あいスタ認証

郵送申請の手引き

必ず 「 申請前に 」 お読みください。
※ 申請対象店舗であるかを事前に確認してください。対象外店舗の場合は、申請をしても却下となります。
※ 感染防止対策47項目を正確に申請しないと、現地調査の結果、不認証となる場合がございます。
確実な申請・項目の把握をお願いします。
※ WEB申請と比べて、申請にかなりお時間を要します。
調査員訪問スケジュールまで時間がない場合は、WEB申請をお勧めします。
※ 申請書や提出書類に不備がある場合は、コールセンターより電話等で確認する場合がございますので、
申請書の控え（申請書類をコピーする等）を保管しておいてください。

申請書類の不備が多く、審査にかなりお時間を要しています。
申請書記入の際は、同封しております記入例をよくお確かめください。

【申請書類送付先】
〒453-6106 愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12 グローバルゲート6階
あいスタ認証事務局 宛
（電話番号：052-977-3655）
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1．申請の対象となる店舗
対象店舗
・ 愛知県内の飲食店
・ 飲食業に属する事業者が営む愛知県内の事業用店舗で、その場で飲食を目的とする飲食店
対象外店舗
・ デリバリーやテイクアウト専門店等、その場で飲食することを主たる目的とした設備を有さない飲食店
・ 暴力団員である事業者又は法人であってその役員のうちに暴力団員である者がいる事業者

食品営業
許可証を
持っていま
すか？

はい

い
い
え

その場で調
理した飲食
を提供して
いますか？

はい
い
い
え

飲食のみの
利用はでき
ますか？

はい
い
い
え

飲食業に属する
事業者とみなさない
ため

飲食業に属する
事業者とみなさない
ため

対象外です。
申請できません。

対象外です。
申請できません。

旅館、ホテルで宿泊を
しない客への飲食提
供がない場合などは
飲食業に属する事業
者とみなさないため
対象外です。
申請できません。

一般に開放
している飲
食スペース
はあります
か？
い
い
え
社員食堂、学生食堂
など来店者が限定さ
れている飲食店などは
対象外です。
申請できません。

はい

その場で飲
食することを
主たる目的と
した設備を有
しています
い
か？

はい

い
え

イートイン用の席がない
場合、テイクアウト及び
デリバリー専門店等の
ため

対
象
店
舗
で
す

対象外です。
申請できません。

2．申請から認証までの流れ
申請書類請求

あいスタ認証コールセンターへ申請書類を請求してください。
必要書類を送付します。
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申請書類送付

届いた書類をご確認いただき、申請書類にご記入後必要書類を同封のうえ、
ご送付ください。

3

書類審査

事務局内で申請内容を確認いたします。

4

現地調査

感染防止対策項目に基づき、現地調査による申請内容の確認を行います。

1

済

※現地調査日については、調査員より事前にご連絡させていただきます。お電話の状況によっては、
次回以降の訪問スケジュールとなることがございます。あらかじめご了承ください。

5

認証キットの送付

現地調査の結果を踏まえ、認証基準に適合していることが認められれば、
事務局より「認証通知書、認証ステッカー、認証制度ポスター」を送付します。

郵送申請は申請受付までにお時間を要します。
WEB申請はご登録いただいた内容がWEB上に反映され、ご自身ですぐに確認できます。
申請も郵送に比べ、短時間で受付審査に進むことが可能です。
また、郵送での書類の送付が不要のため、郵便局に行く手間や時間、送料がかかりません。
現地調査後、不認証になった場合も、画像添付で現地調査不要になる場合があります。

簡単登録！

迅速申請！

送料不要！
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3．申請書類記入・送付
①準備するもの
必要なもの

備 考

食品営業許可証
コピーまたは写真
※必須

＊記載内容のすべてが鮮明に確認できるよう、印刷してください。
＊ご記入後、申請書類に同封してお送りください。
＊受理番号 宣言日 施設名の三点が鮮明に確認できるよう、印刷してください。

安全・安心宣言施設
PRポスター
コピーまたは写真

＊詳細は、県民相談総合窓口にお問い合わせください。
連絡先は、裏表紙の「お問い合わせ先一覧」をご参照ください。

※取得済みの場合のみ

＊ご記入後、申請書類に同封してお送りください。
＊書類不備、新しい感染防止対策情報、その他情報などが発信されます。
日ごろからよく確認をするメールアドレスをご記入ください。

メールアドレス

＊「info@newaista-ninsho.jp」からメールをお送りしますので
メール受信許可を予め設定してください。

②送付書類
必須可否

様式

書類

備考

必須

1-1

あいスタ認証申請書

記入例を参照し、記入してください。
記入例と各項目内容を確認し、記入してください。

必須

1-2

あいスタ認証飲食店感染防止対策
項目チェックシート

あいスタ認証 飲食店感染防止対策50項目チェックシート
実施している項目にチェックを記入（☑）してください。申請にあたっては、原則、すべての項目（条件付き項目及びプラス項目
を除く）にチェックがされている必要があります。
・ 基本項目（No1～32）
：認証に必須となる項目
・ 条件付き項目（No33～42） ：認証に必須となる項目（該当部分のみ回答）
・ プラス項目（No43～50）
：満たした数に応じて星を付与する項目
＜留意事項＞
※（具体的方法）の記載のある項目は、あてはまる選択肢の□にチェックを記入（☑）してください。（複数選択可）
※（具体的方法）の「その他」のみを選択した場合、現地調査の結果、認証不可となる場合があります。
※ 【 実施方法 】 の記載のある項目は、全て必須選択項目です。全ての選択肢の□にチェックを記入（☑）してください。

１． 利用者への周知事項

対策できている場合、

2

チェック してください。

✓
□

店内入口に消毒設備を設置し、入店時に必ず手指消毒を実施するよう呼び掛けるとともに、周知する。
対策できている場合、あてはまる具体的な方法を

（具体的方法）

7

必須

―

食品営業許可証
コピーまたは写真

□

一つ以上チェック してください。

□
✓
✓
□

店内入口に消毒設備を設置し、手指消毒を実施するようポスター等で掲示している。

□

その他（

その他の場合は、具体的な内容を記入してください。

店内入口に消毒設備を設置し、入店時に手指消毒の実施を従業員が呼びかけている。
）

トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう周知する。（ポスター掲示等）
※和式トイレ・身体障がい者用トイレ等、蓋が無いトイレの場合は、

（具体的方法）

□
□
9

✓
□

その他を選択し、その旨を記載してください。

ポスター等を掲示している。
その他（

）

飲食時、対人距離の確保を行う。

【確認】 飲食店スペースの形態について、該当形態にチェックを記入（☑）してください。

□

テーブル、カウンター

✓
□

□

テーブルのみ

カウンターのみ

※ 以下、「 テーブル、カウンター 」 の場合は 「 A・B・C 」 全てを回答、 「 テーブルのみ 」 の場合は 「 A・B 」 を回答、
「 カウンターのみ 」 の場合は 「 C 」 を回答
A

□
✓

テーブル間の対人距離の確保について、下記対策を行っている。
（具体的方法）

□
□
✓
□
B

□
✓

項目によっては、回答方法が異なる場合があります。
各項目の回答方法をよくご確認ください。

客席間の距離が最低１ｍ以上確保できるよう配置している。
仕切り、透明ビニールカーテン、パーティション等で遮蔽している。
その他（

）

同一テーブル内の対人距離の確保について、下記対策を行っている。
（具体的方法）

□
✓
✓
□
□
□

※少人数の家族、介助者同席の高齢者・乳幼児・障害者等が
対面での着座を希望する場合は除く。

客席間の距離が１ｍ以内の真正面の着席配置をしていない。

※取得済みの場合のみ
必須
C

□

客席間の距離が最低１ｍ以上確保できるよう配置している。
アクリル板（目を覆う程度の高さ以上のものを目安）、透明ビニールカーテン、パーティション等で遮蔽している。
その他（

）

カウンターテーブルの対人距離の確保について、下記対策を行っている。
（具体的方法）

―

―

安全・安心宣言施設PRポスター
コピーまたは写真

□
□
□

客席間の距離が最低１ｍ以上確保できるよう配置している。
アクリル板（目を覆う程度の高さ以上のものを目安）、透明ビニールカーテン、パーティション等で遮蔽している。
その他（

）

条件付き項目

33

□

34

✓
□

【 条件付き項目 】 条件に当てはまらない

券売機を設置している店舗は、定期的に消毒する。
※右側（条件に当てはまらない）にチェックを入れた場合、
※券売機を設置していない店舗は、こちらにチェックを入れてください
⇒✓
□
左側（対策できている）のチェックは不要です
自店舗で管理しているエレベーターがある場合、乗員制限を行う。

場合はこちらのみに、チェック してください。

※自店舗で管理しているエレベーターが無い場合は、こちらにチェックを入れてください ⇒ □

（具体的方法）

□
□
✓
□
□

重量センサーの調整による制限を行っている。

主なエレベーター（乗員定員：

9

人 / 利用制限人数：

4

人)

床に立ち位置を示すテープを貼っている。
ポスターを掲示している。

【 条件付き項目 】 対策できている場合のみ、
具体的な方法をチェック してください。

その他（

）

プラス項目
50

□

【 プラス項目 】 は、「 実施している 」 場合は、チェック してください。
感染防止対策責任者は、あいスタ認証事務局が発行する従業員健康管理マニュアルの運用を行い、従業員の健康管理を徹底す
「 実施していない 」 場合は、認証のための必須項目では
る。
ありませんので、未記入で結構です。

記入の際は折り曲げず、はっきりとわかりやすくご記入ください。
また、ホチキスなどで止めないでください。
申請書を元に、審査・現地調査をいたします。ご自身の登録内容を確認できるよう、
ご記入後申請書の控えを（申請書類をコピーする等）保管をお願いします。

必須
1枚

5枚

様式 1-1

様式 1-2

あいスタ認証

申請書

飲食店感染
防止対策
項目
チェックシート

1枚

1枚

食品営業
許可証

安全・安心
宣言施設
PRポスター

(コピーまたは
写真)

(コピーまたは
写真)

申請書類発送の際は、個人情報
のため必ず追跡可能な方法
（特定記録、レターパックなど）
でご郵送ください。
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申請書類に不備がある場合、訪問調査を行うことができません。
※ 申請書記入の際の疑問や不明点がございましたら、コールセンターにご確認ください。

記入例をよく
お確かめください。

※ 書類の郵送、ご登録には一定のお時間をいただきます。ご希望の調査スケジュールに間に合わない場合が
ございますので、ご了承ください。
※ 申請書類に不備があり、メールアドレスをご登録いただいていない場合、修正申告の際の郵送費用などを
ご負担いただくことになりますのでご了承ください。

4．郵送申請ご提出後
メールアドレスの登録有無により、不備があった場合の対応が異なります。
メールアドレス登録 あり ➡ WEB上で状況を確認・修正可能なマイページを利用できます。
不備あり

マイページ上で不備内容を修正していただき、再申請をお願いします。

却下

申請対象外等の理由で申請却下となっています。再申請はできません。

不備なし

マイページで状況をご確認いただけるようになります。

メールアドレス登録 なし ➡ 不備があった場合は電話もしくは郵送にて、不備内容を

ご連絡いたします。
不備あり

郵送で書類を返却しますので、不備内容を修正していただきご返送ください。

却下

申請対象外等の理由で申請却下となっています。再申請はできません。
郵送で書類を返却します。

不備なし

現地訪問調査連絡をお待ちください。

現地訪問調査

調査員より事前に調査日をご連絡します。調査員が現地調査へ伺い、調査項目を確認します。申請者の方
の立ち合いをお願いします。
※現地調査日については、調査員より事前にご連絡させていただきます。お電話の状況によっては、次回以降の
訪問スケジュールとなることがございます。あらかじめご了承ください。

認証結果のご送付
最終審査を通過し、認証が決定したら認証ステッカー等が封入された「認証キット」をお送りします。
認証キットが届いたら、認証ステッカーを店頭（必須）に、あいスタ認証制度ポスターを店内の利用者の方に
見えやすいところに掲示してください。

【認証ステッカー】

【プラス項目ステッカー】
（認証項目数分）

【認証制度ポスター】

【認証通知書】

調査結果（不認証）
最終審査を完了し、不認証となった場合
●メールアドレス登録ありの場合
マイページ上の写真登録で再申請が可能です。
●メールアドレス登録なしの場合
再度修正申請をお願いします。状況が分かる写真を郵送ください。
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5 ．実施要綱
ニューあいちスタンダード認証制度実施要綱
第1章 総 則
（目的）
第１条 この要綱は、飲食店における感染症対策の徹底強化を図るため、感染症対策が徹底された
飲食店をニューあいちスタンダード認証店(以下、「あいスタ認証店」という。)とし、認証する
ための基準及び事業者が行う申請手続等を定めるものとする。

（対象等）
第２条 認証制度の対象は、飲食業に属する事業者（以下、「対象事業者」という。）が営む県内
の事業用店舗で、その場で飲食することを目的とするものとする。
２ 次に掲げる事業者については対象外とする。
（１）テイクアウト及びデリバリー専門店等、その場所で飲食することを主たる目的とした設備を
有さない飲食店
（２）暴力団員である事業者又は法人であってその役員のうちに暴力団員である者がいる事業者
（基準）
第３条 あいスタ認証店と認証する基準は、別記のあいスタ認証制度認証基準とする。
２ 認証基準については、必要に応じ、更新するものとする。

第２章 認証等
（申請）
第４条 認証を受けようとする対象事業者は、自らが対象店舗において実施すべき感染症防止対策
を第３条に規定する基準に沿って定め、オンライン又は書面により、知事に申請するものとする。
（認証等）
第５条 前条に基づく申請があったときは、知事(その委託を受けた者を含む。第３項において同
じ。)は、実地調査等を行う等により、申請の内容を審査するものとする。
２ 知事は、前項の申請が第３条に規定する基準に適合していると認めたときは、当該申請に係る
対象店舗についてその旨を認証するものとする。
３ 前項の規定により認証したときは、当該認証に係る対象事業者（以下「認証事業者」とい
う。）に対し、認証通知書及び認証した旨を表象する認証ステッカーを交付するものとする。な
お、適合しないと認めるときは、その旨を申請者に通知する。この場合において、知事は第３条
に規定する基準に適合していない事項を摘示する等、認証しないこととした理由を示すよう努め
るものとする。
（認証ステッカーの利用等）
第６条 認証事業者は、認証ステッカーを利用（当該認証店舗利用者から見やすい場所に認証ス
テッカーを掲げることをいう。以下同じ。）するとともに、その広告物等において「あいスタ認
証店」の名称を使用することができるものとする。
２ 認証事業者は、その責めに帰することができない事由により認証ステッカーを汚損し、又は亡
失したときは、書面により認証ステッカーの再交付を求めることができる。
（認証事業者の責務）
第７条 認証事業者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
（１）認証に係る感染症防止対策を誠実に実施し、及びその従業員に実施を徹底させること。
（２）認証ステッカーの適正な使用及び管理を行うこと。
（３）知事(その委託を受けた者を含む。)が行う認証店舗に係る調査に協力すること。
（４）新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく知事の要請を遵守すること。
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（調査等）
第８条 知事(その委託を受けた者を含む。)は、この要綱の施行に必要な限度において、認証店舗
を調査し、認証に係る感染症防止対策の実施状況を点検させ、報告を行わせることができるもの
とする。
（有効期間）
第９条 認証の有効期間は、別に定める。
（変更の報告）
第１０条 認証事業者は、認証店舗の名称、認証に係る感染症防止対策の内容その他に係る事項に
変更が生じたときは、遅滞なく、オンライン又は書面により、知事(その委託を受けた者を含
む。)に報告するものとする。
（認証の更新）
第１１条 認証事業者は、認証の有効期間満了後においても引き続き認証を受けようとするときは、
満了日の２ヶ月前から、オンライン又は書面により、知事に認証の更新を申請できるものとする。
２ 第５条の規定は、前項の更新の申請について準用する。
（認証の辞退）
第１２条 認証事業者は、その認証店舗が認証の要件を満たさなくなると見込まれるときは、あら
かじめ、オンライン又は書面により、認証の辞退を申し出るものとする。
（認証の取り消し）
第１３条 知事は、認証店舗が認証の要件を満たさなくなったことを確認したときは、当該認証事
業者に対して改善を要請し、要請に応じない場合は、認証を取り消すことができるものとする。
２ 知事は、認証事業者が申請の際に交わした「あいスタ認証」申請飲食店同意書の内容に従わな
い場合は、認証を取り消すことができるものとする。
３ 知事(その委託を受けた者を含む。)は、第１項及び第２項の規定により認証を取り消したとき
は、当該対象事業者に対し、その旨を通知するものとする。
４ 第１項及び第２項の規定により認証を取り消された対象事業者は、遅滞なく、第６条第１項に
規定する認証ステッカーの利用をやめるとともに、これを廃棄し、並びに「あいスタ認証店」の
名称の使用をやめなければならない。また、取り消しの日から６か月間は新たな認証の申請を行
うことができないものとする。
５ 知事は、認証店舗が廃業したことを確認したときは、認証事業者からの申し出がない場合で
あっても、認証を取り消すことができるものとする。

第３章 クラスター発生時の措置
（認証の効力の一時停止）
第１４条 認証店舗の従業員又は利用者の複数が新型コロナウイルス感染者となり、県が当該認証
店舗で発生したクラスター（感染者間の関連が認められた集団）として探知したとき（以下「ク
ラスター発生時」という。）は、知事は、当該店舗における認証の効力を一時停止し、その旨を
当該認証事業者に通知するものとする。この場合においては、認証事業者は、直ちに第６条第１
項に規定する認証ステッカーの利用をやめるとともに、「あいスタ認証店」の名称の使用をやめ
なければならない。
（認証の効力の回復）
第１５条 クラスター発生時において、その認証店舗を原因とする感染拡大の危険性がなくなった
と判断（保健所の指導助言その他の合理的な根拠に基づくものに限る。）できた場合、あるいは
当該認証事業者から第１６条第１項に基づく改善報告書が知事宛て提出された際には、第６条第
１項に規定する認証ステッカーの利用及び「あいスタ認証店」の名称使用を再開することができ
るものとする。
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（不遵守の場合の改善指導及び取り消し）
第１６条 クラスター発生時において、その原因が、認証に係る感染防止対策の実施を怠ったこと
又は認証事業者若しくはその従業員の過失によるものであることが明らかとなったときは、知事
は、当該事業者に対し改善指導を文書にて行い、当該事業者は、知事に対し改善報告書を提出す
るものとする。改善指導に従わない場合は、知事はその認証を取り消し、その旨を当該対象事業
者に通知するものとする。
２ クラスター発生時において、その原因が認証事業者若しくはその従業員の故意若しくは重過失
（過去、前項における改善報告書を提出しているにも関わらず同様の理由で感染症の患者が発生
した場合等）によるものであることが明らかとなったときは、知事は、直ちにその認証を取り消
し、その旨を当該対象事業者に通知するものとする。
３ 第１項及び第２項の規定により認証を取り消された対象事業者は、遅滞なく、第６条第１項に
規定する認証ステッカーの利用をやめるとともに、これを廃棄し、並びに「あいスタ認証店」の
名称の使用をやめなければならない。また、取り消しの日から６か月間は新たな認証の申請を行
うことができないものとする。
第４章 雑 則
（免責）
第１７条 知事(その委託を受けた者を含む。)は、対象事業者が認証を受けられなかったこと、認
証事業者が認証を取り消されたこと若しくはその効力を停止されたこと又は認証店舗において感
染症が発生したことによって、対象事業者又は対象店舗の利用者に生じる損失又は損害について
は、その補償又は賠償に係る一切の責任を負わないものとする。
（その他）
第１８条 この要綱に定めるもののほか、認証制度の運営に必要な事項は、別に定める。

附則
（施行期日）
１ この要綱は、令和３年６月 21 日から施行する。
（制度の終了等）
２ この要綱に基づく認証制度については、新型コロナウイルス感染症の収束等の状況を勘案し、
適切な時期に終了その他の見直しを行うものとする。
附則
この要綱は、令和３年 12 月３日から施行する。
附則
この要綱は、令和４年１月 14 日から施行する。
附則
この要綱は、令和４年３月 22 日から施行する。
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6 ．個人情報
個人情報の取扱いについて
愛知県知事が委託した者が設置する、あいスタ認証事務局(以下「事務局」)は、「個人情報の保
護に関する法律」に基づき、個人情報を以下のようにお取扱し、保護に努めております。
１ ．事務局が取得する個人情報と利用目的について
事務局が取得した個人情報は、以下の目的の範囲内で利用いたします。なお、利用目的の範囲に
変更が生じた際は、事務局が直接取得をした場合はご本人に利用目的を通知または明示し同意を
いただいたうえで、間接的に取得した場合は利用目的を公表したうえで、利用いたします。
(１) あいスタ認証制度への申請から認証までに係る業務のため
(２) 愛知県内の感染防止対策関連事業・感染対策支援関連事業との連携のため
(３) 感染防止対策責任者が、暴力団員（暴力団による不当な行為の防止等に係る法律（平成３年
法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）であるもの、又は法人であってその
役員のうちに暴力団員である者がいるものでないことを確認するため
(４) あいスタ認証制度における関係機関と報告等の連携のため
２．委託について
事務局が取り扱う個人情報について、利用目的のために必要な範囲内において事務局が十分な個
人情報の保護水準を満たしていると認める委託先に対し、利用目的達成のために必要な範囲内で
個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合があります。この場合、委託先と個人情報を
保護するために必要な契約を締結のうえ、当該委託先の業務について監督いたします。
３．第三者提供について
保有する個人情報を第三者に提供する場合、ご本人の同意を得たうえで提供いたします。ただし、
次のいずれかに該当する場合には、ご本人の同意なく第三者に提供することがあります。
・法令に基づく場合
・人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが
困難なとき
・公衆衛生の向上または児童の健全な育成推進のために特に必要がある場合であって、本人の同
意を得ることが困難であるとき
・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行するこ
とに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支
障を及ぼす恐れがあるとき
４．個人情報取扱事業者の名称、所在地および個人情報の管理について責任を有する者の名称に
ついて
・名称：あいスタ認証事務局（飲食店等感染防止対策促進事業の受注者：株式会社ＪＴＢ名古屋
事業部）
・所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12グローバルゲート6階
・個人情報保護管理者：あいスタ認証事務局 個人情報保護管理者
５．個人情報の開示等に関する請求について
(1) 事務局が保有する個人情報のご本人様は、当事務局に対して個人情報の利用目的の通知、開
示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止（以下、「開
示等」と言います）を求めることができます。ただし、ご請求の内容によっては開示等に応じら
れない場合がございます。その場合には、その理由を付して回答いたします。
(2) 開示等に関する詳細は、以下の個人情報相談窓口へお問い合わせください。
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６．個人情報相談受付窓口
事務局の保有する個人情報に関するお問い合わせ、苦情、開示等の請求は以下の相談窓口で承り
ます。
住所：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12グローバルゲート14階
電話：052-977-3655 10:00～17:00（全日/土日祝日含む）
名称：あいスタ認証コールセンター
７．個人情報の提供の任意性
事務局への個人情報の提供は任意ですが、ご提供いただけない場合は、あいスタ認証制度事業を
ご利用できません。あらかじめご了承ください。
８．個人情報が漏洩した場合
万一、事務局の個人情報の流出等問題が発生した場合には、直ちに該当者にご連絡をいたします。
安全の確保を図り、必要に応じて当事務局のシステムを一時停止する、あるいは速やかにホーム
ページ等で事実関係を公表させていただきます。

2021年6月21日現在
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7 ．同意書
ニューあいちスタンダード認証制度申請飲食店同意書
ニューあいちスタンダード認証制度（以下、「あいスタ認証」という。）の申請にあたり、以下の
事項について同意します。
1. 実施要綱について
当店は、「ニューあいちスタンダード認証制度実施要綱」の規定を遵守します。
2. 営業形態について
当店は、「申請対象店舗判断基準」に基づいた、飲食業に属する事業者（暴力団員であるもの又
は法人であってその役員のうちに暴力団員である者がいるものを除く。以下「対象事業者」とい
う。）が営む、県内の事業用店舗です。
3. 認証事業者の責務について
当店は、次の各号に掲げる事項を遵守します。
（１）認証に係る感染症防止対策を誠実に実施し、及びその従業員に実施を徹底させること。
（２）認証ステッカーの適正な使用及び管理を行うこと。
（３）知事(その委託を受けた者を含む。)が行う認証店舗に係る調査に協力すること。
（４）新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく知事の要請に従うこと。

4. 認証後の取消について
知事が、下記の各号に該当することを確認したときは、認証を取り消すこととします。上記によ
り、当店が認証を取り消された場合は、遅滞なく、認証ステッカーの利用をやめるとともに、こ
れを廃棄し、「あいスタ認証店」の名称の使用をやめます。
（１）申請時に、事実と異なる報告（虚偽の記載、誤記、記入漏れ等）を行っていた場合
（２）認証後であっても、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成3年法律第77号）に
規定する暴力団又は暴力団員又はそれらと密接な関係を有するものであることが明らかとなっ
た場合
（３）行政への協力等の要請に従わない場合
5. 個人情報の取扱いについて
当店は、「個人情報の取扱いについて」に記載する、あいスタ認証事務局の個人情報の取扱いに
係る事項について同意します。
6. オープンデータでの活用について
認証事業者を感染防止対策に積極的に取り組んでいる事業者として、「あいスタ認証」ホーム
ページに公開します。当店は、上記による登録内容（店舗の名称や所在地、取り組んでいる感染
症対策取組内容）の公開について同意します。
7. 最新情報の取得について
下記の方法で「あいスタ認証」に関連する最新の情報を取得することに同意します。
（１）メールアドレスを登録する場合
登録メールアドレスに届く「あいスタ」認証に関する情報、関連事業のお知らせ等を確認し
情報を取得します。
（２）メールアドレスを登録しない場合
定期的（週に1度など）に公式ホームページのお知らせを自ら確認し、「あいスタ認証」に関
わる情報、関連事業のお知らせ等の最新情報を取得します。
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8 ．同封書類見本

〈食品営業許可証の写し見本〉
記載内容のすべてが鮮明に確認できる写し(コピーまたは写真)
を同封ください。
○○第○〇〇〇号

愛知県

食品営業許可証
営業者住所 愛知県安城市○○町○○-〇
営業者氏名 株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○

令和３年 ６月１日
愛知県〇〇市〇〇町〇〇-〇〇
記
１ 営業の種類
飲食店営業
２ 営業所の名称、屋号または商号
○○○○
３ 営業所の所在地
愛知県安城市○○○○
４ 許可年月日及び許可番号
令和１年６月１日 ○○第○○○○号
５ 有効期限
令和６年５月３１日 まで

管轄保健所等により許可番号は様々です。
主な許可番号の一例を、下記に記載しておりますので、申請書記入の際にご参照ください。
※●：主に数字が入ります（令和元年は「元」など、一部漢字の場合もあります）
※□：主に漢字が入ります
管轄保健所・保健センター

許可番号の例

名古屋市内

●指令□□□□第●－●号

愛知県内

●□□第●－●号

豊橋市

豊橋市指令●□□□□第●－●号

豊田市

●□□□□第●－●号

岡崎市

●保生第●－●号
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〈安全・安心宣言施設PRポスター写し見本〉
取得済みの場合、下記3点が鮮明に確認できる写し(コピーまたは写真)
を同封ください。
①受理番号

②宣言日

③施設名

※ステッカーの写しには必要事項の記載
がないため、ステッカーでは申請できません。
ステッカーの写し
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9 ．よくある質問集
よくある質問集
Q：どんな店が申請対象ですか？
A：愛知県内の飲食店が対象です。
テイクアウト及びデリバリー専門店等、その場所で飲食することを主たる目的とした設備を有さない飲食店は対象外です。
Q：弁当屋やキッチンカーでも申請できますか？

A：対象外です。宅配専門店、テイクアウト専門店、キッチンカー等その場所で飲食することを主たる目的とした設備を有さない飲食店
は対象外となります。
Q：店舗ごとに申請が必要ですか？また、商業施設/チェーン店です。まとめて申請は可能ですか？
A：まとめての申請（一括申請）は、できかねます。店舗ごとに申請をお願いします。
Q：申請方法が複雑でわからない。サポートセンターなどはありますか？
A：コールセンターにて承ります。あるいは、商工会地域の方は、愛知県内の商工会でも申請サポートを行っています。
Q：調査にはどの程度時間がかかりますか？
A：店舗の大きさなどにもよりますが、1店舗当たり最大60分程度の見込みです。

Q：市役所や町役場での申請はできますか？
A：市役所や町役場での申請はできかねます。
Q：一か月後には基準を満たす予定だが、申請だけ先に行ってもよいですか？
A：申請時点で感染防止対策（47項目）を実施していることが必要ですので、基準を満たした後に申請してください。
Q：調査項目はどのように設定していますか？
A：業界ガイドラインに沿った国の基準案を基本に専門家の意見を参考にし設定しています｡
Q：調査日時は指定できますか？
A：書類審査通過後、順次、調査訪問日に関して事前連絡を行っています。その際に調査日のご調整をお願いいたします。
Q：調査には責任者が対応する必要がありますか？
A：申請者（感染防止対策責任者）の立会をお願い致します。
Q：調査を受ける前に何か準備するものはありますか？
A：特にございません（ご自身で申請された内容は、把握しておいてください。調査がスムーズです）。
Q：調査員はどんな方が来ますか？
A：愛知県から委託を受けた、2人1組でお伺いします。また内1名は所定の研修を受け、まん延防止等重点措置・緊急事態宣言下
での飲食店調査業務の経験者でもあります。
Q：感染防止対策項目チェックシート（No20）にあいスタ認証事務局が運営する動画を視聴するとありますが、
どのようにしたら視聴できますか？

A：ホームページ内「認証の基準」ページにて視聴することができます。 詳細は、同封の感染防止対策マニュアルをご確認ください。
Q：パーティションは家族の場合も必要ですか？
A：少人数の家族や、介助者同席の高齢者・乳幼児・障碍者等が一つのテーブルやカウンターにおいて、対面又は隣席での着座を
希望する場合については、パーティションの設置は不要です。それ以外の場合は、1ｍ以上間隔、又はパーティションの設置が必要
となります。
Q：調査後、認証キットが届きません。
A：目安として、認証された場合は、調査後14日営業日以内に、認証キットの発送をさせていただく予定です。
申請が多い場合などはそれ以上に時間がかかることもありますのでご了承ください。
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10 ．お問い合わせ先一覧
あいスタ総合窓口
あいスタ認証コールセンター
電話番号：052-977-3655
受付時間：10時～17時（全日/土日祝日含む)
公式ホームページ：https://newaista-ninsho.jp/

「 安全・安心宣言施設 」 に関して
県民相談総合窓口
対応内容：「安全・安心宣言施設」PRステッカー・ポスター、営業時間短縮要請、その他新型コロナウイルス感染症
に関すること
電話番号：052-954-7453
受付時間：9時～17時（全日/土日祝日含む)

「感染防止対策協力金」 に関して

※2022年10月1日時点

協力金専用（飲食店営業時間短縮要請枠・カラオケ設備利用自粛要請枠）コールセンター
対応内容：愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】
（1月21日～3月6日実施分）（3月7日～3月21日実施分）に関すること
電話番号：052-228-7310
受付時間： 9時～17時（全日/土日祝日含む)

11 ．必要書類送付先
※下記宛先面を切りとって使用可能です。はがれないよう、しっかり糊付けしてください。
※差出人の住所、氏名を必ず記載してください。
※申請書類発送の際は、追跡可能な方法（特定記録、レターパックなど）でご郵送ください。

〒453-6106
愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12 グローバルゲート6階
あいスタ認証事務局 宛
電話番号：052-977-3655

【差出人】
〒
住所
氏名

13

