師の診察を受け、
医師が必要と判断した場合には、
ＰＣＲ検査又は抗原検査を実施
④ 結果が出るまで（ＰＣＲ検査1〜2日、抗原検査30〜60分）、
症状により、
そのまま入院するか、
宿泊先で待機するかが決まる
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宿泊者がコロナ陽性と確定した場合

Safe Stay Shizuoka

・ 宿泊施設には、保健所から連絡が入るので、接触者調査へ協力する
・ 陽性者への調査の結果、接触した従業員が「濃厚接触者」として特定（※１保健所が判断）された
場合には、直ちに自宅待機とするとともに、保健所の指示によりＰＣＲ検査を受ける。この
場合、結果が「陰性」であっても2週間の自宅待機・健康観察となる。2週間経過し、体調変化が
ない場合は、出勤してよい。
・ 施設の消毒は施設管理者が実施する（消毒方法や範囲等については保健所の指示に従う）

※１ 感染症予防対策がしっかりとしている場合は、濃厚接触者と特定されない。
基本的には宿名、感染者名は公表しない。特定の人がわからない場合のみ公表
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お問い合わせ先

次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。

◇息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
◇重症化しやすい方等（※）で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
※ 高齢者、妊婦、糖尿病・心不全・呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方、
透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
◇上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

症状がない方の一般相談
☆ 県庁専用相談ダイアル
TEL.054-221-8560、
054-221-3296
（2回線とも平日8時30分〜17時15分）
FAX.054-251-7188 （平日8時30分〜17時15分）
☆ 厚生労働省の新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
TEL：0120-56-5653
（フリーダイヤル、
平日・土日・祝日9時〜21時）
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関連サイト
静岡県ホームページ

（新型コロナウ ルス感染症に関する総合サイト）

https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19.html

宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン（第1版）全旅連
https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2080828.pdf

厚生労働省ホームページ（新型コロナウイルス感染症に関する総合サイト）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708̲00001.html

お住まいの市町
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町
松崎町、西伊豆町

熱海市、伊東市

沼津市、三島市、裾野市、伊豆市
伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町

保健所

平日 連絡先

Safe Stay Shizuoka

【帰国者・接触者相談センター】24時間受付対応
時間外受付
（土日祝も含む）

賀茂保健所

熱海保健所

東部保健所

TEL.050-5371-0561
TEL.050-5371-0562

御殿場市、小山町

御殿場保健所

FAX.054-281-7702

TEL.050-5371-0561

受付時間

8:30〜17:15 (平日)
富士市、富士宮市

島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市
吉田町、川根本町
磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市
菊川市、湖西市、森町

富士保健所

中部保健所

西部保健所

TEL.0570-08-0567
静岡市

静岡市保健所

FAX.054-249-3153
受付時間

左記以外（毎日）
TEL.054-249-2221

9:00〜20:00 (毎日)

浜松市

浜松市保健所

TEL.0120-368-567

※聴覚に障害のある方や電話での相談が難しい方はFAXをご利用ください。
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静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合

Safe Stay Shizuoka

番号

Safe Stay 08

組合名

支部一覧

郵便番号

住所

TEL/FAX

01

伊豆湯河原温泉旅館協同組合

〒413-0001

熱海市泉43 泉支所内

TEL.0465-62-5135
FAX.0465-62-5136

02

伊豆山温泉旅館組合

〒413-0011

熱海市田原本町9-1 第一ビルB1

TEL.0557-81-2631
FAX.0557-81-2496

03

熱海温泉ホテル旅館協同組合

〒413-0011

熱海市田原本町9-1 第一ビル2F内

TEL.0557-81-5141
FAX.0557-81-5143

04

南熱海網代温泉旅館協同組合

〒413-0102

熱海市下多賀476-5

TEL.0557-68-0140
FAX.0557-68-1896

05

伊東温泉旅館ホテル協同組合

〒414-0003

伊東市中央町13-28

TEL.0557-37-2011
FAX.0557-37-3090

06

北川温泉旅館組合

〒413-0302

賀茂郡東伊豆町奈良本1125-4

TEL.0557-23-3997
FAX.0557-23-5897

07

熱川温泉旅館組合

〒413-0302

賀茂郡東伊豆町奈良本966-13

TEL.0557-23-0174
FAX.0557-23-0816

08

片瀬温泉旅館組合

〒413-0302

賀茂郡東伊豆町奈良本966-13 熱川温泉旅館組合内

TEL.0557-23-0174
FAX.0557-23-0816

09

稲取温泉旅館協同組合

〒413-0411

賀茂郡東伊豆町稲取1521-3

TEL.0557-95-2901
FAX.0557-95-5180

10

河津温泉旅館組合

〒413-0512

賀茂郡河津町笹原72-12

TEL.0558-32-0323
FAX.0558-34-0864

11

下田温泉旅館協同組合

〒415-0021

下田市一丁目4-28

TEL.0558-22-2108
FAX.0558-22-3420

12

下賀茂温泉旅館協同組合

〒415-0303

賀茂郡南伊豆町下賀茂157-1

TEL.0558-62-0602
FAX.0558-62-1319

13

松崎町温泉旅館組合

〒410-3624

賀茂郡松崎町江奈231-2

TEL.0558-42-2799
FAX.0558-42-2247

14

堂ヶ島温泉旅館組合

〒410-3514

賀茂郡西伊豆町仁科2910-2

15

土肥温泉旅館協同組合

〒410-3302

伊豆市土肥670-2

16

戸田温泉旅館組合

〒410-3402

沼津市戸田289-12

17

修善寺温泉旅館協同組合

〒410-2416

伊豆市修善寺838-1

18

中伊豆宿泊組合

〒410-2508

伊豆市柳瀬252-1

19

天城湯ヶ島温泉旅館組合

〒410-3206

伊豆市湯ヶ島176-2

天城会館内

TEL.0558-85-1055
FAX.0558-85-0766

20

大仁温泉旅館組合

〒410-2201

伊豆の国市古奈255

伊豆の国市観光協会内

TEL.055-948-0304
FAX.055-948-5151

21

伊豆長岡温泉旅館協同組合

〒410-2201

伊豆の国市古奈255

アクシスかつらぎ内

TEL.055-948-1666
FAX.055-948-0871

22

沼津三津大瀬旅館協同組合

〒410-0224

沼津市内浦長浜83-124

TEL.055-941-3448
FAX.055-941-3451

23

三島旅館組合

〒411-0855

三島市本町14-31

TEL.055-972-2121
FAX.055-976-2307

24

須走旅館組合

〒410-1431

駿東郡小山町須走244

25

御殿場旅館協同組合

〒412-0042

御殿場市萩原1377番地27
サンライトハウス永原B-102

TEL.0550-81-4088
FAX.0550-84-5699

26

沼津旅館組合

〒410-0801

沼津市大手町３丁目６−１２
沼津グランドホテル内小森裕之様

TEL.055-962-0001
FAX.055-962-0019

27

富士市ホテル旅館業組合

〒416-0913

富士市平垣本町7-20

TEL.0545-61-0619
FAX.0545-62-8823

28

富士宮ホテル旅館料理組合

〒418-0068

富士宮市豊町18-5

TEL.090-3256-0627
FAX.0544-24-0104

2階

松崎町商工会内
観光協会内

伊豆市土肥支所3F

TEL.0558-52-1268
FAX.0558-52-2000
TEL.0558-98-0083
FAX.0558-98-0524
TEL.0558-94-3115
FAX.0558-94-3116

修善寺総合会館内
伊豆大見の郷「季多楽」内

みしまプラザホテル内
ホテル米山館内

富士宮商工会議所内

TEL.0558-72-0271
FAX.0558-72-7700
TEL.0558-83-2636
FAX.0558-83-5523

TEL.0550-75-2224
FAX.0550-75-3332

番号

組合名

郵便番号

TEL/FAX

住所

清水ホテル旅館組合

〒424-0821

静岡市清水区相生町6-1

30

静岡市ホテル旅館協同組合

〒420-0852

静岡市葵区紺屋町4-10

31

梅ヶ島旅館組合

〒421-2301

静岡市葵区梅ヶ島4269-10

32

井川旅館組合

〒428-0504

静岡市葵区井川780-1

33

焼津ホテル旅館組合

〒425-0027

34

藤枝旅館組合

35

平成１５ビル２階

TEL.054-351-1170
FAX.054-351-1171
TEL.054-253-1165
FAX.054-251-5863

大野木荘内

TEL.054-269-2224
FAX.050-3156-1263

大西屋内

TEL.054-260-2009
FAX.054-260-2015

焼津市栄町1-11-10

土筆旅館内

TEL.054-627-7378
FAX.054-627-7248

〒426-0071

藤枝市志太600-2-2

潮生館内

TEL.054-641-2263
FAX.054-645-0811

島田旅館組合

〒427-0019

島田市道悦５丁目1-18

36

榛北旅館組合

〒428-0411

榛原郡川根本町千頭279

37

榛南旅館組合

〒421-0512

牧之原市大江50-1

38

掛川旅館組合

〒436-0036

掛川市原川29

39

袋井市ホテル旅館組合

〒437-0024

袋井市三門町2-10

40

磐田ホテル旅館組合

〒438-0078

磐田市中泉281-1

41

春野旅館組合

〒437-0625

浜松市天竜区春野町堀之内983-2-2

42

天竜旅館組合

〒431-3306

浜松市天竜区二俣1291

43

浜松ホテル旅館協同組合

〒432-8034

浜松市中区塩町156-3

44

弁天島温泉旅館組合

〒431-0214

浜松市西区舞阪町弁天島3775-2

45

舘山寺温泉旅館組合

〒431-1209

浜松市西区舘山寺町1832-1

46

引佐旅館組合

〒431-1402

浜松市北区三ヶ日町都筑595-1

47

湖西旅館組合

〒431-0302

湖西市新居町新居3288-101

割烹旅館魚一内

TEL.0547-37-3263
FAX.0547-37-3208
TEL.0547-59-4028
FAX.0547-59-3105

翠紅苑内

TEL.0548-52-0055
FAX.0548-52-6956

大徳屋内

TEL.0537-22-3608
FAX.0537-22-8406

椎の木屋内

TEL.0538-43-1215
FAX.0538-43-0055

ホテル観世内

TEL.0538-32-2261
FAX.0538-32-2264

磐田商工会議所内
松本屋旅館内

尾張屋旅館内

TEL.053-985-0023
FAX.053-985-0023
TEL.053-925-4158
FAX.053-925-4159
TEL.053-452-2296
FAX.053-453-3225

観光協会内

TEL.053-592-0757
FAX.053-592-0757
TEL.053-487-0152
FAX.053-487-0862

割烹旅館琴水内

望洋荘内

TEL.053-526-7221
FAX.053-526-7975
TEL.053-594-0339
FAX.053-594-0079

静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合
〒420-0852

静岡県静岡市葵区紺屋町11-1浮月ビル5F

TEL 054-254-6388

FAX 054-254-6390

MEMO

Safe Stay 09

Safe Stay Shizuoka
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静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合

