
市内事業所の取組事例

～新型コロナウイルス感染症予防に向けて～

新型コロナウイルス感染症予防として、
市内事業者の皆さんの取組を掲載しています。

感染症対策の参考としてご活用ください。
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新潟市民芸術文化会館
（りゅーとぴあ）

住所：中央区一番堀通町3番地２

TEL：025-224-5622

コンサート開催における新型コロナウィルス対策
（６月２０日 石丸由佳オルガン・リサイタルの例）

▲ ３か所、検温システムを配備。
カメラ前に立つと自動的に検温します。

・検温カメラは、一度に複数人の検温が可能な機器も用意しています。
・スタッフや出演者も公演当日検温し、発熱等の症状が出ている場合は
勤務しないルールとしています。

・万が一の際にお客様へ連絡するために、個人情報を記入いただく用紙
とペンを配布し、終演後に提出していただいております。

▲会場前に並ぶお客様のために
ソーシャル・ディスタンスの目印を設置。

▲チケットは、お客様ご自身で半券
を切り取ってご入場いただきます。

▲間隔を開けてお座りいただくために
座れない席にテープを貼りました。

対策のポイントなど

文化施設（コンサート）
取組事例
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新潟市水族館
マリンピア日本海

住所：中央区西船見町5932-445

TEL：025-222-7500

３密や接触は運営方法で回避。お客様のご協力により安心できる環境を。

▲各所に、ソーシャルディスタンスを
保っていただくよう案内を設置

このほかにも、体調のすぐれない方等の入館制限、定期的な消毒、
換気の強化など、お客様が安心してご観覧いただけるよう対策を講じて
います。
また、お客様へ放送や案内にて注意喚起を行い、ご自身でリスクを回

避いただくと同時に、お客様同士が気持ちよくお過ごしいただくための
ご協力もお願いしています。

▲遊具やハンズオンなど接触が
伴うものは使用を制限

▲週末等は３密を避けるため人が
集中しやすいエリアやイベントを中止

▲イルカショーの座席に、注意喚起の
案内を貼り、距離を保つためのご協力
をお客様にお願いしています。

対策のポイントなど

水族館
取組事例
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公益財団法人 新潟市開発公社
住所：中央区白山浦1-613-69

（本部）

TEL：025-265-6735

お客様が「安全・安心・快適」に利用できる環境を整えています

▲トレーニング室に、スタッフ手作りの
飛沫防止パーテーションを設置しています

・お客様全員に、入場時の検温・チェックリスト提出をお願いしています。

・ガイドラインに基づき、用具・器具の消毒・除菌を徹底しています。

・安全・安心・快適にスポーツや運動ができる環境を整えることが、
私たちにできる最大の“おもてなし”です。皆様のご利用をお待ちしています。

▲施設の感染症対策や利用手順等
について動画で周知しています

▲一目で分かりやすい感染防止対策
ポスターを館内に掲示しています

▲家でもできる運動「ゆったりビクス」を
YouTube動画で配信しています

対策のポイントなど

スポーツ施設
取組事例

３



土木・建築（工事現場）

フジタ・水倉・国土・永光 特定共同企業体
（中部処理区合流改善調整池築造工事）

住所：中央区太右エ門新田1422-3

TEL：025-284-0481（現場事務所）

毎朝の体温・体調チェックで、一人一人の健康状態を把握！！

▲朝礼時はお互い間隔を空けて
密集を回避。

・事務所、休憩所はこまめに換気を行い、密閉回避対策を行っています。

・打合せ時や会議を行う際は、全員マスクを着用し間隔を空けて座っています。

・消毒液は事務所・休憩所・打合せ室等に設置し、出入りする度に
消毒をお願いしています。

工事打合せや会議など、人との会話が多い仕事ですがマスクの着用・消毒・密集回
避対策に全力で努め、この工事現場から一人も感染者が出ないよう、安心・安全に
工事を進めていきます。

▲毎朝一人一人検温し、
体調確認をしています。

▲事務所・休憩所はパーテーションを
使用しています。

▲各手洗い場に消毒液・石鹸を配置し、
手洗い方法を明示しています。

対策のポイントなど

取組事例
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福田・廣瀨・新潟藤田・伸晃 特定共同企業体

（潟東小学校移転改築工事 作業所）
住所：西蒲区三方250番地

TEL：0256-78-7632（現場事務所）

来年の新学期から潟東地区の小学生が新校舎で楽しい学校生活が送れます様に！

▲ ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨｰによる検温と問診：
入場者全員を来場時に実施

・第一に入場者の検温・体調チェックと問診によって感染リスクを低減すること。

・朝礼や打合せは、座席配置や参加人数の厳選・時間の短縮をはかり、
いかに密な状態を回避するか、試行錯誤しながら工事を進めています。

・これから本格的な夏季シーズンをむかえ、熱中症と新型コロナウイルス対策の両立と
いった難題を抱えていくことになりますが、工事関係者全員がベクトルを合わせて乗り
切っていくことが当面の課題です。

写真

▲ 映像画面にて確認

写真

▲ 各室入口に新型コロナウイルス
対策用品を常備

写真

▲ 事務所・打合わせ室・休憩所等
各室にマルチ空気清浄機を設置

写真

対策のポイントなど

土木・建築（工事現場）
取組事例
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一般社団法人
新潟市下水道管路管理業協会

住所：中央区南長潟12-10（事務局）

TEL:025-362-5145

下水道施設の適切な維持管理のため、安全で安心して働ける環境整備！

▲熱中症対策も考慮した
アイスマスクの使用

・通常時もマスクを着用し作業を行っておりますが、夏季の熱中症も考慮し、
アイスマスクを着用しています。

・手洗いの際には、除菌電解水を使用し、エアータオルでは飛散の恐れがある為、
ペーパータオルを使用しています。

・事務所内また現場事務所ではパーテーションの設置、定期的な換気を行っています。
・ウイルスを持ち込まないよう、入室時の消毒及び日々の検温を実施しています。

写真

▲休憩室洗面所にて、除菌電解水器を
設置しペーパータオル使用の励行

写真

▲飛沫防止対策として
パーテーションを設置

写真

▲入室時のアルコール消毒の実施と
日々の検温の実施

写真

対策のポイントなど

土木・建築（工事現場・事務所）
取組事例
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株式会社 興和
（鳥屋野排水区網川原幹線601管更生工事）

住所：中央区愛宕１丁目他地内
（工事現場）

TEL：025-281-8816

下水道管更生工事では消毒・除菌を徹底しています！

▲入場前の体温測定の実施

・日々の健康管理のため、入場前に作業員全員の検温・記録を行っています。

・下水に直接触れることを避けるため、管内作業では保護具（ゴーグル・マスク）
を着用し作業を行っています。

・作業終了時に施工箇所周辺や、使用した道具・作業衣の消毒・除菌の徹底を
行っています。

写真

▲作業衣の除菌・消毒（二酸化塩素等）
を作業終了時に行っています。

写真

▲管内作業時の保護具（ゴーグル・
マスク）使用状況

写真

▲次亜塩素酸ナトリウムによる作業孔
（マンホール）周辺消毒状況

写真

対策のポイントなど

土木・建築（工事現場）
取組事例
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株式会社 原組
（新崎処理分区枝線225-8～603-2下水道工事）

住所：江南区割野603-1

TEL：025-280-2116

現場は夜間工事。完全週休二日制を採用し、体調管理を万全に。

▲現場は完全週休二日制を採用。
作業員の体調管理に配慮しています

・工事現場内で感染者が出ないよう、なにより、協力業者・作業員が毎日を健康に
過ごせるよう、安全・安心な現場環境の実現に取り組んでいます。

・株式会社 原組は、工事を通じ、地域社会に貢献するという姿勢を追及し、
『社会に貢献し信頼される企業』を目指していきます。

写真

▲作業前は、検温で健康管理

写真

▲皆が触れる可能性のある箇所は、
消毒スプレーでしっかり除菌

写真

▲３密になりやすい現場事務所は、
ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽと換気でﾘｽｸ低減

写真

対策のポイントなど

作業中のマスク着用状況
Or
消毒液の使用状況 現場事務所の換気状況

土木・建築（工事現場）
取組事例

８



JA新潟みらい

いっぺこ～と
住所：西区亀貝3066

TEL：025-211-1831

新型コロナウイルス感染症対策を実施し、
新鮮な農産物のご提供に努めています

▲「世帯お一人で」のお願い

・３密を回避するため、売り場スペースを広めに確保しています。
また、レジには飛沫感染防止シートを設置し、お釣りの受け渡しは
トレーを使用して行うなど感染防止対策を行っています。

・従業員もマスク・手袋の着用、こまめなアルコール消毒を実施して
おり、安心してお買い物をしていただける環境の確保に努めています。

▲レジに飛沫感染防止シートを設置

▲レジ待ちの際の
ソーシャルディスタンスのご協力を

▲アルコール消毒やハンドドライヤー
の停止などを実施しています

対策のポイントなど

農業小売・農業卸売（農産物直売所）
取組事例
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JA新潟市

キラキラマーケット
住所：中央区清五郎３３６

TEL：025-384-8487

飛沫感染防止対策を徹底し、安心・安全な買い物環境を整えています

▲少人数でのご来店をお願いして
います

・安心してお買い物をしていただくために・・・生産者が納入に来店
する際の手の消毒、マスクの着用、来店記録を実施しています。
また、従業員のマスク・手袋の着用、レジ・カウンターに飛沫感染
防止シートを設置しています。

・地域で生産された新鮮で安心・安全な農産物をお手頃価格でお届け
します。感染症拡大防止に向けたお客様のご協力をお願いいたします。

▲入口のわかりやすい場所にアルコール
消毒とお願い事項を掲示してます

▲レジ付近にソーシャルディスタンス
協力と飛沫感染防止シートを設置

▲お米コーナーにも飛沫感染防止
シートを設置

対策のポイントなど

農業小売・農業卸売（農産物直売所）
取組事例
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新潟市
中央卸売市場

住所：江南区茗荷谷711番地

TEL：025-257-6767

新型コロナウイルス対策を万全に、市民の食卓を守る！「中央卸売市場」

▲セリ人のマスク着用は必須です。
（マスクも色々あり、暑さ対策も忘れずに）

市民の皆さんへ安心・安全な生鮮食料品等を安定供給するため、中央卸売市場
では、しっかりと新型コロナウイルス感染症対策を行い卸売業務をしています。
さらに感染症拡大防止を図るため、5月29日に市場内関係者で組織する新潟市

中央卸売市場運営協議会では「新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドラ
イン」を策定し、遵守することで、万全な対策で市民の食卓を守ります。

▲共有スペースのボタンや手すりは
毎日消毒しています。

▲市場内各所に注意喚起チラシを
掲示しています。

▲各社、事務所に入る際は、必ず
手・指の消毒を実施しています。

対策のポイントなど

農業小売・農業卸売（卸売市場）
取組事例

11



岡田
住所：中央区東堀前通４番町

TEL：025-228-1234

座敷をゆったりと使い、ソーシャルディスタンスを確保

▲

席の配置などについては、ご予約時にご相談ください。
お弁当などの配達も承りますのでお気軽にお問い合わせください。

▲座敷席はゆったりと座ってご利用
いただけます

▲洋間のテーブル席も離して設置

割 烹
仕出し

▲

１
・
２
階
と
も
に

ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
液
を
設
置

飲食（割烹・仕出し）
取組事例
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万代シテイ

ビルボードプレイス
中央区八千代2-1-2

TEL:025-240-4600

感染症対策を徹底し、お客様が安心して楽しめる空間を創出

▲入る人と出る人がすれ違うことのないように
動線を調整。

ビルボードプレイスでは、お客様に安心してお買い物やお食事などを楽しんでいただけるように、
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた様々な取り組みを行っています。
館内複数箇所に消毒液を設置することに加え、館内やエスカレーターの手すり部分など、人が
多く触れる部分については、定期的に消毒作業を行っています。また、各店舗のスタッフが利用
する事務エリアなど、お客様が立ち入らない部分においても感染拡大防止策を徹底しています。

▲館内の各所に感染拡大防止用のポスター
や消毒液を設置。

▲ベビーカーの貸し出しを
サービスデスクに限定し、使
用後には毎回消毒を実施。

▲テイクアウトに対応してい
る飲食店を写真付きで分か
りやすく紹介し、館内でＰＲ。

対策のポイントなど

▲ソーシャルディスタンスの
確保について館内各所に掲
出物を設置し依頼。

専門店複合型商業施設
取組事例
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万代シテイ商店街振興組合 住所：新潟市中央区万代1-6-1

TEL:025-246-6424

５０の組合員と連携した感染症対策

▲ 各組合員に配布したお客様へ
のメッセージの啓発ポスターとシール

▲バスセンター２Ｆのフリースペースは
テーブルの間隔をあけ、椅子の数を間引
き（４脚→２脚）

対策のポイントなど

▲ポスター及びシールを貼り、感染症
対策をした実際の店舗

万代シテイ公式ＰＲキャラクター「ばんにゃい」を活用し、新型コロナウイルス感染対策啓発
ポスターとステッカーを作成しました。万代シテイに来てくださったお客様に少しでも安心して
いただきたいという思いから、お客様の目に触れやすい対策として、商店街の皆様と協力して
各店舗に貼り出しています。
また、フリースペースのテーブルは本来一角に設置していますが、テーブル同士の間隔を
開け、椅子の数も減らして密にならないようにしています。

商店街組合
取組事例
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直接触れ合わずに楽しむＰＲキャラクター「ばんにゃい」のグリーティング

▲直接お客様が触れないように、ばん
にゃいのいる場所を区切っています

毎週土日祝日は、万代シテイ公式ＰＲキャラク
ター「ばんにゃい」のグリーティングを実施しています。
長い間中止せざるを得ない状況でしたが、ばん
にゃいに会いたいとのお声をたくさんいただき、上記
のような対策を考えた上で再開しました。
本来は触れ合いがメインですが、直接触れ合わず
ともばんにゃいとのグリーティングを楽しめるように
「エアハグ・エアハイタッチ」での触れ合いを実施し
ています。

▲エアハグでグリーティングを楽しんで
いる様子

▲ばんにゃいと写真撮影をする様子

▲グリーティングにおける注意喚起
ポスターを設置しています

対策のポイントなど

万代シテイ商店街振興組合
（「ばんにゃい」のグリーティング）

住所：新潟市中央区万代1-6-1

TEL：025-246-6424

商店街組合
取組事例
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めんめん亭わたや
住所：西蒲区岩室温泉581

TEL：0256-82-0001

「衛生管理」と「３密回避」でお客様に安心な旅をご提供します

▲入り口でお客様に手指消毒をして
いただき、体温測定を実施しています。

お客様やスタッフの健康面の確認、館内の除菌対応の実施、お食事会
場での感染拡大防止策の実施など、衛生管理に努めております。また、
３密にならないよう、夕食個室プランを新しく始め、滞在中安心してお
過ごしいただける環境をご用意しております。当館には自家源泉掛け流
しお風呂付のお部屋が４部屋ございます。ご家族、ご友人とプライベー
トな時間をじっくりお楽しみいただけます。

▲各フロアの客室前、エレベーター
前に消毒液を設置しています。

▲お食事の個室対応をしています。
配膳はマスク、手袋をつけて行います。

▲自家源泉掛け流しお風呂付のお部屋も
人気です。

対策のポイントなど

旅館
取組事例
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ゆもとや
住所：西蒲区岩室温泉91-1

TEL：0256-82-2015

ガイドラインに沿った感染症対策で安心してお過ごしいただけます。

▲受付で手指消毒、検温、「健康状態
お伺いシート」をご用意しています。

みなさまに安心してお過ごしいただけるよう状況の変化に対応しながら、
随時追加対策を講じてまいります。みなさまにご協力をお願いする場面
もございますが、新しい生活様式を用いて対策に取り組んでいます。み
なさまのお越しお待ちしております。

▲受付にシールド設置。他のお客様と
距離を保ってお並びいただきます。

▲スリッパの共有を防ぐため、袋を
ご用意しています。

▲エレベータ前に消毒の設置及び利用
を１組ずつにお願いしています。

旅館
取組事例

17

対策のポイントなど



朝日湯
住所：中央区春日町10-18

TEL：025-244-7445

新型コロナウイルス感染予防に努めながら営業しております。

▲万代エリアの市街地にあります

ゴミの収集や運送業など、社会生活を支えるお仕事を休まず従事されて
いる方々に感謝申し上げます。
新型コロナウイルス感染症が一刻も早く終息することを願っています。

▲咳や発熱症状がある場合などは、
施設利用を控えてもらっています

▲

お
金
は
ビ
ニ
ー
ル
手
袋
を

着
用
し
て
取
り
扱
い
ま
す

▲受付にはアルコール消毒液を設置するとともに、
感染防止用の透明フィルムも設置

銭湯
取組事例
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対策のポイントなど



新潟交通 株式会社 住所：中央区万代１丁目６番１号

TEL：025-246-6285

お客様に安心してご乗車いただけるよう、車内の消毒・換気を徹底

▲始業点呼時に運行管理者による
運転士への検温を実施しています

・新型コロナウイルス感染症対策として、全従業員への検温、バス車内
の消毒、一部窓の開放による換気の徹底等を実施しています。

・取組の詳細は車内ポスターやテレビＣＭにてお知らせしています。
・お客様におかれましても、マスクの着用、咳エチケットなどの感染
予防のほか、ラッシュ時間帯を避けたご利用など、感染拡大の防止に
ご協力いただきますようお願いいたします。

▲バス車内は適宜、消毒液を噴霧する
など除菌と清掃を行っています

▲バス車内にアルコール消毒液を設置
（高速バス・新潟空港リムジンバス）

▲運行時に一部の窓を開け、
車内換気を実施しています

対策のポイントなど

交通（バス）
取組事例
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新潟市ハイヤー・タクシー協会
住所：中央区和合町2-2-11

TEL：025-285-3613

全従業員がマスク着用、車両の除菌、手洗い、うがい、水分補給
など徹底した新型コロナウイルス対策を行っています。

▲出庫前点呼では、手洗い・うがいを
して非接触型体温計で検温します

▲帰庫後も検温して確認しています

▲お客様に安心してご乗車いただけるよう、
除菌ステッカーを貼付しています

▲飛沫防止用カーテンを設置している
車両もあります（ジャパンタクシー）

～次ページへ続く～

交通（タクシー）取組事例
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その１



▲オゾン発生器を装備している
車両もあります

▲毎朝出庫時には車内をアルコールで
消毒しています

▲お客様降車後も適宜消毒を
行っています

▲マスクで飛沫感染を防止しています

対策のポイントなど

・新型コロナウイルス感染症対策として、乗務員・スタッフの検温と体調管理は
もちろんのこと、勤務時のマスクの着用、咳エチケットの徹底、点呼時・ 降車後
の車内のアルコール消毒を実施し、感染拡大防止に努めています。

・タクシーは換気効率が高く、狭い車内であっても密になりにくい移動手段です。
どうぞ安心してタクシーをご利用ください。

住所：中央区和合町2-2-11

TEL：025-285-3613

交通（タクシー）取組事例
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新潟市ハイヤー・タクシー協会


