




　2020年初頭からの新型コロナウイルスの感染拡大に対し、宿泊施設においては、利用されるお客様
に安心して宿泊していただくために、「宿泊施設の感染防止ガイドライン(注)」にしたがって、しっ
かりとした感染対策を講じ、その対策内容を発信している。

　宿泊施設においては、施設の維持・管理をはじめ、お客様をおもてなしするために固定費及び変動
費が必要となるが、これを圧縮するため、生産性の向上が常に求められている。今回のコロナ禍によ
り利用客の減少とともに、新型コロナ対策に関する新たな業務が発生していることから、このような
危機を克服するためには、これまで以上に生産性の向上が求められている。
　従来からの業務と新たに発生した業務の効率化や省力化など、投入資源を圧縮することにより、こ
れまでと同じ成果を得るのが、生産性向上のひとつの方法である。
　一方、コロナ禍を切っ掛けに、「相互距離の確保」や「人との接触機会の削減」、「密の回避」な
どの対策をとりながら、抜本的なサービスの変換や組合せを変えることにより、従来なかった“コロ
ナ時代の新たなサービス”を提供するなど、“アフターコロナ”での“反転攻勢”に備える前向きで
積極的な生産性の向上にも取組んでおく必要がある。

　このような状況を考慮して、静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合では、他の施設の参考となる先進
的な取組み事例を調査し、普及するため、組合員を対象に感染対策などの衛生環境対策と生産性の向
上対策の実施状況についてアンケート調査を実施した。１５０の施設から回答があり、そのなかで
「他の施設にお薦めできる」とのコメントをいただいた対策を実施している宿泊施設を中心に、１５
の施設について、事務局が訪問し、感染対策の実施状況と、省力化や効率化、お客様サービスの向上
などの生産性の向上対策について調査した。本年度は宿泊施設が取組んでいるソフト対策を中心に
「コロナ禍における宿泊施設における感染症対策と生産性の向上ガイドブック（ソフト対策編）」と
してまとめた。

　なお、省力化のための機械・器具やＩＣＴシステム導入などの「ハード面の対策」については、今
年度はその代表的な事例の紹介にとどめ(対策内容には※印を付す)、来年度さらに詳細に調査したう
えで、「ハード対策編」をまとめる予定である。

（注）宿泊施設の感染防止ガイドライン：全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会（全旅連）、日本旅館
協会、全日本シティホテル連盟（JCHA）の３団体が連名で策定した「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」（2020.5.14発表）

※静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合では新型コロナ感染防止対策ガイドラインを作成し組合HP
「SafeStay」サイトにて静岡県内の宿泊施設の感染予防対策の取組み、お客様へのご協力のお願いな
どを掲載している。　http://shizuokayado.jp/safestay/
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　2020年の年頭から、新型コロナウイルス感染拡大により、宿泊施設においては、お客様のお迎え・
チェックインからチェックアウト・お見送りに至るまでの宿泊施設で過ごす各場面で「宿泊施設の感
染防止のガイドライン」にしたがって、従来実施していなかった様々な感染対策を実施している。
　それぞれの対策の実施に当たっては、各宿泊施設の規模や形態、お客様へのサービス提供の業態な
どに応じて、お客様のご理解とご協力を得ながら、従業員の負担にならないよう様々に工夫して消毒
や相互間距離の確保、従業員との接触の機会を減らすなどの感染対策の徹底に取組んでいる。
　本ガイドブックでは、実際に宿泊施設の現場で実施されている感染防止対策と実例はほとんど無い
が感染への対応事例について以下の４項目にまとめた。

　宿泊施設へのお客様の到着後、チェックインからチェックアウト・出発までの各場面における共通
した感染防止対策として、以下の７項目の対策がある。

（1）宿泊旅行前のお客様への積極的な広報と周知による協力要請　
（2）こまめな手指消毒
（3）お客様の体調管理
（4）相互距離の確保
（5）施設内の頻繁な消毒
（6）飛沫等の飛散防止
（7）従業員の健康管理

　いずれの場面でも、お客様のご協力が必須であることから、消毒器具等をお客様の目につく所に配
置したり、分かりやすいお願い文を添えるなどにより、お客様の自発的なご協力が得られるよう工夫
している。また、これらの対策の大前提として、（7）の従業員の健康管理がある。
　

※以下の掲載写真のうち、注書きのないものは、事務局が15施設を訪問調査した際に撮影したもの。
訪問15施設のホームページから引用させていただいたものものは、「施設HP」と表記した。

1

宿泊施設における感染防止対策（共通事項）1

【第１編】　宿泊施設における新型コロナウイルス対策等の取組み

〈取りまとめ項目〉
1　宿泊施設における感染防止対策（共通事項）

2　宿泊施設における各場面での感染防止対策

3　宿泊施設における衛生環境向上対策

4　宿泊施設における感染等への対応事例



　感染症対策については、宿泊施設で対策を徹底するだけではなく、宿泊するお客様がその対策を理
解して、実際に実行に移していただくことによって、はじめて実効性を持つこととなる。
　新型コロナ対策についての調査を進める中で、宿泊施設からは、「お客様が、宿泊施設を選ぶ際の
要素の一つに“感染症対策がしっかりと行われているかどうか”や“施設内で他の利用者との接触す
る機会が少ないこと”などがあると感じている。」との声が多数聞かれた。
　このため、宿泊施設においては、感染防止のガイドラインに沿って、お客様が、安心して宿泊する
施設を選んでいただけるよう、ホームページ上の予約サイトなどに「新型コロナウイルス対策」の項
目を設け、お客様の送迎から、チェックイン、ロビーや共有スペース、浴場の利用時、食事場所な
ど、それぞれの場面ごとに、宿泊施設が講じている対策内容を分かりやすいよう写真や図などで示す
とともに、お客様にも宿泊時の協力を呼び掛けている。

▶宿泊施設利用前については、宿泊旅行を予定しているお客様への“体調管理”と“体調がすぐれな
い場合には旅行を回避する”よう呼びかけている。

▶宿泊施設滞在中については、“施設利用時には検温”させていただくとともに、“健康状態の申
告”と“滞在中に心配な症状が出た場合にはお知らせいただく”ようにお願いするとともに、宿泊
施設に滞在中には、“マスクの着用”、“こまめな手洗い・手指消毒”、“相互距離の確保”を励
行していただくよう協力をお願いしている。

【ホームページへの掲載例：施設HP】
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（1）宿泊旅行前のお客様への積極的な広報と周知による協力要請

ご来館前のお客様へのお願い

検温の実施 

・ホテル入館時にご利用いただく皆様の検温を行っております 
37.5 度以上または平常時の体温を超えている場合は、お連れ様も含めご利用を
ご遠慮いただいております。ご出発前にもご自宅等での検温をお願いします。 
37～37.4 度のお客様にはご滞在中に定期的な検温の実施をお願いいたします。 

ご本人様確認の
実施 

・ご宿泊頂くすべてのお客様に、チェックイン時のご本人様確認を実施しておりま
す。 

消毒の実施 
・ホテル館内には各所に消毒液を配置しております。定期的な消毒をお願いしま
す。 

マスクの着用に
関して 

・ご滞在中は拡散防止の観点からマスクの着用をお願いします。 
ホテルでのご用意はございませんので、ご持参いただきます様にお願いします。 

体調不良の方へ
の対応 

ご滞在中に万が一、発熱等の体調不良者がいらした場合は、速やかに医療機関
および当該管轄保健所をご紹介いたします。 

上記にご協力いただけないお客様へのご宿泊をお断りさせていただく場合がございます。皆様のご理
解とご協力をお願いします。 

具体例



▶宿泊施設で実施している感染対策についてお客様にお知らせしている。

【宿泊施設の感染対策のお知らせ：施設HP】

▶玄関・入口をはじめ、フロント、ロビー、売店、共用トイレ、喫煙室、エレベーター前、食事場所
や大浴場入口、客室の入口と室内など、お客様がドアや取っ手、ボタン、スイッチに触れる場所な
ど館内の至る所に手指消毒液をセットすることで、お客様に抵抗なく手指の消毒をしていただいて
いる。

▶手押しポンプ式、足踏み方式でポンプを押すもの、赤外線センサーで感知して自動で消毒液を噴霧
するものなどがある。
（100室超の観光ホテルでは、館内至る所にアルコール消毒液を設置した結果、365本の設置となっ
た。）
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（2）こまめな手指消毒

【玄関先】 【フロント前】 【大浴場入口】

【小宴会場入口】 【ロビー】 【エレベーター前】



①施設に入館する際やチェックインの際にお客様の体温を計測
　入口付近やフロントに非接触検温器を設置し、お客様の検温を実施している。
　ハンディタイプの検温器が普及し、その後、自動で体温を計測できるタイプのサーモグラフィが
普及してきている。

②お客様に健康状態を申告していただく
　フロントでお客様の検温を実施するほ
か、より正確にお客様の健康状態を把握す
るため、発熱や自覚症状の有無について、
客室に「問診票」を備え、お客様に記載
していただくようにしている宿泊施設があ
る。
　フロントで用紙をお渡しする場合もある
が、客室に備えておいて、お客様の自発的
な記載を促す施設もある。

③体調悪化時の対応のお願い
　発熱や体調の異常時には、フロントや従
業員にお知らせくださるよう徹底してい
る。
　個々のお客様にお願いし、徹底する場合
もあるが、フロントでお渡しする「館内説
明書」や「問診票」の中に記載したり、客
室に目につくよう設置している。
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（3）お客様の体調管理

【　問　診　票　】の例

1. 来館日に検温していますか？ 

①  はい       ② いいえ 

※「はい」の場合は体温を記載してください 
℃ 

2. 現在、咳、鼻水、のどの痛みなどの症状があります
か？

① はい       ② いいえ 

3. 家族の方に、発熱及び上記２の症状がありますか？

① はい       ② いいえ

2021年  月   日 
御芳名（自署）
所属組織名
連絡先電話番号
メールアドレス

※ 発熱やご気分が悪くなられた場合には、速やか
にフロント(内線〇〇〇〇)までお知らせくださ
い。 

【事務局作成問診票例】

【検温器　ハンディタイプ】 【サーモグラフィ】



　立ち位置を“見える化”することにより、その都度説明することなく、お客様相互の距離を確保し
ていただくことができている。
▶密封空間となる“エレベーター”の使用についても、10人程度の定員でも半分以下の新定員を表示

し、エレベーターの箱内に立ち位置を表示することによって、お客様相互の距離を確保していただ
いている。

▶食事場所や大浴場では、使用しない席やテーブルを明示したり、椅子の数を減らすなどにより相互
の距離を確保する。

▶ロビーや食事場所でも、テーブルやソファー・椅子の間隔を空けるなど、一目見ただけで、お客様
が安心できる位の十分な間隔をとって配置している。
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（4）相互距離の確保

【フロント前】

【エレベーター定員の表示】

【使用しないテーブル表示や食事場所の椅子を減らす】

【ソファーを減らしたフロント前ロビー】

【箱内の立ち位置表示】

【ゆったりと距離をとったダイニング】

【大浴場の椅子を半分に】

【レストラン受付け】



　お客様の出入りが多い場所や頻繁に手を触れる調度・家具・備品などの消毒や滅菌をこまめに行
い、そのことをお客様にお知らせしている。

①客室の機器備品等の消毒
▶客室においては、通常の清掃のほか、テレビやエアコンのリモコン機器、ドアノブ、電話機など

の備品をアルコールなどにより除菌する。
▶お客様に安心して設備や備品を使っていただくため、消毒したことを、積極的に表示し、お知ら

せしている。

②共有部分での消毒
　不特定多数の人が頻繁に触れる共有部分にあるドアノブや手すり、テーブルなどのほか、エレ
ベーターボタンなどを定期的に消毒する。

③フロントでは筆記用具やルームキーの消毒、草履の消毒も
　フロントでは、お客様が使用した筆記用具やルームキーをその都度、殺菌している。
　「紫外線殺菌機器」（※：ハード対策。以下同じ）を利用して殺菌している施設もある。
　また、お客様が使用した下駄や草履も、使用後に消毒しており、紫外線滅菌装置を活用している
施設もある。
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（5）施設内の頻繁な消毒

【消毒臭が有ることのお知らせ】 【客室リモコンの消毒済表示】

【紫外線殺菌機を使用し、ルームキーや筆記用具のほか、下駄や草履の消毒も省力化】



④空気の滅菌、殺菌機器の設置（※）

　空気の滅菌、殺菌のため、フロントロビーや食事場所などの人が集まる場所にエアーバスターな
ど空気清浄機を設置している。客室数が多くない宿泊施設では、客室全てに設置している例もあ
る。

⑤抗ウイルス表面処理（※）
　100室超の観光ホテルでは、ＪＲ西日本が電車車両の抗菌処理に採用した床や壁の“抗ウイルス
表面処理”を実施した。
　全館の床や壁、テーブルを処理する場合には、多額の費用が必要となることから、費用と効果を
検討し、フロントカウンターやロビー、エレベーター内など、多くの人が行き交い多数の人が触れ
る場所に絞って抗ウイルス表面処理を実施することとした。
　処理を実施した場所には、“抗菌・消臭・抗ウイルス処理実施”との表示をすることで、「安心
して使用できる」と宿泊客には好評とのこと。
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【エアーバスター（左：ロビー　　中：客室　　右：ダイニング）】

【抗菌・消臭・抗ウイルス処理表示（左：フロント　中：ロビー　右：エレベーター）】

【光触媒空気清浄機（フロント）】



　ほぼすべての宿泊施設で飛沫等の飛散防止用のアクリルやビニールのシールドをフロントに設置し
ているほか、館内にある売店・レストランなどの受付や会計場所、さらには、食事場所での隣席との
間仕切りとして同様の対策をしている。

▶100室超の観光ホテルでは、従業員が毎日の健康管
理を確実に実施してもらうため、「チェックシー
ト」を作成し、自宅で毎日の検温結果や体調を記
入して、出勤時に再度検温してシートに記載する
よう義務付けている。

▶記載状況を職場責任者が確認してパソコンの共有
ファイルにある従業員一覧にチェック入力するこ
とで、管理者が全従業員の健康管理状況を見るこ
とができるようにしている。

▶従業員の手指洗いをルール化し、出勤時に洗うほ
か、１時間ごとに手指洗い、アルコール消毒を行
う決まりとしている施設もある。

▶勤務時間外や休日を含め、感染が著しい地域への旅行や、いわゆる「三密」が起こりやすく感染リ
スクの高い場所やイベント等に行くことを控えるなど、私生活においても、感染防止を従業員に徹
底している施設もある。
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（6）飛沫等の飛散防止

（7）従業員の健康管理

【アクリルシールド（フロント）】

【食事処での隣席との仕切り】【売店のシールド】

【事務局作チェックシート例】



　お客様が宿泊施設に到着する時から出発されるまでの各場面で、それぞれの状況を考慮した感染対
策が必要である。ここでは、次の場面ごとの対策について記載する。

（1）お客様の到着・出発時
（2）チェックイン・チェックアウト時
（3）大浴場使用時
（4）食事の提供・レストラン使用時
（5）エレベーター使用時・
（6）従業員の客室への出入り機会の削減
（7）良好な換気
（8）トイレ使用時

①専用バスによる送迎
　専用車による送迎では、利用されるお客様の人数や運行時間の長短など運行の状況に応じて車内
の座席の使用方法を決めるなど、感染対策を講じながら、お客様に安心して利用していただけるよ
う運行方法の効率化を工夫している。
▶200室超の観光ホテルでは、28人乗りマイクロバスを、当初、12人乗りで運用していたが、乗車

時間が10分程度、並んで座るのが家族か同一グループであることを考慮し、補助席を使わない20
席まで定員を増やして運用している。

▶150室超の観光ホテルの送迎バスは、ＪＲ駅前と宿泊施設を定期的に往復するため、複数のグ
ループや家族が乗車するので、“密”を避ける為、一列置きの座席利用とし、乗車定員を少な目
に設定するほか、窓を開けるなど換気に配慮し、飛沫の飛散防止のため、運転席と客席との間に
ビニールシートを張る対策を講じている。

▶100室超の観光ホテルでは、お客様から連絡をいただき、その都度、乗車場所と宿泊施設との間
を往復する「不定期運行」であり、同一の家族やグループによる利用に限られ、乗車時間も数分
のため、緩やかな決まりとしている。

▶お客様には、乗車時の検温とマスクの着用をお願いしている。
▶お客様の手が触れる取っ手やシートを中心に頻繁な消毒をしている。
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（1）お客様の到着・出発時

宿泊施設における各場面での感染防止対策2

【座席は一列置きに使用】 【運転席の後ろにはビニールシート】



②お客様の車の回送
▶200室超の観光ホテルでは、お客様が車で来られた場合、従業員がキーを預かり、駐車場まで回

送していたが、お客様の車に従業員が乗ることを控えるため、玄関で同乗者と荷物を降ろした後
に、お客様自身に駐車場まで運転していただき、ワゴン車などで駐車場から玄関まで送迎する方
式とした。

▶駐車しにくい場所や駐車場が分かりにくい場合、お客様の希望があった場合は、マスク、手袋を
した従業員が駐車場まで回送している施設もある。

③玄関先での汚れ落を徹底するマットの二重化
▶100室超のビジネスホテルでは、屋外の汚れや雑菌を含む土を屋内へ持ち込まないことが、感染

症防止の一つのポイントであることから、通常の玄関マットに加え、玄関マットを二枚配置する
ことで、お客様の下足とともに、キャリーバッグの車輪に付着した土や汚れを除去している。
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【玄関マット二枚で汚れ除去】



①チェックイン時
　チェックイン時の混在による“密”を避けるために次のような取組
みをして、必要な手続きを短時間で行いフロントの滞在時間を短縮し
ている。
▶検温と予約内容の確認は行うが、レストランの開始時間、大浴場の

時間・男女別など、館内施設の説明などはチラシを配布し、客室に
も設置している。

▶200室弱のシティホテルでは、客室ＴＶで館内案内を見られるようにしている。
▶200室超の観光ホテルでは、フロントの受付順番を待つ間に、館内の概要説明をビデオ画面で見

られるようにすることで、説明時間を短縮している。
▶カードによる事前決済や電子決済、自動チェックイン機器などの「省力化機器やシステム」（※）

の導入・活用によりフロントでの現金の受け渡しを省略している施設があり、お客様ご自身で予
約番号を入力することで、予約内容の確認ができ、フロントでは、客室の鍵を受け渡すだけとな
り、フロント前にとどまる時間を極力短くしている。（※）

▶自動チェックイン機でカードキーの発給ができる施設や、お客様のスマホに専用アプリを入れて
おくことにより、予約の確認後は、スマホがカードキー代わりとなる全国ホテルチェーンの直営
店もある。（※）

②チェックアウト時
　チェックアウト時の混雑をさけるために次のような取組みをし
ている。
▶200室超の観光ホテルでは、宿泊プランの中に、通常よりも１

時間早いチェックアウト時間で割安な宿泊プランを設けること
により、チェックアウト時間を分散している。

▶可能なお客様については、朝食後に精算していただくよう呼び
かけることにより、チェックアウト時間を短縮している施設が
ある。

▶200室弱のシティホテルでは、カードでの事前決済や自動チェックアウト機器(※)により現金の
受け渡しをしないことで所要時間を短縮している。

▶150室超ビジネスホテルでは、精算がない場合回収ボック
スへルームキーを投入することで、“１秒で出発”と短
時間でのチェックアウトをアピールしている。
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（2）チェックイン・チェックアウト時

【ビデオで館内施設等の説明】

【フロントでの手続き風景】

【自動手続き機】 【簡単さをアピール】



　大浴場での“密”を避けるため、次のような対策を講じている。

①他のグループとの混在の回避
　規模の小さな宿泊施設では、利用者自身に風呂の使用中の札を掲げて頂いたり、チェックイン時
に使用時間を予約していただくなどの工夫をして他の宿泊客との混在を回避している。

②利用人数の集中による混雑の回避
　規模の大きな施設では、チェックイン時に混雑する時間帯をあらかじめお知らせしたり、リアル
タイムで混雑度合いをお知らせするなど、その都度お客様からの問合わせへの対応が必要ないよう
省力化している。
▶大浴場の入口に、よく見えるように、実際の混雑状況を表示する。
▶200室超の観光ホテルでは、お客様がスマホでＱＲコードを読み込むことで、大浴場等の混雑状

況を、ほぼリアルタイムで知ることができるシステム（※）を導入している。
▶200室弱のシティホテルでは、大浴場の入口にセンサーを取り付け、リアルタイム・自動で大浴

場の混雑状況を客室のＴＶ画面を通じてお知らせするシステム（※）を採用している。
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（3）大浴場使用時

【大浴場入口の表示】 【混雑はスマホで】 【混雑はTV画面から】

【風呂使用中の表示】



③利用定員の見える化と相互距離の確保
▶50室超のリゾートホテルでは、大浴場の入口に人数分の履物の置き場所を表示したり使用可能な

ロッカーや貴重品ロッカーの数を減らすなどして利用定員を“見える化”することにより、一度
に利用する人数をお客様に判断していただくこととしている。 

▶脱衣所の脱衣棚や篭の使用を半分に制限したり、浴場内の洗い場では椅子を外したり、蛇口に一
つ置きに“使用不可”と表示するなど、お客様がその場で気づき使用しないように“見える化”
している。

④パウダールームや洗面所の使用箇所の限定
▶200室弱のシティホテルでは、大浴場では、髪を乾かすドレスエリアのドライヤーを撤去し、お

部屋でのドライヤー使用をお願いしている。

▶サウナは、十分な相互距離が取れる施設では、定員を1/3や1/4に減らして、定期的に換気を実施
している。それができない施設では使用を中止している。

▶150室超の観光ホテルでは、日帰り入浴施設にも入場制限や利用制限を実施しており、サウナや
岩盤浴などは一度の利用人数を制限している。
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【下足位置の表示】

【籠を減らした脱衣場所】

【ドライヤー撤去　客室利用のお願い】

【椅子を無くし、張り紙をした洗い場】

【使用不可表示】

【サウナ施設の使用中止】



　宿泊するお客様にとって、宿泊施設の食事は、大きな楽しみの一つであり、宿泊施設では、徹底し
た感染対策を講じながら、お客様のニーズに沿うよう食事を提供する工夫をしている。
　食事に関連した感染の可能性を小さくするため、以下の対策を講じている。

①同時に利用する人数を減らし、お客様相互の“密”を少なくする
　一定の時間内に、お客様が食事場所を利用する施設では、混雑状況を事前にお知らせするなどの
対策を講じることにより食事場所の混雑解消と“密”の回避を図り、お客様が安心して利用できる
ように配慮している。
▶チェックイン時に夕食開始時間の予約を取ることで混在を振分ける。
▶食事処の入口・受付けに混雑状況を表示し、混雑度合いの情報を提供している。
▶お客様のスマートフォンや客室のテレビからリアルタイムの混雑状況をお知らせしている（※）
▶100室超の観光ホテルでは、食事開始時間を１部制から２部制として食事場所を同時に利用する

お客様の人数を減らしている。

②食事場所を利用する人数全体を減らす
　食事場所を使用するお客様の全体数を減らすことで、お客様相互の距離が確保できる対策が取れ
るよう、次のような対策に取組んでいる施設もある。
▶150室超の観光ホテルでは、食事場所の混雑回避のため、二食付きプランの宿泊予約数の上限を

７～８割に抑えることとしたほか、“素泊まりプラン”を作成し、地域の飲食店利用を促すこと
で、食事場所の混雑を回避するとともに、グルメ志向の“アクティブシニア”のニーズに応える
こととした。

▶100室超のビジネスホテルでは、朝食は、食堂のテーブルを間引いて、距離を確保したほか、客
室へ持ち帰って食事をすることも良いとした。
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（4）食事の提供・レストラン使用時

【入口での混雑度合い表示】 【スマホでお知らせ】 【客室ＴＶ画面に表示】



③お客様相互の距離の確保や飛沫を防止
　食事時には、お客様相互の距離を確保し、飛沫等を防止する必要があることから、次のような対
策を講じている。
▶使用するテーブルや席を一つ置きとして制限したり、同じ向きに座ることで、同じグループや家

族であっても相互の距離を確保する。
▶隣や前の席との間に仕切りのアクリルボードを設置する。

④料理の提供方法で感染を防止
　料理提供の際には、飛沫等の防止対策を講じる必要があり、お客様の協力が必須であることか
ら、全員がその場で気づき、正しい行動ができるように感染防止資器材を配置し、分かりやすい説
明を添えるなどの工夫が必要である。
▶100室超の観光のホテルでは、飛沫を防止するため、バイキング用の料理全てに、アクリルカ

バーをかぶせ、お客様にはマスクの着用と使い捨て手袋の徹底をお願いし、専用のトングで料理
を盛り付けていただくようにしている。

▶ビュッフェ方式での食事提供は、お客様による取り分けをやめ、一皿ごとの小分け盛りでの料理
提供をしている。

▶50室超のビジネスホテルでは、小皿に盛り付けて出すことで、ビュッフェ方式による“食べたい
だけ食べる”というお客様のニーズに応えるとともに、大皿盛りでの提供と比較し、原材料の効
率化と食品ロスの削減となっている。
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【椅子を間引いた小宴会場】

【アクリルカバーを全ての料理に設置】

【椅子は同じ向きに座る】

【使い捨て手袋の設置】

【アクリルボードと空席表示】

【小皿への小盛で料理を提供：施設HP】



⑤従業員とお客様が接する機会を減らす
　料理は一品ずつ出し、説明を行っていたが、次のような対応で従業員がお客様と接する機会を減
らすことで、従業員の省力化にもつながった。
▶小規模な割烹旅館では、２つのお膳に全ての料理を載せて出すことで、料理を出す回数を２回に

して従業員とお客様の接する機会を減らした。
▶別の小規模な割烹旅館でも、和食の部屋出しで、一品ずつ出していた料理を、まとめて出すよう

にするとともに、ご飯とお茶は、お客様自身にやっていただくようお願いし、部屋に立ち入る回
数を減らした。

▶100室超の観光ホテルでは、詳細なお品書きを用意することで、お客様と従業員との会話を減ら
すよう工夫した。
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【お膳２つで全料理を提供】



①使用時の“密”の回避
　エレベータ―の使用に際しては、“密閉空間”であることから、特に“密”を回避するため、次
のような対策を取っている。
▶エレベーター脇に「感染防止のため定員の人数制限」を表示（４～５人）することで、お客様が

“密”を避ける行動をしていただくようにしている。
▶エレベーターの箱内に立ち位置を表示する。
▶このような注意喚起により、お客様は、次のエレベーターを待って家族やグループ単位で一台を

利用するようになっている。

②エレベーターのボタンを安心して押すための工夫
　不特定多数の人が触れているエレベーターのボタンを指で押すことに抵抗があり、部屋のキーな
どでボタンを押す行為が見られ、強弱はあるものの、多くの人がボタンによる“感染の不安”を感
じていると思われる。
▶200室超の観光ホテルでは、“ボタン押し棒”の「綿棒」をエレベーター内に置いたところ、お

客様がＳＮＳで拡散したことで、ローカルＴＶのトピックスで取り上げられ、話題となった。
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（5）エレベーター使用時

【エレベーターの定員表示等】

【ボタン押し用の綿棒と使用後の廃棄箱】



　和風の宿泊施設においては、従来から、お客様を客室へご案内した後に、お茶をお出しし、館内施
設の利用方法の説明や夕食時間、浴衣サイズの確認を行うとともに、お客様の食事時に布団を敷くこ
となどが慣例として行われてきたが、新型コロナウイルスへの感染防止対策の中で、お客様と従業員
が接する機会を減らすために、従来と違った方法での対応がなされるようになってきている。

①部屋への案内をやめる
▶お客様を従業員がお部屋までご案内するのをやめ、代わりに分かりやすい館内説明書をフロント

で渡すほか、客室へ置いている。不明箇所については、内線電話でお問い合わせいただくように
している。

▶200室弱のシティホテルでは、ペーパレスを図り、テレビ画面から館内の施設や利用時間帯や混
雑状況が分かるシステム（※）を導入している。

②客室の布団敷をお客さま到着前に
▶20室弱の和風旅館では、お客様が夕食で部屋を離れているときに、従業員が客室へ立ち入り、布

団を敷いていたが、感染防止の観点から、従業員による立入りを減らすため、予約を伺う際に、
「チェックイン前にあらかじめ布団を敷いて置くかどうか」についてお客様の意向打診をするこ
ととした。
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（6）従業員の客室への出入り機会の削減

【客室の「館内案内」】 【客室の「マスク着用」のお願い】

【布団敷はお客様の意向で：施設㏋】



③浴衣の各種サイズを置いておく
▶客室には標準サイズの浴衣を置いて、お客様からの要望に応じて、取り換えるという方式が一般

的であったが、100室超の観光ホテルでは、5種サイズの浴衣をあらかじめ部屋に用意し、お客様
に選んでいただくことで、従業員がお客様と接する時間を減らした。

④呈茶をやめてフリードリンクコーナーを設置
▶お客様への部屋での呈茶をやめた施設が多数ある。
▶100室超の観光ホテルでは、呈茶に代えてロビーにセルフ・サービス方式の「フリードリンク

コーナー」を設置したことで、お客様には好きな飲み物を飲んでいただくことでサービスの向上
となった。
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【客室に５種サイズの浴衣を置く】



　宿泊施設にあっては、感染防止のため、以下のような換気対策に努めている。

▶20室弱の和風旅館では、季節にかかわらず客室の換気扇を常時ＯＮとして、換気に努めるようお
客様に注意喚起をしている。

▶夏場や秋には、来客前には、客室の窓は網戸にして換気を優先し、部屋のエアコンの入れ切りと
温度設定は、お客様の操作にお任せすることをご案内している。

▶小規模な割烹旅館では、人が集まる場所には、天井ファンを設置して換気をアピールしている。
▶50室超のリゾートホテルでもお客様が集まるレストランの換気のため新たに業務用換気扇を設置

した。
▶小規模な割烹旅館では、通路となっている廊下の窓やサッシに、換気に配慮して網戸を整備し

た。

▶感染防止のため、トイレ使用後時には、飛沫の飛散を防止するため、便器のふたを閉めてから水
を流すことが有効である。

▶100室超のビジネスホテルでは、共用場所のみならず、客室のトイレについても、お客様の行動
を促すため、トイレの壁と便器のふたに注意書きをしている。

▶トイレには、お客様の判断で使っていただくよう、消毒液や除菌シート、使い捨ての便座シート
などを配置している。
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（7）良好な換気

（8）トイレ使用時

【ふたをして水を流すよう注意を促す】　　

【ロビーの天井ファン】【食堂の業務用ファン】



　新型コロナウイルス感染症対策のほか、衛生環境向上に取組む中での生産性の向上策については、
以下のものがある。

（1）マニュアルの作成と手順の見える化、従業員研修
（2）アメニティグッズの種類や個数はお客様が選択
（3）掃除の品質管理と省力化
（4）従業員の健康管理（1(7)と重複）

　アンケート調査の結果、衛生環境向上対策については、フロント・玄関をはじめ、客室、浴室・脱
衣所、トイレ、食事施設、換気・空調、洗濯室、売店などの施設全般にわたり、「マニュアルの作
成」「手順の見える化」「従業員研修」を実施しているとの回答数がいずれも上位３位を占めてい
る。
　このことから、標準的な業務の手順や判断基準を決め、それを従業員が身につけ、日々実践するこ
とにより、施設の掃除や客室メーキングなど、衛生環境の維持向上に必要な基本的な事項を着実に実
施することにより、宿泊施設のおもてなし水準を維持・確保できるよう、数多くの宿泊施設が取組ん
でいることがわかる。

▶10数室の和風旅館では、宿泊施設に対してお客様が抱いている“清潔感”を大事にするため、
「掃除のマニュアル」と「接客のマニュアル」を作成し、従業員個人に手渡している。長い期間
仕事に従事している従業員が多いが、時に見落としがちなポイントや気づかずに行き過ぎてしま
いがちな個所を再確認してもらい、確実に実施してもらうようにしている。

　アメニティグッズについては、お客様の嗜好やライフスタイルにより、「シェーバー」や「歯ブラ
シ」、「シャンプー」を持参されるお客様もいることから、次のような対策をしている施設がある。

▶50室超のビジネスホテルでは、フロント脇にアメニティコー
ナーを設け、必要なものをお客様に持参していただくこと
で、部屋ごとの数量のチェックや補給業務を省力化してい
る。
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（1）マニュアルの作成と手順の見える化、従業員研修

（2）アメニィティグッズの種類や個数はお客様が選択

宿泊施設における衛生環境向上対策3

【アメニティグッズコーナー】



①マニュアルによる掃除の品質管理（3-（1）と重複）
▶10数室の和風旅館では、宿泊施設の清潔イメージを保持するため、「掃除マニュアル」を作成、

経験のある従業員がついつい見落としがちなポイントをフォローしている。

②自動洗浄トイレの設置（※）
▶小規模な割烹旅館では、お客様が使用する共用トイレ３か所を、使用後にその都度洗剤を流して

自動的に洗浄する方式のトイレに変えることで、掃除の手間を省いた。

　宿泊施設においては、今回のコロナウイルス感染症の感染拡大の有無にかかわらず、お客様と接す
る仕事であるため、日頃から従業員の体調管理を確実に励行できる体制づくりを進めている。

▶100室超の観光ホテルでは、毎日の健康管理を確実に実施してもらうため、「チェックシート」
に自宅での検温結果や体調を記入し、出勤時に再度検温してシートに記載するよう従業員に義務
付けている。

▶記載状況を職場責任者が確認してパソコンの共有ファイルにある従業員一覧にチェック入力する
ことで、管理者が全従業員分の健康管理の状況を見ることができるようにしている。

▶従業員は、出勤時のほか、１時間ごとに手指洗いとアルコール消毒を行うことを決まりとしてい
る。

▶従業員用出入口にビデオカメラを設置
し、“決められた手順と時間を守った
丁寧な手洗い”ができているかどうか
をモニターで確認している。

▶勤務時間外や休日を含め、感染が著し
い地域への旅行や、いわゆる「三密」
が起こりやすく感染リスクの高い場所
やイベント等に行くことを控えるな
ど、私生活においても、感染防止を従
業員に徹底している。
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（3）掃除の品質管理と省力化

（4）従業員の健康体調管理（1-（7）と重複）

【事務局作チェックシート例】



　県内のシティホテルにおいて、2020年秋に従業員が新型コロナウイルスに感染した。休み期間中に
発症し、本人から発熱の連絡があったため、出勤停止とし、保健所に連絡を取り、その指示にした
がった。
　この従業員は、直接お客様と接する仕事ではなく、バックヤードの仕事をしており、発熱してから
自宅療養用していた。
保健所の判断では、「他の従業員への感染の心配はなく、濃厚接触者はいない。」とのことであっ
た。同ホテルでは以下の対応を取った。

▶ホームページ上で従業員の感染の事実と保健所の指示に従って対応したことを公表した。
▶宿泊や利用予約の入っていたお客様全員に直接連絡を取り、従業員の感染の事実をお伝えすると

ともに、利用するかどうか判断をしていただくようにお願いした。
▶従業員の感染の事実について大書きしてフロント脇に掲示し、宿泊のお客様や施設利用者にお知

らせした。

　このような対応を図った結果、

▶宿泊者については、ほとんどキャンセルはなく、２週間後の30名程度の団体バスツアーも予定
通り実施されるなど、影響は軽微であった。

▶会議室等の施設利用やレストランなどの利用についても影響は殆どなかった。

▶約180室のビジネスホテルでは、夏場に施設を利用したお客様にフロントで非接触検温計を額に
近づけて検温したところ、３７度を超えていた。しばらくロビーで休憩していただき、再度計測
したところ、平熱となったため、通常通りのチェックイン手続きを行った。滞在中、体調の異変
はなかった。高熱の原因は、夏の外気温が高かったためと思われる。

▶20室弱の和風旅館では、宿泊するお客様の体温をフロントで検温したところ、３７度を超えてい
たため、何度か測りなおしたが、下がらなかったため、保健所へ電話して指示を仰いだところ、
「脇に挟む体温計での正確な体温計測」を指示され実行したところ、平熱であった。その旨、保
健所へ報告し、通常の対応について了解を得た。
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（1）従業員が感染した例

（2）お客様の検温で37度超を記録した例

宿泊施設における感染等への対応事例4



　宿泊業においては、固定費の割合が大きく、常に「生産性の向上」が求められている。これに加
え、2020年初頭からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、感染対策を確実に実施するため
の業務の発生と宿泊客が大きく落ち込んだことから、経費の削減をはじめ、効率化、サービスの向上
など更なる生産性の向上が求められている。
　コロナ禍が業務の有り方をゼロベースで見直すきっかけとなった宿泊施設もある。
　今回は、ソフト対策を中心にまとめ、ハード面の取組みについては、（※）印を付して概要を紹介す
るにとどめ、詳細については来年度、【ハード対策編】としてまとめる予定である。

　　　　　　　　  　注）５S活動

【第２編】　宿泊施設における生産性向上の取組み

〈取りまとめ項目〉
1　新型コロナ対策等における生産性の向上

2　効率化・省力化による生産性の向上

3　お客様情報の共有による生産性の向上

4　選択肢の多様な新しいサービスの提案と実施

5　ターゲットの絞り込みによる需要の確保

6　整理整頓などの５S（注）活動による生産性の向上

7　専門組織による業務改善と生産性の向上

8　社員への報奨制度で業務改善を推進

9　システムの導入・ICTの活用による生産性の向上（※）
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整 理
SEIRI

SETON

SEISOU

SEIKETU

SITUKE

●いらないものを捨てる

整 頓 ●決められた場所に置き、
　いつでも取り出せる状況にする

清 掃 ●常に掃除をして、清潔に保つ

清 潔 ●整理、整頓、清掃を維持する

しつけ ●ルール・手順を正しく守る習慣をつける

5S活動5S活動



　宿泊施設における新型コロナウイルス感染症対策の実施・徹底は、お客様に安心して宿泊していた
だく為に必要不可欠の対策である。
　感染対策の実施により、従来にはなかった新たな業務が必要となっていることから、それぞれの宿
泊施設においては、できるだけ、従業員の負担にならない方法を工夫しながら取り組んでいる。
　ここでは、以下の４項目から感染対策における生産性向上の取組みをまとめる。

（１）お客様への周知と協力要請による省力化
（２）情報提供方法の工夫(見える化・配置の工夫・事前把握)による省力化
（３）業務やサービス内容の見直しによる省力化
（４）機器の活用による省力化（※）

　新型コロナ対策については、宿泊施設で必要な資器材を用意し、消毒や相互距離の確保、“密状
態”の回避などの対策を徹底しているが、これらの対策については、お客様の理解と協力が不可欠な
要素であり、様々な対策が有効となるかどうかは、お客様の協力次第である
　お客様が宿泊施設において感染防止の協力を求められた場合には、ほとんどの方がご協力していた
だけると思われるが、事前にお客様に「宿泊施設において感染対策が行われていること」や「宿泊客
にも協力が求められていること」との意識が多少でも有る場合とそうでない場合とでは、宿泊施設の
現場で、感染対策に沿った行動をスムーズにしていただけるかどうかに大きな差が生じるものと思わ
れる。
　お客様が宿泊施設で、ポスターや看板、飛散防止のアクリル板や立ち位置表示、消毒液や検温装置
などを目にしたときに、その都度、従業員がお声掛けしたり注意を喚起することなく、お客様の自発
的な協力でスムーズに対応していただくことができれば、従業員の負担軽減・省力化が図られる。
　「宿泊施設の感染対策」について、事前にお客様の目に触れるように周知を図ることが重要であ
る。

▶お客様は、宿泊施設を選択し決定する段階で、宿泊施設のHPを閲覧する機会があることから、
HP上に宿泊施設の感染対策の取組みを掲載することで、「自分が利用する宿泊施設において
は、いろいろな新型コロナウイルス感染症対策が行われている」という認識をお客様に持ってい
ただけるものと期待される。

▶予約サイトのあるホームページには、簡単でも良いから「①宿泊施設における感染対策の取組
み」と併せて、「②体調が不調の場合には旅行を控えること」や「③施設内での感染防止対策へ
の協力」など“お客さまへお願いしたいこと”についても、掲載する必要がある。
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新型コロナ対策等における生産性の向上（個別内容は、第1編1、2と重複）1

（1）お客様への周知と協力要請による省力化



▶こうすることで、実際に宿泊施設に到着し、入口・玄関に立った時に、その場で「宿泊施設にお
ける感染防止対策」の看板やポスター、消毒機材を目にすることによって、「感染対策において
宿泊客の協力が求められている」との意識を呼び起こすことが期待でき、感染症対策に関する業
務の省力化が図られる。

　お客様の協力を得て実施する感染防止対策については、
　「消毒の徹底」「密を避ける」「相互の距離を確保する」「換気に気配りする」「マスクの着用に
心がける」などの対策があるが、これらを確実に実行するためには、お客様へ事前に周知するととも
に、お客様の協力を頂く現場に、お客様の気づきを促すため、看板やポスターを気づきやすい場所に
貼るなど“見える化”することが効果的である。
　消毒液など感染防止に必要な器具や消耗品を、お客様の目につきやすい場所や通り道に配置するな
どレイアウトを工夫することによって、従業員が、その都度、注意喚起することなく、求められてい
る行動をお客様が自発的にしていただくことができることで、業務の省力化が図られる。
　また、予約時やチェックイン時に、お客様に“接触”や“密”を避ける対応方法についての情報を
提供し、施設利用の時間予約を頂くことにより、従業員の省力化や負担軽減が図られる。

①見える化による省力化
▶ほとんどの宿泊施設で、お客様が多数往来するロビーやフロント、食事場所や大浴場の入口など

に、看板やポスターでマスク着用、相互距離の確保、手指消毒、“密”の回避などの感染防止対
策について注意喚起と協力を要請するポスターや看板を掲示することにより、お客様のご協力を
得られ、従業員の省力化となっている。

▶「感染症対策に取組んでいること」をポスターや注意書きで玄関先やフロントでお知らせするほ
か、ロビーや喫茶コーナー、レストラン、大浴場など人が集まる施設の入口に表示し、エレベー
ターや喫煙室、サウナ施設などの密閉空間の入口には「密にならない定員や利用人数」などを表
示している。

26

（2）情報提供方法の工夫（見える化・配置の工夫・事前把握）による省力化

【ロビーのお客様案内】 【レストラン受付の案内】 【エレベーター利用定員表示】



▶200室超の観光のホテルでは、短いビデオ映像を作成し、宿泊施設の取組み内容を周知してい
る。

▶「宿泊施設の感染予防対策への取組み内容」のチラシや冊子を作成し客室に配置している。
▶立ち位置や、レストランでの座席、大浴場の脱衣所や洗い場での使用場所の限定・明示により、

お客様の“気づき”を促し、相互距離の確保をしていただくことで、従業員による注意喚起の省
力化となっている。(お客様のスマホや客室のＴＶから混雑状況をリアルタイムでお知らせして
いる施設もある。)

▶レストランや大浴場などの混雑状況については、多くの施設で、利用場所に大きく明示すること
で、お客様への周知を図り、問い合わせへの応対を省力化できている。

▶お客様のマスク着用を徹底するために、「マスク着用のお願い」を掲示するとともに、部屋に忘
れてきたお客様のために、フロントやレストラン入口にも「マスク有ります」の表示をしてい
る。

②感染対策器具などの配置の工夫による省力化
▶共有施設やエレベーターの入口などに、消毒液などを配置する場合、お客様が遠回りや逆戻りせ

ずに器具を使うことができるように、お客様の“通り道”や“導線”に配慮して設置している。
▶取っ手やドアノブ、蛇口、エレベーターボタンなど多数のお客様が利用する場所や、多数の人が

触れる器具やボタンなどの場合には、それに触れる前後に消毒液を利用できるよう、その場に設
置している。

▶また、お客様の判断で頻繁な手指消毒ができるよう客室にも消毒液を設置している。
▶レストランでの使い捨てビニール手袋は、レストランの入り口ではなく、料理が配置されている

場所（＝ビニル手袋を使う場所）に置いている。
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【施設の取組ちらし】 【施設の取組冊子】 【フロント横のビデオで説明】



③事前把握による省力化
▶20室弱の和風旅館では、お客様からの予約時に、部屋の布団を予め敷いて置くかどうかご希望を

伺うことで、掃除終了後など宿泊施設の都合の良い時間に布団敷の作業ができることで従業員の
省力化となっている。

▶チェックイン時に、館内の案内の中で、レストランや大浴場の混雑時間帯を記載し予めお知らせ
することで、お客様の判断で“密状態”を回避していただくようにしている施設や、夕食の開始
時間を予約していただくことで、混雑を避け、従業員の負担を軽減している施設もある。

①お客様と従業員との接触を避ける感染症対策で省力化
▶お客様の客室への案内と説明を省略し、簡単な施設案内を配布することに代えたことで、従業員

の省力化となった。
▶100室超の観光ホテルでは、客室での呈茶をやめてロビーでのフリードリンク方式としたこと

で、省力化とサービス向上にもつながった。
▶小規模な割烹旅館では、一品づつ出していた料理を数品まとめてお膳で提供するよう食事の出し

方を変えたことにより省力化となった。
▶100室超の観光ホテルでは、個々の料理についての詳細なお品書きを作成することで、従業員に

よる「料理の説明」を省略でき省力化となった。
▶100室超の観光ホテルでは、客室に様々な浴衣のサイズを予め置いておき、お客様にサイズを選

んでいただくことで、従業員の省力化となった。

②サービスの提供方法を変えることで省力化
▶100室超の観光ホテルでは、レストランを利用するお客様の密をさけるため、一部制だった夕食

時間を二部制にしたことで、レストラン担当従業員の労働生産性が大きく上がった。
▶100室超の観光ホテルでは、夕食の部屋出しをレストランでの提供方式に改めることにより、従

業員の労働生産性が向上した。
▶50室超のビジネスホテルでは、バイキング方式の中で、小皿で料理を提供することで、原材料の

効率化と食品ロスの削減となった。
▶20室弱の和風旅館では、客室の換気に配慮して、お客様到着時まで客室の窓は網戸にし、換気扇

を付けておき、エアコンの稼働はお客様にお任せすることとして、従業員の省力化と省エネにも
つながった。
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（3）業務やサービス内容の見直しによる省力化



①消毒等の省力化（※）
▶感染対策を確実に実施するうえで、多くの人が手にする機器や備品については、その都度、消毒

する必要がある。
▶従業員の負担を軽減するため、省力化機器を使っている宿泊施設があり、200室超の観光ホテル

では、お客様が使った筆記用具やルームキーを殺菌するためフロントで紫外線殺菌機を活用して
いる。

▶20室超の和風旅館では、ルームキーの殺菌機のほか、下駄や草履の殺菌のため、ハンディタイプ
の紫外線殺菌機を活用している。

▶人が多く集まるロビーや共有スペースの空気の滅菌・殺菌機器を活用している。

②フロント業務の省力化（※）
▶200室弱のシティホテルでは、自動チェックイン機を置いて、チェックインの省力化を図ってい

る。

③混雑などの情報周知の省力化（※）
▶200室超の観光ホテルでは、スマートフォンを活用して（QRコード読み込み）レストランや大浴

場の混雑状況をリアルタイムで提供している。
▶200室弱のシティホテルでは、客室のＴＶからレストランや大浴場混雑雑状況をリアルタイムで

提供、館内案内や宿泊約款も見ることができるシステムを導入している。

④掃除業務の省力化（※）
▶小規模な割烹旅館では、自動洗浄トイレを設置し、掃除業務の省力化を図っている。
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（4）機器の活用による省力化（※）



▶100室超の観光ホテルでは、人材派遣を受けて繁忙期を乗り切っていたが、コロナ禍による業績
悪化にともない、「正規社員だけによる営業継続」を方針とし、一人が何役かをこなすことで、
正規社員の雇用を継続することとした。併せて、“中抜け勤務体制（たすき掛け勤務）”から、
早出・通常・遅出のシフト制に変更することによって、労働環境を向上させた。　

▶200室超の観光ホテルでも、正規社員の中抜け勤務体制を早出・遅出の交代制シフト勤務とする
ため、マルチタスクで、様々な仕事のできる従業員を育てていく方針としている。

▶50室超のリゾートホテルにおいても「一人三役のマルチタスクが基本」としている。

▶法事など昼の会食と宿泊で成り立つ客室４室の割烹旅館では、従来の従業員規模を維持するため
には、売り上げを伸ばす必要があり、客室を増築し宿泊客の拡大を考えていたが、コロナ禍によ
り利用客の大きな増加は見込めないという事情も考慮して発想を転換し、人件費など固定費の見
直し行うとともに、「専門職であっても、色々な業務を複数こなす」ことを前提として、今後の
営業の方針と規模を検討した結果、夫婦のほか１～２名の手伝いがあれば十分に宿泊や料理の提
供が出来ると考え、客室を増設することなく営業を続けることとした。

▶４室の客室をフル稼働する場合には、夫婦に加えて、複数名の従業員が必要となるが、２室だけ
の稼働であれば、夫婦のほか１名の手伝いがあれば十分に営業を続けられると判断し、発熱患者
が出た場合の予備の部屋も確保できることから、「１日２組限定の宿泊」との方針とした。

▶100室超の観光ホテルにおいては、お客様の宿泊が多い金曜日から月曜午前までは、通常通り営
業し、コロナ禍の影響で、お客様が極端に少ない火曜日から木曜日までを全館休館にして、週休
３日制とした。

▶小規模な割烹旅館においても、宿泊客が週末に集中し、法事や昼食も土日に、夜の宴席も週の後
半に集中することから、予約の少ない日曜日の夕方から月・火曜日を週休日にした。
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（1）業務の内製化とマルチタスク化による人的資源の効率化

（2）今後のあるべき方向を考慮した固定費の抜本的な見直し

（3）週休日の設置による労働環境の向上

効率化・省力化による生産性の向上2



①夕食の料理や飲み物メニューの種類・等級の見直しによる効率化
▶100室超の観光ホテルでは、料理メニューや酒類の品数などについては、リピーターのお客様の

ご要望等を反映して種類を増やし、料理については14等級となっていた。
▶コロナ禍の休業期間中に、料理関係者がゼロベースで等級を再

検討した結果、5段階有れば、お客様のご要望にお応えできると
判断した。これにより、食材の仕入れ業務の簡素化とムダの削
減ができた。また、料理の種類が縮小したことで、夕食専門ス
タッフ以外でもでも調理のサポートがしやすくなった。

▶酒類やソフトドリンクについても、数多くの種類や銘柄があっ
たが、標準的なものを揃えることで、仕入れの簡素化とムダを
削減できた。

②食事の提供方式を大幅に改善して生産性が向上
▶100室超の観光ホテルでは、コロナ禍を切っ掛けに、従来、部屋出しをしていた夕食をレストラ

ン食に変えた。お客様の十分な相互距離を確保するため、団体客が無く使わなくなった大宴会場
を食事場所としたほか、小宴会場や宴会場は小さく区切って、家族用の個室とし、椅子を間引い
て距離を確保した。

▶さらに、18時から19時の間でお客様による時間選択制だった食事開始時間を、17時30分開始と19
時15分開始の二部制とすることで、レストランのテーブルを一つ置きに使うことができ、お客様
の相互距離の確保ができることとなった。また、これにより、レストラン担当者の労働生産性が
大幅（倍近く）にアップした。
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（4）提供するサービス内容の見直しによる生産性の向上

【地場食材のメニュー：施設HP】

【椅子を間引いて配席】



　お客様へのおもてなしは、適時・適切なサービスの提供が大きな要素となっているため、お客様が
宿泊施設に滞在されている時のお客様の情報をリアルタイムで共有することで、おもてなしの質が、
さらに向上することが期待されている。

▶20室超の和風旅館では、従業員全員がインカムを持つことにより、お客様の到着から出発までの
リアルタイムの情報共有化を図ることとした。

▶料理の進行状況が共有できることで、調理時間を含めて、料理をお出しするタイミングや客室に
布団を敷くタイミングが分かるとともに、大浴場の掃除をお客様の食事中の早い時間にできるな
ど、従業員の効率的な働き方に大いに役立っている。

▶お客様のチェックアウトのタイミングについても、リアルタイムで情報が得られることから、顔
なじみのお客様へのご挨拶や見送りが、別仕事の途中で、手を休めて駆けつけることができるな
ど、おもてなしの向上につながっている。

（注）インカム：スタッフへの一斉指令が必要な業務で使用されるヘッドホンが付いてハンズフリーで使用で
きるトランシーバーで「インターコミュニケーション」の日本式省略形。

　宿泊施設においては、リピーターのお客様については、食事提供の際のアレルギーなどの注意事項
や家族情報はお客様情報として把握し、利用実績などを把握し、時候の挨拶手紙やお客様優待券をお
送りするなど、日常的にご案内を差し上げるなどの対応をしている。

▶20室超の和風旅館では、お客様情報として、車のナンバーを把握しており、お客様の車が見えた
段階で、どのお客様が到着したのかが分かるので、顔なじみの従業員がお迎えするなど、おもて
なしの向上につなげている。把握したナンバーと違う車の場合には、「お車を変えられました
か？」という会話でお客様に喜んでいただき、リピーターの維持・確保につながっている。

▶顧客管理は、1回でも予約をいただいたことのあるお客様について、「超常連」「常連」「季節
常連」に仕分けて管理しており、超常連のお客様からの電話には、お客様と仲の良い従業員が応
じることとしている。
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（1）インカム（注）の導入（※）で従業員の効率的な行動が実現

（2）お客様情報の活用でリピーターの維持・確保

お客様情報の共有による生産性の向上3

【お客様の到着】



　コロナ禍がきっかけとなって、“密”を回避するための宿泊プランや旅行形態の大きな変化による
新しい宿泊プランとして、地域の魅力と結合した“近場旅行”プラン、リモートでの仕事場所や“生
活形態の変化によるストレス”を解消する場など、さまざまな要素と結び付くことによって、これま
でになかった新しい宿泊施設のサービスが提案され、実施されている。

▶100室超の観光ホテルでは、食事会場のお客様利用人数を抑えると同時に、客室稼働率を向上さ
せるため「素泊まり」プランを設けることとした。

▶これにより、“アクティブシニア”の「地域のグルメ食べ歩き」のような観光客の受け皿として
の役割も期待できる。

▶素泊まりのお客様の館内や客室で食べたいというニーズに応え、テイクアウトメニューを作り、
レストランメニューとともに客室で利用を紹介している。

▶小規模な割烹旅館では、近所にあるお寺にお願いし、一般の
方々の希望者を受入れている「早朝座禅」や「写経」を宿泊プ
ランに組み込んで、「早朝座禅の体験コース」や「写経・ご説
法体験コース」を提案している。

▶小規模な割烹旅館では、コロナ禍の影響で、法事の際に別会場で会食する機会は減っているが、
寺院内で昼食を食べたり料理を持ち帰るニーズがあることを住
職・寺関係者を通じて把握していたことから、寺院の厨房で汁
物や蒸し物を温めて提供する方式とお持ち帰り用の2種類の御弁
当を提供し始めた。

▶このような法事用の御膳があることや、寺院での昼食の仕出し
料理の提供情報は、寺の関係者から法事の施主に口コミで伝
わっている。
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（1）素泊まりプランとテイクアウトメニューの新設（第1編2-（4）と重複）

（2）早朝の写経体験・座禅体験を組み込んだ宿泊プラン

（3）法事後に寺で食べるメニューとテイクアウトメニュー

選択肢の多様な新しいサービスの提案と実施4

【座禅風景：清水区禅
ぜ ん

叢
そ う

寺
じ

HP】

【テイクアウト法事弁当】



▶50室超のビジネスホテルでは、宿泊者への夜食として地元のＢ
級グルメで人気の高い“しずおかおでん”と1時間の呑み放題
サービスを実施したところ、好評で、併せて、若者中心に人気
の高い漫画の単行本を使用後の消毒に配慮して無料で貸し出す
サービスを実施している。

▶150室超の観光ホテルでは、コロナ禍対策の一つとして開始した「素泊りプラン」がきっかけ
で、2連泊以上の「リゾート地でのワーケーションプラン」の販
売を始めた。

▶3連泊で、日帰りスパの利用券を贈呈し、5連泊で、1泊分を無料
とするプランとした。

▶設備は、客室内にＷｉＦｉ環境を整備したほか、ＵＳＢ付延長
コードを用意した。

▶食事については、レストランのアラカルトメニューとテイクア
ウトメニューの利用を紹介している。

（注）ワーケーション： 「ワーク」と「バケーション」を組みた造語で、観光地やリゾート地でテレワークを
活用しながら、働きながら休暇をとる過ごし方

▶150室超の観光ホテルでは、コロナ禍による海外旅行の中止に代わる「国内の高級ホテル宿泊」
利用の需要拡大傾向を捉え、リゾート地でのプランを提案するべく、定員６～8人、120㎡上層階
フロアにある眺望も最上級の角部屋を、ボディケアなどの付帯リラクゼーションも含み、2人で
の贅沢使用を奨励する “贅沢ふたり旅” プランの提案を開始した。

34

（4）静岡おでんと飲み放題、漫画の貸出しサービス

（5）ワーケーション（注）プランの新設

（6）最上級ルームの贅沢使用プランの創設

【呑み放題のお知らせ】

【客室を執務室に活用：施設HP】

【贅沢角部屋プラン：施設HP】



　100室超のビジネスホテルでは、コロナ禍による生活形態や勤務形態の変化によるストレスを解消
するための受け皿としての客室の新しい活用方法を検討している。

①地域の観光資源などとのセットでサービス提供
▶地域にあるグルメやゴルフなどの別のサービスと結び付けるなどして、付加価値をつけて売る方

向を検討する。県内にはゴルフ場が数多くあり、冬場でも雪がないことから、北海道や雪国から
の需要が見込まれる。

②さまざまな時間貸しの提案
▶主婦の団欒場所として、ホテルの部屋を時間貸しして、地域のデザートグルメとセットで提供す

るプランや、“亭主の帰宅までの居場所”として地元居酒屋のメニューやほろ酔いセットをビジ
ネスホテルの一室でのびのび味わってから帰宅する（もしくは、そのまま泊まっていく）プラン
など、多種多様な「時間貸し」サービスの提供を検討する。

③サテライト・オフィスとしての２室貸しの提案
▶コロナ禍により促進された「リモートワーク」では、“ 家庭内ではやりにくく、はかどらない

仕事”であっても、客室を“良好な仕事環境”として提供することで、能率が向上することか
ら、２室をセット貸しすることで、1室は生活や睡眠のための部屋に使い、もう1室は、応接セッ
トと事務机を置いて、サテライト・オフィスとして使うことなどが考えられる。
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（7）ビジネスホテルの新たな部屋貸しの提案

【ゴルフとセットで：施設HP】

【サテライト・オフィス：施設HP】



▶小規模な割烹旅館では、従来から家族利用が主だったが、伝統的な調理人の世界では、子供メ
ニューの内容を事細かに検討していなかった。「大人のものも食べたいし、自分が好きなものも
食べられたら嬉しい」という子供心理に配慮したメニューを工夫し、喜んでもらうようにした。

▶花火プレゼントプランを用意し、旅館の敷地内で花火ができることも知らせたほか、清水港内の
夜景やコンテナクレーンを眺望できるプランを宿泊客に提案して好評である。清水港内の夜間ク
ルーズと宿泊のセットプランの実現についても運営会社と静岡市に働きかけている。

▶100室超のビジネスホテルでは、サイクリストをリピーターとして取り込む取組みを進め、玄関
前にサイクルラックを設置するとともに、地下室を自転車の保管場所として活用している。

▶大好きな自転車を見ながら部屋にいられるのでサイクリストに好評な自転車用ラック付きの客室
を現在の1室から増設することを検討している。
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（1）親子連れを対象に子供が興味を持つ体験や子供の食事メニューを充実

（2）サイクリストを取り込んだリピーターづくり（※）

ターゲットの絞り込みによる需要の確保5

【玄関にサイクルラック、部屋にサイクルハンガー：施設HP】

【家族で楽しい食事：別施設HP】



　200室超の観光ホテルでは、整理整頓の一環で倉庫に長年放置されていた大量の書類をデータ化す
ることで、大きなスペースを生み出すことができた。
　それがきっかけで、次のような5Ｓ活動を始め、また、“ペーパーレス”の方向へ進みだしてい
る。

❖毎月5日は、「個人の５Ｓ」で、自分の机周辺の整理整頓や掃除を行う。
❖15日は、「各部署内の５Ｓ」で、出勤後30分以内で部署内の整理整頓や掃除などを行う。
❖25日は、「ホテル全体の５Ｓ」で、60分以内で、敷地内の道路や橋や散策路などのごみや落ち葉

などの清掃を行う。

▶約20室の和風旅館では、消耗品等の在庫量を確認しないまま発注していた時期があったため、不
良在庫が多数発生したが、その後、在庫量を確認し、誰にでもわかるよう、食材以外の資器材、
消耗品等については、パソコン入力することで、現在では支配人がすべて在庫数を管理してい
る。

▶200室超の観光ホテルでは、整理整頓などの５Ｓ運動の一環で、倉庫を整頓した結果、大量の書
類を電子データに変換して残し、大量の紙を廃棄することができた。それがきっかけとなって従
業員の出退管理と給与事務、さらには経理事務のシステム化（※）など、ペーパレス化へ進んで
いる。

▶200室弱のシティホテルでは、客室のテレビを活用（※）して宿泊約款や館内の施設案内を入れ
ており、客室のペーパレス化を図っている。客室には、「テレビの操作方法」と「禁煙のお願
い」などハードケースに入ったものが置いてあるだけである。
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（1）5Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔、しつけ）

（2）不良在庫の一掃とパソコンによる管理でムダをなくす

（3）ペーパレス化を目指す

整理整頓などの５S活動による生産性の向上6



▶200室超の観光ホテルでは、HACCP対策や新型コロナ対策など、新たな課題に取組む場合に
は、業務改善室を設置し、具体的な取組み内容の検討を進め、実行できる形になったものを、各
部署へ引き継ぎ、組織は解消する方式で進めてきた。今後、課題が発生した場合には、再度組織
化される。

▶林の中に宿泊施設や食事処、露天風呂など木造施設が点在し、そ
れを木造の橋や階段がつなぐ20室弱の和風旅館では、施設がほと
んど木造であるため、常に点検と修繕が必要である。日常的な修
繕を担当する従業員を３名配置し、板塀や手すり、橋の修繕、
ちょっとした配管工事などは、営繕班が対応することとして、外
部へ発注する手間と費用を削減し、効率化を図っている。

　100室超の観光ホテルでは、４月から７月までの83日に及ぶ自主休館日の中で、部門責任者のなど
で「コロナ対策会議」と「館内運営委員会」「夕朝食検討委員会」「総合委員会」を組織し、お客様
や従業員の新型コロナ対策の内容をはじめ、フロントや売店の運営方法、料理の内容や食器の整理な
どについて、ゼロベースで具体的な方法を検討し、次のような改善策を実施した。（一部重複）

①全室を禁煙に
▶全館、全客室を禁煙とし、喫煙室を4箇所設けた。全館禁煙としたことで、従来お客様に喫煙・

禁煙の別を伺って部屋の振り分けを行っていたが、この作業が不
要となり省力化された。

▶外部委託の客室清掃についても、カーテンの洗浄や消臭などの作
業や維持修繕の費用削減が期待できる。

▶全館の禁煙化について、お客様からの苦情は１件も入っていな
い。

②食事方式と会場を変更（2-（4）と重複）
▶部屋食と宴会場食が大半だったが、レストラン食を基本として、大宴会場を食事処とし、開始時

間を２部制としたことで、テーブル間の距離が確保できるとともに、約半数のスタッフ数で効率
よく対応できるようになった。
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（1）非常設の業務改善室が課題解決を推進

（2）常設の営繕班が日常的な修繕に対応

（3）時限的な専門組織でコロナ対策と効率的な業務のやり方を抜本的に検討

専門組織による業務改善と生産性の向上7

【林の中の木造施設】

【喫 煙 室】



③呈茶の代わりにフリードリンクへ（第１編2-（6）と重複）
▶部屋での呈茶をやめて、ロビーラウンジでのフリードリンク方式としたことで、お客様には種類

が増え、お代わり自由で喜んでいただき、従業員の省力化ができた。

④料理の段階や飲み物メニューを絞り込む（2-（4）と重複）
▶従来、14段階あった料理の内容を５段階に絞り込んだことにより、種類が減り、材料の発注の手

間や食品ロスが少なくなった。
▶また、料理の種類が減少したことで、夕食の運営が専門スタッフ以外でも応援出来るようになっ

た。
▶飲み物メニューについても、アルコール、ソフトドリンクともに、種類を絞り込むことで、発注

の手間やロスを減らすことができた、

⑤料理につかう食器を断捨離し効率化
▶調理室の隣に、食器倉庫があったが、使用頻度のない食器は、思い切って捨てることとした。
▶これにより、スペースが生まれるとともに、使いたい食器の取り出し時間が短縮され、配膳室と

の距離も短くなった。

⑥従業員による修繕等の作業
▶全館休館中に、従業員でペンキ塗りやレースカーテンの洗浄、座布団カバーなどの交換など、自

分たちでできる簡単な補修作業などをやり、修繕費用等を削減した。
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▶200室超の観光ホテルでは、モチベーションの向上と今後のホテル経営に役立てる目的で、功績
のあった社員など、毎年、最大15人前後に、リゾート地の視察をさせる海外研修を行っている。

▶業績の良好な社員やお客様からのアンケートで「ホスピタル大賞」となった社員などへの“ご褒
美”として、また、ホテルの将来構想関連プロジェクトの中心者などに、評判の良いリゾート地
や人気の高いリゾートホテルを視察させる短期の海外研修（３泊４日程度）の機会が与えられ
る。
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社員への報奨制度で業務改善を推進8

【国際的リゾート地視察：名鉄観光HP】



①出退勤管理と給与計算をシステム化（※）
▶200室超の観光ホテルでは、300人余の従業員の出退勤管理や給与計算については、従来は実績を

手入力していたが、個々の従業員にカードを持たせ、出勤と退社時に機器に通すことで、勤務時
間の実績入力と給与計算、有給休暇の管理が自動でできるようになり、経理システムに直結する
ようにした。

▶レストランや売店においても売り上げ記録と、POSによる仕入れと在庫管理も可能とした。

②遠隔会議と遠隔地からのデータ活用（※）
▶200室超の観光ホテルでは、コロナ禍をきっかけに、Zoomシステムを利用した遠隔会議を開催す

るほか、セキュリテイ対策を強化して社内サーバーにアクセスし、保管している社内データを活
用できるようになり、自宅でのリモート仕事が可能となった。

▶パソコンさえあれば、24時間、どこでも仕事ができ、お客様の履歴情報データも閲覧できるた
め、レストラン部門では、ホスピタリティの向上に、また、営業活動でお客様を訪問する際にも
大いに役立っている。

▶グループ情報管理システムを導入し、各セクションに複数台、事務部門には、ひとり一台整備し
ているパソコンの掲示板機能を活用して情報の共有を図っている。

▶150室超のビジネスホテルでは、旅行代理店のオンライン予約サイト（ＯＴＡ）からの予約内容
について、従前は、改めて手入力し直すなどの手間があったが、お客様の予約内容がそのままホ
テルのシステムに反映され、リアルタイムにフロントでみることが出来るシステムを導入したこ
とから、省力化と顧客からの問合せの際の応対サービスが向上した。

▶100室超の観光ホテルでは、日帰り入浴施設のフロント前に自動精算機を導入し、利用客が手首
に巻いたリストバンドにより、スパ施設内各種コーナーで、その都度金銭のやり取りをせずにラ
ンチや軽食、飲み物のほか、追加サービスが受けられ、精算時にもフロントの混雑で待つことな
く自動精算機により清算を済ませ、リストバンドを返却してチェックアウトできる。
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（1）ICTの活用による効率化・省力化（※）

（2）予約データの共有・活用による省力化・効率化（※）

（3）自動精算機の導入による省力化（※ 第１編2-（2）と重複)

システムの導入・ICTの活用による生産性の向上（※）9



▶200室弱のシティホテルでは、自動チェックイン機を整備し、お客様が予約番号や氏名を入力
することにより、予約内容が表示され、その確認とルー
ムキー（カード）の提供と朝食の食券発行までの一連の
チェックインの手続きができる。朝食を追加するなどの変
更も可能である。チェックアウトの時には、ルームキー
（カード）を入れることで、清算画面に移行し、現金もし
くはカードでの清算ができる。

▶200室弱のシティホテルでは、レストランや大浴場の利用人数をリアルタイムで把握し、混雑度
合いを客室のテレビ画面を通じて、お客さまに情報提供するシステムを導入し、お客様の便宜を
図っている。

▶大浴場に付随するランドリー（男女各２台）の使用状況も部屋のテレビ画面から見ることができ
る。

▶小規模な割烹旅館では、宿泊の予約は、電話による直接予約をやめ、オンライン旅行会社
（OTA）を主体の予約に限定して、宣伝効果も含め効率化を図ったほか、クラウドで利用でき
る会計システムを活用して、宿泊台帳への記載や予約サイトとの照合・確認などの作業や日々の
伝票入力も減らすなど経理事務の簡素化を図った。また、キャッスレス化を前提に、PayPayな
ども使えるよう省力化を図った。

▶50室超のビジネスホテルでは、フロントシステムを導入（※）し、従来紙ベースで何度か書いて
状況を共有していたが、データのデジタル化により、成果の比較・分析や効率化の原因等を探る
ことができるようになっている。
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（4）レストランなどの混雑が客室テレビでわかる（※第１編2-（3）（4）と重複）

（5）外部システムの有効活用（※）

【自動チェックイン機】

【客室のTVで混雑度を表示】
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（1）お客様の感染

感染者が発生した際の対応1

【参考資料】

（Go To トラベル事務局2020年9月9日「新型コロナウイルス感染者が発症した際の対応および従業
員の感染防止対策について」から抜粋。下線は事務局が付した）

1.　チェックイン時 
（１）チェックイン時の検温で発熱（37.5℃以上）または呼吸困難、けん怠感、味覚や臭覚の異常な

ど、感染の疑われる症状がみられる場合は、保健所に連絡し、指示を仰ぐ。
（２）保健所からの指示にもとづき、医療機関等受診の支援、他のお客様への感染防止等の対応を実

施する。
（３）感染が疑われるお客様は、予め決めた他の宿泊客と区分した部屋に案内し、保健所の指示によ

る対応を行うまで室内で待機していただく。
（４）待機中のお客様およびその同行者には、常時マスクを着用し、部屋の外に出ること、館内の共

有施設の利用等を控えていただく。
（５）待機中のお客様に対応する従業員を限定し、対応の際はマスクと必要に応じてフェースガード

等の個人用保護具を着用する。
（６）食事は客室にお届けし、他のお客様との接触を避ける。
（７）待機中のお客様に対応する従業員は、対応の都度、丁寧な手洗いか手指消毒を行う。
（８）感染疑い事案発生以降のお客様の体調、保健所や関係機関（注）への連絡、保健所からの指示お

よびそれにもとづく感染防止対応等の経緯を時系列で記録しておく。この記録は、感染が確認
された場合の経緯確認資料となるとともに、対外発表や広報対応等の際の裏付け資料ともな
る。

（９）保健所等からの調査に備え、当日の宿泊客および当日勤務した従業員全員のリストを出力・印
刷しておく。または全員分の宿泊カードのコピーを準備しておく。

2.　宿泊施設滞在中 
（１）発熱（37.5℃以上）、呼吸困難、けん怠感、味覚や臭覚の異常など、感染の疑われる症状がみ

られる場合は、客室内で待機し、外に出ないようにお願いする。
（２）体調不良となったお客様の家族や同行者についても、同様に客室内での待機をお願いする。
（３）保健所に連絡し、その指示にもとづき、医療機関等受診の支援、他のお客様への感染防止等の

対応を実施する。
（４）待機中のお客様に対応する従業員を限定し、対応の際はマスクと必要に応じてフェースガード

等の個人用保護具を着用する。
（５）食事は客室にお届けし、他のお客様との接触を避ける。
（６）待機中のお客様に対応する従業員は、対応の都度、丁寧な手洗いか手指消毒を行う。

【お客様に感染を疑われる症状がみられた場合】



（７）感染疑い事案発生以降のお客様の体調、保健所や関係機関への連絡、保健所からの指示および
それにもとづく感染防止対応等の経緯を時系列で記録しておく。この記録は、感染が確認され
た場合の経緯確認資料となるとともに、対外発表や広報対応等の際の裏付け資料ともなる。

（８）保健所等からの調査に備え、当日の宿泊客および当日勤務した従業員全員のリストを出力・印
刷しておく。または全員分の宿泊カードのコピーを準備しておく。

（９）体調不良となったお客様が利用した館内の公共施設や備品等のふき取り消毒と換気を徹底する
ともに、必要な場合にはそれらの施設の利用を一時的に中止する。

（10）滞在中のお客様が体調不良となり、施設側への相談・報告をすることなく自ら医療機関を受診
し、PCR検査等の感染確認検査を受けてその結果を待っている場合は、上記(1)～(9)に準じて
対応を行う。

※感染が確認されたお客様については、旅館業法第５条第１号に該当するため、宿泊拒否の制限は適
用されません。

（１）保健所または医療機関から連絡を受けた場合は、感染が確認されたお客様の状況と所在を保健
所担当者に確認するとともに、当館では感染者の受け入れ態勢がなく、他のお客様や従業員へ
の感染リスクがあるため、当該感染者をそのまま施設に戻さないよう要請する。

（２）感染が確認されたお客様本人から連絡を受けた場合は、受診した医療機関と相談の上、他のお
客様への感染リスクがある当施設には戻らず、それ以外の場所での待機を要請する。

（３）感染が確認されたお客様がすでに当宿泊施設に戻っている場合、あるいは保健所や医療機関と
相談しても、他の療養施設等がないため、当施設で受け入れざるを得ない場合は、保健所に感
染防止対策の実施支援等を求め、他のお客様や従業員に対する十分な感染防止対策が準備でき
るまで、滞在中の客室または他の宿泊客と区 分した部屋で待機していただく。

（４）事案が発生したことについて事務局（注）に速やかに一報し、その後は、事務局からのヒアリン
グ等に対応する。また、保健所の指導内容等については、逐次、事務局に報告する。

（５）感染疑い事案発生以降のお客様の体調、保健所や関係機関への連絡、保健所からの指示および
それにもとづく感染防止対応等の経緯を時系列で記録しておく。この記録は、感染が確認され
た場合の経緯確認資料となるとともに、対外発表や広報対応等の際の裏付け資料ともなる。

（６）保健所等からの調査に備え、当日の宿泊客および当日勤務した従業員全員のリストを出力・印
刷しておく。または全員分の宿泊カードのコピーを準備しておく。

（１）事案が発生したことについてて事務局（注）に速やかに一報し、その後は、事務局からのヒアリ
ング等に対応する。また、保健所の指導内容等については、逐次、事務局に報告する。

（２）宿泊記録等から、そのお客様の滞在した客室、利用した飲食施設のテーブル等を可能な範囲で
確認する。

（３）感染が確認されたお客様の利用日以降の全宿泊客および当日勤務した従業員全員のリスト（ま
たは宿泊カードのコピー）を準備しておく。

（４）感染が確認されたお客様が利用した客室の提供を中止する。その部屋が利用中であれば、その
部屋を利用しているお客様に別の客室を用意し、移っていただく。

（５）保健所に連絡し、対応の指示を仰ぐ。保健所からの連絡・照会によりチェックアウト後のお客
様の感染を知った場合は、その場で保健所に対応の指示を仰ぐ。
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【宿泊中のお客様の感染が確認されたとの連絡を受けた場合】

【チェックアウト後のお客様の感染が確認された場合】



1.　就業中に症状がみられた場合
（１）発熱、咳等のかぜ症状や味覚・嗅覚異常、けん怠感等の新型コロナウイルス感染が疑われる症

状が出た従業員は、直ちに業務から外し、自宅に戻り、必要に応じて保健所に相談するよう指
示する。

（２）当日および２日前までの当該従業員の勤務を確認し、接客対応にあたったお客様および同じ日
に勤務した従業員のリストを用意する。

（３）従業員寮等の共同住宅に居住する従業員の場合は、自室（個室）または他の従業員と区分した
別の個室を準備し、そこで待機させる。

（４）従業員寮等の共同住宅で待機する場合は、常時マスクを着用し、医療機関の受診等、やむを得
ないとき以外が、待機している個室や施設外への外出を控える。

（５）従業員寮等の共同住宅で待機する場合は、食堂や共同の浴場・トイレの利用を控え、食事は待
機している部屋に届ける。

（６）待機している従業員に対応する人を限定し、対応する際にはマスクを着用するとともに、対応
後は丁寧な手洗いを行う。

（７）感染が確認される場合に備え、経緯を記録しておく。
2.　就業時間外に症状がみられた場合
（１）発熱、咳等のかぜ症状や味覚・嗅覚異常、けん怠感等の新型コロナウイルス感染が疑われる症

状が出た従業員は、衛生管理責任者に報告するとともに、就業を控え自宅待機とする。
（２）感染が疑われる事案を保健所に連絡し、保健所の指示にもとづき医療機関の受診や検査等を受

けさせる。
（３）当該従業員の勤務記録を確認し、症状が出た日から２日前までの全宿泊客リストを用意する。 
（４）当該従業員が従業員寮等の共同住宅に居住する場合は、上記１(3)以降に準じて共同住宅内で

の感染防止対策を取る。
（５）感染が確認される場合に備え、経緯を記録しておく。

（１）事案が発生したことについてて事務局（注）に速やかに一報し、その後は、事務局からのヒアリ
ング等に対応する。また、保健所の指導内容等については、逐次、事務局に報告する。

（２）当該従業員の勤務記録を確認し、保健所等から求められる場合にすぐに提出できるよう、症状
が出た日から２日前までの全宿泊客リストおよび全従業員のリストを用意する。

（３）保健所からの助言・指示を踏まえ、全館または当該従業員の勤務する施設等でのサービス提供
を自粛または中止する。

（４）保健所からの指示により、従業員およびその家族など濃厚接触者の検査等、感染拡大防止に協
力する。

（５）保健所からの指示により、館内の消毒を行う。

（注）　関係機関及び事務局は、GoToトラベル事務局等をさす
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【従業員に感染を疑われる症状がみられた場合】

【従業員の感染が確認された場合】

（2）従業員の感染
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発熱や倦怠感など体調不良がある方は
「「静岡県静岡県発熱等受診相談センター発熱等受診相談センター」」にて

２４時間電話相談を受付中

静岡県静岡県発熱等受診相談センター発熱等受診相談センター

以下のいずれかに該当する場合には、
すぐに御相談ください

☆発熱した方で、「かかりつけ医」がない場合（「かかりつけ医」のある方は、相談センターに
連絡する前に、「かかりつけ医」に御相談ください）

☆発熱した方で、「かかりつけ医」などの診療が受けられない場合

☆新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）の通知を受け取った場合

☆県外の保健所から、「新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者にあたる」との連絡を
受け取った場合

熱海保健所熱海市、伊東市

東部保健所
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

御殿場保健所御殿場市、小山町

富士保健所富士市、富士宮市

中部保健所
島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、

吉田町、川根本町

西部保健所
磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、

菊川市、湖西市、森町

☎ 0120-368-567浜松市保健所浜松市

☎ 054-249-2221静岡市保健所静岡市

☎ 050-5371-0561

《ＦＡＸ》
054-281-7702

☎ 050-5371-0561

☎ 050-5371-0562

《ＦＡＸ》
054-281-7702

賀茂保健所
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、
松崎町、西伊豆町

それ以外の時間

（土日祝も含む）

平日

8：30～17：15
保健所お住まいの市町

症状がない方の一般相談は下記をご利用ください
○ 国コールセンター（9：00～21：00） 0120-56-5653
○ 県庁専用相談ダイヤル（平日8：30～17：15）054-221-8560又は054-221-3296

発熱時の相談先（県ホームぺージより）2



活動期間：令和２年６月～令和３年２月

（静岡県ホームぺージ「新型コロナウイルス感染症関連情報」より）
◦「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」（全旅連、旅館協会、シティホテル連

盟令和2年5月14日発表）「事業者の皆様へ 業種別の感染予防対策ガイドライン」
◦「新型コロナウイルス感染症 に関する対応指針〈宿泊施設・観光施設用〉」
　（令和２年６月 静岡県スポーツ・文化観光部作成）「静岡県からのお知らせ」対応指針（宿泊施設・

観光施設用）
◦「宿泊施設・観光施設における感染拡大防止対策チェックリスト」
　（令和２年６月 静岡県スポーツ・文化観光部作成）「静岡県からのお知らせ」対応指針（追加資料6

月30日）
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旅館ホテル業務改善進事業ワーキングメンバー3

新型コロナウイルス感染対策の参考資料4

氏　名 所　属　等 地　域

座長 西 野　勝 明 県立大学経営情報学部特任教授

専門アドバイザー 鈴 木　宣 二 静岡県中小企業診断士協会会長

専門アドバイザー 府 川　博 明 当組合前専務理事

旅館ホテル営業者 佐 藤　敬 子 ホテル貫一　　女将 熱　　海

旅館ホテル営業者 加 藤　賢 二 堂ヶ島ホテル天遊　代表取締役社長 堂 ヶ 島

旅館ホテル営業者 山 口　隆 良 招福の宿ゑびすや　専務 伊豆長岡

旅館ホテル営業者 渡 邊　恭 宏 ホテルニューセントラル　代表取締役社長 富　　士

旅館ホテル営業者 加 藤　弥 生 土筆旅館　　女将 焼　　津

旅館ホテル営業者 伊 藤　　 彰 椎の木屋旅館　　代表取締役社長 掛　　川

旅館ホテル営業者 金 原　　 貴 時わすれ開華亭　代表取締役社長 舘 山 寺

旅館ホテル営業者 山 本　欣 右 割烹旅館琴水　　代表取締役社長 三 ケ 日

事務局 小 川　英 雄 静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合

事務局 杉 田　志 野 静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合




