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新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について 
 

 

 新型コロナウイルスの感染拡大防止については、これまで、国における緊急事態宣言の

対象区域として緊急事態措置を講じ、その後も、県内において感染が確認されたことなど

から、７月９日まで、外出自粛要請、休業要請などの協力をお願いして参りました。 

県内では新たな感染者が依然として確認されるなど、引き続き、警戒が必要な状況にあ

ります。 

このため、引き続き、感染拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法

第２４条第９項に基づき、７月１０日から７月３１日までの間、次に掲げる感染拡大防止

対策への協力を要請します。 

なお、今回の協力要請の期間や内容については、今後の感染状況等により変更する場合

があります。 

感染の拡大防止に向け、全ての県民の皆様、全ての施設・事業者等の皆様に、特段の御

理解、御協力を賜りますようお願いいたします。 

 

 

令和２年５月２８日 

 （令和２年６月１６日改訂） 

 （令和２年７月８日改訂） 

 

           山梨県知事 長崎 幸太郎 

 

 

１ 県民の皆様へ 

 

（１） 日常生活を営むに当たり、身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの基本

的な感染対策を徹底するよう協力を要請します。 

 

（２） 人混みへの外出、密閉・密集・密接の「三つの密」のある場への外出、別紙 1 に

掲げる休業等の協力要請を行う施設への外出を自粛するよう協力を要請します。 

 

 

２ 事業者の皆様へ 
 

（１） 県内に所在する対象施設（別紙１）の管理者及びイベント等の主催者に対し、施

設の使用停止又は催物の開催停止の協力を要請します。 

 

（２） 上記の協力要請は、協力要請期間中においても、各業界団体等の作成する感染拡

大予防ガイドラインが県が別途示す基準に適合し、これを適切に遵守する別紙２に
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掲げる施設等については、使用停止等の協力要請を個別に解除します。この場合に

あっても、個々の施設において感染が確認された場合、若しくは、感染防止対策が

徹底されていないことが確認された場合においては、改めて当該施設に対して休業

等の協力要請を行います。 

 

（３） その他適切な感染防止対策の徹底の協力を要請する施設（別紙３）の管理者に対

しては、特に徹底が必要な内容への協力を要請します。 

 

（４）  全ての施設・事業所等において、別紙４に示す適切な感染防止対策に加え、国に

おいて示された業種別のガイドラインに基づく適切な感染防止対策を講ずるととも

に、人との接触の機会を削減するための配慮や工夫を講じるよう協力を要請します。 

 

（５） 別紙２、別紙３に掲げる施設等における一定規模以上のイベント等の開催（開催の

目安は下記※参照）については、感染拡大のリスクへの対応が整わない場合には中止

又は延期するよう協力を要請します。また、イベント等を開催する場合には、別紙

５に留意の上、感染防止対策を徹底するよう協力を要請します。 

 
※  当面、参加人数は 5,000 人以下とすること。これに加えて、屋内にあっては収容定員の半分

程度以内、屋外にあっては人と人との距離（できるだけ２ｍ）を十分確保できること。 
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別紙１ 休業等の協力要請を行う施設 
 

施設の種類 内訳 協力要請内容 

劇場等 劇場、映画館、プラネタリウム 等 

施設の使用停止
及び催物の開催
停止の協力要請 
 
 
〇上記の協力要
請は、協力要請
期間中において
も、各業界団体
等の作成する感
染拡大予防ガイ
ドラインが県が
別途示す基準に
適合し、これを
適切に遵守する
別紙２に掲げる
施設等について
は、使用停止等
の協力要請を個
別に解除する 

集会・展示施設 集会場、展示場、貸会議室 等 

大 規 模 集 客 施
設 及 び そ れ に
類 す る と 認 め
られる施設 

生活必需物資の小売関係等以外の店舗や、生活必
需サービス以外のサービスを提供する施設（観光
施設等を含む。） 
※ 床面積の合計が 1,000 ㎡を超えるものに限る。 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る。） 
※ 床面積の合計が 1,000 ㎡を超えるものに限る。 

運動施設 
（屋内） 

フィットネスクラブ、体育館、武道場 等 
※ 屋外施設は対象外とする。 

遊技施設 マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど
の遊技場、テーマパーク 等 

遊興施設 

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー・
スナック（接待又はカラオケを伴うものに限る。）、
個室付浴場業に係る公衆浴場、個室ビデオ店、ネ
ットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、勝馬
投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス 等 

学習塾等 学習塾、英会話教室、音楽教室 等 
※ 床面積の合計が 1,000 ㎡を超えるものに限る。 
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別紙２ 休業等の協力要請を個別に解除した施設 
 

※令和 2年 7 月 7日時点（7月 8日解除分まで） 

施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

遊技施設 パチンコ屋 山梨県遊技業協同組合に加盟する以下のパチンコ屋 

令和 2 年 
5 月 12 日 

遊技施設 パチンコ屋 DAIMARU 甲府本店(甲府市中央 4-3-5) 

遊技施設 パチンコ屋 PIA1000KOKUSAI(甲府市徳行 3-1282-1) 

遊技施設 パチンコ屋 オーシャン甲府中央 店(甲府市中央 1-9-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ノルンスロットプラザ甲府店(甲府市徳行 4-12-5) 

遊技施設 パチンコ屋 ABC 甲府アルプス通り店(中巨摩郡昭和町清水新居 79) 

遊技施設 パチンコ屋 ABC 甲府上阿原店(甲府市上阿原 425) 

遊技施設 パチンコ屋 ABC 甲府国⺟店(甲府市国⺟ 6-1-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ABC 甲府昭和通り店(中巨摩郡昭和町飯喰 1351-1) 

遊技施設 パチンコ屋 DAIMARU 大里店(甲府市宮原町 226-2) 

遊技施設 パチンコ屋 KOKUSAI530KOKUSAI(中央市⻄花輪 3054-1) 

遊技施設 パチンコ屋 トランプトランプ(中巨摩郡昭和町清水新居 1-4) 

遊技施設 パチンコ屋 ニチエイ国⺟バイパス店(甲府市国⺟ 7-12-43) 

遊技施設 パチンコ屋 ニューアサヒ甲府昭和店(中巨摩郡昭和町清水新居 161-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ニューアサヒ甲府南店(甲府市上今井町 1112-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ニューダイヤ∞(甲府市住吉 5-2-7) 

遊技施設 パチンコ屋 ニューパレス(甲府市朝気 3-15-8) 

遊技施設 パチンコ屋 ノルンプラザ田富 店(中央市山之神 3633-1) 

遊技施設 パチンコ屋 やすみ時間甲府⻘葉店(甲府市⻘葉町 11-32) 

遊技施設 パチンコ屋 マルハン甲府店(甲府市国⺟ 8-20-10) 

遊技施設 パチンコ屋 ABC 甲斐敷島店(甲斐市中下条 2012-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ABC 韮崎⻯岡店(韮崎市龍岡町若尾新田 833-1) 

遊技施設 パチンコ屋 DAIMARU ⻯王店(甲斐市⻯王 1238) 

遊技施設 パチンコ屋 ダイナム山梨韮崎店(韮崎市栄 1-8-30) 

遊技施設 パチンコ屋 タイホー双葉(甲斐市下今井 2948-4) 

遊技施設 パチンコ屋 ニューダイヤパート 3.(甲斐市大下条 631) 

遊技施設 パチンコ屋 ニューダイヤ⻯王店(甲斐市富竹新田 1925-1) 

遊技施設 パチンコ屋 マルハン韮崎店(韮崎市若宮 2-13-5) 

遊技施設 パチンコ屋 オーシャン高根店(北杜市高根町箕輪新町 1763-4) 

遊技施設 パチンコ屋 オーシャン⻑坂店(北杜市⻑坂町大⼋田 3827-1) 

遊技施設 パチンコ屋 DAIMARU 南アルプス店(南アルプス市⻄南湖 390) 

遊技施設 パチンコ屋 ザ 720KOKUSAI(南アルプス市和泉 963-2) 

遊技施設 パチンコ屋 ダイナム山梨南アルプス店(南アルプス市桃園 1070-1) 

遊技施設 パチンコ屋 マルハン南アルプス店(南アルプス市下今井 311-2) 

遊技施設 パチンコ屋 プレイゾーン白鳳(南巨摩郡身延町飯富 2058) 
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施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

遊技施設 パチンコ屋 ABC 笛吹石和店(笛吹市石和町松本 637-1) 

令和 2 年 
5 月 12 日 

遊技施設 パチンコ屋 DAIMARU 石和店(笛吹市石和町窪中島 587-15) 

遊技施設 パチンコ屋 GETS(笛吹市一宮町東原 304-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ダイナム山梨笛吹店(笛吹市石和町今井 201) 

遊技施設 パチンコ屋 チャンピオン フォレスト(笛吹市石和町窪中島 587-19) 

遊技施設 パチンコ屋 マルハン石和店(笛吹市石和町唐柏 1045) 

遊技施設 パチンコ屋 オーシャン(甲州市塩山下於曽 1338-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ダイマル(甲州市塩山熊野 70-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ニューダイヤ塩山店(甲州市塩山下塩後 538-1) 

遊技施設 パチンコ屋 ニューダイヤ山梨 店(山梨市南 1183) 

遊技施設 パチンコ屋 AKASAKA(富士吉田市新倉 2681-1) 

遊技施設 パチンコ屋 DAIMARU 富士吉田店(富士吉田市下吉田 9-41-20) 

遊技施設 パチンコ屋 WONDER AKASAKA(富士吉田市下吉田 9-30-5) 

遊技施設 パチンコ屋 寿楽忍野店(南都留郡忍野村内野 244) 

遊技施設 パチンコ屋 No.1 富士吉田 店(富士吉田市松山 1595) 

遊技施設 パチンコ屋 パーラー・ラッキー(富士吉田市大明見 2-22-34) 

遊技施設 パチンコ屋 ビクトリー(富士吉田市中曽根 1-1-18) 

遊技施設 パチンコ屋 やすみ時間富士吉田店(富士吉田市松山 1218) 

遊技施設 パチンコ屋 DAIMARU 田野倉店(都留市田野倉 146-1) 

遊技施設 パチンコ屋 グランドチャンピオン(都留市田野倉神出 257-1) 

遊技施設 パチンコ屋 寿楽田野倉店(都留市田野倉 958-1) 

遊技施設 パチンコ屋 デルダス都留店(都留市田原 2-15-8) 

遊技施設 パチンコ屋 パーラーチャンピオン(大月市駒橋 3-3-20) 

遊技施設 パチンコ屋 パーラーワールドチャンピオン(都留市法能 696) 

遊技施設 パチンコ屋 オーシャン上野原店(上野原市上野原 2091-1) 

遊技施設 パチンコ屋 スバルセンター(上野原市松留 12-2) 

運動施設 フィットネスジム T-MARC（甲斐市⻄⼋幡 1707-5） 

令和 2 年 
5 月 13 日 

運動施設 スイミング フィッツスポーツクラブ⻯王（甲斐市⽟川 181） 

運動施設 スイミング フィッツスポーツクラブ甲府（甲府市湯村 3-13-6） 

運動施設 スイミング フィッツスポーツクラブ⻘葉（甲府市⻘葉 9-12） 

運動施設 スイミング ブルーアース甲府（甲府市大里 1040-1） 

運動施設 スイミング ブルーアース敷島（甲斐市大下条 750-1） 

運動施設 スイミング ブルーアース甲⻄（南アルプス市東南湖 1095） 

運動施設 スイミング ブルーアース石和（笛吹市石和町四日市場 1825） 

運動施設 スイミング ブルーアース山梨（山梨市鴨居寺 561） 

運動施設 スイミング ブルーアース櫛形（南アルプス市小笠原 1311） 

運動施設 スイミング ブルーアーススポーツスパ（昭和町清水新居 1089-1） 
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施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

運動施設 スイミング フジヤマスイミングスクール（富士吉田市上暮地 2-4-16） 

令和 2 年 
5 月 13 日 

運動施設 スイミング なかだてスイミングスクール（甲府市相生 3-7-11） 

運動施設 スイミング スポーツ 1 塩山（甲州市下塩後 227） 

運動施設 スイミング スポーツ 1 富士吉田（富士吉田市新⻄原 2-14-12） 

運動施設 ボウリング場 ダイトースターレーン双葉（甲斐市下今井 3681-1） 

運動施設 ボウリング場 大丸パークレーンズ（中央市下河東 3053-1 イオンタウン中
央東） 

運動施設 ボウリング場 スポルトコスモボウル（南アルプス市小笠原 1224-10） 

運動施設 ボウリング場 都留ファミリーボウル（都留市上谷 6-7-13） 

遊技施設 ゲームセンター プレイタウンパル富士吉田店（富士吉田市新⻄原 4-12-15） 

学習塾等 自動車教習所 岳麓自動車教習所（富士吉田市上吉田 4853-1） 

学習塾等 自動車教習所 韮崎自動車教習所（韮崎市中島二丁目 8-73） 

学習塾等 自動車教習所 峡南自動車教習所（南巨摩郡富士川町最勝寺 1538） 

学習塾等 自動車教習所 湯村自動車学校（甲府市塩部二丁目 2-15） 

学習塾等 自動車教習所 南部自動車教習所（南巨摩郡南部町内船 8900） 
大規模集客施
設等 店舗 山梨県地場産業センター（甲府市東光寺 3 丁目 13-25） 令和 2 年 

5 月 14 日 運動施設 フィットネスジム ダンススタジオリサグラシアス（甲府市下小河原町 279-1） 

運動施設 フィットネス/スイミング コア・スポーツプラザ（富士吉田市上吉田東 2-3-11） 

令和 2 年 
5 月 15 日 

運動施設 フィットネスジム 歩楽ふうが甲府上今井（甲府市上今井町 681-12） 

運動施設 フィットネスジム （株）ピープル（甲斐市富竹新田 1635-1） 

運動施設 フィットネスジム ブルーアーススポーツ・スパ店(中巨摩郡昭和町清水新居
1089-1) 

運動施設 フィットネスジム ブルーアース敷島店(甲斐市大下条 750-1) 

運動施設 フィットネスジム ブルーアース櫛形店(南アルプス市小笠原 1311) 

運動施設 フィットネスジム ブルーアース石和店(笛吹市石和町四日市場 1825) 

運動施設 フィットネスジム ブルーアース山梨店(山梨市鴨居寺 561) 

運動施設 フィットネスジム ブルーアース富士河口湖店(南巨摩郡富士河口湖町船津
5540) 

運動施設 フィットネスジム MY-BODY 山梨中央店(中央市下河東 3053-1) 

運動施設 フィットネスジム MY-BODY 甲斐⻯王店(甲斐市富竹新田 1714-1) 

運動施設 フィットネスジム MY-BODY 富士川店(南巨摩郡富士川町⻘柳町 973-1) 

学習塾等 学習塾 株式会社サンキョー（甲斐ゼミナール・甲斐大学予備校）（甲
府市武田 1-2-19） 

大規模集客施
設等 ショッピングモール イオンモール甲府昭和（中巨摩郡昭和町飯喰 1505-1） 

令和 2 年 
5 月 16 日 

大規模集客施
設等 百貨店 岡島百貨店（甲府市丸の内一丁目 21 番 15 号） 

運動施設 クライミングジム クライミングジム・ピラニア南アルプス店（南アルプス市十
五所 715-1） 

運動施設 クライミングジム クライミングジム・ピラニア富士吉田店（富士吉田市上吉田
4235-1） 

運動施設 クライミングジム クライミングジム・ピラニア石和店（笛吹市石和町井⼾ 336-
2） 

運動施設 フィットネス/スイミング 天然温泉付フィットネスクラブWell 21（甲府市大里町1490-
3） 
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施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

運動施設 フィットネス/スイミング ホリデイスポーツクラブ甲府（甲府市飯田 3-4-26） 令和 2 年 
5 月 16 日 運動施設 スイミング ブルーアース富士河口湖店(南都留郡富士河口湖町船津

5540) 
運動施設 フィットネスクラブ フジヨシダヤマイチスポーツクラブ（富士吉田市上暮地 2-

4-16） 

令和 2 年 
5 月 17 日 

運動施設 フィットネスクラブ フィッツスポーツクラブ⻯王（甲斐市⽟川 181） 

運動施設 フィットネスクラブ フィッツスポーツクラブ甲府（甲府市湯村 3-13-6） 

運動施設 フィットネスクラブ フィッツスポーツクラブ⻘葉（甲府市⻘葉町 9-12） 

運動施設 フィットネスクラブ ⻘葉スポーツガーデン（甲府市⻘葉町 8-40） 

運動施設 フィットネスクラブ サイボディ響ヶ丘店（甲斐市龍地 3649 年 1 月 2 日） 

運動施設 フィットネスクラブ サイボディ昭和店（中巨摩郡昭和町飯喰 1128-3） 

運動施設 フィットネス/スイミング メディカルフィットネスプラーナ（都留市四日市場 188） 
運動施設／遊
技施設 

ボウリング場／ゲームセ
ンター 

ラウンドワン山梨石和店（笛吹市石和町広瀬 737-1） カラ
オケ部分は除く 

遊技施設 ゲームセンター ゲームパニック甲府店(甲府市国⺟ 5-20-24） 

運動施設 フィットネスクラブ StretchStudio リアライメント（甲府市富竹 1-12-3） 
令和 2 年 

5 月 18 日 運動施設 フィットネスクラブ エニタイムフィットネス甲府国⺟店（甲府市国⺟ 1-21-13） 

運動施設 フィットネスクラブ 中楯スポーツセンター（甲府市相生 3-7-11） 
大規模集客施
設等 駅ビル セレオ甲府（甲府市丸の内 1-1-8） 令和 2 年 

5 月 19 日 
集会・展示施設 貸会議室 山梨県立国際交流センター（甲府市飯田 2-2-3） 

令和 2 年 
5 月 20 日 

運動施設 フィットネスクラブ コンディショニング&フィットネスライズ（甲府市大里町
4144-4） 

運動施設 フィットネスクラブ メディコス（南アルプス市桃園 1717-1） 

運動施設 スイミング 白根 B＆G 海洋センター（南アルプス市百々3468-65） 

遊技施設 ゲームセンター/室内遊園
地 

ラザウォーク甲斐双葉アミューズメント棟（甲斐市志田字
柿木 616-1） 

大規模集客施
設等 ショッピングモール ラザウォーク甲斐双葉本体棟（甲斐市志田字柿木 645-1） 

令和 2 年 
5 月 21 日 

運動施設 フィットネス/スイミング 天然温泉付フィットネスクラブWell 21（甲府市大里町1490-
3） 

運動施設 フィットネスクラブ CrossFit 甲府（甲府市大里町 1490-3） 

運動施設 フィットネスクラブ ブルーアース甲⻄店（南アルプス市東南湖 1095） 

運動施設 フィットネスクラブ ブルーアース甲府店（甲府市大里町 1040-1） 

遊技施設 ゲームセンター プラサカプコン甲府店（中巨摩郡昭和町⻄条 3717） 

劇場等 映画館 シアターセントラル Be 館 1・2（甲府市中央 1-5-12） 

令和 2 年 
5 月 22 日 

劇場等 映画館 甲南劇場（甲府市幸町 16-23） 

劇場等 映画館 TOHO シネマズ甲府（中巨摩郡昭和町飯喰 1501-1） 

劇場等 映画館 塩山シネマ（甲州市塩山上於曽 1138-1） 

集会・展示施設 貸会議室 恩賜林記念館（甲府市丸の内 1-5-4） 

集会・展示施設 展示場／貸会議室 ⼋ヶ岳自然ふれあいセンター（北杜市大泉町⻄井出石堂
8240-1） 

大規模集客施
設等 公園 笛吹川フルーツ公園（山梨市江曽原 1488） 
大規模集客施
設等 大型リユース商業施設 ブックオフプラス田富昭和通り店（中央市山之神 3356-1） 
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施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

運動施設 体育館等 山梨県緑が丘スポーツ公園（甲府市緑が丘 2-8-2） 

令和 2 年 
5 月 22 日 

運動施設 フィットネスクラブ カーブスイッツモア一宮（笛吹市一宮町竹原田 1333） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス甲府岡島（甲府市丸の内 1-21-15） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス韮崎（韮崎市若宮 1-2-54） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス甲斐⻯王（甲斐市富竹新田 1184） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス中央昭和（中巨摩郡昭和町河⻄ 1164-5） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス富士五湖（南都留郡富士河口湖町船津 6842-1） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス北杜（北杜市高根町五町田 27） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス南甲府（甲府市中小河原町 536-1） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス都留（都留市上谷 5-9-18） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブスオギノ貢川（甲府市徳行 1-2-18） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブストライアル南アルプス（南アルプス市小笠原 1423-
1） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス甲府池田（甲府市池田 1-3-23） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス富士吉田（富士吉田市下吉田東 4-1-16） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブスオギノバリオ（甲府市朝気 3-1-12） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス甲州塩山（甲州市塩山下於曽 1538） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブスイオン石和（笛吹市石和町駅前 16-1） 

運動施設 フィットネスクラブ カーブス富士川町（南巨摩郡富士川町⻘柳町 1126-1） 

運動施設 フィットネスクラブ スポーツクラブジョイフィット甲府（甲府市住吉 3-30-5） 

遊技施設 ゲームセンター アミュージアム河口湖店（南都留郡富士河口湖町船津 2986） 

遊技施設 ゲームセンター アミュージアム南アルプス店（南アルプス市小笠原 1423-1) 

劇場等 音楽ホール 清里の森（北杜市高根町清里 3545-1） 

令和 2 年 
5 月 23 日 

集会・展示施設 展示場 県立まきば公園（北杜市大泉町⻄井出 8240-1） 

集会・展示施設 展示場／貸会議室等 山梨県森林公園金川の森（笛吹市一宮町国分 1162-1） 

集会・展示施設 展示場／貸会議室等 武田の杜保健休養林（甲府市山宮町片山 3371） 

運動施設 フィットネスクラブ K＆G スポーツクラブ（甲府市上石田 3-8-6） 

運動施設 フィットネスクラブ スポーツワン塩山校（甲州市塩山下塩後 227） 

運動施設 体育館等 小瀬スポーツ公園（甲府市小瀬町 840） 

運動施設 体育館等 富士北麓公園（富士吉田市上吉田立石 5000） 

遊技施設 テーマパーク 富士急ハイランド（富士吉田市新⻄原 5-6-1） 

遊技施設 テーマパーク 富士すばるランド（南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾
6663-1） 

学習塾等 学習塾 秀英予備校新山梨本部校（甲府市丸の内 2-15-12） 

運動施設 射撃場 県立⼋代射撃場（笛吹市⼋代町竹居 5737） 

令和 2 年 
5 月 24 日 

遊興施設 カラオケボックス Smile×Smile 都留店（都留市上町 6-11-20） 

遊興施設 カラオケボックス カラオケいろえんぴつ（南都留郡富士河口湖町船津 6713-
12） 

遊興施設 カラオケボックス カラオケスタジアム山梨店（山梨市落合 264） 
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施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

遊興施設 カラオケボックス カラオケスタジアム甲府アルプス通り店（甲府市徳行 2-5-
9） 

令和 2 年 
5 月 24 日 

遊興施設 カラオケボックス カラオケスタジアム都留店（都留市法能 1008-1） 

遊興施設 カラオケボックス カラオケスタジアム甲府北口店（甲府市元紺屋町 3-12） 

遊興施設 カラオケボックス 都留ファミリーボウル（都留市上谷 6-7-13） 

遊興施設 カラオケボックス ペルシャ館石和店（笛吹市石和町四日市場 1608-2） 

遊興施設 カラオケボックス フラココ甲府店（甲府市城東 5-5-16） 

遊興施設 カラオケボックス フラココ石和店（笛吹市石和町四日市場 1748-11） 

遊興施設 カラオケボックス フラココ昭和店（中巨摩郡昭和町清水新居 1344） 

遊興施設 カラオケボックス まねきねこ韮崎店（韮崎市藤井町駒井 2656） 

遊興施設 カラオケボックス まねきねこ甲府アルプス通り店（甲府市徳行 2-12-15） 

遊興施設 カラオケボックス カラオケバンバン南アルプス店（南アルプス市小笠原 1224-
10） 

遊興施設 カラオケボックス カラオケバンバン甲府駅前店（甲府市丸の内 1-2-10） 

遊興施設 カラオケボックス カラオケバンバン甲府南⻄通り店（甲府市徳行 2-17-6） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー甲府駅南店（甲府市丸の内 2-7-11） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー甲府バイパス店（甲府市上阿原町 482） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー富士急ハイランド駅前店（南都留郡富士河口
湖町船津 6663-11） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー敷島店（甲斐市中下条 991-1） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー山梨市駅前店（山梨市上神内川 15-1） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー甲府南店（甲府市上今井町 661-1） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー増穂店（南巨摩郡富士川町⻘柳 1333-1） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー塩山店（甲州市塩山下於曽 1714-4） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー大月店（大月市駒橋 1-2-31） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー甲府駅南口中央店（甲府市丸の内 1-17-2） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー甲府岡島百貨店前店（甲府市中央 1-6-3） 

遊興施設 カラオケボックス ビッグエコー富士吉田店（富士吉田市新⻄原 4-12-15） 

遊興施設 カラオケボックス コート・ダジュール田富リバーシティ店（中巨摩郡昭和町河
⻄ 1063-1） 

遊興施設 カラオケボックス コート・ダジュール甲府昭和店（中巨摩郡昭和町⻄条 71-1） 

遊興施設 カラオケボックス 快活 CLUB 甲府上阿原店（甲府市上阿原町 455-1） 

遊興施設 カラオケボックス ラウンドワン山梨・石和店（笛吹市石和町広瀬 737-1） 

学習塾等 英会話教室 ユニタス甲府本校校舎（甲府市宝 1-20-22） 

集会・展示施設 貸会議室 県立中小企業人材開発センター（甲府市大津町 2130-2） 

令和 2 年 
5 月 25 日 

運動施設 フィットネスクラブ アルペンフィットネスクラブ甲府（甲府市上阿原町 345-1） 

運動施設 プール/フィットネス 丘の公園アクアリゾート清里（北杜市高根町清里 3545-5） 

遊技施設 ゲームセンター 岡島甲府店プレイランド（甲府市丸の内 1 丁目 21-15） 

集会・展示施設 貸会議室 県立男女共同参画推進センター（ぴゅあ総合）（甲府市朝気
1-2-2） 令和 2 年 

5 月 26 日 集会・展示施設 貸会議室 県立男女共同参画推進センター（ぴゅあ峡南）（南巨摩郡南
部町内船 9353-2） 
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集会・展示施設 貸会議室 県立男女共同参画推進センター（ぴゅあ富士）（都留市中央
3-9-3） 

令和 2 年 
5 月 26 日 

大規模集客施
設等 ショッピングモール アピタ石和店（笛吹市石和町窪中島 154） 

運動施設 屋内テニス場 エストテニスクラブ甲府（甲府市里吉 3-8） 

運動施設 屋内テニス場 エストテニスクラブ⼋田（南アルプス市下高砂 305） 

集会・展示施設 貸会議室 協同組合山梨県流通センター（中央市流通団地 2-6-1） 

令和 2 年 
5 月 27 日 

集会・展示施設 貸会議室 山梨県 JA 会館（6 階貸会議室）（甲府市飯田 1-1-20） 

運動施設 スイミング ⽟幡公園総合屋内プール（甲斐市⻄⼋幡 1896-2） 

運動施設 スイミング 敷島 B&G 海洋センター（甲斐市島上条 2527-1） 

運動施設 スイミング 双葉 B&G 海洋センター（甲斐市宇津谷 1957） 

集会・展示施設 貸会議室 防災新館オープンスクエア（甲府市丸の内 1-6-1） 令和 2 年 
5 月 28 日 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 常磐ホテル（甲府市湯村 2-5-21） 

令和 2 年 
5 月 29 日 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテル⼋田（笛吹市石和町川中島 1607） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテルやまなみ（笛吹市石和町駅前 15-1） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテル白根（南アルプス市飯野 3658-2） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 石和健康ランド（笛吹市石和町松本 868） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 清泉寮（北杜市高根町清里 3545） 

運動施設 フィットネスクラブ MIRAfitness イッツモア一宮 SC 店（笛吹市一宮町竹原田
1333） 

運動施設 フィットネスクラブ MIRAfitness 甲府上阿原店（甲府市上阿原町 422-1） 

運動施設 フィットネスクラブ MIRAfitness 甲府国⺟店（甲府市国⺟ 7-11-7） 

運動施設 卓球場 MIRAsmash 甲府国⺟店（甲府市国⺟ 7-11-7） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） スパランドホテル内藤（笛吹市石和町四日市場 1690） 

令和 2 年 
5 月 30 日 遊興施設 スナック（カラオケ） すなっく心（甲府市千塚 3-4-25） 

遊興施設 場外車券売場 複合型場外販売施設「双葉」（甲斐市下今井 2998） 

運動施設 フィットネスクラブ 健康工房フロー（中巨摩郡昭和町清水新居 1655） 令和 2 年 
6 月 1 日 

集会・展示施設 公会堂 YCC 県⺠⽂化ホール（県立県⺠⽂化ホール）（甲府市寿町 26-
1） 

令和 2 年 
6 月 2 日 

集会・展示施設 貸会議室／体育館等 県立⻘少年センター（甲府市川田町 517） 

集会・展示施設 展示場／プラネタリウム 県立科学館（甲府市愛宕町 358-1） 

集会・展示施設 貸会議室 県立図書館（甲府市北口 2-8-1） 

集会・展示施設 貸会議室 生涯学習推進センター（甲府市丸の内 1-6-1 ） 
大規模集客施
設等 

百貨店／フィットネスク
ラブ 

富士吉田富士急ターミナルビル「QーSTA」「フジヤマフィッ
トネスヴィーナスライフ」（富士吉田市上吉田 2-5-1） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 県立愛宕山少年自然の家（甲府市愛宕町 358-1） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分）／体育館等 県立⼋ヶ岳少年自然の家（北杜市高根町清里 3545） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 県立ゆずりはら⻘少年自然の家（上野原市棡原 13880） 



 

- 11 - 

 

施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

運動施設 フィットネスクラブ STYLEPLUS GYM（富士河口湖町船津 5119-2） 令和 2 年 
6 月 2 日 

大規模集客施
設等 ショッピングセンター オギノリバーシティショッピングセンター（中央市山之神

1122） 

令和 2 年 
6 月 3 日 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 甲府記念日ホテル（甲府市湯村 3-2-30） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 柳屋（甲府市湯村 3-16-2） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 湯志摩の郷楽水園（甲府市湯村 1-11-5） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 湯〜とぴあ（甲斐市富竹新田 1300-1） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテルうかい（笛吹市石和町市部 307） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 石和常磐ホテル（笛吹市石和町川中島 1607-14） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテル千石（笛吹市石和町川中島 545） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 旅館深雪温泉（笛吹市石和町市部 822） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテル昭和（中巨摩郡昭和町⻄条 3682-1） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 風のテラス KUKUNA（南都留郡富士河口湖町浅川 70） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 大棟苑（笛吹市春日居町小松 855-123） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 嵯峨塩館（甲州市牛奥 5532） 

遊技施設 ゲームセンター アミューズメントプラザ・ゲーム Q 店（富士吉田市上吉田
2-5-1） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 華やぎの章慶山（笛吹市石和町市部 822） 

令和 2 年 
6 月 5 日 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 華やぎの章甲斐路（笛吹市石和町川中島 1607-40） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 和風旅館峯（笛吹市石和町川中島 495-2） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテル平安（笛吹市石和町川中島 538） 

運動施設 クライミングジム ボルダリングジム Grappa（甲斐市⻯王 1106-3） 

遊技施設 ダーツ／ビリヤード B-GARAGE 岡島百貨店前店（ビッグエコー内付帯遊技施設）
（甲府市中央 1-6-3） 

遊技施設 ダーツ／ビリヤード B-GARAGE 富士吉田店（ビッグエコー内付帯遊技施設）（富
士吉田市新⻄原 4-12-15） 

劇場等 劇場 桜座（甲府市丸の内 1-1-7） 
令和 2 年 

6 月 6 日 集会・展示施設 貸会議室 農業共済会館（甲府市宝 1-21-20） 

遊興施設 スナック カラオケ＆カフェ純⼦（中巨摩郡昭和町⻄条 4307-5） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 弘法湯（甲府市湯村 3-16-16） 

令和 2 年 
6 月 9 日 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテル古柏園（笛吹市石和町市部 822） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 富士レークホテル（南都留郡富士河口湖町船津 1） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテル春日居（笛吹市春日居町小松 855） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテル神の湯温泉（甲斐市⻯地 17） 

集会・展示施設 住宅展示場 昭和住宅公園（中巨摩郡昭和町⻄条 130） 令和 2 年 
6 月 10 日 
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施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

集会・展示施設 住宅展示場 甲府住宅公園（甲府市上町 2016） 
令和 2 年 

6 月 10 日 集会・展示施設 住宅展示場 富士吉田住宅公園（富士吉田市下吉田東 1-10-10） 

遊技施設 室内遊園地 スキッズガーデン甲府昭和店（中巨摩郡昭和町飯喰 1505-1） 
集会・展示施設
等 貸会議室/スタジオ ⽂化センターペアーレ山梨（甲府市南口町 1-40） 

令和 2 年 
6 月 11 日 

大規模集客施
設等 店舗等 こみたけ売店（富士吉田市上吉田小御岳下 5617） 
大規模集客施
設等 店舗等 富士山みはらし（富士吉田市上吉田小御岳下 5617-12） 
大規模集客施
設等 店舗等 冨士山小御嶽神社（富士吉田市上吉田小御岳下 5617） 
大規模集客施
設等 店舗等 富士急雲上閣（南都留郡鳴沢村字富士山 8545-1） 
大規模集客施
設等 店舗等 五合園レストハウス（南都留郡鳴沢村字富士山 8545-1） 
大規模集客施
設等 店舗等 奥庭荘（南都留郡鳴沢村字富士山 8545-1） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 旅館明治（甲府市湯村 3-10-14） 

令和 2 年 
6 月 13 日 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 古名屋ホテル（甲府市中央 1-7-15） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテル談露館（甲府市丸の内 1-19-16） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 石和名湯館 糸柳（笛吹市石和町駅前 13-8） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） ホテル 花いさわ（笛吹市石和町松本 1409） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 木創りの宿 きこり竹林庭瑞穂（笛吹市石和町川中島 325） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 石和びゅーほてる（笛吹市石和町川中島 1607） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 若草の宿丸栄（南都留郡富士河口湖町小立 498） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 

レイクランドホテル みづのさと（南都留郡富士河口湖町小
立 1070） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用
に供する部分） 山中湖ザ・ホテルフジヤマ（南都留郡山中湖村平野 508-282） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分） Royal Hotel ⼋ヶ岳（北杜市大泉町⻄井出 8240-1039） 

運動施設 フィットネスクラブ RIZAP 甲府店（甲府市丸の内 1-1-8 山梨交通ビル 6F） 

集会・展示施設 貸会議室 アピオ甲府（中巨摩郡昭和町⻄条 3600） 令和 2 年 
6 月 16 日 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) ホテル吉野（甲府市湯村 3-11-14） 令和 2 年 

6 月 17 日 ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) 旅館泉山荘（笛吹市石和町川中島 1607-169） 

遊興施設 勝馬投票券発売所 石和場外勝馬投票券発売所（笛吹市石和町窪中島 1017-1） 令和 2 年 
6 月 19 日 集会・展示施

設 貸会議室 ベルクラシック甲府（甲府市丸の内 1-1-17） 
集会・展示施
設 展示場／貸会議室 アイメッセ山梨（甲府市大津町 2192-8） 令和 2 年 

6 月 26 日 
ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用

に供する部分) 美和田旅館（甲府市緑が丘 2-5-18） 
令和 2 年 

6 月 27 日 ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) KKR 甲府  ニュー芙蓉（甲府市塩部 3-6-10） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) ホテルふじ（笛吹市石和町川中島 192） 
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施設の種類 内訳 施設名称等 解除日 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) 旅館  喜仙（笛吹市石和町川中島 482） 

令和 2 年 
6 月 27 日 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) 

大江⼾温泉物語  石和温泉 ホテル新光（笛吹市石和町⼋田
97） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) 春日居びゅーほてる（笛吹市春日居町鎮目 178） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) 撫岳荘（南都留郡山中湖村平野 508） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) 本栖びゅーほてる（南都留郡富士河口湖町本栖 218-4） 

運動施設 フィットネスジム 24/7 ワークアウト甲府店（甲府市丸の内 2-1-5 新橋ビル
701 号室） 

運動施設 スケートリンク 小瀬スポーツ公園（甲府市小瀬町 840） 令和 2 年 
7 月 1 日 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) ホテル鐘山苑（富士吉田市上吉田東 9-1-18） 令和 2 年 

7 月 3 日 
ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用

に供する部分) 富士緑の休暇村（南都留郡鳴沢村 8532-5） 令和 2 年 
7 月 4 日 ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用

に供する部分) エバーグリーン富士（富士吉田市上吉田 4658-1） 

ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用
に供する部分) ホテルニューオオギ（⻄⼋代郡市川三郷町⿊沢 762） 令和 2 年 

7 月 8 日 
 

※個別に解除された時点で、施設名称等を県のホームページに追加で公表します。 
 ※上記の施設において感染が確認された場合、若しくは、感染防止対策が徹底されていないことが

確認された場合においては、改めて当該施設に対して休業等の協力要請を行います。 
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別紙３ その他適切な感染防止対策の徹底の協力を要請する施設 

 

施設の種類 内訳 
別紙４「適切な感染防止対策」に

加えて特に協力要請を行う内容等 

医療施設 病院、診療所、薬局 等  

社 会 福 祉 施 設
等 

保育所、放課後児童クラブ 等 
・消毒液の設置、施設内の消毒、換

気の徹底等を要請 高齢者、障害者など特に支援が必要な
方々の居住や支援に関するサービスを
提供する全ての施設 等 

生 活 必 需 物 資
販売施設 

卸売市場、食料品売場、コンビニエンス
ストア、百貨店、ホームセンター、スー
パーマーケット、ショッピングモール
における生活必需物資売場 等 

・利用者の入場制限、行列を作ら
ないための工夫や列間隔の確保
等を要請 

・消毒液の設置、施設内の消毒、換
気の徹底等を要請 

・レジ等での対面接客時における
距離の確保やパーティション設
置等を要請 

食事提供施設 
飲食店（居酒屋、接待及びカラオケを伴
わないバー・スナックを含む。）、料理
店、喫茶店 等（宅配・テイクアウトサ
ービスを含む。） 

・利用者の入場制限、座席の間隔
を空ける工夫等を要請 

・消毒液の設置、施設内の消毒、換
気の徹底等を要請 

住宅・宿泊施設 
ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は
下宿、別荘、サービス付き高齢者向け住
宅 等 

・消毒液の設置、施設内の消毒、換
気の徹底等を要請 

・利用者の不要不急の外出自粛の
呼びかけを要請 

博物館等 博物館、美術館、図書館 等 
・利用者の入場制限、利用者間の

距離の確保等を要請 
・消毒液の設置、施設内の消毒、換

気の徹底等を要請 

交通機関等 バス、タクシー、レンタカー、鉄道、物
流サービス（宅配等） 等 ・換気の徹底等を要請 
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施設の種類 内訳 
別紙４「適切な感染防止対策」に

加えて特に協力要請を行う内容等 

工場等 工場、作業場 等 ・換気の徹底、作業者間の距離の
確保等の協力を要請 

金融機関等・官
公署等 

銀行､証券会社､保険､官公署､事務所 
等 

・テレワークの一層の推進等を要
請 

入浴施設 銭湯、温泉施設 等 
・利用者の入場制限、消毒液の設

置、施設内の消毒、換気の徹底等
の協力を要請 

葬儀施設 葬儀場、火葬場 ・利用者の入場制限、利用者間の
距離の確保等の協力を要請 

運動施設 
（屋外） 陸上競技場、球技場、ゴルフ場 等 

・利用者の入場制限、利用者間の
距離の確保等の協力を要請 

・施設のうち屋内部分について
は、使用停止等の感染防止対策の
徹底の協力を要請 

観光施設等 
キャンプ場、登山道、山小屋、観光施設
及びこれに付随する物産販売店や駐車
場、観光果実園 等 

・利用者の入場制限、行列を作ら
ないための工夫や利用者間の距
離の確保等の協力を要請 

・消毒液の設置、施設内の消毒、換
気の徹底等の協力を要請 

文化施設等 天然記念物、有形文化財、史跡、無形⺠
俗文化財 等 

・利用者の入場制限、利用者間の
距離の確保等の協力を要請 

その他 メディア、質屋、獣医、理美容、ランド
リー 等 

・換気の徹底、利用者間の距離の
確保等の協力を要請 
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別紙４ 適切な感染防止対策 
 

目的 具体的な取組例 

発熱者等の施設への入場防止 

・従業員の検温・体調確認を行い、発熱や風邪症状（※）が
ある従業員の出勤を停止  

※ 例えば、平熱より１度以上高い発熱、軽度であっても咳や喉の痛み、 
嘔吐・下痢等の症状  

・来訪者の検温・体調確認を行い、発熱や風邪症状（※）が
ある来訪者の入場を制限  

３つの「密」 
（密閉・密集・密接）の防止 

・店舗利用者の入場制限、行列を作らないための工夫や列
間隔の確保（約 2m 間隔の確保） 

・換気を行う 
（可能であれば 2 つの方向の窓を同時に開ける） 

・密集する会議の中止 
（対面による会議を避け、電話会議やビデオ会議を利用） 

飛沫感染、接触感染の防止 

・従業員のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗
いの励行 

・来訪者のマスク着用、入店時等における手指の消毒、咳
エチケット、手洗いの励行 

・店舗・事務所内の定期的な消毒 

移動時における感染の防止 

・ラッシュ対策 
（時差出勤、自家用車・自転車・徒歩等による出勤の推進） 

・従業員の出勤数の制限 
（テレワーク等による在宅勤務の実施等） 

・出張の中止（電話会議やビデオ会議などを活用）、来訪
者数の制限 
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別紙５ イベント等の開催時における留意事項 

 

 
１ 適切な感染防止対策（入退場時の制限や誘導、待合場所等における密集の回避、手

指の消毒、マスクの着用、室内の換気等）を講ずること。 
 
２ イベント等そのものを感染拡大のリスクの低い場で行う場合であっても、イベント

等の前後や休憩時間などの交流の場で感染拡大のリスクを高める可能性があることを
踏まえ、イベントの主催者等はこうした交流等を極力控えることを呼びかけること。 

 
３ イベント等の形態や場所によっては感染拡大のリスクが異なることに十分留意し、

例えば、密閉された空間において大声での発声、歌唱や声援、又は近接した距離での
会話等が想定されるようなイベント等に関しては、参加人数や収容率の目安に関わら
ず、開催にあたってより慎重に検討すること。 

 
４ イベントの出演者・選手、観客等の移動中や移動先における感染防止のための適切

な行動管理（例えば、夜の街への外出等の感染リスクのある行動の回避）を行うこ
と。 

 
５ また、イベントの主催者等は、参加者名簿作成による連絡先等の把握や接触確認ア

プリの利用の呼びかけなど、感染の拡大防止への取り組みを行うこと。 
 
 
 


