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接待伴う飲⾷店など 感染防⽌へガイドライ
ン公表 経済再⽣相
2020年6⽉13⽇ 13時59分 新型コロナウイルス

東京都内で夜の繁華街を中⼼に、新型コロナウイルスの新たな感染者の確認が相次ぐ
中、⻄村経済再⽣担当⼤⾂は接待を伴う飲⾷店などでの感染防⽌を図るためのガイド
ラインを公表しました。

注⽬ワード 気象 ⽶⿊⼈男性死亡 新型コロナウイルス 新型コロナ 国内感染状況 新型コロナ 経済影響

トランプ⼤統領 教育

もっと⾒る
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この24時間に多く読まれている記事です
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⻄村経済再⽣担当⼤⾂は13⽇の記者会⾒で、これまでに、いわゆるクラスターが発
⽣した、接待を伴うクラブやナイトクラブ、ライブハウスの3つの業種で感染防⽌を
図るための具体策をまとめたガイドラインを公表しました。

それによりますと、共通の対策として、
▽⼈と⼈との距離をできるだけ2メートル、最低1メートル確保すること、
▽テーブルやカウンターへのアクリル板の設置、
▽客や従業員へのマスクやフェイスシールドなどの着⽤に努めるとしています。

また、
▽客に名前や連絡先の記⼊を求め、当⾯の間、保存するとしています。

そして、個別の対策として、接待を伴うクラブでは、客の横についてカラオケやダン
スを⾏うなどの接客は当⾯の間、⾃粛し、客どうしが同じグラスを使うことは避ける
よう注意喚起するとしています。

ナイトクラブでは、⼤きな声を出すことを禁⽌するよう促し、⾶まつの拡散を抑制す
るため、店内の⾳量を必要最⼩限にするとしています。
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ライブハウスでは、出演者と客との距離をなるべく2メートル確保し、できない場合
は、⾶まつが拡散しないよう対策を講じるほか、オンラインでのチケット販売やキャ
ッシュレス決済を推奨するなどとしています。

⻄村⼤⾂は「今回の感染拡⼤の防⽌策は、⾃分たちの従業員や来てくれる客も含めて
の健康と命を守るための取り組みであり、ご理解してほしい。政府としても広報して
いきたい」と述べました。

⻄村⼤⾂は14⽇、東京都の⼩池知事らと会談し、ガイドラインの周知への協⼒を求
めることにしています。

特設サイト 新型コロナウイルス
新型コロナウイルスの感染者数や最新ニュースはこちらです。感
染予防のための情報、給付⾦などの⽀援情報、政府の対応、専⾨
家会議の提⾔などをまとめています。

新型コロナウイルス関連 特設サイト・特集 リンク⼀覧 WEB特集 6⽉12⽇

コロナで⾃粛していた旅⾏ みんないつから⾏く︖ News Up 6⽉11⽇

ブラジルの死者4万1000⼈超える ⽶に次いで2番⽬に 新型コロナ
6⽉13⽇ 11時50分

ラグビー福岡 東京五輪出場を断念 医学部ある⼤学進学を優先へ
6⽉13⽇ 11時26分

政治ニュース⼀覧へ戻る

注⽬のコンテンツ

あわせて読みたい
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