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令和 2 年 5月 14 日 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（改正）に基づく 

外食業の事業継続のためのガイドライン 

     一般社団法人 日本フードサービス協会 

一般社団法人 全国生活衛生同業組合中央会 

 

本ガイドラインは、新型コロナウイルスの影響で厳しい状況下にある我が国

の外食事業者が事業継続に向けた取組を実施する際の一助として、一般社団法

人日本フードサービス協会（略称：JF）と一般社団法人全国生活衛生同業組合中

央会（全国麺類生活衛生同業組合連合会、全国飲食業生活衛生同業組合連合会、

全国すし商生活衛生同業組合連合会、全国喫茶飲食生活衛生同業組合連合会、全

国中華料理生活衛生同業組合連合会、全国料理業生活衛生同業組合連合会の意

見を集約している。）が協力して作成したものです。 

業種・業態が多岐にわたる我が国の外食業では、実に様々なメニューやサービ

スを提供する店舗が全国に存在し、その多くは中小事業者や個人事業者によっ

て運営されています。本ガイドラインは、これらの事業者の皆さまが本格的に事

業を再開されるにあたって、店舗営業に必要な取組を具体的に提示しています。

事業者の皆さまにおかれては、それぞれの店舗の実情に沿った創意工夫をお願

い致します。このガイドラインは令和２年５月 14 日時点で作成されたものであ

り、適宜更新されます。 

  

１．はじめに 

去る４月７日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第１項に基づく

緊急事態宣言が発出されましたが、国民の安定的な生活の確保の観点から、外食

業（食堂、レストラン、専門料理店、喫茶店、テイクアウト・配達飲食サービス

等）は政府の事業継続の求めに応じてきました。さらに５月４日に変更された

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」においては、「事業者及び

関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、５月４日専門家会議の提言を参考に、

業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止のた

めの取組を進めること」が求められています。 

外食業は業種・業態が多岐にわたり、その多くは中小事業者や個人事業者によ

って運営されており、営業時間短縮や外出自粛の要請の中で自主的な休業を余

儀なくされ、甚大な影響を受けていますが、困難な状況下にあっても、外食事業



2 
 

者の変わらぬ理念は、お客様に安心してご来店いただくとともに、従業員やその

家族が安心できる職場を確保することです。 

 

このため、本ガイドラインは、外食事業者の皆さまが本格的に事業を再開され

るにあたって、現場の実情に配慮して３密（密閉、密集、密接）を避け、手洗い

などの一般衛生管理の実施、人と人との間隔の確保等を通じて、お客様と外食業

に働く従業員の安全・安心を確保するための参考となる具体的取組等を示した

ものです。 

各事業者におかれましては、新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間、

本ガイドラインを活用し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防に向けた

取組を推進していただきますようお願い申し上げます。 

 

２．本格的事業再開に向けて 

感染防止のポイントは、従来の食品衛生法の一般衛生管理の遵守に加えて、

社会的距離確保への留意、及び物理的接触削減のための創意工夫ですが、これ

らの具体的な方法は、店舗の実情によってそれぞれ異なります。 

また、国及び地方自治体の 新情報を得るよう十分留意する必要があります。 

 

 店舗では食品衛生法を遵守して食品の安全で衛生的な取扱いを徹底させる。 

 創意工夫として、例えば、営業時間や提供メニュー品目の工夫、予約・空

席状況等について、お客様へ店内外の掲示やＩＴテクノロジー等を積極的

に活用して情報発信し、店舗が社会的距離や安全性を考慮して感染防止に

努めながら営業していることをお客様に分かってもらう。 

 国や地元自治体から適宜発表される 新情報（方針や助言）の確保に留意

し、新型コロナウイルス感染症防止対策として以下の基本事項を確実に押

さえながら、事業を継続する。 

 

 食品の安全と衛生管理 

 店舗・施設等の清掃と消毒 

 従業員の健康チェックと個人の健康・衛生管理の徹底 

 社会的距離の設定と確保への工夫 
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３．お客様の安全 

1) 入店時 

 店舗入口には、発熱や咳など異常が認められる場合は店内飲食をお断りさせ

ていただく旨を掲示する。また、店舗入口や手洗い場所には、手指消毒用に

消毒液（消毒用アルコール等）を用意する。 

 店舗入口及び店内に、食事中以外はマスクの着用をお願いする旨掲示する。 

 飛沫感染・接触感染を防止するために十分な間隔をとることが重要である

ことをお客様に理解してもらい、店内が混み合う場合は入店を制限する。 

 店内飲食やテイクアウトで順番待ちをする場合は、各人ができるだけ２ｍ

（ 低１ｍ）以上の間隔を空けるように誘導する（床に間隔を示すテープ

を貼るなど）。 

 順番待ちが店外に及ぶ場合は、従業員が間隔を保つように誘導するか、ま

たは整理券の発行等により行列を作らない方法を工夫する。 

 

2) 客席へのご案内 

 テーブルは、飛沫感染予防のためにパーティションで区切るか、できるだ

け２ｍ（ 低１ｍ）以上の間隔を空けて横並びで座れるように配置を工夫

し、カウンター席は密着しないように適度なスペースを空ける。 

 真正面の配置を避けるか、またはテーブル上に区切りのパーティション(ア

クリル板等)を設けるなど工夫する。 

 少人数の家族、介助者が同席する高齢者・乳幼児・障害者等対面を希望する

場合は、可能としてもよいが、他グループとの相席は避ける。 

 グループ間の安全を確保するために、他のグループとはできるだけ２ｍ（

低１ｍ）以上の間隔を空け、会話は控えめにし、BGM を聞くなどを勧めるこ

とを検討する。 

 

3) テーブルサービスとカウンターサービス 

 テーブルサービスで注文を受けるときは、お客様の側面に立ち、可能な範囲

で間隔を保つ。 

 お客様が入れ替わる都度、テーブル・カウンターを消毒する。 

 カウンターサービスは、可能な範囲で従業員とカウンター席との間隔を保つ。 

 カウンターで注文を受けるときはお客様の正面に立たないように注意する。 

 カウンターでは、お客様と従業員の会話の程度に応じ、従業員のマスク着用

のほか、仕切りの設置など工夫する。 

 大皿は避けて、料理は個々に提供する、従業員等が取り分けるなど工夫する。 
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 お客様同士のお酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けるよう、業態に応じ、

掲示等により注意喚起する。 

 個室を使用する場合は、十分な換気を行う。 

 

4) 会計処理 

 食券を販売している店舗は、券売機を定期的に消毒する。 

 会計処理に当たる場合は、可能であれば、電子マネー等の非接触型決済を導

入する。現金、クレジットカード等の受け渡しが発生する場合には、手渡し

で受け取らず、コイントレイ（キャッシュトレイ）などを使用する。また、

コイントレイは定期的に消毒する、会計の都度手指を消毒するなど工夫する。 

 飛沫を防止するために、レジとお客様の間にアクリル板等の仕切りを設置す

るなど工夫する。 

 

5)テイクアウトサービス 

 テイクアウトを実施している店舗では、お客様の店内滞留時間を短くするた

めに、事前予約注文を受け付けるなどの仕組みを導入する。 

 テイクアウト客と店内飲食客の動線を区別し、接触を避けるように工夫する。 

 食中毒等の防止のため、料理は早めに消費するよう、口頭もしくは注意書き

を添えてお客様に注意を促す（特に気温の高い時期）。 

 

6)デリバリーサービス 

 デリバリー担当の配達員と来店客が接触しないように、可能であればデリバ

リー専用カウンターを設け、両者の動線が重ならないように工夫する。 

 料理の受渡しは必ず手指を消毒してから行う。 

 代金が支払い済み（オンライン決済等）で、注文者が希望する場合は、注文

者が指定した所に料理を置くなど非接触の受渡しを行う。 

 配達員は、店舗従業員と同様の健康管理、手洗い等の衛生管理を実践し、マ

スクを着用する。 

 配達する料理の容器は、配達員が直に触れないよう袋等に入れ、配達に使用

する運搬ボックス等は使用の都度、消毒する。 

 食中毒等の防止のため、料理は早めに消費するよう、口頭もしくは注意書き

を添えてお客様に注意を促す（特に気温の高い時期）。 
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４．従業員の安全衛生管理 

 食品を扱う者の健康管理と衛生管理を徹底する。 

 従業員の健康管理において も重要なことは、各自が店舗に新型コロナウイ

ルスを持ち込まないことである。 

 従業員は必ず出勤前に体温を計る。発熱や風邪の症状がみられる場合は、店

舗責任者にその旨を報告し、勤務の可否等の判断を仰ぐ。 

 感染した従業員、濃厚接触者と判断された従業員の就業は禁止する。 

 店舗ではマスクやフェイスガードを適切に着用し、頻繁かつ適切な手洗いを

徹底する。 

 従業員やその家族が過度な心配や恐怖心を抱かないよう、また風評被害や誤

解などを受けないよう、事業者は現状を的確に従業員に伝える（従業員への

リスク・コミュニケーション）。 

 従業員のロッカールームや控え室は換気し、空調設備は定期的に清掃する。 

 

５．店舗の衛生管理 

 店内（客席）は適切な換気設備の設置及び換気設備の点検を行い、徹底した

換気を行う（窓・ドア等の定期的な開放、常時換気扇の使用など）。 

 店内清掃を徹底し、店舗のドアノブ、券売機、セルフドリンクコーナー等の

設備等、多数の人が触れる箇所は定期的にアルコール消毒薬、次亜塩素酸ナ

トリウムで清拭する。また、テーブル、イス、メニューブック、タッチパネ

ル、卓上ベル等はお客様の入れ替わる都度、アルコール消毒薬、次亜塩素酸

ナトリウム、台所用洗剤（海面活性剤）で清拭する。 

 卓上には原則として調味料・冷水ポット等を置かないようにするが、撤去が

難しい場合は、お客様が入れ替わる都度、アルコール消毒薬、次亜塩素酸ナ

トリウム、台所用洗剤（海面活性剤）で清拭や用具の交換を行う。 

 ビュッフェやサラダバー及びドリンクバーは、利用者の飛沫がかからないよ

うに食品・ドリンクを保護する（カバーを設置するまたは従業員があらかじ

め又はその場で小分けする、客席と料理提供空間が近い場合には適度に仕切

るアクリル板等の仕切りを設けるなど）。トング等は頻繁に消毒若しくは交

換するか、または手袋の着用を促す。 

 従業員は、店内の一箇所にお客様が集まらないように留意する。 

 トイレは毎日清掃し、ドアやレバー等の不特定多数が触れる箇所は定期的に

アルコール消毒薬、次亜塩素酸ナトリウムで清拭する。 

 トイレのハンドドライヤーは使用を中止し、ペーパータオルを置く。また、
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汚物は蓋をして流すよう、使用者に注意を促す。 

 厨房の調理設備・器具を台所洗剤（界面活性剤）で清拭し、作業前後の手洗

いなど、従来から取り組んでいる一般的な衛生管理を徹底する。 

 感染防止対策に必要な物資（消毒剤、不織布マスク、手袋、ペーパータオル、

及びそれらの使い捨て用品を廃棄する容器等）の一覧表（リスト）を作成し、

十分な量を準備しておくか、または緊急時にすぐに入手できるよう予め手配

をしておく。平時から使用した分をその都度補充し、常に一定の必要量を備

蓄しておくことが望ましい（ローリングストック）。 

 ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する。 

 食品残渣、鼻水、唾液などが付いた可能性のあるごみ等の処理は手袋・マス

クを着用してビニール袋等に密封して縛り、マスクや手袋を着用して回収す

る。マスクや手袋を脱いだ後は、必ず手を洗う。 

 

 



「外食業の事業継続のためのガイドライン」Q&A 

令和 2年 5月 15 日 

 

Q１ ガイドラインの趣旨・考え方を教えてください 

A  このガイドラインは、飲食店における新型コロナウイルス感染症感染防止

と、お客様及び外食で働く従業員の安全、そのご家族に外食店舗が安心して

働ける場所であることをご理解いただくとともに、事業者が事業の継続・再

開に向けたガイダンス（手引き）となるものです。 

   本ガイドラインを参考に地域の状況、事業者の事情に沿って創意工夫をお

願いしたいと思います。 

 

Q2 本日、政府は緊急事態宣言を解除する地域を公表するが、ガイドラインは

地域の実情を反映していますか 

A  このガイドラインは基本的な考え方を示したもので、当然、緊急事態宣言

が継続される地域と、それ以外の地域では対応が異なります。 

飲食店（接客を伴う飲食店は除く）は、特措法の使用制限の要請の対象と

なる施設には該当しませんが、外出自粛や営業時間の短縮要請等で休業を

余儀なくされている店舗も多くみられます。 

事業者は、多くの地域で緊急事態が解除される状況を踏まえ、各自治体の

方針や助言を参考に営業していただくことになります。 

 

Q3 外食事業者は、業態・事業規模が様々で立地によっても条件が異なるが、

ガイドラインは配慮していますか 

A ガイドラインは、全国生活衛生同業組合中央会と日本フードサービス協会

が協力して作成したもので、平均的な個人営業の飲食店が実行可能な範囲

としています。 

  そのため、飲食店の方々には、業態や立地、建物の構造等様々で、実態に合

わせた創意工夫をお願いしたいと思います。 

 

Q４ ガイドラインは、条件付きながらビュッフェスタイルや密室となる個室

の利用を認めているが、3密対策として問題ありませんか 

A  外食を利用されているお客様は、個人だけでなく、家族、親しい友人などの

グループもあり、不特定の個人とグループは分けて考える必要があります。

政府から横並びを提案するような「新しい生活様式」が示されていますが、

入店した後に、家族で間隔をあけて横並びということは現実ではありません。 



ビュッフェによる飲食の提供については、カバー等による飛沫防止、トン

グ等の頻繁な交換、あらかじめ小分けする等の工夫や、お客様への消毒手

洗いのお願い等、感染防止策を工夫願います。サラダバー、ドリンクコー

ナー等についても同じです。 

 

Q５ 冒頭に「店舗の実情に沿った創意工夫」とあるが、具体的にはどのよ

うな場合ですか 

A  例えば、人と人との十分な間隔を、「できるだけ２ｍ（ 低１ｍ）」と

されていますが、店内のスペースから難しい店もあります。そのような 

場合は、カウンターで固定式椅子は他の人やグループと椅子一脚分をあけ

る、対面席は他の人やグループと背中合わせに配置するなど、店の状況に

応じた創意工夫が求められます。 

   また、卓上調味料が撤去できない場合に「お客様が入れ替わる都度、消

毒や交換を行う」とされていますが、和食、洋食、麺類等のファーストフ

ード店など、来店客の入れ替わりが頻繁な場合は実施することは難しく現

実的ではありません。この場合は、可能なタイミングで消毒する等、従来

行っている衛生管理を徹底してください。 

 

Q６ 新型コロナの影響は長期化することも予想されているが、ガイドライン

は状況に応じて見直すこともありますか 

A  このガイドラインは、令和 2年 5月 14 日時点での新型コロナ影響下で作

成したものです。現在置かれている状況の変化によって当然見直しを行

います。外出や営業自粛が緩和されればその状況によってこのガイドラ

インも修正していきます。 

 

注；この Q&A は、新型コロナの影響を考慮し、情報の変化に応じて修正・追加

をしてまいります。 
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業　種 団　体　名 担当省庁名 ガイドライン掲載URL

1 公益社団法人 全国公立文化施設協会 文部科学省 https://www.zenkoubun.jp/info/2020/pdf/0514covid_19.pdf

2 全国興行生活衛生同業組合連合会 厚生労働省 https://www.zenkoren.or.jp/news-pdf/0514_COVID-19_guideline.pdf

3 一般社団法人 日本映画製作者連盟 経済産業省 －

4 ②集会場、公会堂 公益社団法人 全国公民館連合会 文部科学省 https://www.kominkan.or.jp/file/all/2020/20200514_02guide.pdf

5
公益財団法人 日本スポーツ協会
公益財団法人 日本障がい者スポーツ協会

文部科学省 －

6 公益社団法人 日本プロサッカーリーグ 文部科学省 https://www.jleague.jp/release/wp-
content/uploads/2020/05/05e44038298e88260d6524bf435c8596.pdf

一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会 http://www.golf-ngk.or.jp/news/2020/corona/golfcoronaguideline.pdf

公益社団法人 日本パブリックゴルフ協会 http://www.pgs.or.jp/data/CT_20200514105508_efe4fec0-db18-4ba8-a81f-
915f6cc880e5.pdf

8 公益社団法人 全日本ゴルフ練習場連盟 経済産業省 https://www.jgra.or.jp/wp1902/wp-content/uploads/2020/05/JGRA2020年5月
14日ガイドライン改訂版-第三版-1.pdf

9 公益社団法人 日本テニス事業協会 経済産業省 https://www.jtia-tennis.com/2020_05_14_tennis_guideline.pdf

10 一般社団法人 日本アミューズメント産業協会 経済産業省
https://jaia.jp/wp-
content/uploads/2020/05/%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%8
2%A4%E3%83%B3PDF.pdf

11 一般社団法人 全日本指定射撃場協会 警察庁 http://shajoukyo.ciao.jp/

12 全国麻雀業組合総連合会 警察庁 https://www.zenjanren.com/

13 全日本遊技事業協同組合連合会 警察庁 http://www.zennichiyuren.or.jp/

14 公益財団法人 日本博物館協会 文部科学省 https://www.j-muse.or.jp/02program/pdf/coronaguide0000.pdf

15 公益社団法人 日本図書館協会 文部科学省 http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/content/information/gaidoline-
corona0514.pdf

16 公益社団法人 全国学習塾協会 経済産業省 https://jja.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/guidelinever.3.pdf

17 全日本指定自動車教習所協会連合会 警察庁 http://www.zensiren.or.jp

18 全国届出自動車教習所協会 警察庁 http://www.zenjikyo.or.jp

19 一般社団法人 建設電気技術協会 国土交通省 http://kendenkyo.or.jp/pdf/kendenkyo_guidelines.pdf

20 一般社団法人 全国ＬＰガス協会 経済産業省 https://www.japanlpg.or.jp/info/data/20200514.pdf

21 全国石油商業組合連合会 経済産業省 http://www.zensekiren.or.jp/20200414

22 公益社団法人 日本下水道管路管理業協会 国土交通省 https://jascoma.com/index.html

23 一般社団法人 日本下水道施設管理業協会 国土交通省 https://www.gesui-kanrikyo.or.jp/contents/01-01news.html

24 東日本高速道路株式会社 国土交通省 https://www.e-nexco.co.jp/

25 中日本高速道路株式会社 国土交通省 https://www.c-nexco.co.jp/topics/1121.html

26 西日本高速道路株式会社 国土交通省 https://www.w-nexco.co.jp/

27 首都高速道路株式会社 国土交通省 https://www.shutoko.jp/inquiry/prevention/

28 阪神高速道路株式会社 国土交通省 https://www.hanshin-exp.co.jp/company/

29 本州四国連絡高速道路株式会社 国土交通省 https://www.jb-honshi.co.jp/

30 一般財団法人 食品産業センター 農林水産省 https://www.shokusan.or.jp/news/3694/

31 公益社団法人 中央畜産会 農林水産省 https://www.shokusan.or.jp/news/3694/

32 公益社団法人 大日本農会 農林水産省 http://jlia.lin.gr.jp/archives/3079

33 一般社団法人 日本林業協会 農林水産省 http://www.dainihon-noukai.jp/news01/2270/

34
全国漁業協同組合連合会
一般社団法人 大日本水産会

農林水産省 －

⑥インフラ運営

⑦飲食料品供給

業種別ガイドラインについて

①劇場、観覧場、
　映画館、演芸場

③体育館、水泳場、
　ボーリング場、
　運動施設、遊技場

④博物館、美術館、
　図書館

⑤自動車教習所、
　学習塾等

7 経済産業省

https://www.zenkoubun.jp/info/2020/pdf/0514covid_19.pdf
https://www.zenkoren.or.jp/news-pdf/0514_COVID-19_guideline.pdf
https://www.kominkan.or.jp/file/all/2020/20200514_02guide.pdf
https://www.jleague.jp/release/wp-content/uploads/2020/05/05e44038298e88260d6524bf435c8596.pdf
https://www.jleague.jp/release/wp-content/uploads/2020/05/05e44038298e88260d6524bf435c8596.pdf
http://www.golf-ngk.or.jp/news/2020/corona/golfcoronaguideline.pdf
http://www.pgs.or.jp/data/CT_20200514105508_efe4fec0-db18-4ba8-a81f-915f6cc880e5.pdf
http://www.pgs.or.jp/data/CT_20200514105508_efe4fec0-db18-4ba8-a81f-915f6cc880e5.pdf
https://www.jgra.or.jp/wp1902/wp-content/uploads/2020/05/JGRA2020%E5%B9%B45%E6%9C%8814%E6%97%A5%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E6%94%B9%E8%A8%82%E7%89%88-%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%89%88-1.pdf
https://www.jgra.or.jp/wp1902/wp-content/uploads/2020/05/JGRA2020%E5%B9%B45%E6%9C%8814%E6%97%A5%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E6%94%B9%E8%A8%82%E7%89%88-%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%89%88-1.pdf
https://www.jtia-tennis.com/2020_05_14_tennis_guideline.pdf
https://jaia.jp/wp-content/uploads/2020/05/%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3PDF.pdf
https://jaia.jp/wp-content/uploads/2020/05/%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3PDF.pdf
https://jaia.jp/wp-content/uploads/2020/05/%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3PDF.pdf
http://shajoukyo.ciao.jp/
https://www.zenjanren.com/
http://www.zennichiyuren.or.jp/
https://www.j-muse.or.jp/02program/pdf/coronaguide0000.pdf
http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/content/information/gaidoline-corona0514.pdf
http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/content/information/gaidoline-corona0514.pdf
https://jja.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/guidelinever.3.pdf
http://www.zensiren.or.jp/
http://www.zenjikyo.or.jp/
http://kendenkyo.or.jp/pdf/kendenkyo_guidelines.pdf
https://www.japanlpg.or.jp/info/data/20200514.pdf
http://www.zensekiren.or.jp/20200414
https://jascoma.com/index.html
https://www.gesui-kanrikyo.or.jp/contents/01-01news.html
https://www.e-nexco.co.jp/
https://www.c-nexco.co.jp/topics/1121.html
https://www.w-nexco.co.jp/
https://www.shutoko.jp/inquiry/prevention/
https://www.hanshin-exp.co.jp/company/
https://www.jb-honshi.co.jp/
https://www.shokusan.or.jp/news/3694/
https://www.shokusan.or.jp/news/3694/
http://jlia.lin.gr.jp/archives/3079
http://www.dainihon-noukai.jp/news01/2270/
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（全国漁業協同組合連合会）

https://www.zengyoren.or.jp/information/detail.php?type=press&id=1
52

（一般社団法人 大日本水産会）

https://suisankai.or.jp/news/%e3%80%8c%e6%bc%81%e6%a5%ad%e8
%80%85%e3%81%ab%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad
%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e6%84
%9f%e6%9f%93%e8%80%85%e3%81%8c%e7%99%ba%e7%94%9f%e3%
81%97%e3%81%9f/

36 一般社団法人 日本加工食品卸協会 農林水産省 5月15日に農林水産省ホームページに掲載予定。

37 一般社団法人 日本外食品流通協会 農林水産省 5月15日に農林水産省ホームページに掲載予定。

38 全国給食事業協同組合連合会 農林水産省 5月15日に農林水産省ホームページに掲載予定。

39 一般社団法人 日本給食品連合会 農林水産省 5月15日に農林水産省ホームページに掲載予定。

40
⑧食堂、レストラン
　喫茶店等

一般社団法人 日本フードサービス協会
一般社団法人 全国生活衛生同業組合中央会

農林水産省
厚生労働省

－

●農水省
【一般社団法人 日本ショッピングセンター協会】
【一般社団法人 日本専門店協会】
【日本チェーンストア協会】
【日本チェーンドラッグストア協会】
【一般社団法人 日本百貨店協会】
－

●経産省
【オール日本スーパーマーケット協会】

http://www.ajs.gr.jp/?mode=whatsnew&page=index&year=2020#526

【全国スーパーマーケット協会】
http://www.super.or.jp/?p=11151
【日本小売業協会】
https://japan-retail.or.jp/
【日本スーパーマーケット協会】
http://www.jsa-net.gr.jp/
【日本DIY・ホームセンター協会】
https://www.diy.or.jp/news-all/top-news/409-2020-05-14.html
【日本フランチャイズチェーン協会】
https://www.jfa-fc.or.jp/particle/3017.html
【日本ボランタリーチェーン協会】
https://www.vca.or.jp/topics/2020/05/post-9.html

42 大手家電流通協会 経済産業省 －

43 日本書店商業組合連合会 経済産業省 http://www.n-shoten.jp/images/coronavirusguide.pdf

44 日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合 経済産業省 http://www.cdvnet.jp/modules/information/index.php/page96.html

45 全国商店街振興組合連合会 経済産業省 http://www.syoutengai.or.jp/news/topics.cgi

http://www.ryokan.or.jp/top/news/detail/298

https://www.jcha.or.jp/news/203

47 一般社団法人 日本ホテル協会 国土交通省 https://www.j-hotel.or.jp/association/pressroom/association/66801

48
一般社団法人 日本エステティック振興協議会
特定非営利活動法人 日本エステティック機構等

経済産業省 http://esthe-npo.lekumo.biz/blog/2020/05/ver30-88c4.html

49 全国質屋組合連合会 警察庁 http://www.zenshichi.gr.jp

一般財団法人 日本環境衛生センター https://www.jesc.or.jp/library/tabid/373/Default.aspx

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター https://www.jwnet.or.jp/info/chousa/index.html

公益社団法人 日本ブライダル文化振興協会 https://www.bia.or.jp/wp-
content/uploads/2020/05/cc4c79bc020173a208159705c9503e08.pdf

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 https://www.zengokyo.or.jp/wp/wp-
content/uploads/2020/05/2180d1da0e0729e8fe47dc5c0bbd1e12.pdf

経済産業省
農林水産省

オール日本スーパーマーケット協会
一般社団法人 全国スーパーマーケット協会

日本小売業協会
一般社団法人 日本ショッピングセンター協会
一般社団法人 日本スーパーマーケット協会

一般社団法人 日本専門店協会
日本チェーンストア協会

日本チェーンドラッグストア協会
一般社団法人 日本DIY・ホームセンター協会

一般社団法人 日本百貨店協会
一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会
一般社団法人 日本ボランタリーチェーン協会

41

⑪ごみ処理50 環境省

51 ⑫冠婚葬祭 経済産業省

全国中央卸売市場協会
全国公設地方卸売市場協議会

全国第3セクター市場連絡協議会
一般社団法人 全国中央市場青果卸売協会

一般社団法人 全国青果卸売市場協会
全国青果卸売協同組合連合会

公益社団法人 日本食肉市場卸売協会
東京食肉市場卸商協同組合

一般社団法人 日本花き卸売市場協会
一般社団法人 全国花卸協会

一般社団法人 全国水産卸協会
全国魚卸売市場連合会

全国水産物卸組合連合会

農林水産省

⑦飲食料品供給

⑨生活必需物資供給

⑩生活必需サービス

35

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
一般社団法人 日本旅館協会
一般社団法人 全日本シティホテル連盟

厚生労働省
国土交通省

46

https://www.zengyoren.or.jp/information/detail.php?type=press&id=152
https://www.zengyoren.or.jp/information/detail.php?type=press&id=152
https://suisankai.or.jp/news/%e3%80%8c%e6%bc%81%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ab%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e6%84%9f%e6%9f%93%e8%80%85%e3%81%8c%e7%99%ba%e7%94%9f%e3%81%97%e3%81%9f/
https://suisankai.or.jp/news/%e3%80%8c%e6%bc%81%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ab%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e6%84%9f%e6%9f%93%e8%80%85%e3%81%8c%e7%99%ba%e7%94%9f%e3%81%97%e3%81%9f/
https://suisankai.or.jp/news/%e3%80%8c%e6%bc%81%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ab%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e6%84%9f%e6%9f%93%e8%80%85%e3%81%8c%e7%99%ba%e7%94%9f%e3%81%97%e3%81%9f/
https://suisankai.or.jp/news/%e3%80%8c%e6%bc%81%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ab%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e6%84%9f%e6%9f%93%e8%80%85%e3%81%8c%e7%99%ba%e7%94%9f%e3%81%97%e3%81%9f/
https://suisankai.or.jp/news/%e3%80%8c%e6%bc%81%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ab%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e6%84%9f%e6%9f%93%e8%80%85%e3%81%8c%e7%99%ba%e7%94%9f%e3%81%97%e3%81%9f/
http://www.ajs.gr.jp/?mode=whatsnew&page=index&year=2020#526�
http://www.super.or.jp/?p=11151
https://japan-retail.or.jp/
http://www.jsa-net.gr.jp/
https://www.diy.or.jp/news-all/top-news/409-2020-05-14.html
https://www.jfa-fc.or.jp/particle/3017.html
https://www.vca.or.jp/topics/2020/05/post-9.html
http://www.n-shoten.jp/images/coronavirusguide.pdf
http://www.cdvnet.jp/modules/information/index.php/page96.html
http://www.syoutengai.or.jp/news/topics.cgi
http://www.ryokan.or.jp/top/news/detail/298
https://www.jcha.or.jp/news/203
https://www.j-hotel.or.jp/association/pressroom/association/66801
http://esthe-npo.lekumo.biz/blog/2020/05/ver30-88c4.html
http://www.zenshichi.gr.jp/
https://www.jesc.or.jp/library/tabid/373/Default.aspx
https://www.jwnet.or.jp/info/chousa/index.html
https://www.bia.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/cc4c79bc020173a208159705c9503e08.pdf
https://www.bia.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/cc4c79bc020173a208159705c9503e08.pdf
https://www.zengokyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/2180d1da0e0729e8fe47dc5c0bbd1e12.pdf
https://www.zengokyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/2180d1da0e0729e8fe47dc5c0bbd1e12.pdf
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52 日本放送協会 総務省 https://www.nhk.or.jp/info/otherpress/pdf/2020/20200514.pdf

53 一般社団法人 日本民間放送連盟 総務省 https://www.j-ba.or.jp/category/broadcasting/jba103834

54 一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟 総務省 https://www.catv-jcta.jp/topics/detail/1760

55 一般社団法人 日本コミュニティ放送協会 総務省 https://www.jcba.jp/community/index.html

56 一般社団法人 衛星放送協会 総務省 https://www.eiseihoso.org/

57 一般社団法人 全国銀行協会 金融庁 https://www.zenginkyo.or.jp/news/2020/n051401/

58 日本証券業協会 金融庁 http://www.jsda.or.jp/shinchaku/coronavirus/files/20200514coron
agl.pdf

59 鉄道連絡会（一般社団法人 日本民営鉄道協会 ・ JR等） 国土交通省 http://www.mintetsu.or.jp/association/news/2020/15261.html

60 公益財団法人 日本バス協会 国土交通省 －

61 一般社団法人 全国ハイヤー・タクシー連合会 国土交通省 －

62 一般社団法人 全国個人タクシー協会 国土交通省 －

63 公益社団法人 全日本トラック協会 国土交通省 －

64 日本内航海運組合総連合会 国土交通省 －

65 一般社団法人 日本旅客船協会 国土交通省 https://www.jships.or.jp/news_detail.php?id=7554

66 一般社団法人日本船主協会 国土交通省 http://www.jsanet.or.jp/covid-19/index.html

67 一般社団法人 日本外航客船協会 国土交通省 http://www.jopa.or.jp/document/covid19-guidelines.pdf

68 日本船舶代理店協会 国土交通省 －

69 外航船舶代理店業協会 国土交通省 http://www.jafsa.jp/

定期航空協会 http://teikokyo.gr.jp/

一般社団法人 全国空港ビル事業者協会 http://www.air-terminal.or.jp/

71
一般社団法人 日本旅行業協会
一般社団法人 全国旅行業協会

国土交通省 https://www.jata-net.or.jp/virus/200514_crrspndncguideline.html

72 一般社団法人 日本倉庫協会 国土交通省 https://www.nissokyo.or.jp/index.php

73 一般社団法人 日本冷蔵倉庫協会 国土交通省 http://www.jarw.or.jp/

公益社団法人 全国通運連盟 http://www.t-renmei.or.jp/

一般社団法人 航空貨物運送協会 http://www.jafa.or.jp/

一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会 https://www.jiffa.or.jp/

日本内航運送取扱業海運組合 －

75 全国トラックターミナル協会 国土交通省 http://www.zentakyo.jp/

76 一般社団法人 日本経済団体連合会 経済産業省 https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040.html

77 一般社団法人 日本造船工業会 国土交通省 https://www.sajn.or.jp/

78 一般社団法人 日本中小型造船工業会 国土交通省 http://www.cajs.or.jp/01detail.html?id=1451

79 ⑰オフィス事務全般 一般社団法人 日本経済団体連合会 経済産業省 https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040.html

80 ⑱企業活動、治安維持 一般社団法人 全国警備業協会 警察庁 http://www.ajssa.or.jp/

81 ⑲行政サービス 日本公証人連合会 法務省 http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20200514.html

国土交通省
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※上記のほか、学校、社会福祉施設、社会体育施設、研究施設等については所管省庁においてガイドライン等を作成・公表。

⑬メディア

⑭金融

⑮物流、運送

⑯製造業全般

https://www.nhk.or.jp/info/otherpress/pdf/2020/20200514.pdf
https://www.j-ba.or.jp/category/broadcasting/jba103834
https://www.catv-jcta.jp/topics/detail/1760
https://www.jcba.jp/community/index.html
https://www.eiseihoso.org/
https://www.zenginkyo.or.jp/news/2020/n051401/
http://www.jsda.or.jp/shinchaku/coronavirus/files/20200514coronagl.pdf
http://www.jsda.or.jp/shinchaku/coronavirus/files/20200514coronagl.pdf
http://www.mintetsu.or.jp/association/news/2020/15261.html
https://www.jships.or.jp/news_detail.php?id=7554
http://www.jsanet.or.jp/covid-19/index.html
http://www.jopa.or.jp/document/covid19-guidelines.pdf
http://www.jafsa.jp/
http://teikokyo.gr.jp/
http://www.air-terminal.or.jp/
https://www.jata-net.or.jp/virus/200514_crrspndncguideline.html
https://www.nissokyo.or.jp/index.php
http://www.jarw.or.jp/
http://www.t-renmei.or.jp/
http://www.jafa.or.jp/
https://www.jiffa.or.jp/
http://www.zentakyo.jp/
https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040.html
https://www.sajn.or.jp/
http://www.cajs.or.jp/01detail.html?id=1451
https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040.html
http://www.ajssa.or.jp/
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20200514.html
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