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今後の主要事業
【6月以降の講座講習会】
日

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2020年5月までの講座講習会は「中止」が決定しております。

講座講習会名

時

場

6月3日(水)
13:00〜17:00
6月26日(金)
14:00〜17:00
7月1日(水)
9:50〜17:00
2日(木)
10:00〜17:00
7月3日(金)
9:20〜20:10

所

グループ・局

会員
一般

雇用保険に関する実務講座
道特会館 ５階 大会議室B
労働政策局
初めての外国人材の採用
〜 外国人材の採用をスムーズに進めるための体制整備 〜
道特会館

５階

大会議室B

５階

大会議室A

労働政策局

安全管理者選任時研修
道特会館

５階

担当
6,600円
8,800円

林
会員
一般

労働政策局

第一種・第二種衛生管理者受験のための対策講座
道特会館

受講料

3,000円
4,000円

佐藤
一種
二種

28,050円
25,850円

佐藤
会員・一般

大会議室A

労働政策局

12,100円

佐藤

※講座・講習会の内容詳細及び申込書は当会ホームページにも掲載しております。

http://www.dokeiren.gr.jp/roudou̲seisaku/seminer/
お問い合わせは 労働政策局(ＴＥＬ 011-251-3592)
E-mail: kouza@dokeiren.gr.jp

まで。
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掲 示 板
◆ 公益財団法人北海道科学技術総合振興センター より
１ 令和２年度「札幌型ものづくり開発推進事業」の公募について
令和2年度「札幌型ものづくり開発推進事業」の公募を開始いたしました。
下記分野・対象地域における中小企業者等が行う新製品・新技術開発（既製品の改良を含む）の取り組みを
支援する事業です。
詳しくは財団ホームページをご覧下さい。
公募期間：4月6日（月）〜5月15日（金）
対象分野：（１）食関連分野（２）健康福祉・医療関連分野
（３）製造関連分野（４）ＩＴ関連分野（５）介護支援関連分野
対象企業：札幌市と連携市町村（※）に所在する中小企業等
※連携市町村：小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、
南幌町、長沼町
補助上限金額：500万円
補助率：①対象分野（１）〜（４）：1/2（バリアフリー等に資する開発は2/3）
②対象分野（５）：2/3
詳 細： https://www.noastec.jp/web/search/02/details/post̲20.html
問合先：ノーステック財団 クラスター事業部 （担当：桑田、黒澤、菊池）

TEL：011-708-6526

２ 令和２年度「札幌型環境（エネルギー）技術・製品開発支援事業」の公募について
令和2年度「札幌型環境（エネルギー）技術・製品開発支援事業」の公募を開始いたしました。
「環境（エネルギー）分野※」において下記対象企業等が行う技術・製品開発や販路開拓・拡大の取り組み
を支援する事業です。
※対象分野：省エネルギー、創エネルギー、蓄エネルギー、エネルギーマネジメント及びそれらを組み合わせ
たもの 詳しくは財団ホームページをご覧下さい。
公募期間：4月13日（月）〜5月20日（水）
【技術・製品開発支援】
対象企業：札幌市および連携市町村（※）内企業等、または札幌市および連携市町村内企業等を代表として
市町村内外企業等・大学等研究機関等により構成したコンソーシアム
※連携市町村：小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、
新篠津村、南幌町、長沼町
補助上限金額：1,000万円
補助率：2/3
【販路開拓・拡大支援】
対象企業：札幌市内企業
補助上限金額：100万円
補助率：2/3
詳 細： https://www.noastec.jp/web/search/02/details/post̲13.html
問合先：ノーステック財団 クラスター事業部 （担当：桑田、黒澤、菊池）

TEL：011-708-6526
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◆ 公益財団法人 北海道中小企業総合支援センター より
１ 令和２年度 北海道中小企業新応援ファンド事業 募集のお知らせ
北海道中小企業新応援ファンドは、（独）中小企業基盤整備機構、北海道、道内の金融機関が資金を拠出し
て組成したもので、ファンドの運用益を基に、道内における新たな産業の創出や事業化を支援します。
令和２年度北海道中小企業新応援ファンド事業について次のとおり募集を開始します。
【募集期間】
令和２年４月３日（金）から６月３０日（火）（17時必着）
※令和２年５月２０日（水）（17時必着）を１次締切、令和２年６月３０日（火）（17時必着）
を２次締切とします。（１次締切分を先行して審査します。）
【募集事業】
①創業促進支援事業（対象：道内の創業者/令和１年４月以降に創業したものを含む）道内に主たる事業所を
設けて新規に事業を開始する個人又は中小企業者の事業展開に要する経費の一部を助成します。
②地域資源活用型事業化実現事業（対象：道内の中小企業者等）地域資源を活用した新商品・新サービスの
開発から販路開拓までの事業化実現に向けた一連の取組に要する経費の一部を助成します。
③製品開発チャレンジ支援事業（対象：道内の中小企業者等）本格開発着手前の事業構想の実現に向けた事
前検証・検査・分析に要する経費の一部を助成します。
【応募方法】
所定の計画書及び事業説明書（センターHPからダウンロードできます）に記入し、添付書類とともにセン
ターに提出。
※詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。
https://www.hsc.or.jp/news/r2̲fand1/
【問合せ先・応募先】
〒0600001
札幌市中央区北１条西２丁目 経済センタービル９階
公益財団法人 北海道中小企業総合支援センター 企業振興部助成支援Ｇ
TEL 011-232-2403 FAX 011-232-2011

２ 令和２年度 「中小企業競争力強化促進事業」 募集開始のお知らせ
北海道の「北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例」
に基づき、道内の中小企業が新分野・新市場への進出に取り組むために要する経費の一部を補助する令和２年
度「中小企業競争力強化促進事業」の募集を開始しました。
【事業メニュー】
マーケティング支援事業：展示会出展、市場調査に要する経費の補助
コンサルタント等招へい支援事業：専門家招へいに要する経費の補助
産業人材育成支援事業：専門職大学院等への派遣に要する経費の補助
テレワーク導入支援事業(産業人材確保支援事業)：テレワーク導入に要する経費の補助
市場対応型製品開発支援事業：製品、サービスの開発及びこれに伴う市場調査、展示会出展に
要する経費の補助
【募集期間】
令和２年４月20日（月）から６月1０日（水）
【問合せ先・応募先】
〒0600001
札幌市中央区北１条西２丁目 経済センタービル９階
公益財団法人 北海道中小企業総合支援センター 企業振興部助成支援Ｇ
TEL 011-232-2403 FAX 011-232-2011
※詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。
https://www.hsc.or.jp/news/1st̲jyourei/
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◆ 厚生労働省北海道労働局 より
令和2年度の「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーンの周知について（要請）
厚生労働省北海道労働局から、令和2年度の「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーンの周知に
ついて要請文書を受信しましたので、お知らせいたします。
詳細につきましては添付資料をご確認ください。

◆ 道経連 より
緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健康管理の強化
について（厚生労働省からの要請）
厚生労働省より経団連経由で、緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々をはじめとして、
すべての職場で働く方々の感染予防、健康管理の強化について要請を受けました。各職場において事業者、労
働者が一体となって、それぞれの事業の特性も踏まえつつ、適切に対策をいただくことや、その際に、妊娠中
の女性労働者や高齢者、基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患など）を有する方々に十分な配慮をしていた
だくことについて、ご協力いただきますようお願いいたします。
■新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（新型コロナウイルス感染症対策本部決定、
令和2年4月16日変更）
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel̲coronavirus/th̲siryou/kihon̲h̲0416.pdf

◆ 道経連 より
札幌市より、新型コロナウイルス感染症対策に伴う配慮について、依頼文書を受領いたしましたので、お知
らせいたします。会員の皆様におかれましては、引き続き新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めていた
だきますよう、お願いいたします。
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働き方改革関連法が順次施行されています！

仕事(アルバイト)のトラブル

こんな事で困っていませんか？
お店が忙しくて
休憩がもらえません

学校のテストがある日も
シフトを入れられて
しまいます

開店の準備や
片付けの時間の
給料がもらえません

店長から
食事に行こうと
しつこく誘われます

売れ残った商品を
買い取れって言われます

代わりを見つけないと
バイトを辞めさせて
もらえません
代わりの人

おかしい！!と思ったら、ネットで検索 ＆ 電話で相談
ネットで検索 アルバイトを雇う際、始める前に知っておきたいポイント
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/parttime/

電話で相談

総合労働相談コーナー

ＵＲＬ： http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/

※４月～７月に若者相談コーナーを設置予定

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

労働条件相談ほっとライン（電話での相談は…）
月～金：午後5時～午後10時

土・日・祝日：午前9時～午後9時

は

い ！

0120-811-610

８つのテーマに、役立つ情報が満載

働くこと と 労働法

ろ う ど う

～大学・短大・高専・専門学校生等に教えるための手引き～

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/daigakumukeshiryou/index.html

～就職・アルバイトを始める前に知っておきたい！ 労働法クイズ～

○×クイズ

君は何問正解できるか？
クイズのヒントは『 働くこと と 労働法

～大学・短大・高専・専門学校生等に教えるための手引き～』
の

テーマ１～８の中にあります
①街でアルバイトの募集広告を見ました。このアルバイトの時給は890円で研修中は870円みたいです。
このお店がある県の最低賃金は885円ですが、研修中はいろいろ教えてもらうんだから時給が低くて
もしょうがないと思っています。 ○か×か。

⇒ テーマ５
テーマ１

②店長に言われて開店の準備や片付けをしていますが、お店と合意した仕事はあくまで
「接客」
なので、接
客以外の業務については、時間も短いし、アルバイト代は払わないことになっていると言われました。で
も実際にお店のために働いたんだからアルバイト代はもらえますよね。 ○か×か。

⇒ テーマ５

③仕事中に誤ってお皿を割ってしまいました。月末のアルバイト代から勝手に弁償金を差し引かれてまし
たが、お皿を割ってしまった自分が悪いので、
しょうがないですよね。 ○か×か。

⇒ テーマ1

④アルバイトで毎回タイムカードに記録された時間のうち、15分未満が切り捨てられてアルバイト代の計
算がされています。短時間でもちゃんと働いていることに違いはないのだから、アルバイト代の計算に
入れるべきですよね。 ○か×か。

⇒ テーマ５

⑤アルバイト先には
「遅刻をしたら罰金3,000円」
というルールがあります。遅刻をした分のアルバイト代
が支払われないのは納得していますが、やっぱり遅刻した自分が悪いんで
「罰金」
も払わなければいけ
ないんですよね。 ○か×か。

⇒ テーマ５

⑥週末に１日に７時間働いています。いつも忙しくて、休憩が15分くらいしか取れていません。お店のみん
なも忙しくて休憩を取れていないので、私も休憩が取れなくても仕方ないですよね。 ○か×か。

⇒ テーマ５
テーマ2

⑦
「アルバイトの人が足りないんだから、店が困らないように協力するのは当たり前だ。」
とお店から言わ
れました。その日はもともとシフトに入らないことになっている曜日なんですが、テストがあって絶対に
休めないのに無理矢理シフトを入れられて困っています。お店は大変だろうけど、私もテストを受けない
と進級できなくなっちゃうかもしれないし、テストを休んでまでアルバイトに行くのはおかしいですよね。
○か×か。

⇒ テーマ6
テーマ１

退
職
・
解
雇
関
係

⑧余りに忙しくて学校の勉強をする時間がとれなくなってきたので、
「来月いっぱいでアルバイトを辞めた
いです。」
とお店に伝えたら、店長から
「突然辞めると言い出すのは迷惑だ。代わりの人を見付けるまで
辞めさせない。」
と言われてしまいました。確かに代わりがいないとお店は困るかもしれないので、自分
で代わりを見付けてから辞めるしかないですよね。 ○か×か。

⇒ テーマ５
テーマ１

そ
の
他

⑨仕事中にけがをしてしまいました。 会社からは
「キミの不注意が原因なので、治療費は自分で払っても
らいます。健康保険に入ってるでしょ」 と言われました。確かに健康保険があるから治療費はそんなに
高くないし、自分のミスだから自分で治療費払うしかないですよね。 ○か×か。

⇒ テーマ５
テーマ１

ア
ル
バ
イ
ト
代
関
係

時
間
関
係

クイズの解説も
『

働くこと と 労働法 』に載っています。

働くこと と 労働法
～大学・短大・高専・専門学校生等に教えるための手引き～
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/daigakumukeshiryou/index.html
【クイズの答え】

①× ② ○

③× ④ ○

⑤× ⑥× ⑦ ○

⑧× ⑨×

「アルバイトの労働条件を確かめよう！」

キャラクター「たしかめたん」

事業主の皆さんへ

「アルバイトの労働条件を確かめよう！」
キャンペーン中です！！
働き方改革関連法が順次施行されています！
重点事項
アルバイトを雇うとき、書面による労働条件の明示が必
要です！
※労働者が希望した場合には、メール等（プリントできるもの）での明示も可能です。

学業とアルバイトが両立できるような勤務時間のシフト
を適切に設定しましょう！
アルバイトも労働時間を適正に把握する必要があります！
アルバイトに、商品を強制的に購入させることはできま
せん。また、一方的にその代金を賃金から控除すること
もできません。
アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠
償額等を定めることや労働基準法に違反する減給制裁は
できません。
平日夜間・土日の相談は

労働条件相談ほっとラインへ
はい！

ろうどう

月～金：午後５時～午後 時
土・日・祝日：午前９時～午後９時

※事業主の方からのご相談も受け付けております

「アルバイトの労働条件を確かめよう！」
キャラクター 「たしかめたん」

詳しくはこちら→
ポータルサイト
「確かめよう 労働条件」

アルバイトを雇うとき、書面による労働条件の明示が必要です！
雇い始めてから、「最初の話と違う」といったトラブルが起こらないように、会社から労働条件通知書などの
書面を交付し、労働条件をしっかり明示する必要があります。特に次の 項目については必ず書面で明示しなけ
等（印刷できるもの）による明示も可能で
ればなりません。なお、労働者が希望した場合には、メール、
す。
① 契約はいつまでか（労働契約の期間に関すること）
② 契約期間の定めがある契約を更新するときのきまり（更新があるか、更新する場合の判断のしかたなど）
③ どこでどんな仕事をするのか（仕事をする場所、仕事の内容）
④ 勤務時間や休みはどうなっているのか（仕事の始めと終わりの時刻、 残業の有無、休憩時間、休日・ 休
暇、交替制勤務のローテーションなど）
⑤ バイト代（賃金）はどのように支払われるのか（バイト代の決め方、計算と支払いの方法、支払日）
※バイト代などの賃金は都道府県ごとに「最低賃金」が定められており、これを下回ることはできません。
また、高校生アルバイトや雇入れ後の研修期間中も、最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
⑥ 辞めるときのきまり（退職・解雇に関すること）

学業とアルバイトが両立できるような勤務時間のシフトを適切に設定
しましょう！
大学生等に対するアルバイトに関する意識調査 平成 年厚生労働省実施 では、大学生等から「試験の準備期
間や試験期間中に休めなかったり、授業に出られないほどのシフトを入れられた、または変更された」といった
回答がありました。本来、学生は学業が本分であり、学業とアルバイトが適切な形で両立できる環境を整えるよ
う配慮する必要があります。
また、採用時に合意したシフトの変更などの労働契約の内容の変更については、労働契約法第８条により労働
者と使用者の合意が必要であり、使用者が一方的に急なシフト変更を命じることはできません。

学生アルバイトの労働時間を適切に把握する必要があります！
アルバイトについて、労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録する必要があります。
就業を命じられた業務に必要な準備や片付けの時間、参加することが業務上義務づけられている研修・教育
訓練を受講していた時間も労働時間となります。
また、原則として労働時間の端数は１分でも切り捨てることはできません。
さらに、アルバイトにも残業手当の支払は必要です。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインについては厚生労働省ホーム
ページをご確認ください。

商品を強制的に購入させることはできません。また、一方的にその代金を
賃金から控除することもできません。
アルバイトが希望していないのに、商品を強制的に購入させることはできません。また、アルバイト本人が
希望して商品を購入した場合でも、賃金から、労使協定なしに一方的に商品代金を差し引くことは、労働基準
法に抵触します。

アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めるこ
とや労働基準法に違反する減給制裁はできません。
アルバイトが遅刻や欠勤などによる労働契約の不履行や不法行為に対して、あらかじめ損害賠償額等を定める
ことはできません。
遅刻を繰り返すなどにより職場の秩序を乱すなどの規律違反をしたことへの制裁として、就業規則に基づいて、
本来受けるべき賃金の一部を減額する場合であっても無制限に減給することはできません。１回の減給金額は平
均賃金の 日分の半額を超えてはなりません。また、複数にわたって規律違反をしたとしても、減給の総額が
分の 以下でなくてはなりません。
一賃金支払期における金額（月給制なら月給の金額）の

（

）

働き方改革関連法が順次施行されています！

学生の皆さんへ

アルバイトをする前に
知っておきたい７つのポイント
アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう︕
※希望すればメール等で労働条件通知書をもらうことも可能です。

バイト代は、毎⽉、決められた⽇に、全額⽀払いが原則︕
アルバイトでも、残業⼿当があります︕
アルバイトでも、条件を満たせば、有給休暇が取れます︕

アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます︕

アルバイトでも、会社都合の⾃由な解雇はできません︕

困ったときは、総合労働相談コーナーに相談を︕

平日夜間・土日の相談は

労働条件相談ほっとラインへ
はい︕

ろうどう

0120-811-610

⽉〜⾦︓午後５時〜午後10時
月
～ 金：午後５時～午後10時
土・日・祝日：午前９時～午後９時
土・日︓午前９時〜午後９時

※事業主の方からのご相談も受け付けております
「アルバイトの労働条件を確かめよう！」
キャラクター 「たしかめたん」

詳しくはこちら→
ポータルサイト
「確かめよう 労働条件」

（高校生アルバイト用）

アルバイトを始める際に、会社から労働条件を示してもらいましょう！
また、通知書は大切に保管しましょう！！

労働条件通知書
※シフトの設定（始業・終業の時刻、休日、勤務日など）に当たって、学業とアルバイトの両立に配慮してください。

殿

契約期間

１
２
３
４

年
月
日
会社等の名称と所在地
使用者の職名と氏名
期間の定めなし
期間の定めあり（２～４は「期間の定めあり」の場合に記入）
契約期間（
年
月
日～ 年
月 日）
契約の更新の有無 [自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしな
い・その他（
）]
契約の更新は、次により判断する。[・契約期間満了時の業務量 ・勤務成績、態度
・能力・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況 ・その他（
）]

就業の場所
従事する業務

始業、終業の
時刻、休憩時
間、就業時転
換、所定時間
外労働の有無
に関する事項

休日及び
勤務日

休

暇

１ 始業・終業の時刻等
始業（
時
分） 終業（
時
分）
）分
２ 休憩時間（
３ 所定時間外労働の有無
（ 有 （１週
時間、１か月
時間、１年
時間），無 ）
（有の場合でも法定時間を超えて労働させることはありません。）
※１ 勤務シフトによる場合は、上記１を基本としつつ、勤務シフト表により定められた始
業・終業時刻による。（なお、始業・終業時間を繰上げ・繰下げる場合もある。）
※２ 変形労働時間制や交代制の採用の有無（ 有 ・ 無 ）
有の場合、詳細は別途定める。

曜日、その他（
）
１ 勤務日：毎週
（週毎に勤務日が定められていない場合は）週・月当たり
日
２ １年単位の変形労働時間制の場合－年間
曜日、 国民の祝日、 その他（
３ 休日：毎週

日、その他（

日
１ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合－
継続勤務６か月以内の年次有給休暇（ 有・無 ）－
時間単位年休（ 有 ・ 無 ）
）、無給（種類：
２ その他の休暇 有給（種類：

）

）
か月経過で

日
）

円）、ロ 日給（
円）
１ 基本賃金 イ 月給（
ハ 時間給（
円）、ニ その他（
円）
２ 諸手当の額又は計算方法
（
手当
円 ／計算方法：
）
３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
イ 所定時間外、所定超 （
賃

金
４
５
６
７
８
９
10

ロ 休日 法定外休日（
）％
ハ 深夜（
）％
賃金締切日（種類：
）－毎月
日、（種類：
）－毎月
賃金支払日（種類：
）－毎月
日、（種類：
）－毎月
賃金の支払方法（
）
労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（
））
昇給（ 有（時期、金額等
） ， 無 ）
賞与（ 有（時期、金額等
） ， 無 ）
退職金（ 有（時期、金額等
） ， 無 ）

退職に関す １ 自己都合退職の手続 （退職する
る事項
２ 解雇の事由及び手続 （

その他

）％
日
日

日以上前に届け出ること）

健康保険
１ 社会保険の加入状況（ 厚生年金
２ 雇用保険の適用（ 有 ・ 無 ）
３ 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
部署名
担当者職氏名

）
厚生年金基金

（連絡先

その（

））

）

令和２年４月 17 日

一般社団法人日本経済団体連合会会長

殿

緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の
感染予防、健康管理の強化について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、令和２年４月７日に新型インフ
ルエンザ等対策特別措置法第 32 条に基づく緊急事態宣言（以下「緊急事態宣言」という。）
が行われ、昨日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（別添１。新型コ
ロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。）について全都道府
県を緊急事態措置の対象とする等の改正が行われ、「三（３）まん延防止」の⑫において、
緊急事態宣言の対象地域に属する特定都道府県について、在宅勤務（テレワーク）の強力
な推進、職場での感染防止の取組、「三つの密」を避ける行動の徹底等を促すこととされ
ております。
また、基本的対処方針の別添においては、緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事
業者として、医療体制の維持、支援が必要な方々の保護の継続、国民の安定的な生活の確
保、社会の安定の維持等に不可欠な業務を行う事業者については、「三つの密」を避ける
ための取組を講じていただきつつ、事業の継続を求めることとされております。
こうした状況にかんがみ、緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々を
はじめとして、すべての職場で働く方々の感染を防止するために、職場における感染予防、
健康管理の強化に向けて、職場において事業者、労働者が一体となって、それぞれの事業
の特性も踏まえつつ、下記の対策に適切に取り組んでいただくこと、また、その際には、
妊娠中の女性労働者や、高齢者、基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患など）を有する
方々に十分な配慮をしていただくことについて、傘下団体・企業又は構成組織に対し、改
めて周知等いただき、職場における感染予防の取組促進に御協力いただきますようお願い
します。

厚生労働省労働基準局長

記
１

労務管理の基本的姿勢
緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者におかれては、まずは在宅勤務（テ

レワーク）を最大限活用して、必要最小限の出勤としていただきたいこと。
また、職場への出勤が必要な労働者についても、感染拡大を防止しつつ業務を継続し
ていただくため、①ローテーションを組み交代勤務を実施することや時差通勤を導入す
ること等によって、人と人との接触機会を極力低減すること、②出張による移動を減ら
すためテレビ会議等を活用すること、③換気を徹底することや社内でもお互いの距離を
十分にとること等を通じて、「三つの密」（①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、
②密集場所（多くの人が密集している）、③密接場面（お互いに手を伸ばしたら届く距
離での会話や発声が行われる））を避ける取組を徹底していただきたいこと。
また、それ以外の事業の事業者におかれては、上記の取組に留意の上、当該地域の感
染状況等を踏まえつつ、在宅勤務（テレワーク）の励行をはじめ出勤の機会を極力減ら
すなど感染防止対策のための行動の徹底を図っていただきたいこと。
労働者の理解や協力を得つつ、事業者が主体となり、これらの取組を実施していただ
くに当たって、特に、以下の（１）から（３）にご留意いただきたいこと。
なお、新型コロナウイルス感染症への対応策については、新たな知見が得られるたび
に充実しているところであるので、逐次厚生労働省ホームページの「新型コロナウイル
ス感染症について」を確認いただきたいこと。
（１）テレワーク支援措置の活用
テレワークについては、テレワークを新規で導入する中小企業等によるテレワーク
用通信機器の導入等に要した経費の助成やテレワーク相談センターにおける相談支
援、労働時間管理の留意点等をまとめたガイドラインの作成等を行っており、こうし
た施策も活用いただきながら、取組を進めていただきたいこと。
（２）雇用調整助成金を活用した休業の実施
感染拡大を防ぐため、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者
の不利益の回避に努めていただきたいこと。なお、緊急事態宣言や要請などがなされ
た場合でも、
一律に労働基準法第 26 条の休業手当の支払義務がなくなるものではない
ことにご留意いただきたいこと。
また、同法に基づく休業手当の支払の要否にかかわらず、経済上の理由により事業
活動の縮小を余儀なくされた事業主が、正規雇用・非正規雇用にかかわらず、労働者
を休業させ、事業主がその分の休業手当を支払った場合、雇用調整助成金の対象にな

り得ることも踏まえ、労使が協力して、労働者を安心して休ませることができる体制
を整えていただきたいこと。
雇用調整助成金については、緊急対応期間において解雇等を行わない企業に対して
助成率を引き上げるとともに、雇用保険被保険者でない非正規労働者も対象とする等
の拡充を行っており、その活用を通じて休業を検討いただきたいこと。
（３）職場における感染防止の進め方
職場における新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するためには、
事業者、労働者それぞれが、職場内外での感染防止行動の徹底について正しい知識を
持って、職場や職務の実態に即した対策に取り組んでいただくことが必要であること。
このため、事業者においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り
組む方針を定め、全ての労働者に伝えていただくとともに、労働者も取組の趣旨を踏
まえて感染拡大防止に向けた一人一人の行動変容を心がけていただくことが重要であ
ること。
具体的には、①労働衛生管理体制の再確認、②換気の徹底等の作業環境管理、③職
場の実態に応じた作業管理、④手洗いの励行など感染予防に関する基本的な知識も含
めた労働衛生教育、⑤日々の体調管理等も含めた健康管理に留意して取組を実施いた
だきたいこと。
２

職場における感染予防対策の徹底について
新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するために、以下の内容及び別
添２の「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリス
ト」を参考として、職場の実態に即した、実行可能な感染拡大防止対策を検討いただき
たいこと。
特に、緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業の中で、対人サービスが中心で
あるなどの理由で在宅勤務（テレワーク）の実施が困難な業種・職種については、以下
の（３）に示す業種・職種ごとの留意事項を参考に感染拡大防止対策に取り組んでいた
だきたいこと。
感染防止対策の検討に当たって、職場に、労働安全衛生法により、安全衛生委員会、
衛生委員会、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者等が設置・選任されて
いる場合、こうした衛生管理の知見を持つ労使関係者により構成する組織の有効活用を
図るとともに、労働衛生の担当者に対策の検討や実施への関与を求めていただきたいこ
と。その際、産業医等の助言を得つつ、妊娠中の女性労働者や、高齢者、基礎疾患（糖
尿病、心不全、呼吸器疾患など）を有する方々に対して、十分な労務管理上の配慮をし
ていただきたいこと。

（１）職場内での感染防止行動の徹底
（換気の徹底等）
・ 必要換気量（一人あたり毎時 30m3）を満たし「換気が悪い空間」としないために、
職場の建物が機械換気（空気調和設備、機械換気設備）の場合、換気設備を適切に
運転・管理し、建築物衛生法関係法令の空気環境の調整に関する基準が満たされて
いることを確認すること。
・

職場の建物の窓が開閉可能な場合は、１時間に２回以上、窓を全開して換気を行

うこと。複数の窓がある場合、二方向の窓を開放すること。窓が一つしかない場合
は、ドアを開けること。
（接触感染の防止）
・

物品・機器等（例：電話、パソコン、フリーアドレスのデスク等）については複
数人での共用をできる限り回避すること。

・

事業所内で労働者が触れることがある物品・機器等について、こまめに消毒を実
施すること。
※

手で触れる共有部分の消毒には、薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きす
ることが有効であること。家庭用塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムであるこ
とを確認の上、0.05%の濃度に薄めて使用いただきたいこと（使用方法の詳細はメーカーのホ
ームページ等で確認いただきたいこと）。

・

せっけんによるこまめな手洗いを徹底すること。また、洗面台、トイレ等に手洗
いの実施について掲示を行うこと。
※

厚生労働省のホームページ「新型コロナウイルス感染症について」に掲載されている手洗
いの啓発用リーフレット「接触感染に注意！」を活用いただきたいこと。

・

入手可能な場合には、感染防止に有効とされている手指消毒用アルコールを職場
に備え付けて使用すること。

・

外来者、顧客・取引先等に対し、感染防止措置への協力を要請すること。

（飛沫感染の防止）
・

咳エチケットを徹底すること。

・

風通しの悪い空間や人が至近距離で会話する環境は感染リスクが高いことから、
その規模の大小にかかわらず、換気等の励行により風通しの悪い空間をなるべく作
らない等の工夫をすること。

・ 事務所や作業場においては、人と人との間に十分な距離を保持（１メートル以上）
すること。また、会話や発声時には、特に間隔を空ける（２メートル以上）こと。

・

テレビ会議、電話、電子メール等の活用により、人が集まる形での会議等をでき
る限り回避すること。

・

外来者、顧客・取引先等との対面での接触や、これが避けられない場合は、距離
（２メートル以上）を取ること。また、業務の性質上、対人距離等の確保が困難な
場合は、マスクを着用すること。

・

社員食堂での感染防止のため、座席数を減らす、昼休み等の休憩時間に幅を持た
せて利用者の集中を避ける等の措置を講じること。

・ その他密閉、密集、密接とならないよう、施設の利用方法について検討すること。
（一般的な健康確保措置の徹底等）
・

疲労の蓄積（易感染性）につながるおそれがある長時間の時間外労働等を避ける
こと。

・

一人一人が十分な栄養摂取と睡眠の確保を心がけるなど健康管理を行うこと。

・

職場において、労働者の日々の健康状態の把握に配意すること（例：出勤前や出
社時等に体温測定を行うなど、風邪の症状を含め体調を確認する等）。

（２）通勤・外勤に関する感染防止行動の徹底
（接触感染の防止）
・

出社・帰宅時、飲食前の手洗いや手指のアルコール消毒を徹底すること。

（飛沫感染の防止）
・

咳エチケットを徹底すること。

・

多くの人が公共交通機関に集中することを避ける、職場内の労働者の密度を下げ
る等の観点から、時差通勤のほか、可能な場合には公共交通機関を利用しない方法
（自転車通勤、徒歩通勤等）の積極的な活用を図ること。あわせて、適切な労働時
間管理、超過勤務の抑制にも留意すること。

・

通勤時、外勤時の移動においては、電車等の車内換気に協力すること。

・

通勤時、外勤時の移動で、電車、バス、タクシー等を利用する場合には、不必要
な会話等を抑制すること。

（３）在宅勤務（テレワーク）の実施が困難な業種・職種についての留意事項
緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業の中で、対人サービスが中心である
などの理由で在宅勤務（テレワーク）の実施が困難な業種・職種のうち、以下につい
ては、上記（１）に加え、次の事項にも留意していただきたいこと。
ア

医療関係者等の感染防止

（ア）医療機関における感染防止
・

医療機関における労働者の感染防止については、都道府県等衛生主管部局宛
て厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡（令和２年２月
21 日付け「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について（そ
の２）」、令和２年２月 25 日付け「医療施設等における新型コロナウイルス
感染症への対応について」及び令和２年３月 11 日付け「新型コロナウイルス
感染症が疑われる者の診療に関する留意点について」）に示されているとおり、
呼吸器症状のある患者の診療時にはサージカルマスクを着用し、手指衛生を遵
守するなどの標準予防策の遵守の徹底を改めて図っていただきたいこと

（イ）新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養施設における感染防止
・

宿泊療養施設の運営に携わる労働者の感染防止については、①施設の組織運
営の観点から配慮すべき点、②施設運営に携わる労働者に対する感染防止対策
について指導を行う際に配慮すべき点等について、「新型コロナウイルスに関
するＱ＆Ａ（軽症者等の宿泊療養を実施する宿泊施設等の運営者の方向け）」
（厚生労働省ホームページに掲載）に示されており、これを活用いただきたい
こと。

・

宿泊療養施設の運営の一部を請負契約によって外部委託する場合には、施設
の全体統括責任者は、①請負業者との連絡調整を行う責任者の選任、②請負業
者との協議を行う会議の設置・運営、③請負業者の具体的な作業内容や留意点
を記載した作業指示書の作成、④請負業者が自社の労働者に実施する感染防止
対策に関する教育への指導・援助などを行っていただくことが望まれること。

イ

旅客・貨物運送事業の運転者等の感染防止
・

旅客・貨物運送事業の運転者等の感染防止については、国土交通省より、従業
員の感染症対策や健康管理及び休みやすい環境の整備等が要請されているとこ
ろ、これらの徹底を図っていただきたいこと。また、運転者はもとより公共交通
機関の利用者に対しても、咳エチケットやテレワーク・時差通勤等といった対策
について周知徹底していただきたいこと。

ウ

介護・福祉労働者の感染防止
・

介護・福祉等の利用者に接する労働者の感染防止については、「社会福祉施設
等における感染拡大防止のための留意点について （その２）」（令和２年４月
７日付け都道府県等民生主管部局宛て厚生労働省健康局結核感染症課、子ども家
庭局家庭福祉課、子ども家庭局母子保健課、社会・援護局保護課、社会援護局福
祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、社会・援護局障害保健福祉部障

害福祉課、老健局総務課認知症施策推進室、老健局高齢者支援課、老健局振興課
及び老健局老人保健課連名事務連絡）に示されているとおり、利用者の健康の状
態や変化の有無に留意する、緊急やむを得ない場合を除き面会を制限するなどの
対策について改めて徹底いただきたいこと。
エ

保育所等の労働者の感染防止
・ 保育所等の労働者の感染防止については、「保育所における感染症対策ガイド
ライン（2018 年度改訂版）」や「保育所等における感染拡大防止のための留意点
について」（令和２年２月 25 日付け都道府県等保育担当部局及び地域子ども・
子育て支援事業担当部局宛て厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室、
保育課及び子育て支援課連名事務連絡）に示されているとおり、職員の出勤前の
検温、委託業者等との物品の受け渡し等は施設の限られた場所で行うなどの対策
の徹底を改めて図っていただきたいこと。

オ

宿泊施設の労働者の感染防止
・

宿泊施設の労働者の感染防止については、「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」（令和２年２月５日付け健感発 0205 第
１号、薬生衛発 0205 第１号都道府県、保健所設置市、特別区衛生主管部局長宛
て厚生労働省健康局結核感染症課長、医薬・生活衛生局生活衛生課長連名通知）
や「新型コロナウイルスの感染症対策について」（令和２年２月 13 日付け（一
社）日本ホテル協会、（一社）全日本シティホテル連盟、（一社）日本旅館協会、
全国旅館ホテル生活衛生同業組合宛て観光庁観光産業課長事務連絡）等に示され
ているとおり、マスクの着用や手洗い、消毒などの感染症対策を改めて徹底いた
だきたいこと。

緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業以外でも、学校運営上、教職員等の出
勤が必要な場合には、学校の教職員等の感染防止について以下に留意いただきたいこ
と。
・ 学校の教職員等の感染防止については、文部科学省より、「新型コロナウイルス
感染症の大規模な感染拡大に向けた職場における対応について（通知）」（令和２
年４月６日付け都道府県等教育委員会教育長宛て文部科学省初等中等教育局初等
中等教育企画課長、財務課長及び健康教育・食育課長通知２初初企第１号）等に示
されているとおり、換気の徹底、接触感染の防止、飛沫感染の防止などの感染防止
行動を改めて徹底いただきたいこと。

３

風邪症状を呈する労働者への対応について
新型コロナウイルスに感染した場合、数日から 14 日程度の潜伏期間を経て発症するた
め、発症初期の症状は、発熱、咳など普通の風邪と見分けが付かない。このため、発熱、
咳などの風邪症状がみられる労働者については、新型コロナウイルスに感染している可
能性を考えた労務管理とすること。具体的には、次のような対応が考えられること。特
に、①高齢者、②基礎疾患がある者、③免疫抑制状態にある者、④妊娠している者につ
いて配慮すること。
・

発熱、咳などの風邪症状がみられる労働者への出勤免除の実施やテレワークの指

示を行うとともに、その間の外出自粛を勧奨すること。
・

労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取扱いについては、労使で十分に話し
合い、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えること。

・

風邪の症状が出現した労働者が医療機関を受診するため等やむを得ず外出する場
合でも、公共交通機関の利用は極力控えるよう注意喚起すること。

・ 「新型コロナウイルス感染症についての相談の目安（具体的な目安は以下を参照）」
を労働者に周知・徹底し、これに該当する場合には、帰国者・接触者相談センター
に電話で相談し、同センターから帰国者・接触者外来の受診を指示された場合には、
その指示に従うよう促すこと。
「新型コロナウイルス感染症についての相談の目安」
次の条件のいずれかに該当する場合には、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・
接触者相談センター」にお問い合わせいただきたいこと。
①

一般の方（②及び③以外の方）：
・

労働者に風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が４日以上続いている場合（解熱剤を飲み

続けなければならないときを含む。）
・
②

強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合
高齢者をはじめ、基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患など））

がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方：
・

風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が２日程度続く場合

・

強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合

③

４

妊娠中の方：
・

風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が２日以上続く場合

・

強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合

新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の対応について

（１）衛生上の職場の対応ルールについて
事業者においては、職場に新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者（以下「陽性者

等」という。）が発生した場合に備え、以下の項目を盛り込んだ対応ルールを作成し、
労働者に周知いただきたいこと。なお、企業における具体的な取組事例を取りまとめた
別添３の「新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の衛生上の対応ルール
（例）」を適宜参考にしていただきたいこと。
併せて、新型コロナウイルス感染症の陽性者について、労働安全衛生法に基づく労働
者死傷病報告の提出に留意すること。
・

労働者が陽性者等であると判明した場合の事業者への報告に関すること（報告先

の部署・担当者、報告のあった情報を取り扱う担当者の範囲等）
・

労働者が陽性者等であると判明した場合の保健所との連携に関すること（保健所
と連携する部署・担当者、保健所と連携して対応する際の陽性者と接触した労働者
の対応等）

・

職場の消毒等が必要になった場合の対応に関すること

・

労働者が陽性者等になったことをもって、解雇その他の不利益な取扱いや差別等
を受けることはないこと

・

その他必要に応じ、休業や賃金の取扱いなどに関すること等

（２）労災保険制度について
労働者が新型コロナウイルス感染症に罹患し、業務又は通勤に起因して発症したも
のと認められる場合には、労災保険給付の対象となることから、労災保険制度につい
て周知していただいた上、適切に請求を勧奨していただきたいこと。
５

新型コロナウイルス感染症に対する正しい情報の収集等
事業者においては、国、地方自治体等がホームページ等を通じて提供している最新の
情報を収集し、必要に応じ感染拡大を防止するための知識・知見等を労働者に周知いた
だきたいこと。その際、心の健康相談などのメンタルヘルスに関する相談やＤＶや児童
虐待に関する相談などの窓口についても、必要に応じ、労働者に周知いただきたいこと。
なお、新型コロナウイルス感染症に関する個別の労働紛争があった場合は、都道府県
労働局の総合労働相談コーナーにおいて相談を受け付けていることも、併せて周知いた
だきたいこと。

安全衛生委員会／衛生委員会資料
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別添２

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
１ このチェックリストは、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための基本的な
対策の実施状況について確認いただくことを目的としています。
２ 項目の中には、業種、業態、職種等によっては対応できないものがあるかもしれません。ですので、
すべての項目が「はい」にならないからといって、対策が不十分ということではありません。職場の
実態を確認し、全員（事業者と労働者）がすぐにできることを確実に実施いただくことが大切です。
３ 確認した結果は、衛生委員会等に報告し、対策が不十分な点があれば調査審議いただき、改善に繋
げてください。また、その結果について全ての労働者が確認できるようにしてください。
衛生委員会等が設置されていない事業場においては、事業者による自主点検用に用いて下さい。
※ 都道府県労働局、労働基準監督署に報告いただく必要はありません。

項

目

確認

１ 感染防止のための基本的な対策
（１）咳エチケットの徹底について
・咳エチケットを全員に周知し、徹底を求めている。
・その他（

はい・いいえ
）

はい・いいえ

（２）手洗い等の徹底について
・こまめな手洗いの重要性について全員に周知し、徹底を求めている。

はい・いいえ

・人がよく触れる箇所について、拭き取り・消毒を行っている。

はい・いいえ

・その他（

）

はい・いいえ

（３）日常的な健康状態の確認
・出勤前に体温を確認するよう全員に周知し、徹底を求めている。

はい・いいえ

・出社時等に、全員の日々の体調（風邪症状や発熱の有無等）を確認している。または、風邪症状や発
熱があれば上司等に報告するよう求めている。

はい・いいえ

・その他（

はい・いいえ

）

（４）その他の対策について
・長時間の時間外労働を避けるなど、疲労が蓄積しないように配慮している。

はい・いいえ

・十分な栄養摂取と睡眠の確保について全員に周知し、意識するよう求めている。

はい・いいえ

・その他（

）

はい・いいえ

２ クラスターの発生防止のための対策
（１）基本的な対策
・①換気の悪い密閉空間、②多くの人が密集、③近距離での会話や発声の３つの条件を同時に満たす
社内行事等を行わないようにしている。

はい・いいえ

・その他（

はい・いいえ

）

（２）換気の悪い密閉空間の改善
・職場の建物が機械換気（空気調和設備、機械換気設備）の場合、ビル管理法令の空気環境の基準が
満たされている。

はい・いいえ

・職場の建物の窓が開く場合、1時間に２回程度、窓を全開している。

はい・いいえ

・電車等の公共交通機関の利用に際し、窓開けに協力するよう全員に周知している。

はい・いいえ

・その他（

）
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はい・いいえ

（３）多くの人が密集する場所の改善
・在宅勤務・テレワークを推進している。

はい・いいえ

・時差通勤、自転車通勤の活用を図っている。

はい・いいえ

・テレビ会議等により、人が集まる形での会議等をなるべく避けるようにしている。

はい・いいえ

・対面での会議やミーティング等を行う場合は、人と人の距離を2メートル以上取るようにしている。

はい・いいえ

・社員食堂での感染防止のため、座席数を減らす、昼休み等の休憩時間に幅を持たせている。

はい・いいえ

・喫煙場所の利用を制限している。

はい・いいえ

・その他（

）

はい・いいえ

（４）近距離での会話や発声の抑制
・職場では、人と人との間に距離をなるべく保持するようにしている。

はい・いいえ

・外来者、顧客、取引先との対面での接触をなるべく避けるようにしている。

はい・いいえ

・その他（

）

はい・いいえ

３ 風邪症状が出た場合等の対応
・風邪症状等が出た場合は、「出勤しない・させない」の徹底を全員に求めている。

はい・いいえ

・「新型コロナウイルス感染症についての相談の目安（※）」や最寄りの相談先を全員に周知している。

はい・いいえ

・その他（

はい・いいえ

）

４ 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が出た場合等の対応
（1）陽性者等に対する不利益取扱い、差別禁止の明確化
・新型コロナウイルス感染症に陽性であると判明しても、解雇その他の不利益な取扱いを受けないこと
及び差別的な取扱いを禁止することを全員に周知し、徹底を求めている。

はい・いいえ

（２）陽性者等が出た場合の把握
・新型コロナウイルス感染症に陽性であると判明した場合は、速やかに事業場に電話、メール等により
連絡することを全員に周知し、徹底を求めている。

はい・いいえ

・新型コロナウイルス感染症に陽性であると判明した第三者との濃厚接触があり、保健所から自宅待機
等の措置を要請された場合は、速やかに事業場に電話、メール等により連絡することを全員に周知し、
徹底を求めている。

はい・いいえ

・新型コロナウイルス感染症に陽性であるとの報告を受け付ける事業場内の部署（担当者）を決め、全
員に周知している。また、こうした情報を取り扱う部署（担当者）の範囲を決め、全員に周知している。

はい・いいえ

・新型コロナウイルス感染症に陽性である者と濃厚接触した者が職場内にいた場合にどのような対応を
するかルール化し、全員に周知している。

はい・いいえ

・その他（

はい・いいえ

）

（３）その他の対応
・濃厚接触者への対応等、必要な相談を受け付けてくれる「保健所」、「帰国者・接触者相談センター」を
確認してある。

はい・いいえ

・その他（

はい・いいえ

）

５ 感染防止に向けた行動変容

※

・事業場のトップが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組むことを表明している。

はい・いいえ

・安全衛生委員会、衛生委員会等の労使が集まる場において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止
をテーマとして取り上げ、事業場の実態を踏まえた、実現可能な対策を議論している。

はい・いいえ

・その他（

はい・いいえ

）

ご不明な点がございましたら、お近くの労働局又は労働基準監督署の安全衛生主務課にお問い合わせください。
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別添３
新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合における
衛生上の職場の対応ルール（例）

※ この対応ルール（例）は、職場に新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者が発生した
場合の対応に当たって参考となるよう、企業の取組事例を取りまとめたものです。職場の
実態に応じて、ご活用ください。
※

職場の対応ルールを定めた場合には、事業場の掲示板等に掲示するとともに、メールや
社内のイントラネット等の複数の媒体で労働者に周知願います。

１ 労働者が陽性者等であると判明した場合の事業者（社内担当者）への報告
に関すること
（１）ＰＣＲ検査を実施することが決定した段階で、速やかに所属長に報告す
る。また、ＰＣＲの結果が判明した際には、その結果を速やかに所属長に
報告する（結果が陰性であった場合も含む）。
（２）報告を受けた所属長は、事業場の人事担当部門（新型コロナウイルス対
策本部や対応窓口が設置されている場合には当該部門）に報告する。
（３）健康情報の取扱いは、必要最小限の関係者に限るものとする。
※

健康情報取扱規程を定めている場合には、その取扱に準じて健康情報の取扱を行
う関係者を定めることとする。

２

労働者が陽性者等であると判明した場合の保健所との連携に関すること
労働者が陽性者等であると判明した場合には、濃厚接触者の自宅待機など
の保健所の指示に従うとともに、保健所による積極的疫学調査が実施される
場合に備え、事業場ごとに保健所との窓口となる担当者を決めておく。ま
た、陽性者等の勤務状況や在籍する部署の座席表、フロアの見取り図を準備
しておく。

３

職場の消毒等が必要になった場合の対応に関すること
職場の消毒等については、保健所等より指示がある場合にはその指示に従
い、特段の指示が無い場合には、以下の方法によって実施する。
（１）消毒を行う箇所
① 陽性者等の執務室
パソコン、タブレット、電話、ＦＡＸ、コピー機などの電子機器、陽性

者等の椅子や机、キャビネット、ドアノブ、照明スイッチ、床面や壁など
陽性者等が接触したと考えられる箇所
② 食堂、ロッカールーム、トイレなどの共有スペース
食堂の椅子やテーブル、会議室の椅子やテーブル、ロッカールームのド
アノブや照明スイッチ、階段の手すり、トイレの便座など陽性者等が接触
したと考えられる箇所
（２）使用する消毒液及び使用方法
陽性者等の周囲の高頻度接触部位などは、消毒用アルコール又は 0.05%の
次亜塩素酸ナトリウムによる清拭で高頻度接触面や物品等を消毒する。陽性
者由来の液体（痰、血液、排泄物など）が付着した箇所の消毒については、
消毒用エタノールや 0.05～0.5％次亜塩素酸ナトリウムで清拭又は 30 分間
浸漬する。
（３）消毒時に使用する保護具
清掃、消毒を行う者は、手袋、マスク、ゴーグル等の眼を防護するものな
どの保護具を着用する。清拭には使い捨てのペーパータオルなどを用いる。
また、手袋は滅菌したものでなくても差し支えないが、頑丈で水を通さない
材質のものを用いる。
（４）消毒後の手指の衛生
消毒の実施後は、手袋を外した後に流水・石鹸による手洗い、手指消毒用
アルコール等による手指の衛生を必ず行う。
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札幌市内事業者等の皆様
札幌市長

秋元

克広

新型コロナウイルス感染症対策に伴う配慮について（お願い）
平素より札幌市政の推進に格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、これまでもご協
力をいただいているところであり、重ねて感謝申し上げます。
新型コロナウイルス感染症については、令和２年４月７日に新型インフルエン
ザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されたところであり、北海道におい
ても４月上旬から再び感染拡大がみられ、４月１６日に国から緊急事態宣言の対
象区域として追加されたところです。
このため、札幌市においても、５月６日までの期間、爆発的な感染拡大を防ぐ
ために、これまで以上に感染拡大の防止の取組に努めることが必要です。
各事業者の皆さまにおかれましては、引き続き新型コロナウイルス感染症の拡
大防止に努めていただきたく、下記の事項について、ご留意いただくとともに、
従業員等にご周知いただきますようお願いいたします。
記
１

従業員及び事業者の皆様にご留意いただきたいこと
(1) 毎日の体調管理を徹底し、少しでも風邪の症状がある場合には、人との接
触を避け、ご自宅で静養していただくこと。
(2) 手洗い・手指の消毒や咳エチケットを徹底するとともに、近距離での会話
時には、マスク等の着用を徹底していただくこと。 また、職場における換気
を十分に行うこと。
(3) 市内に転入された方は、転入後２週間は体調管理に努めていただくこと。
(4) 通院や健康維持の取組、食料品や生活必需品 等の買い出し、職場への出勤
等生活維持に必要な場合を除いて、外出は控えていただくこと。
(5) 市外への不要不急の往来について、控えていただくこと。
(6) 大型連休期間を含め、不要不急な帰省や旅行等、都道府県をまたいで移動
することについては、控えていただくこと。
(7) 体調に不安が生じた際には、以下の札幌市の一般相談窓口に連絡をいただ
くこと。
※

札幌市の一般相談窓口（電話番号：０１１－６３２－４５６７）

２

事業者の皆様にご配慮いただきたいこと
(1) 従業員の出勤に関しては、時差出勤の実施や、
「３つの密（密閉・密集・密
接）」の回避、在宅勤務の実施にご協力いただくこと。
(2) 従業員が利用する社内施設（会議室、トイレ、 社員食堂等）においても、
感染防止の徹底に努めていただくこと。
(3) 小中学校や保育園、幼稚園等の休校・登園自粛等により、 従業員が子ども
の監護が必要な場合等は、引き続き、休暇取得等への環境整備にご協力いた
だくこと。
なお、当該環境整備に当たっては、各事業者様において厚生労働省所管の
「小学校休業等対応助成金」の活用が可能な場合がありますので 、以下の厚
生労働省の当助成金ホームページを ご参照下さい。
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/ko
you/kyufukin/pageL07_00002.html）

３

参考
(1) 厚生労働省のホームページ
下記の厚生労働省のホームページにおいて、企業の方向けの「新型コロナ
ウイルスに関する Q＆A」等が掲載されているので、ご参考ください。
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/de
ngue_fever_qa_00007.html）
(2) 経済産業省のホームページ
下記の経済産業省のホームページにおいて、 持続化給付金等の経済産業省
の支援策について掲載されているので、 ご参考ください。
（https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html）
(3) 札幌市のホームページ
下記の札幌市のホームページにおいて、札幌市における新型コロナウイル
スに関する情報について掲載していますので、ご参考ください。
（https://www.city.sapporo.jp/kinkyu_202002.html）
【本通知のお問い合わせ先】
札幌市経済観光局産業振興部経済企画課 担当：高田
Tel 011-211-2352 Fax 011-218-5130
【関係機関の問い合わせ先】
○保育施設について
札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課 担当：田中
Tel 011-211-2988 Fax 011-231-6221
○市立学校の臨時休業等について
札幌市生涯学習部保健給食課 担当：中村
Tel 211-3841
Fax 211-3834
札幌市学校教育部教育課程担当課 担当：山下
Tel 211-3891
Fax 211-3862

