んしん認証 EATよりお願い

店されたお客様へ
安心なお店づくりのための
茅野市独自の基準です。

来店されたお客様へ
来店されたお客様へ
店されたお客様へ
飲食店で安全に会食を楽しむための４つのポイント
私たちのまちの飲食店を

てん

きゃく

さま

しん認証EAT」の対策基準にもとづいた安心安全なお店

すめ、新型コロナウイルスに負けない活気あるまちを取

しん認証EAT」の対策基準にもとづいた安心安全なお店

らい

てん

きゃく

茅野市独自の基準です。
さま

らい

てん

きゃく

さま
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「茅野あんしん認証EAT」の対策基準にもとづいた安心安全なお店

茅野あんしん認証 EAT

づくりをすすめ、新型コロナウイルスに負けない活気あるまちを取
「茅野あんしん認証EAT」
の対策基準にもとづいた安心安全なお店

安心して食事ができるお店
めには、みなさまのご協力が必要です。
新型コロナウイルス感染症により、 厳しい状況の中、 市内飲食店事業者の皆さんが、
さまざまな感染対策を実施し
りもどすためには、
みなさまのご協力が必要です。茅野あんしん認証 EAT
新型コロナ対策徹底中EAT
茅野あんしん認証
づくりをすすめ、
新型コロナウイルスに負けない活気あるまちを取
すすめ、新型コロナウイルスに負けない活気あるまちを取
安心して食事ができるお店
しく食事をしていただき、
みんなで地域の大切な飲食店
ながら、 営業を続けております。
感染を防ぐためには、 店舗側の努力だけでなく、 お店を利用する皆さんの感染症
おいしく楽しく食事をしていただき、みんなで地域の大切な飲食店

みんなで応援しましょう！

安心して食事ができるお店

りもどすためには、みなさまのご協力が必要です。
ためには、みなさまのご協力が必要です。
しょう! 予防の協力も必要です。 お店を利用の際には、 以下の点を守って安心安全に楽しく食事をしましょう。
を応援しましょう!
おいしく楽しく食事をしていただき、
みんなで地域の大切な飲食店
楽しく食事をしていただき、みんなで地域の大切な飲食店
茅野市認証店のステッカー
を応援しましょう!
ましょう!
新型コロナ対策徹底中

新型コロナ対策徹底中
（
一社

）
ちの観

光まちづくり推 進

機構

（一

社）
ち

の観光まちづくり推進機

構
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た い ちょう

体調

た い ちょう

の体調

行者の

同行者の
す。

ます。

来店を

来店を

ひ

まつ かん せん たい さく

● 飛沫感染対策
ひ まつ かん せん たい さく

社）
ち

の 観 光まちづくり推 進 機

構

茅野市認証店のステッカー
じ しん

どう こう し ゃ

た い ちょう

● ご自身
同行者の体調
じ し ん・
どう こう し ゃ
た い ちょう

昨年から続くコロナ禍で飲食店は売上が激減し、 大きな被
● 飛沫感染対策

・しての会話をお願いします。
食事のとき以外はマスクを着用

をお願いします。
体調チェックにご自身や同行者の
・ お出かけ前

んな時こそ応援したい」
とのお客様の声や、 「コロナ感染症
しての会話をお願いします。
・食事のと
を着用
き以外はマスク
対策をしっかりやって地元の人に安心して来てほしい」 とい
しての会話をお願いします。
・マスクをしていても
大声での会話
う声にこたえて、 茅野市では長野県の 「信州の安心なお店」
はおひかえください。
・マスクをしていても
大声での会話
制度に加えて、
飲食店の皆さん自身も会員である、 食品衛

・食事のとき以外はマスク を着用
しての会話をお願いします。

・マスクをしていても大声での会話
・マスクをしていても大声での会話

はおひかえください。
はおひかえください。

ひ

まつ

・ お出かけ前 にご自身や同行者の

ックをお願いします。
は、 来店を
・体調チェ
体調不良のある方

ださい。 は、 来店を
・ご遠慮く
体調不良のある方
ご遠慮ください。

かん せん たい さく

● 接触感染対策
せっ しょく か ん せ ん た い さ く

●
●マイクロ飛沫感染対策

● 接触感染対策

・店内の換気が不十分だと感じる
場合
・店内の換気が不十分だと感じる場合
店員に
はご自分で
か、
店員に
はご自分で窓を開ける
か、
窓を開ける

指消毒をお願いします。
・入店時、
食事をとる前に必ず手

まつ

かん せん たい さく

マイクロ飛沫感染対策

くさんの
くさんの

EAT」 事業

● ご自身・同行者の体調

ひ

口、セル
口、セル

まつ かん せん たい さく

● 飛沫感染対策

せっ しょく か ん せ ん た い さ く

必ず手
に必ず手

「茅野あんしん認証
● 飛沫感染対策
ひ まつ かん せん たい さく
ひ

お申し付けください。
お申し付けください。

・長時間の滞在は感染リスクを高めま
・長時間の滞在は感染リスクを高めま
すので、できるだけ短時間でのご
すので、できるだけ
短時間でのご

利用をお願いします。
をお願いします。
利用

・入店時、
食事をとる前に必ず手

指消毒をお願いします。
・トイレ使用後、ドアノブ、蛇口、セル

フサービスコーナーなど、たくさんの
・トイレ使用後、
ドアノブ、蛇口、セル

人が触れる場所
フサービスコーナーなど、たくさんの

をさわった後は、
人が触れる場所
必ず手指消毒 を
をさわった後は、
お願いします。 を
必ず手指消毒

・食事のとき以外はマスク
を着用「これまでお世話になってきたお店をこ
害を受けています。

市行政、 ちの観光まちづくり推進機構が協
働して、 一店舗も取り残さない独自の飲食店コロナ感染症
対策・支援事業 「茅野あんしん認証 EAT」 を実施しています。
「茅野あんしん認証 EAT」 は申込制ではなく、 日頃から飲
ひ 食店に同業者として寄り添って衛生指導にあたっている食品
まつ かん せん たい さく
●
「あんしんサポーター」 として
ひ 衛生協会指導員の皆さんが、
まつ かん せん たい さく
全店舗を対象とした新型コロナウイルス感染症対策の巡回相
●
・店内の換気が不十分だと感じる
談と認証を行っている、
全国でも珍しい取り組みです。 さ
場合
店員に
はご自分で
か、
らにこの制度は単なる店舗の認証に留まらず、
市の各種支
窓を開ける
・店内の換気が不十分だと感じる
場合
援施策 （感染防止に必要な備品の補助や売上が減少したお
お申し付けください。
はご自分で
か、店員に
窓を開ける
店への支援など）
の相談指導なども行っています。
お申し付けください。
・長時間の滞在は感染リスクを高めま
すので、できるだけ短時間でのご
・長時間の滞在は感染リスクを高めま

利用をお願いします。
すので、できるだけ
短時間でのご

お客さんに来てほしい。

その思いは変わらない。

PLAN D 修正 2

飲食店を応援して、 地域を明るく元気にしたい

安心して食事ができるお店
新型コロナ対策徹底中

社）
ち

の観光まちづくり推進機

市内飲食店の繫がりが
茅野市の元気のもとに！
私は食品衛生協会の立場から、協会
や各組合未加入の店舗を中心に巡回さ
せていただきました。「あんしん認 証
EAT」は、市内の全飲食店が力を合わ
せてコロナ禍を克服していく取り組みの
一つです。条件の異なるそれぞれの店
舗に応じた、きめ細かな対応が求めら
れますが、巡回の中で営業者の皆さん
と一緒に、一つ一つリスクゼロに近づ
ける相談を続けています。
私たち相談員からは、この制度に伴う
茅野市の支援策や県の施策を紹介した
り、営業者の方からの疑問に医師の助
言を踏まえてお答えしたりしてきました。
多くの営業者の皆さんとの新たな繫が
りが、茅野市の元気のもとになっていく
ことを願っています。

構
直径 152 ㎜

↑認証店のステッカー

私たちにとって飲食店は、気心の知れた人たちと美味しい料理で

目をチェック。

あんしんな飲食店として認証！

「茅野あんしん認証 EAT」を支える皆さんの声

利用をお願いします。
安心して食事を楽しんでほしい。

（一

安心・安全のための 4 2 項

マイクロ飛沫感染対策
マイクロ飛沫感染対策

私は自分の所属する飲食店組合の巡
回をしました。飲食店はお客さんに来
などの食器の共有や使い回しを
てほしいという思いから、この事業が
・グラスの
回し飲み 、スプーンや箸
ーンや箸
始まる前から、アクリル板を設置する
ンや箸
避けて
ください。
などの
食器の共有や使い回しを
い回しを
等の取り組みはしていました。しかし、
回しを
感染対策について自分たちの知識では
避けてください。
お問合せ （一社）
ちの観光まちづくり推進機構 「茅野あんしん認証EAT」事務局 分からないことが多く、
TEL.0266-73-8550
「何をすればよ
い？」という声も多かったです。
お問合せ （一社）
ちの観光まちづくり推進機構 「茅野あんしん認証EAT」事務局 TEL.0266-73-8550
くり推進機構 「茅野あんしん認証EAT」事務局 TEL.0266-73-8550
この事業では、食品衛生協会や医
師の方々と連携をとることで、感染対
り推進機構 「茅野あんしん認証EAT」事務局 TEL.0266-73-8550
策の「何をしたらいい」という疑問解
決のための道筋ができました。これか
これまで私たちが経験したことのない新型コロナウイルス感染症が
らも感染対策をしながら、お客様の安
心・安全のためにも感染症対策をしっ
拡大するという脅威の中で、不安な日々を過ごされた方も多いのでは
茅野あんしん認証 EAT
かりしていきたいと思っています。

活を取り戻すため、一丸となって、この難局を乗り越えていきましょう。

皆さんが各飲食店を巡回。

はおひかえください。
生協会と医師、

お願いします。
・グラスの
回し飲み 、スプーンや箸

ないでしょうか。市民の皆さんとともに、一日も早く、平穏な日常生

食品衛生協会の指導員の

チームちの飲食業協力組合
組合長

篠原 省一郎 さん

長野県食品衛生協会
理事長

小池 義一 さん

医師の目線から、 お店にもお
客さんにも、 良い形を一緒に
考える
医療従事者の視点から正しい感染症
対策や知識をお伝えし、認証のための
チェック項目を考えました。ただ感染症
対策のために制限ばかりをするのでは
なく、お客様に来てほしいお店側の気
持ちや意見も汲みながら、飲食店、事
務局、医師といった関係者みんなで考
えたことで、それぞれにとっても良い形
になりました。
飲食 店側の感 染 症 対 策 だけでは、
十分な対策とは言えません。お客さん
側の協力が不可欠となります。市民の
皆さんにも飲食店を応援するこの「茅
野あんしん認証 EAT」の取り組みで市
内飲食店が頑張っていることを知っても
らいながら、感染症対策をしっかりして
飲食店を利用してほしいと
思います。
リバーサイドクリニック
所長

鍋島 志穂 さん

楽しく過ごす場＝「つながり」を深める大切な交流の場です。そんな
大切な飲食店を住民の皆さんみんなで盛り上げていきましょう！
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↑認証済みの飲食店一覧

12

