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［はじめに］

令和２年度、道は、宿泊事業者が行う感染症の予防に関する衛生管理対策実施に必要な

機器の導入を支援することにより、感染症に対する強靭な体制を構築するため、宿泊事業者感

染予防対策推進事業を実施しました。

この導入事例集は、補助金を活用し施設に感染予防対策機器を導入した事例をモデルとして

紹介することにより、今後、機器の導入や衛生管理対策を強化する他の宿泊施設への参考とす

るため作成したものです。



感染予防対策機器 導入事例集

導入事例一覧

1 宗谷管内 ホテルめぐま

2 宗谷管内 ホテル大将

3 留萌管内 ホテルニューホワイトハウス

4 留萌管内 小平町総合交流ターミナル施設 ゆったりかん

5 上川管内 大雪山白金観光ホテル

６ オホーツク管内 ノーザンアークリゾートホテル

７ オホーツク管内 北海ホテル

8 後志管内 The Vale Niseko

9 後志管内 ルスツリゾート＆コンベンション

10 石狩管内 千歳エアポートホテル

11 石狩管内 札幌北広島クラッセホテル

12 札幌市 からくさホテル札幌

13 札幌市 ニューオータニイン札幌

14 空知管内 ホテル三浦華園

15 空知管内 岩見沢ホテル4条

16 空知管内 岩見沢ホテル5条

17 十勝管内 十勝ガーデンズホテル

18 十勝管内 たかはし旅館

19 釧路管内 釧路センチュリーキャッスルホテル

20 釧路管内 あかん遊久の里鶴雅

21 根室管内 イーストハーバーホテル

22 根室管内 ホテルねむろ海陽亭

23 桧山管内 江差旅庭群来

24 渡島管内 温泉旅館矢野

25 渡島管内 センチュリーマリーナ函館

26 胆振管内 海の別邸ふる川

27 胆振管内 ザレイクビューＴＯＹＡ 乃の風リゾート

28 日高管内 ホテル ローレル

＜管内別＞
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＜導入機器別＞

非接触型体温計 機能水生成器

1.ホテルめぐま ① 1.ホテルめぐま ③

8.The Vale Niseko ① 15.岩見沢ホテル4条 ①

13.ニューオータニイン札幌 ② 21.イーストハーバーホテル ③

17.十勝ガーデンズホテル ① 22.ホテルねむろ海陽亭 ①

空気除菌清浄機 26.海の別邸ふる川 ④

1.ホテルめぐま ④ 空間除菌清浄機

2.ホテル大将 ①②③ 1.ホテルめぐま ②

4.小平町総合交流ターミナル施設ゆったりかん①② 11.札幌北広島クラッセホテル ②

5.大雪山白金観光ホテル ①③ 18.たかはし旅館 ②

6.ノーザンアークリゾートホテル ① 26.海の別邸ふる川 ⑤

8.The Vale Niseko ② 27.ザレイクビューＴＯＹＡ 乃の風リゾート ③

12.からくさホテル札幌 ② サーモグラフィー

13.ニューオータニイン札幌 ① 7.北海ホテル ①

14.ホテル三浦華園 ①②③ 9.ルスツリゾート＆コンベンション ①

15.岩見沢ホテル4条 ② 11.札幌北広島クラッセホテル ③

17.十勝ガーデンズホテル ③④ 12.からくさホテル札幌 ①

18.たかはし旅館 ③④ 20.あかん遊久の里鶴雅 ③

21.イーストハーバーホテル ①② 27.ザレイクビューＴＯＹＡ 乃の風リゾート ①

23.江差旅庭群来 ① 密集状態管理システム

25.センチュリーマリーナ函館 ② 11.札幌北広島クラッセホテル ③

26.海の別邸ふる川 ⑤ 20.あかん遊久の里鶴雅 ①②

28.ホテル ローレル ① 27.ザレイクビューＴＯＹＡ 乃の風リゾート ②

オゾン脱臭機 アルコール消毒機器/ 17.十勝ガーデンズホテル ⑤

3.ホテルニューホワイトハウス ① 紫外線消毒機器/ 13.からくさホテル札幌 ③

8.The Vale Niseko ③ 機能水噴霧器/9.ルスツリゾート＆コンベンション③④

10.千歳エアポートホテル ① 汚染物圧縮機/ 13.ニューオータニイン札幌 ③

16.岩見沢ホテル5条 ①② サーキュレーター/ 5.大雪山白金観光ホテル ②

19.釧路センチュリーキャッスルホテル ① 殺菌エアータオル/ 24.温泉旅館矢野 ②

24.温泉旅館矢野 ① 情報表示モニター/ 17.十勝ガーデンズホテル ②

25.センチュリーマリーナ函館 ① 館内スリッパ消毒機器/ 18.たかはし旅館 ①
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1.施設名 ホテルめぐま

地域：宗谷

住 所 稚内市声問2丁目13番14号

導入機器

① 非接触型体温計 (フロント)
② 空間除菌清浄機（レストラン）
③ 厨房関連消毒機器（厨房）
④ 空気除菌清浄機 (ラウンジ・フロント)

① 非接触型体温計（フロント）

③ 厨房関連消毒機器（厨房）

④ 空気除菌清浄機 （ラウンジ・フロント）

導入効果
・非接触赤外線温度計は従業員の出社時、お客様のチェックイン時の健康状態を把握に使用。
・広い空間に対応する低濃度二酸化塩素発生装置を感染リスクの高いレストランでウィルス滅菌に使用。
・厨房関連消毒機器は高温高圧によるウィルス除去洗浄で食器類を中心とした衛生面の強化。
・ラウンジ、フロントに高機能「空気除菌清浄機」を設置し、共有空間の空気除菌に使用。
・感染経路の「入り口」から「密集する場所」に感染予防機器を設置し、総合的に感染リスクの低減を
行っており宿泊客と働く従業員の安全・安心に努めている。

設置状況
①フロントに常備し使用。
素早い体温測定に役

立っている。
②宿泊客が密集し感染
が懸念されるレストランに
適応面積200㎡の低
濃度二酸化塩素発生
装置を設置し除菌。

設置状況
厨房への設置により
食器から備品まで食品
を除く厨房関連備品を
洗浄。
厨房内の衛生面強化に
より従業員及び宿泊客
への感染予防を行って
いる。

設置状況

対応㎡数に合わせた個
数をラウンジ、フロントに
設置。
空気除菌と併せ加湿も
するため、宿泊客及び
従業員の共有空間除
菌に役立っている。

② 空間除菌清浄機（レストラン）
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2.施設名 ホテル大将

地域：宗谷

住 所 稚内市大黒1-7-19

導入機器

① 空気除菌清浄機 （１階ロビー）
② 空気除菌清浄機 （1階レストラン・宴会場）
③ 空気除菌清浄機 （大浴場前）

① 空気除菌清浄機 （ロビー）

② 空気除菌清浄機 （レストラン/宴会場）

③ 空気除菌清浄機（大浴場前）

導入効果
ホテルの構造が、フロント、レストラン、宴会場、大浴場と宿泊客が集中する設備が全て１階にある為、それぞ
れの場所に広域除菌を行うことのできる高性能空気除菌清浄機を設置。稚内の冬は強風等悪天候が続くこ
とが多く、特に冬の換気が課題となっており、独自の粒子イオン化技術と、 高性能フィルター技術を備えた機器
を館内の共有スペースに設置することで除菌等、ウィルス対策に役立てている。

設置状況

1台で161㎡に対応
する高性能空気除菌清
浄機をロビーに設置。微
粒子の細菌等の除菌に
優れた機器の設置によ
り、人が密集しやすいロ
ビーの除菌を行っている。

設置状況
1台で72㎡に対応する
高性能空気除菌清浄
機をレストラン及び宴会
場に設置。食事場所で
の有効な感染予防策を
行うことで、安心して食
事ができる環境を構築し
ている。

設置状況
1台で72㎡に対応する
高性能空気除菌清浄
機を大浴場入り口に設
置することで感染予防
対策の実施を目視化し、
安心してご利用いただけ
るようにしている。



感染予防対策機器 導入事例

3.施設名 ホテルニューホワイトハウス

地域：留萌

住 所 留萌市明元町6丁目36-1

導入機器

① オゾン脱臭機 （客室・会議室・(清掃時使用)）

① オゾン脱臭機

導入効果
発生するオゾンは酸素原子3個からなる強力な酸化剤であり、その酸化力により、細菌・ウイルスを除菌・不
活性化する効果がある。救急車内の除菌・消臭や医療・福祉施設での衛生管理・消臭に使用されている実
績もあることから、現在実施しているアルコール消毒を兼ねての客室清掃と合わせることで、除菌対策の強化
を行っている。

設置状況

持ち運びが可能である
ことから、客室除菌、
会議室等で使用。
また電源の確保により車
両の室内空間の除菌も
可能であり、お客様
チェックアウト後に稼働し
ている。
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4.施設名 小平町総合交流ターミナル施設 ゆったりかん

地域：留萌

住 所 留萌郡小平町字小平町458番地の25

導入機器

① 空気除菌清浄機 （15客室）
② 空気除菌清浄機 （レストラン・宴会場）

① 空気除菌清浄機 （客室）

② 空気除菌清浄機 （宴会場2室/レストラン）

導入効果
15室ある客室すべてに空気除菌清浄機を設置。また、宴会場やレストランに広域に対応した機器を平米数
にあわせて設置。ホテル空間の広域を空気除菌清浄機でカバーしており、消毒や換気等の日常の感染予防
対策と併せ、利用客と従業員の安心・安全に務め、効果の最大化を図っている。

設置状況

プラズマクラスター空気
清浄機で、お部屋全体
に素早く風が行き渡り空
気のスピード循環が出
来き、効率的な除菌が
可能。
（17平米対応）

設置状況

宴会場やレストランの広
い空間に、38㎡対応の
空気除菌清浄機を設
置。空気除菌と併せ加
湿もするため、宿泊客
及び従業員の共有空
間除菌に役立っている。
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5.施設名 大雪山白金観光ホテル

地域：上川

住 所 上川郡美瑛町字白金温泉

導入機器

① 空気除菌清浄機 （フロント）
② サーキュレーター （レストラン・宴会場・脱衣所）
③ 空気除菌清浄機 (79客室)

① 空気除菌清浄機 （フロント）

② サーキュレーター （レストラン、宴会場、脱衣室）

③ 空気除菌清浄機 （客室）

導入効果
・ホテル独自で購入・設置のサーモグラフィと高性能空気除菌清浄機を、入口かつ密集場所であるホテル
ロビーに設置しウィルスの進入を未然に防いでいる。
・11台のサーキュレーターと空気除菌清浄機を宴会場、レストラン、脱衣室、お食事処、ラウンジ、カラオケ
ボックス、アミューズメントコーナー等に併設し、空気の循環を促し同時に除菌を行うという、積極的な感染
予防策を講じている。

・全客室に空気除菌清浄機を設置しており、利用客及び従業員の感染リスクを低減させている。
付属機能である加湿器を併せて稼働し、湿度を高めることで喉の免疫力を高め、かつ、ウィルスの感染力を落
とし、利用客及び従業員の感染リスクを低減させる施策を取っている。

設置状況

2階にあるホテルフロント
ロビーに38㎡対応の高
性能空気除菌清浄機
を2台設置し除菌清浄
を行っている。

設置状況
レストラン、宴会場、脱
衣室等、空気が滞留す
る場所に、サーキュレー
ターを合計11台設置し
換気の補助を行っている。
空気除菌清浄機との併
用により効果の最大化
を図っている。

設置状況

客室全79室に21㎡対
応の空気除菌清浄機を
設置し、客室内の安心
安全の確保を行っている。
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６.施設名 ノーザンアークリゾートホテル

地域：オホーツク

住 所 北見市端野町二区829番地

導入機器

① 空気除菌清浄機 （60客室・レストラン）

① 空気除菌清浄機 （レストラン）

導入効果
宿泊者が滞在中の客室内では、加湿空気清浄機を常時稼働させることで、イオン放出とフィルターでの菌・ウ
イルスの捕集により、人体に害を及ぼすことなく、感染予防対策を行っている。全客室への設置と日常実施して
いる感染予防対策により、感染リスク低減が図られている。

設置状況

同タイプの空気除菌清
浄機をレストラン及び
全客室に設置し感染
予防を図っている。

21㎡対応の空気除菌
清浄に併せ加湿機能の
常時稼働により、安心
安全な客室の提供を
行っている。① 空気除菌清浄機 （各客室）
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７.施設名 北海ホテル

地域：オホーツク

住 所 網走市新町1丁目1番地1号

導入機器

① サーモグラフィー（ホテル1階正面入り口）

① サーモグラフィー （ホテル1階正面入り口）

導入効果
不特定多数の利用客が出入りする宿泊施設において、ハンディ型は時間を要すため、測定速度僅か１秒の
サーモグラフィーの導入設置により、体温の高い利用客への対応が瞬時に可能となり、チェックイン・チェックアウト
時に利用客の待機時間を短くしフロントロビーの「密」状態を軽減している。また、業務の効率化により従業員
の負担も軽減されている。

設置状況

ホテル入り口に設置し
宿泊客、従業員、納品
業者等、来館する全て
の人の体温を検知可能。

非接触型で最大同時
20名を1秒で測定可能
な高性能サーモグラフィ
を設置。
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８.施設名 The Vale Niseko

地域：後志

住 所 虻田郡倶知安町山田166番地9

導入機器

① 非接触型体温計（レセプション・表・裏入口・飲食店）
② 空気除菌清浄機

（エントランス・ロビー・エレベーターホール・スキーロッカー ）
③ オゾン脱臭機

① 非接触型体温計

② 空気除菌清浄機 （エントランス・ロビー・エレベーターホール・スキーロッカー ）

③ オゾン脱臭機

導入効果
・非接触温度計はチェックイン時に全利用客の体温を測っており、館内へのウイルス蔓延を未然に防いている。
（コンドミニアムの利用人数は一般ホテルの約3-4倍にあたる為、チェックイン時に人が滞留するのを防ぐように複
数台での迅速な検測を実施している。）

・空気除菌清浄機は客室の他、スキーロッカー等のパブリックエリアに設置し、人が滞留しやすい場所の空間を
常に除菌している。

・オゾン脱臭機はウィルス不活性化に効果のある高濃度オゾンを発生させるため、チェックアウト後の客室除菌に
活用し宿泊客が安心して利用できる客室を提供している。

設置状況
フロント前での非接触で
の体温測定が出来るの
で安心して受付が出来
てる。

設置状況
プラズマクラスターイオン
で空気除菌と加湿が出
来るのでフロント、エレ
ベーター入口、スキーロッ
カーと多所で設置をして
いる

設置状況
持ち運びが出来るまで
色々な場所で使用が出
来て便利
使用する場所をあらかじ
めオゾン脱臭する事で安
心して使用できる
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９.施設名 ルスツリゾート＆コンベンション

地域：後志

住 所 道虻田郡留寿都村字泉川13番地

導入機器

① サーモグラフィー (ホテル入り口、フロント )
② 非接触型体温計（ホテル入り口、従業員入り口他）
③ 機能水噴霧器

（ノース及びサウス大浴場の男子脱衣室、女子脱衣室)
④ 機能水噴霧器

(サウス屋内プール)

③ 機能水噴霧器（ノース及びサウス大浴場の男子脱衣室、女子脱衣室)

④ 機能水噴霧器 (サウス屋内プール)

導入効果
・ホテル入り口やフロントにサーモグラフィーを設置して発熱の可能性がある来場者を検知。
・従業員入り口に非接触型体温計を設置し、出社前の検温を実施し、利用客及び従業員がウィルスを持ち
込まないよう入口管理を徹底している。

・２ヵ所の大浴場、屋内プールの脱衣室は機械換気はされているが窓の開放による新鮮な空気の入替えが
不可能な場所のため、塩化ベンザルコニウム・塩化ジアルキルジメチルアンモニウムの含有成分が入った
クリモア除菌剤を機能水噴霧器に入れて該当空間の除菌を行い、空気が滞留し「密」になりやすい場所の
除菌を徹底している。

設置状況
サーモグラフィーは入口を
通過する人を自動で検
温出来るのでスムーズ
非接触型体温計はホテ
ルフロントと従業員入口
に設置をして検温してい
る。

設置状況

窓の換気による新鮮な
空気の入れ替えができ
ない場所に設置し、機
能水の噴霧による空間
除菌をしている。

設置状況

窓の換気による新鮮な
空気の入れ替えができ
ない場所に設置し、機
能水の噴霧による空間
除菌をしている。

①サーモグラフィー(玄関、フロント) ② 非接触型体温計(玄関、フロント )



感染予防対策機器 導入事例

10.施設名 千歳エアポートホテル

地域：石狩(札幌除く）

住 所 千歳市千代田町6丁目1番地

導入機器

① オゾン脱臭機

① オゾン脱臭機 (3F、5F 持ち運び式)

設置状況

通常時は各階で使用で
きるよう3階と5階に配置
している。
持ち運びが可能である
ことから、客室の除菌で
使用。
宿泊客のチェックアウト
後に全客室で使用でき
るよう２台購入し設置
している。

導入効果
発生するオゾンは酸素原子3個からなる強力な酸化剤であり、その酸化力により、細菌・ウイルスを除菌・不
活性化する効果がある。救急車内の除菌・消臭や医療・福祉施設での衛生管理・消臭に使用されている実
績もあることから、現在実施しているアルコール消毒を兼ねての客室清掃と合わせることで、除菌対策の強化
を行っている。2台保持することで、全室のオゾン消毒が可能となっており、感染リスクの低い部屋を提供してい
る。



感染予防対策機器 導入事例

11.施設名 札幌北広島クラッセホテル

地域：石狩(札幌除く）

住 所 北広島市中の沢３１６番地１

導入機器

① サーモグラフィー （ホテル正面入口）
② 空間除菌清浄機（ホテルロビー・レストラン）
③ 密集状態管理システム(男女大浴場入口・食事会場入口)

① サーモグラフィー （ホテル正面入口）

② 空間除菌清浄機（ホテルロビー・レストラン）

③ 密集状態管理システム(男女大浴場入口・食事会場入口)

設置状況
ホテル入り口に設置し
宿泊客、従業員、納品
業者等、来館する全て
の人の体温を検知。
非接触型で最大同時
20名を1秒で測定可能
な高性能サーモグラフィ
を設置。

設置状況

宿泊客が密集し感染
が懸念されるレストラン
に適応面積200㎡の低
濃度二酸化塩素発生
装置を設置し感染リスク
低減を図っている。

設置状況
密集状態管理システム
で大浴場と食事会場入
口にセンサーを設置して
利用人数を数値化し、
宿泊客が各自スマート
フォンで混雑状況を確
認できるようにしている。

導入効果
・サーモグラフィーを入口に設置し、３７.５度以上の発熱入館者を事前に察知することで、迅速な措置や対
応を可能にし、ウィルスを入口で食い止めている。
・感染拡大の可能性の高いレストランには200㎡まで対応する空間除菌機器を設置し浮遊ウイルス・細菌・
悪臭物質を分解・不活性化している。
・「密集見える化システム」の導入により、食事会場と大浴場の利用客数を管理し、宿泊客が混雑状況を客
室で確認することができ密集状態を抑制している。



感染予防対策機器 導入事例

12.施設名 からくさホテル札幌

地域：札幌

住 所 札幌市中央区南三条西5-24

導入機器

① AI体温検知カメラ （フロント）
② 空気除菌清浄機 （ロビー/共有ラウンジ）
③ 紫外線消毒機器 （フロント）

① AI体温検知カメラ （フロント）

② 空気除菌清浄機 （ロビー/共有ラウンジ）

③ 紫外線消毒機器 （フロント）

導入効果
・AI体温検知カメラにより、コロナウイルス感染者を含む発熱者の早期発見や館内の感染防止対策の強化、
および多人数の体温測定を同時に行う事によるゲストのエントランス滞在時間短縮などの効果が見込まれる。
・空気除菌清浄機は大型空間への対応機器でロビー設置によりゲストや協力業者等の出入りが多い空間の
菌・ウイルスの除菌や脱臭に活用し、多人数が行き交う場所の感染リスクを低減する効果が見込まれる。
・紫外線消毒器はフロントデスクカウンターに設置。ゲストに渡すカードキーの除菌・殺菌、フロントで使用するデ
スク備品の殺菌の用途とし活用。スタッフのアルコールスプレーなどによる除菌・殺菌作業では除ききれない菌・
ウイルスの除去、またアルコール・次亜塩素酸等液体での除菌に適さない素材(紙類・ラベルシール貼付品等)
の備品への殺菌が可能となり、より感染予防対策が強化されている。

設置状況
フロント到着時に
来場客の体温測定を自
動的に行い宿泊者の体
温を管理。
設定温度以上の来場
者を検知し警告音によ
る告知をおこなう。

設置状況
次亜塩素酸（電解
水）の力で高い除菌効
果と脱臭効果。
25㎡の空間で8分で
99％の浮遊ウィルスを
抑制。宿泊客・従業員
に安心安全環境を提供。

設置状況
紫外線消毒器によりホ
テルフロント備品・ゲスト
接触備品等、細かいも
の滅菌を実施。ホテル
カードキーも消毒しており、
安全体制を確立。



感染予防対策機器 導入事例

13.施設名 ニューオータニイン札幌

地域：札幌

住 所 札幌市中央区北2条西1丁目1-1

導入機器

① 空気除菌清浄機 （1Ｆレストラン）
② 非接触型体温計
（２階・３階宴会場/Ｂ1・１階 レストラン）

③ 汚染物圧縮機 （ホテルB1F ゴミ保管置き場）

① 空気除菌清浄機 （1Ｆレストラン）

② 非接触型体温計 （２階・３階宴会場/Ｂ1・１階 レストラン）

③ 汚染物圧縮機 （ホテルB1F ゴミ保管置き場）

設置状況
Ｌ字型形状のレストラン
に3機高性能空気清浄
機を設置し、実面積の
1.5倍近い適応面積の
機器を導入することで、
Ｌ字型の形状全てを
カバーする工夫をしてい
る。

設置状況
ホテルフロントには独自
で用意したサーモグラ
フィーがあるため、宴会
場やレストランで体温測
定ができるよう、非接触
型体温計を常備してい
る。

設置状況

宿泊利用者が排出する
ゴミを地下で圧縮管理
することにより、従業員の
二次接触リスクを低減。

導入効果
・約190㎡のレストランに対し、高性能空気除菌清浄機を3機設置。3機合計適応面積は300㎡以上あり
Ｌ字型形状の空間の隅々まで、除菌効果が行き渡るようにしている。
・非接触型体温計は、フロントに設置のサーモグラフィーを経由しないホテル利用者（レストラン・宴会場等）
に対し、多人数が集まる場所に設置し、検温による体温管理の実施で感染 リスクを低減させている。
・汚染物質圧縮機の導入は宿泊客が排出したマスクやティッシュ等の汚物等の散乱を防ぎ衛生的な管理に
役立っており、従業員の二次接触による感染リスクを低減している。



感染予防対策機器 導入事例

14.施設名 ホテル三浦華園

地域：空知

住 所 滝川市花月町1-2-26

導入機器

① 空気除菌脱臭機 （フロント）
② 空気除菌脱臭機 （レストラン・宴会場）
③ 空気除菌清浄機 (73客室)

① 空気除菌脱臭機 （フロント）

② 空気除菌脱臭機 （レストラン・宴会場）

③ 空気除菌清浄機 (73客室)

設置状況

フロントには適応面積
93㎡の高性能空気除
菌清浄機を設置し、人
が密集しやすいロビーの
滅菌を行っている。

設置状況
適応面積66㎡の高性
能空気除菌清浄機を
レストラン及び宴会場に
設置。食事場所での有
効な感染予防策を行う
ことで、安心して食事が
できる環境を構築して
いる。

設置状況

稼働可能客室73室に
適応面積21㎡の空気
除菌清浄機を設置。し、
客室内の安心安全の
確保を行っている。

導入効果
・ホテルフロント及びレストラン、宴会場には、次亜塩素酸（電解水）を含浸したフィルターに汚れた空気を
通過させて汚れた空気を除菌・脱臭する高性能空間除菌機器を設置し、館内共有スペースの除菌を行って
いる。
・稼働客室には加湿空気清浄機を常設することで、イオン放出とフィルターでの菌・ウイルスの捕集し、日常
実施している感染予防対策により、感染リスク低減が図られている。



感染予防対策機器 導入事例

15.施設名 岩見沢ホテル4条

地域：空知

住 所 岩見沢市4条5丁目1番地

導入機器

① 機能水生成器（厨房）
② 空気除菌清浄機 （フロント入口）

① 機能水生成器（厨房）

② 空気除菌清浄機 （フロント入口）

設置状況

酸性電解水生成機器
を厨房に設置。
洗浄による食品、調理
器具の除菌を行っている。

設置状況

適応面積50㎡の高性
能空気清浄機をフロン
ト入り口に設置し除菌と
加湿による感染予防を
行っている。

導入効果
・機能水生成器を厨房に設置。設置機器は殺菌力の高い次亜塩素酸（HClO）を多く含む酸性電解水
を注出しさまざまな食品の殺菌に利用可能な為、提供する夕食、朝食の確実な衛生管理に役立っている。

・高性能空気清浄機をロビーに設置し、新北海道スタイルの実践により、ウイルスの感染症予防を確実に
行っている。



感染予防対策機器 導入事例

16.施設名 岩見沢ホテル5条

地域：空知

住 所 岩見沢市5条3丁目1番地

導入機器

① オゾン脱臭機 （フロント）
② 小型オゾン脱臭機 （各客室）

① オゾン脱臭機 （フロント）

② 小型オゾン脱臭機 （各客室/トイレ）

設置状況

適応面積100㎡の機
器を設置し24時間稼
働することでフロア全体
を除菌をしている。

設置状況

適応面積18㎡の機器
を客室全室に設置。
24時間稼働により客室
を常に除菌し利用者に
安心して利用していただ
いている。

導入効果
発生するオゾンは酸素原子3個からなる強力な酸化剤であり、その酸化力により、細菌・ウイルスを除菌・不
活性化する効果がある。救急車内の除菌・消臭や医療・福祉施設での衛生管理・消臭に使用されている実
績もあることから、日常から実践している新北海道スタイルと併せ除菌対策の強化を行っている。



感染予防対策機器 導入事例

17.施設名 十勝ガーデンズホテル

地域：十勝

住 所 帯広市西２条南１１丁目１６

導入機器

① 非接触型体温計（１階エントランス）
② 体温結果表示・施設案内情報表示システム（1階フロント前）
③ 空気除菌清浄機(50室)
④ 空気除菌清浄機(2階レストラン）
⑤ アルコール消毒機器
（1階エレベーターホール・2階レストラン入り口・3階大浴場入り口男女各1）

③ 空気除菌清浄機(50室)

⑤ アルコール消毒機器 （1階エレベーターホール・2階レストラン入り口・3階大浴場入り口男女各1）

設置状況
①自動体温測定と手の
消毒が一度に行う機器
を玄関に設置
②体温測定結果と館
内情報表紙モニターをフ
ロント前に設置。ＱＲ
コード読取による館内案
内表示で接触を低減。

設置状況
③空気除菌清浄機を
稼働客室50室に設置
し客室内の除菌を行っ
ている。
④レストランに適応面積
65㎡の高性能空気除
菌清浄機を設置し安心
して食事が出来る環境
にしている。

設置状況
利用客の往来や接触が
多いエレベーターホール
や、レストラン、大浴場
の入り口に自動手消毒
機器を設置し、こまめな
手消毒を実施できる環
境を作り、感染予防強
化を図っている。

④ 空気除菌清浄機(2階レストラン）

① 非接触型体温計（玄関） ② 体温結果表示・施設案内情報表示（1階フロント前）

導入効果
・非接触型体温計は来館者全員が通るホテルエントランスに設置し、ウイルス感染拡大防止のための案内を
表示。体温測定を実施し、発熱の利用客を事前に察知して迅速な措置や対応が可能となる。

・体温結果表示システムによりフロント前のモニターに体温測定結果を表示するとともに、施設情報をＱＲ
表示することで、案内を簡略化し利用客との接触時間を大幅に削減。フロント業務における非接触化及び
密集の回避を行っている。

・稼働客室に空気除菌清浄機を設置し、客室におけるウイルス不活化を図っている。
・接触の多い場所に追加でアルコール消毒機器を設置し感染予防強化を図っている。



感染予防対策機器 導入事例

18.施設名 たかはし旅館

地域：十勝

住 所 広尾町群広尾町東1条5丁目20番地

導入機器

① 館内用スリッパ消毒機器（玄関）
② 空間除菌清浄機（二階廊下、食堂）
③ 空気除菌清浄機(客室)
④ 空気除菌清浄機(客室)

③ 空気除菌清浄機 (客室)

設置状況
①スリッパ消毒機器は
使用済みのスリッパを除
菌。接触の多いスリッパ
の衛生管理を実施。
②マイナスイオンによる
ウィルス除菌を行う機器
を2階廊下、食堂に設
置。

設置状況

③④各客室の平米数に
併せて空気除菌清浄
機を設置し感染予防を
図っている。

④ 空気除菌清浄機 (客室)

①スリッパ消毒機器（玄関） ② 空間除菌清浄機（二階廊下、食堂）

導入効果
・利用客が必ず使用するスリッパを除菌することで、クラスターを未然に防いでおり、可視化することで利用客の
不安を解消している。
・全客室に空気除菌清浄機を設置しており、利用客及び従業員の感染リスクを低減させている。
付属機能である加湿器を併せて稼働し、湿度を高めることで喉の免疫力を高め、かつ、ウィルスの感染力を落
とし、利用客及び従業員の感染リスクを低減させる施策を取っている。



感染予防対策機器 導入事例

19.施設名 釧路センチュリーキャッスルホテル

地域：釧路

住 所 釧路市大川町2番５号

導入機器

① オゾン脱臭機 (客室、宴会場等)

① オゾン脱臭機 (客室/宴会場)

導入効果
発生するオゾンは酸素原子3個からなる強力な酸化剤であり、その酸化力により、細菌・ウイルスを除菌・不
活性化する効果がある。救急車内の除菌・消臭や医療・福祉施設での衛生管理・消臭に使用されている実
績もあることから、現在実施しているアルコール消毒を兼ねての客室清掃と合わせることで、除菌対策の強化
を行っている。

設置状況

持ち運びが可能な機器
なので、チェックアウト後
の客室除菌に活用。
除菌効果が高く、脱臭
力も強い為、お客様に
安心してご利用いただけ
る安全性の高い客室提
供に役立っている。



感染予防対策機器 導入事例

20.施設名 あかん遊久の里鶴雅

地域：釧路

住 所 釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号

導入機器

① ＡＩ混雑見える化システム
② 混雑度表示システム

（男女大浴場入口、バイキング会場入口）
③ サーモグラフィー （ホテル一階正面入口）

②混雑度表示システム（男女大浴場入口、バイキング会場入口）

③ サーモグラフィー （ホテル一階正面入口）

① ＡＩ混雑見える化システム

設置状況
②大浴場入り口とバイ
キング会場入り口にモニ
ター設置し混雑状況を
確認できる。またＱＲ
コードを読込み携帯電
話で混雑状況をか確認
かすることができ、館内で
の安心化が向上。

設置状況
③カメラの前を通過した
方の体温を自動測定。
規定体温以上の人を検
出すると呼び出し音が
鳴る為係員が常駐の必
要がなく、従業員の安
全性向上にも役立って
いる。

設置状況

①男女大浴場入口、バ
イキング会場入り口にサ
イネージカメラを設置し
入場者数を一括管理し
利用者に混雑情報とし
て情報を提供している。

導入効果
・混雑度測定器は大浴場、バイキング会場の混雑状況をカメラで入室者、退出者の人数をカウントし、客室に
QRコードの案内チラシをおき、お客様が携帯等で読み込み、混雑表示の画面を確認し、三密対策としてお客
様が安心感を持たれた館内移動が可能となる。
・サーマルカメラはチェックイン時のお客様の発熱状況を入口で検知する。このカメラは一秒間に3～4名を認識
し、同時に検温をし、モニターに顔、体温が表示される。条件設定で体温を37.5度に設定した場合、37.5度
以上の方が通過した場合は、モニターにブザーが鳴り、顔の表示も別に区分けされることから、従業員がモニ
ターの前で監視する必要がなく、ブザーが鳴った場合にのみ確認すれば良いため、無人オペレーションが可能。



感染予防対策機器 導入事例

21.施設名 イーストハーバーホテル

地域：根室

住 所 根室市光和町1-26

導入機器

① 空気除菌清浄機 （レストラン・ホテルロビー）
② 空気除菌清浄機 （全客室）
③ 機能水生成器 (厨房)

① 空気除菌清浄機 （レストラン・ホテルロビー）

② 空気除菌清浄機 （全客室）

③ 機能水生成器 (厨房)

設置状況
約35㎡の広い空間全
体にプラズマクラスターイ
オンを循環させる高性能
空気除菌清浄機を、人
が集まるフロントとレスト
ランに設置。

設置状況

全客室室に
適応面積21㎡の空気
除菌清浄機を設置。し、
客室内の安心安全の
確保を行っている。

設置状況
厨房に除菌電解水給
水機を設置し使用。
手洗い、食器やテーブル
の除菌、布の漬け置き
除菌等、多岐にわたる
用途がありお客様と従
業員の安全安心の確
保に役立っている。

導入効果
・空間除菌清浄機は空間全体にプラズマクラスターイオンを放出。人が集まる空間や食品を扱う空間除菌に
活用し安心安全空間を確保している。
・空気除菌清浄機は全客室に設置し、イオン放出とフィルターでの菌・ウイルスの捕集し、日常実施している感
染予防対策と併せ、感染リスク低減が図られている。
・機能水生成器は、塩化ナトリウムと塩酸を電気分解し酸性電解水（次亜塩素酸水）を生成。低い塩素
濃度で次亜塩素酸ナトリウムと同等以上の除菌力を発揮。多岐に渡る用途でウイルス対策に活用されている。



感染予防対策機器 導入事例

22.施設名 ホテルねむろ海陽亭

地域：根室

住 所 根室市常盤町2丁目24番地

導入機器

① 機能水生成器 （ホテル1階事務所）

① 機能水生成器 （ホテル1階事務所）

設置状況

ホテル1階事務所（台
所）に設置し使用。
従業員の手洗いを始め、
食器やテーブルの除菌
や、館内利用者に手指
消毒液として提供。また
ホテル独自で機能水噴
霧器を購入し、噴霧に
よる館内消毒を行ってお
り、コスト面でも役立って
いる。

導入効果
・機能水生成器は、塩化ナトリウムと塩酸を電気分解し酸性電解水（次亜塩素酸水）を生成。低い塩素
濃度でも次亜塩素酸ナトリウムと同等またはそれ以上の高い除菌力を短時間で発揮。ほとんどの菌に対して
効果がありウイルス対策として施設内各所で活用。機能水による手指消毒、食器洗浄、館内噴霧等を行い
従業員を含む館内滞在者の安全・安心の確保に努めている。また、多岐に使用しているためコスト面でも効果
的な導入と言える。



感染予防対策機器 導入事例

23.施設名 江差旅庭群来

地域：桧山

住 所 桧山郡江差町字姥神町１番地５号

導入機器

① 空気除菌清浄機（各客室5室）

① 空気除菌清浄機（各客室）

設置状況

プライベート感を重視し
た広めの客室を持ち、宿
泊客の客室滞在時間
が他のホテルより長い為
適応面積48㎡の高性
能空気除菌清浄機を
客室に設置。利用者の
安全性の確保に努めて
いる。

導入効果
・高性能フィルターと加湿によるウィルス抑制・除去が可能な高性能空気清浄機を各客室に設置。ホテル特性
として利用者の客室滞在時間が長い他、感染予防対策として通常ロビーでチェックインするところを直接客室
へご案内し、従業員や他の利用者と距離を置いたチェックインをしている為、高性能機器を導入しお客様の安
全・安心空間の提供に努めている。



感染予防対策機器 導入事例

24.施設名 温泉旅館矢野

地域：渡島

住 所 松前郡松前町福山123

導入機器

① オゾン脱臭機
② 殺菌エアータオル

② 殺菌エアータオル （2F メイントイレ）

設置状況

宿泊者だけでなく日帰り
入浴や宴会場利用者
等も多く利用する2階女
性用トイレに設置。

導入効果
・発生するオゾンは酸素原子3個からなる強力な酸化剤であり、その酸化力により、細菌・ウイルスを除菌・不
活性化する効果がある。チェックアウト後の客室及び利用の多い宴会場を中心に除菌を行っている。
・除菌灯付エアータオルは、医療施設・食品工場・衛生関連施設などで幅広く活用されている紫外線殺菌ラ
ンプを利用したエアータオル。旅館利用者が多く使用する２Fのトイレに設置することにより、除菌効果を最大
限に高めている。

① オゾン脱臭機

設置状況
持ち運びが可能な為
チェックアウト後の客室の
除菌に使用。その他、
定期的に宴会場や脱
衣場等の共用部の換
気が難しい場所で使用
している。



感染予防対策機器 導入事例

25.施設名 センチュリーマリーナ函館

地域：渡島

住 所 函館市大手町22番13号

導入機器

① オゾン脱臭機 （客室、共用部、レストラン）
② 空気除菌清浄機 （共用部・バックヤード）

② 空気除菌清浄機 （共用部・バックヤード）

設置状況

適応面積15㎡の光触
媒除菌清浄機を各所に
20機設置。
設置場所は、ホテル共
用部のロビー、BARカウ
ンター、大浴場（脱衣
場）、事務所、レストラ
ン入口等。また、従業
員スペース（会議室、
休憩室等）にも設置し、
利用者と従業員の安
全・安心確保に努めて
いる。

導入効果
・発生するオゾンは酸素原子3個からなる強力な酸化剤であり、その酸化力により、細菌・ウイルスを除菌・不
活性化する効果がある。チェックアウト後の客室に使用し定期的な除菌を行っている。
・空気除菌清浄機は光触媒による除菌・消臭機能に加え、捕捉した菌やウイルスに深紫外線LED の光を照
射し、DNAやRNAを変性させ不活化させる空間除菌装置。搭載されている深紫外線LEDは新型コロナウイ
ルスに対する有効性が確認されており、ホテル独自で実施している感染予防対策と併せ、予防効果向上を
図っている。

① オゾン脱臭機 （客室、共用部、レストラン）

設置状況

持ち運びが可能な為
チェックアウト後の客室の
除菌に使用。その他、
定期的に大浴場の脱
衣場等の共用部の換
気が難しい場所で使用
している。



感染予防対策機器 導入事例

26.施設名 海の別邸ふる川

地域：胆振

住 所 白老郡白老町字虎杖浜289-3

導入機器

① 空気除菌清浄機（レストラン3台・脱衣所1台）
② 空気除菌清浄機（脱衣場1台お休み処1台）
③ 空気除菌清浄機(客室23台2Fレストラン3台脱衣場1台)
④ 機能水生成器(厨房)
⑤ 空間除菌清浄機(フロント前・レストラン )

設置状況
各スペースの広さに合わ
せ高性能空気除菌清
浄機を設置し共有部の
感染予防対策をおこ
なっている。
①適応面積65㎡
②適応面積35㎡

設置状況
③適応面積21㎡の空
気除菌清浄機を客室に
23台、2Fレストラン3台、
脱衣場1台に設置。
②電解次亜水生成装
置を厨房に設置し、食
材を始め、食器や厨房
の除菌洗浄を行っている。

設置状況
宿泊客が密集し感染
が懸念されるレストラン、
フロントに適応面積200
㎡の低濃度二酸化塩
素発生装置を設置し感
染リスク低減を図ってい
る。

導入効果
・ホテル共有部には高性能空気除菌清浄機を適応面積に合わせ適格に導入。また各客室にも空気除菌清
浄機を設置し感染予防対策を行っている。さらに形状が複雑なレストランとフロント前に低濃度二酸化塩素発
生装置を導入し、徹底した空気除菌体制を構築している。
・電解次亜水生成装置を厨房に設置し、食材、食器、厨房洗浄、除菌洗浄を行っている。人や環境にやさし
い為、積極的に食材洗浄に使用でき感染リスク低減と安全性を両立している。

⑤ 空間除菌清浄機(フロント前・レストラン )

①空気除菌清浄機（レストラン・脱衣場） ② 空気除菌清浄機（脱衣場、お休み処）

③空気除菌清浄機（客室他） ④ 機能水生成器(厨房)



感染予防対策機器 導入事例

27.施設名 ザレイクビューＴＯＹＡ 乃の風リゾート

地域：胆振

住 所 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉２９－１

導入機器

① サーモグラフィー （ホテルフロント前）
② 混雑案内システム（レストラン1か所、大浴場4か所）
③ 空間除菌清浄機(バイキングレストラン会場)

① サーモグラフィー （ホテルフロント前）

② 混雑案内システム（レストラン/大浴場）

③ 空間除菌清浄機 (バイキングレストラン会場)

設置状況
カメラの前を通過した方
の体温を自動測定。
規定体温以上の人を検
出すると呼び出し音が
鳴る為係員が常駐の必
要がなく、従業員の安
全性向上にも役立って
いる。

設置状況
大浴場入り口とバイキン
グ会場入り口にモニター
設置し混雑状況を確認
できる。またＱＲコードを
読込み携帯電話で混
雑状況をか確認かする
ことができ、館内での安
心化が向上。

設置状況
宿泊客が密集し感染
が懸念されるレストラン
に適応面積200㎡の低
濃度二酸化塩素発生
装置を設置し感染リスク
低減を図っている。

導入効果
・サーマルカメラはチェックイン時のお客様の発熱状況を入口で検知。37.5度以上の方が通過した際、モニター
ブザーで確認でき顔の表示も可能な為、モニター前で監視の必要がなく従業員の感染予防にも繋がっている。
・混雑度測定器は大浴場、バイキング会場の混雑状況をカメラで入室者、退出者の人数をカウントし、QR
コードを利用することで宿泊客が携帯電話等で施設の混雑状況を確認できる。また、同様の表示を各施設入
口のモニター画面で確認でき、三密対策として利用者が安心感を持って館内移動ができる。
・感染リスクの高いレストランには200㎡まで対応する空間除菌機器を設置し浮遊ウイルス・細菌・
悪臭物質を分解・不活性化している。



感染予防対策機器 導入事例

28.施設名 ホテル ローレル

地域：日高

住 所 日高郡新ひだか町静内本町1丁目1番1号

導入機器

① 空気除菌清浄機（52客室）

① 空気除菌清浄機（52客室）

設置状況

客室全52室に21㎡対
応の空気除菌清浄機を
設置し、客室内の安心
安全の確保を行っている。

導入効果
宿泊者が滞在中の客室内では、加湿空気清浄機を常時稼働させることで、イオン放出とフィルターでの菌・ウ
イルスの捕集により、人体に害を及ぼすことなく、感染予防対策を行っている。全客室への設置と日常実施して
いる感染予防対策により、感染リスク低減が図られている。



感染者発生時の対応について

令和３年４月
北海道経済部観光局

旅館等の宿泊施設における、新型コロナウイルス感染症への対応については、国から関係団体へも

通知されているところです。引き続き、事態に備えた宿泊施設近隣の医療機関や受診・相談セン
ターとの緊密な連絡体制の構築をよろしくお願いします。

◆厚生労働省・生活衛生局生活衛生課から関係団体への事務連絡
（令和３年２月１２日付）より抜粋

●「北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センター」0120-501-507
● 札幌市「救急安心センターさっぽろ」011-272-7119（#7119）
●旭川市「新型コロナウイルス感染症健康相談窓口」 0166-25-1201  
●函館市「受診・相談センター」0120-568-019
●小樽市「小樽市発熱者相談センター」0570-080-185

・宿泊客がチェックインする際に、検温を行い発熱や咳・咽頭痛の症状がある場合には、本人
の同意を得た上で、宿泊施設近隣の医療機関や受診・相談センターに連絡し、その指示に
従うことする。

※ 発熱の目安は、３７．５度以上の 熱又 は３７．５度未満であっても平熱を超えること
が明らかな場合 とする。

・発熱や咳・咽頭痛の症状がある宿泊客については、客室（他の宿泊客と区分して待機する
部屋がある場合は、その部屋）内で待機し、外に出ないことなど 要請すること。


