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新型コロナウイルス感染症に関わる雇用維持等に対する配慮について 

県内主要経済団体に対し要請しました 

 

福岡労働局（局長:伊藤正史）は、新型コロナウイルス感染症を巡る状況を踏まえ、福

岡県経営者協会、福岡県中小企業団体中央会、福岡県商工会議所連合会、福岡県商工会

連合会に対し、別添の要請文により、新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対

する配慮について要請を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係資料   別添 福岡労働局長からの要請文 

       参考資料１ 雇用調整助成金リーフレット 

       参考資料２ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

リーフレット 

       参考資料３ 新型コロナウイルス感染症に関連する主な窓口一覧 

令和２年３月１６日（月） 

【照会先】 
福岡労働局職業安定課 
職業安定課長  中村嘉孝 
課 長 補 佐  岡村克則 

（代表電話）092-434-9801 
（直通電話）092-434-9802 

 
【要請内容のポイント】 
〇 雇用調整助成金の特例の対象となる事業主の範囲の拡大を踏まえた活用による雇用

の確保 
〇 新卒の内定者の取扱いへの配慮や未内定新卒者の積極的な採用 
〇 有期雇用労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者等の雇用の安定と保護 
〇 障害者等課題を抱える方への感染防止のためのテレワークや時差出勤の活用 
〇 小学校等が臨時休業した場合の特別休暇の付与及び所得の確保並びにこれらに対す

る新たな助成金の活用に係る周知 
 
 などの取組への協力を経済団体に要請しました。 

厚生労働省 



令和２年３月１６日 

 

（経済団体の長あて） 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請書 

 

 

 

 日頃より、労働行政の推進に格別の御配意を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症については、令和 2年 3月 9日時点で福岡県内でも３名の

感染者が確認され、予断を許さない状態になっています。現時点では、まだ大規模な感

染拡大が認められている状況ではありませんが、県内企業からは、海外からの観光客の

減少に加え、中国国内の工場に依存する製造業のサプライチェーンに与える影響への懸

念、また、各種イベントの中止、外出自粛により県内の消費活動が短期的に下押しされ、

こうした状況が長引けばより厳しい経営状況になることへの懸念も示されています。 

 こうした状況を踏まえ、福岡労働局としても福岡県をはじめとする関係行政機関と連

携し、事業主の皆様の雇用維持の努力を一層強力に支援するため、雇用調整助成金の特

例措置を積極的に周知するとともに、各種支援メニューのご案内を、労働局ホームペー

ジや、労働基準監督署、ハローワーク、働き方改革推進支援センター等を通じて周知し

ているところです。また、小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援に向けた

新たな助成制度についても厚生労働本省において準備が進められているところです。 

 貴団体におかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、発熱など

の風邪の症状があるときは、会社を休んでいただくよう、従業員の方々が休みやすい環

境整備に協力していただくとともに、下記の事項につきまして、会員企業等に対する周

知啓発に向けたご協力をお願い申し上げます。 

 なお、福岡労働局においては、「新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口」

を設置し各種相談に積極的に応じております。特別労働相談窓口の設置箇所、特例措置

等の各種支援の内容につきましては福岡労働局ホームページ（https://jsite.mhlw.go.

jp/fukuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/28osirase/00238.html）をご参照いただきます

ようお願いいたします。 

 

  

一  今般、雇用調整助成金の特例の対象となる事業主を、新型コロナウイルス感染症

の影響を受ける全ての事業主に拡大するとともに、今後仮に福岡県において緊急事



態宣言が発出され活動の自粛が要請される事態に至った場合は、生産指標要件の更

なる緩和、助成率の引上げ等の措置を行うこととしております。 

こうした特例措置を活用していただき、従業員の雇用維持に努めていただくよう

お願いいたします。また、教育訓練を行った場合には雇用調整助成金の助成額が加

算されますので、新入社員を含め教育訓練の機会を設けるなど将来の戦力として雇

用を維持していただくようお願いいたします。 

 

二  職を失った方を対象に含めた求人を積極的に提出していただくなど、今後発生が

懸念される、新型コロナウイルス感染症の影響を受け職を失った方の雇入れについ

て特段のご配慮をお願いいたします。 

 

三  今春新卒内定者の雇用の確保について、特段のご配慮をいただくとともに、未内

定のまま卒業した新卒者の積極的な採用についてご配慮をお願いいたします。 

また、2020 年度卒業予定者等に対する採用に係る広報活動についても、多様な通

信手段を活用した説明会の実施などの十分な情報発信を行うよう特段のご配慮をお

願いいたします。 

 

四  有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々等の雇用の安定とそ

の保護を図るため、特段の配慮をお願いいたします。 

 

五  障害者の方など課題を抱える方の雇用の安定に向け、特段の配慮をお願い申し上

げます。特に、基礎疾患を有する者では重症化するリスクが高いとされていること

から、感染リスクを減らすためにテレワークや時差出勤の積極的な活用の促進など

の取組へのご協力をいただきますよう、お願いいたします。 

 

六  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場

合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休暇に伴う所得の減少に対

応するため、正規雇用労働者か非正規雇用労働者か否かを問わず、労働基準法上の

年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金創設の準備を

進めておりますので、取組への御協力をいただきますようお願いいたします。 

 

 

 

福 岡 労 働 局 長 

伊 藤 正 史 

  



【参考：国及び自治体による主な新型コロナ感染症関連サイト】 

 

厚生労働省ＨＰ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#hatarakukata 

 

経済産業省ＨＰ 

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

 

国土交通省ＨＰ 

http://www.mlit.go.jp/kikikanri/kikikanri_tk_000018.html 

 

福岡県庁ＨＰ 

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/bukan.html 

 

福岡市ＨＰ 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokenyobo/health/kansen/nCorV.html 

 

北九州市ＨＰ 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/18901196.html 

 

福岡労働局ＨＰ 

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/28osirase/00238.html 
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・小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、各種学校（幼稚園又は小学校の課程に類す
る課程を置くものに限る。）、特別支援学校（全ての部）
★ 障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校（後期課程）、高等学校、各
種学校（高等学校までの課程に類する課程）等も含む。

・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的
な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
（詳細版）

令和２年３月９日作成
※順次更新し、厚生労働省HP（小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援）に最新情報を掲載します。

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども

(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に

通う子ども

(2) 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染し

たおそれのある、小学校等に通う子ども

の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次

有給休暇とは別途、有給（賃金全額支給）の休暇を取得させた事業主に対する

助成金制度を創設します！

【助成内容】

令和２年２月27日から３月31日において、

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×１０／１０

＊１日１人当たり8,330円を助成の上限とします。（大企業、中小企業ともに同様）

○「臨時休業等をした」とは

②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれの

ある、小学校等に通う子ども

・新型コロナウイルスに感染した者
・発熱等の風邪症状が見られる者
・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者

○「小学校等」とは

・ 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、自治体や放課
後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です（※ただし、学校長が新型コ
ロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象となります。）



④対象となる有給の休暇の範囲

○春休み、土日・祝日に取得した休暇の扱い
「(1)の臨時休業等をした小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。

・学校：学校の元々の休日以外の日

（※春休みや日曜日など元々休みの日は対象外）

・その他の施設（放課後児童クラブ等）：本来施設が利用可能な日

「(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれ

のある、小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。

・ 学校の春休みなどにかかわらず、令和2年2月27日から同年3月31日までの間は対象

○半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・ 対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外とな
ります。

○就業規則等における規定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則等が整備
されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

○労働者に対して支払う賃金の額

・ 年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。

◎申請の受付はまだ開始していません。申請期間や手続が決まり次第、早急に

お知らせします。

◎制度の詳しい支給要件や申請書類等についても、詳細が固まり次第、厚生労

働省HPや都道府県労働局を通じてお知らせします。

厚生労働省・都道府県労働局
令和２年３月 日作成

新型コロナ 休暇支援 検 索

小学校等の臨時休業等により子どもの世話が必要
となる労働者に有給の休暇を取得させましょう！

！

③対象となる保護者

・親権者、未成年後見人、その他の者（里親、祖父母等）であって、子どもを現に監護す
る者が対象となります。
・上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助す
る親族も含みます。



 
 

＜解雇や休業などに関すること＞ 
 総合労働相談コーナー 092－411－4764 
＜雇用調整助成金に関すること＞ 
 福岡助成金センター 雇用助成第1係 092-411-4701 
 福岡助成金センター 北九州雇用調整助成金臨時窓口 093-616-0860 
 

 
特別労働相談窓口（各労働者支援事務所） 
 （福岡）092-735-6149 （北九州）093-967-3945 （筑後）0942-30-1034 （筑豊）0948-22-1149  

◆休業、解雇などの労働に 
 関する相談 

         新型コロナウイルス感染症に関連する福岡県内の主な相談窓口一覧   （令和２年３月１６日現在） 

◆経営や資金繰り支援に 
 関する相談 

久留米市 商工観光労働部 商工政策課 
 0942‐30‐9133・9134 

＜中小企業・小規模事業者・農林事業者の方向け＞ 
 日本政策金融公庫 福岡支店 
  中小企業事業 092-431-5296  
  国民生活事業 092-411-9111  

労働者の方 

福岡県 

 
＜経営や資金繰り支援に関すること＞ 
 福岡県 商工部 中小企業振興課 
  092-643-3424 
 各中小企業振興事務所 
 （福岡）092-622-1040 （久留米）0942-33-7228 
 （北九州）093-512-1540（飯塚） 0948-22-3561 
 (公財)福岡県中小企業振興センター 
  092-622-5432 

 
＜海外ビジネス支援に関すること＞ 
 福岡県 商工部 新事業支援課 
  092-643-3430 
 福岡アジアビジネスセンター 
  092-710-6195 

 
福岡市中小企業サポートセンター 【チラシ】 
（融資相談） 092-441-2171  
（経営相談） 092-441-2161 

緊急企業支援について 
小倉ワンストップ相談窓口 093-551-3619 
戸畑ワンストップ相談窓口 093-873-1433 

福岡県 

福岡市 北九州市 

久留米市 

政府系金融機関 

＜宿泊事業者の方向け＞ 
＜旅行業者の方向け＞ 
 九州運輸局 観光部 観光企画課 
 092-472-2330 

国土交通省 観光庁 

◆生活資金に関する相談 低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯などの方向け 

市区町村の社会福祉協議会 又は 福岡県社会福祉協議会 生活福祉資金課 092-584-3377 

母子家庭の母、父子家庭の父で２０歳未満の児童を扶養している方向け 

福岡県 福祉労働部 児童家庭課 ひとり親家庭支援係 092-643-3257 

福岡労働局 

事業所の方 

事業所の方 

労働者の方 

青い下線を引いた部分を
クリックすると、各支援
機関のホームページに 

移動します 

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/28osirase/00230.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid19roudousoudan.html
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http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9089syoko/3010oshirase/2020-0218-1210-74.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
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http://www.pref.fukuoka.lg.jp/press-release/corona-020131.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/keieishien/index.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/72498/1/yushisup0306.pdf?20200310102438
https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/72498/1/yushisup0306.pdf?20200310102438
https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/72498/1/yushisup0306.pdf?20200310102438
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700296.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000445.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics06_000253.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics06_000253.html
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