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職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組みについて 

～経済団体に対して要請を行います～ 

 
 
沖縄労働局（局長 福味 恵）では、このたび別添の通り、県内の主要な経済団体へ、職場に

おける新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組みについて要請を行います。 

 

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、心掛けていただきたいことは、

労働者の皆さまが発熱などの風邪の症状が見られるときは、会社を休み、外出を控えることで

す。この要請は、労働者の方々が休みやすい環境の整備について、経済団体の皆様に協力を求め

ることを目的としたものです。 

 

 

 

【要請内容のポイント】 

 労働者が発熱などの風邪の症状が見られる際に、休みやすい環境の整備 

 労働者が安心して休むことができるよう収入に配慮した病気休暇制度の整備 

 感染リスクを減らす観点からテレワークや時差通勤の積極的な活用の促進 

などの取り組みへの協力を経済団体に要請します 

 

 

 

 

別添１ 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組について 

別添 2 新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（企業の方向け） 

別添 3 新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（労働者の方向け） 

別添 4  リーフレット「新型コロナウイルスを防ぐには」 

別添 5  新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安 

別添 6  新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を実施します 



令和２年３月４日 

 

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組について 

 

新型コロナウイルス感染症については、現在、指定感染症として定められていま

す。職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、心掛けていただ

きたいことは、発熱等の風邪症状が見られるときは、従業員の方々が会社を休み、

外出を控えていただくことです。そのためには、従業員の方々が休みやすい環境の

整備が大切であり、会社における取組みが必要となります。 

また、テレワークや時差通勤の積極的な活用を促進することも感染症の拡大防止

に資するものと考えます。 

これは従業員御本人や会社のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる

社会にとって大切な行動です。 

 

 

このようなことから厚生労働省では、企業における取組をまとめた「新型コロナ

ウイルスに関するＱ＆Ａ（企業の方向け）」を作成し、ホームページにおいて周知を

図っております。 

貴団体におかれましては、この取組の趣旨を御理解いただき、傘下団体・企業等に

おける取組の促進に向けて、パートタイム労働者、有期契約労働者、派遣労働者など、

多様な働き方で働く方も含めて 

・従業員が発熱等の風邪症状が見られる際に、休みやすい環境の整備 

・従業員が安心して休むことができるよう収入に配慮した病気休暇制度の整備 

・感染リスクを減らす観点からのテレワークや時差通勤の積極的な活用の促進 

などの取組への御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

沖縄労働局長 福味 恵 

 

＜参考＞ 

○新型コロナウイルス感染症に関する企業の方向けＱ＆Ａ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html 

○リーフレット「新型コロナウイルス感染症を防ぐには」 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596861.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596861.pdf


新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（企業の方向け） 

（令和２年３月３日時点版） 

 

１ 風邪の症状がある方、感染が疑われる方への対応 

問１）熱や咳がある方については、どうしたらよいのでしょうか。 

 

２ 感染防止に向けた柔軟な働き方（テレワーク、時差通勤） 

問１）新型コロナウイルスの感染防止のため、自社の労働者にテレワークを導入したいと

考えていますが、どこに相談したらよいのでしょうか。また、どのような点に留意が必要

でしょうか。 

問２）新型コロナウイルスへの感染を防ぐため、なるべく人混みを避けての通勤を考えて

います。時差通勤を導入するにはどうしたらよいのでしょうか。 

 

３ 労働者を休ませる場合の措置（休業手当、特別休暇など） 

問１）新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつ

ければよいのでしょうか。 

問２）労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのよう

にすべきですか。 

問３）新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要です

か。 

問４）労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必

要ですか。 

問５）新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず

休業とする場合等にどのようなことに心がければよいのでしょうか。 

問６）新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休

暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得

したこととする場合はどのようになりますか。 

問７）パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者などの方についても、休業手当

の支払いや年次有給休暇の付与は必要でしょうか。 

問８）新型コロナウイルスに関連して、労働者が安心して休めるよう、特別休暇制度を設

けたいと考えています。制度を設けるに当たっての具体的な手続はどのようになります

か。 

問９）新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、会社に

お勤めの方が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるので

しょうか。 

 

４ その他（変形労働時間制、36 協定の特別条項など） 



問１）新型コロナウイルス感染症の対策のため、イベントの中止や学校の休業、事業活動

の閉鎖や縮小などの影響を受けて、労働時間が減少してしまうことや、休む従業員が増え

たときに残りの従業員が多く働かないとならない事態が考えられます。その人達につい

て、労働基準法の労働時間の上限を超えないようにするため、変形労働時間制を導入した

り、変更したりするにはどうしたらよいでしょうか。 

問２）36 協定においては、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）

には、限度時間（月 45 時間・年 360 時間）を超えることができるとされていますが、 

新型コロナウイルス感染症関連で、休む従業員が増えたときに残りの従業員が多く働くこ

ととなった場合には、特別条項の対象となるのでしょうか。 

問３）新型コロナウイルスの感染の防止や感染者の看護等のために労働者が働く場合、労

働基準法第 33 条第１項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要が

ある場合」に該当するでしょうか。 

問４）労働安全衛生法第 68 条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。 

問５）新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、労働安全衛生法に基づく健康診断の

実施を延期するといった対応は可能でしょうか。 

問６）新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、従業員が集まる会議等を中止してい

ますが、労働安全衛生法に基づく安全委員会等の開催については、どのように対応すれば

よいでしょうか。 

 

 

【雇用調整助成金について】 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置についてはこちらを

ご参照ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pa

geL07.html 

 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pa


１ 風邪の症状がある方、感染が疑われる方への対応 

問１）熱や咳がある方については、どうしたらよいのでしょうか。 

答１）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呼びかけておりま

す。休んでいただくことはご本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる

大切な行動です。そのためには、企業、社会全体における理解が必要です。従業員の

方々が休みやすい環境整備が大切ですので、ご協力いただきますようお願いします。 

感染が疑われる方への対応は「新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（一般の方向け）

問 26「熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか？」をご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_0

0001.html#Q26 

 

 新型コロナウイルスを防ぐには 

 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf 

 

２ 感染防止に向けた柔軟な働き方（テレワーク、時差通勤） 

＜テレワーク＞ 

問１）新型コロナウイルスの感染防止のため、自社の労働者にテレワークを導入したいと考

えていますが、どこに相談したらよいのでしょうか。また、どのような点に留意が必要で

しょうか。 

答１）厚生労働省では、テレワークに関連する情報を一元化した『テレワーク総合ポータル

サイト』を設け、テレワークに関する相談窓口、企業の導入事例紹介などテレワークの導

入・活用に向けた各種情報を掲載していますので、参考にしてください。 

テレワーク総合ポータルサイト 

 https://telework.mhlw.go.jp/ 

 

 テレワーク導入に当たっての相談は、下記窓口で受け付けております。 

（電話、来訪による相談についてはいずれのセンターも 9時～17 時、土・日曜、国民の祝日

を除く。） 

 

 ■テレワーク相談センター 

TEL：0120-91-6479（または 03-5577-4572） 

Mail：sodan@japan-telework.or.jp 

 

 ■東京テレワーク推進センター（東京都内の企業について利用可能） 

TEL：0120-97-0396 

Mail：suishin@japan-telework.or.jp 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_0
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
https://telework.mhlw.go.jp/
mailto:sodan@japan-telework.or.jp
mailto:suishin@japan-telework.or.jp


 

また、テレワーク時にも労働基準関係法令が適用されますが、労働者が通常の勤務と異な

る環境で就業することになるため、労働時間管理などに留意いただく必要があります。厚生

労働省で、留意点などについてまとめたガイドラインを作成していますのでご活用ください。 

情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto

/guideline.html 

 

 さらに、今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入した中小

企業事業主を支援するため、既に令和２年度の受付を終了していた時間外労働等改善助成金

（テレワークコース）について、新たに特例的なコースを設けることとしました。 

 更なる詳細については、速やかに検討を進め、公表いたします。 

 

令和２年３月３日報道発表 新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金

（テレワークコース、職場意識改善コース）の特例について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html 

 

（参考） 

時間外労働等改善助成金（テレワークコース） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan

/syokubaisikitelework.html 

 

＜時差通勤＞ 

問２）新型コロナウイルスへの感染を防ぐため、なるべく人混みを避けての通勤を考えてい

ます。時差通勤を導入するにはどうしたらよいのでしょうか。 

答２）労働者及び使用者は、その合意により、始業、終業の時刻を変更することができます

ので、時差通勤の内容について、労使で十分な協議をしていただきたいと思います。 

また、始業、終業の時刻を労働者の決定に委ねる制度として、フレックスタイム制があ

ります。この制度は、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯（コアタイム）と、そ

の時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯（フレキシブルタイム）とに

分けるものです。なお、コアタイムは必ず設けなければならないものではありませんので、

全部をフレキシブルタイムとすることもできます。フレックスタイム制の詳細や導入の手

続きに際しては、以下の URL をご覧ください。 

フレックスタイム制のわかりやすい解説＆導入の手引き 

https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf 

  

３ 労働者を休ませる場合の措置（休業手当、特別休暇など） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan
https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf


＜休業させる場合の留意点＞ 

問１）新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつけ

ればよいのでしょうか。 

答１）新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いに

ついては、労使で十分に話し合っていただき、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ていただくようお願いします。 

なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に

勘案するべきですが、労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の

場合には、使用者は、休業期間中の休業手当（平均賃金の 100 分の 60 以上）を支払わな

ければならないとされています。 

※不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業

手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より

発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお

避けることのできない事故であることの２つの要件を満たすものでなければならないと

解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが

可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行

うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由

による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。 

 

＜感染した方を休業させる場合＞ 

問２）労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのように

すべきですか。 

答２）新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休

業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考

えられますので、休業手当を支払う必要はありません。 

なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病

手当金が支給されます。 

具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して３日を

経過した日から、直近 12 カ月の平均の標準報酬日額の３分の２について、傷病手当金

により補償されます。 

具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。 

 

＜感染が疑われる方を休業させる場合＞ 

問３）新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。 

答３）感染が疑われる方への対応は「新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（一般の方向け）

問 26「熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか？」をご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_q

a_00001.html#Q26 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_q


これに基づき、「帰国者・接触者相談センター」でのご相談の結果を踏まえても、職務の

継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使

用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。 

 

＜発熱などがある方の自主休業＞ 

問４）労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要

ですか。 

答４）会社を休んでいただくよう呼びかけをさせていただいているところですが、新型コロ

ナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休

まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用すること

などが考えられます。 

一方、例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく

措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使

用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。 

 

＜事業の休止に伴う休業＞ 

問５）新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休

業とする場合等にどのようなことに心がければよいのでしょうか。 

答５）今回の新型コロナウイルス感染症により、事業の休止などを余儀なくされた場合にお

いて、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を回避する

ように努力することが大切です。 

また、労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、

使用者は、休業期間中の休業手当（平均賃金の 100 分の 60 以上）を支払わなければな

らないとされています。休業手当の支払いについて、不可抗力による休業の場合は、使

用者に休業手当の支払義務はありません。 

具体的には、例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止し

たことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の

可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的

に勘案し、判断する必要があると考えられます。 

 

＜年次有給休暇と病気休暇の取り扱い＞ 

問６）新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇

を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得

したこととする場合はどのようになりますか。 

答６）年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなの

で、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休

暇により対応する場合は、事業場の就業規則などの規定に照らし適切に取り扱ってくだ

さい。 



   なお、使用者は、労働者が年次有給休暇を取得したことを理由として、賃金の減額そ

の他不利益な取扱いをしないようにしなければならないことにご留意ください。 

 

＜パートタイム労働者等への適用について＞ 

問７）パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者などの方についても、休業手当の

支払いや年次有給休暇の付与は必要でしょうか。 

答７）労働基準法上の労働者であれば、パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者

など、多様な働き方で働く方も含めて、休業手当の支払いや年次有給休暇付与が必要と

なっております。 

労使で十分に話し合い、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくよ

うお願いします。 

 

＜特別休暇の導入の手続＞ 

問８）新型コロナウイルスに関連して、労働者が安心して休めるよう、有給の特別休暇制度

を設けたいと考えています。制度を設けるに当たっての具体的な手続はどのようになり

ますか。 

答８）労使の話し合いによって、事業場で有給の特別休暇制度を設けることができます。 

その場合には、労働者が安心して休めるよう、就業規則に定めるなどにより、労働者に

周知していただくことが重要です。 

 就業規則の定め方など、導入に当たっての具体的なご相談は、都道府県労働局の雇用

環境・均等部（室）の「働き方・休み方改善コンサルタント」が受け付けております。 

 都道府県労働局雇用環境・均等部（室） 

  https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf 

   

また、今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たに特別休暇の規定を整備し

た中小企業事業主を支援するため、既に令和２年度の受付を終了していた時間外労働等

改善助成金（職場意識改善コース）について、新たに特例的なコースを設けることとし

ました。 

更なる詳細については、速やかに検討を進め、公表いたします。 

 

令和２年３月３日報道発表 新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助

成金（テレワークコース、職場意識改善コース）の特例について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html 

 

（参考） 

時間外労働等改善助成金（職場意識改善コース） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jika

n/syokubaisiki.html 

https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jika


 

リーフレット「就業規則を作成しましょう」 

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-4.pdf 

 

モデル就業規則 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zi

gyonushi/model/index.html 

 

リーフレット「病気休暇制度 支えられる安心、支える安心」 

https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category4/h29_byouki.pdf  

 

事例集「社員と会社が元気になる休暇制度導入事例 2018」 

https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category4/20191122_1.pdf  

 

＜小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援＞ 

問９）新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、会社にお

勤めの方が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるので

しょうか。 

答９）臨時休業した小学校や特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子ど

もを世話するために従業員（正規・非正規を問わず）に有給の休暇（法定の年次有給休

暇を除く）を取得させた会社に対し、休暇中に支払った賃金全額（１日 8,330 円が上限）

を助成する予定です。詳細については速やかに検討を進め、改めてお伝えします。 

詳細はこちら→https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html 

 

４ その他（変形労働時間制、36 協定の特別条項など） 

＜変形労働時間制の導入や変更＞ 

問１）新型コロナウイルス感染症の対策のため、イベントの中止や学校の休業、事業活動

の閉鎖や縮小などの影響を受けて、労働時間が減少してしまうことや、休む従業員が

増えたときに残りの従業員が多く働かないとならない事態が考えられます。その人達

について、労働基準法の労働時間の上限を超えないようにするため、変形労働時間制

を導入したり、変更したりするにはどうしたらよいでしょうか。 

答１）労働基準法第 32 条の４においては、労使協定において、１年以内の変形期間を平均

して１週間あたりの労働時間が 40 時間を超えない範囲内で、１週に１回の休日が確

保される等の条件を満たした上で、労働日及び労働時間を具体的に特定した場合、特

定の週及び日に１日８時間・１週 40 時間の法定労働時間を超えて労働させることが

できるとされています。 

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-4.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zi
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category4/h29_byouki.pdf
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category4/20191122_1.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html


 今般の新型コロナウイルス感染症に関連して、人手不足のために労働時間が長くな

る場合や、事業活動を縮小したために労働時間が短くなる場合については、１年単位

の変形労働時間制を導入することが考えられます。 

 また、今回の新型コロナウイルス感染症対策により、１年単位の変形労働時間制を

既に採用している事業場において、当初の予定どおりに１年単位の変形労働時間制を

実施することが困難となる場合も想定されます。 

 １年単位の変形労働時間制は、対象期間中の業務の繁閑に計画的に対応するために

対象期間を単位として適用されるものであるので、労使の合意によって対象期間の途

中でその適用を中止することはできないと解されています。 

 しかしながら、今回の新型コロナウイルス感染症への対策による影響にかんがみれ

ば、当初の予定どおりに１年単位の変形労働時間制を実施することが企業の経営上著

しく不適当と認められる場合には、特例的に労使でよく話し合った上で、１年単位の

変形労働時間制の労使協定について、労使で合意解約をしたり、あるいは協定中の破

棄条項に従って解約し、改めて協定し直すことも可能と考えられます。 

 ただし、この場合であっても、解約までの期間を平均し、１週４０時間を超えて労

働させた時間について割増賃金を支払うなど協定の解約が労働者にとって不利になる

ことのないよう留意が必要です。 

１年単位の変形労働時間制の詳細については、こちらをご覧下さい。 

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-

6a.pdf 

 

＜36 協定の特別条項＞ 

問２）36 協定においては、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）

には、限度時間（月 45 時間・年 360 時間）を超えることができるとされています

が、新型コロナウイルス感染症関連で、休む従業員が増えたときに残りの従業員が多

く働くこととなった場合には、特別条項の対象となるのでしょうか。 

答２）告示においては、特別条項の運用について、「当該事業場における通常予見すること

のできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要が

ある場合をできる限り具体的に定めなければならず、「業務の都合上必要な場合」、「業

務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものを定めること

は認められないことに留意しなければならない。」としているところです。 

 一方で、今般のコロナウイルス感染症の状況については、36 協定の締結当時には想定

し得ないものであると考えられるため、例えば、36 協定の「臨時的に限度時間を超えて

労働させることができる場合」に、繁忙の理由がコロナウイルス感染症とするものであ

ることが、明記されていなくとも、一般的には、特別条項の理由として認められるもの

です。 

 なお、現在、特別条項を締結していない事業場においても、法定の手続を踏まえて労

使の合意を行うことにより、特別条項付きの 36 協定を締結することが可能です。 

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-


 36 協定の締結の方法等については、こちらをご覧下さい。 

  https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf 

 また、36 協定等作成支援ツールを使えば、労働基準監督署に届出が可能な書面を作成

することができます。 

 https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html 

 

＜労働基準法第 33 条の適用＞ 

問３）新型コロナウイルスの感染の防止や感染者の看護等のために労働者が働く場合、労働

基準法第 33 条第１項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要

がある場合」に該当するでしょうか。 

答３）ご質問については、新型コロナウイルスに関連した感染症への対策状況、当該労働の

緊急性・必要性などを勘案して個別具体的に判断することになりますが、今回の新型コ

ロナウイルスが指定感染症に定められており、一般に急病への対応は、人命・公益の保

護の観点から急務と考えられるので、労働基準法第 33 条第１項の要件に該当し得るも

のと考えられます。 

ただし、労働基準法第 33 条第１項に基づく時間外・休日労働はあくまで必要な限度

の範囲内に限り認められるものですので、 過重労働による健康障害を防止するため、

実際の時間外労働時間を 月45時間以内にするなどしていただくことが重要です。また、

やむを得ず月に 80 時間を超える時間外・休日労働を行わせたことにより 疲労の蓄積の

認められる労働者に対しては、医師による面接指導などを実施し、適切な事後措置を講

じる必要があります。 

 

（参考）時間外・休日労働とは？ 

労働基準法第 32 条においては、１日８時間、１週 40 時間の法定労働時間が定められてお

り、これを超えて労働させる場合や、労働基準法第 35 条により毎週少なくとも１日又は４

週間を通じ４日以上与えることとされている休日に労働させる場合は、労使協定（いわゆる

36 協定）を締結し、労働基準監督署に届け出ていただくことが必要です。 

しかし、災害その他避けることのできない事由により臨時に時間外・休日労働をさせる必要

がある場合においても、例外なく、36 協定の締結・届出を条件とすることは実際的ではない

ことから、そのような場合には、36 協定によるほか、労働基準法第 33 条第１項により、使

用者は、労働基準監督署長の許可（事態が急迫している場合は事後の届出）により、必要な

限度の範囲内に限り時間外・休日労働をさせることができるとされています。労働基準法第

33 条第１項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定です

ので、厳格に運用すべきものです。 

なお、労働基準法第 33 条第１項による場合であっても、時間外労働・休日労働や深夜労働

についての割増賃金の支払は必要です。 

 

＜就業禁止の措置＞ 

https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html


問４）労働安全衛生法第 68 条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。 

答４）２月１日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことによ

り、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基

づき、都道府県知事が該当する労働者に対して就業制限や入院の勧告等を行うことができ

ることとなります。 

使用者におかれましても、感染症法に基づき都道府県知事より入院の勧告を受けた労働

者については、入院により就業できないことをご理解いただくとともに、都道府県知事に

より就業制限がかけられた労働者については、会社に就業させないようにしてください。 

また、発熱等の風邪症状がみられる労働者については休みやすい環境の整備にご協力を

お願いします。 

なお、感染症法により就業制限を行う場合は、感染症法によることとして、労働安全衛

生法第 68 条に基づく病者の就業禁止の措置の対象とはしません。 

 

＜健康診断の実施＞ 

問５）新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、労働安全衛生法に基づく健康診断の実

施を延期するといった対応は可能でしょうか。 

答５）事業者は労働安全衛生法の規定に基づき、労働者の雇入れの直前又は直後に健康診断

を実施することや、１年以内ごとに１回定期に一般健康診断を行うことが義務付けられて

います。しかしながら、令和２年２月 25 日に決定された「新型コロナウイルス感染症対

策の基本方針」に、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であ

れば、咳やくしゃみ等がなくても感染を拡大するリスクがあることが示されていること等

を踏まえ、これらの健康診断の実施時期を当面の間、延期することとして差し支えありま

せん。 

なお、今回の対応は、労働安全衛生規則第 43 条に基づく雇入時の健康診断及び同規則

44 条に基づく定期健康診断に限るものであり、その他の労働安全衛生法に基づく特殊健

康診断等の取扱いは従前どおり法令に基づく頻度で実施いただく必要があります。また、

この取扱いは、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた当面の間に限られた対応とな

りますので、ご注意ください。 

 

＜安全委員会等の開催＞ 

問６）新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、従業員が集まる会議等を中止していま

すが、労働安全衛生法に基づく安全委員会等の開催については、どのように対応すればよ

いでしょうか。 

答６）新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、安全委員会等を開催するに際

してはテレビ電話による会議方式にすることや、開催を延期することなど、当面の間、弾

力的な運用を図ることとして差し支えありません。 

なお、いずれの方式にしても衛生委員会等を開催するに際しては、新型コロナウイルス

感染症の拡大防止に向けた対応等について調査審議いただくなどにより積極的に対応い



ただきますようお願いいたします。また、この取扱いは、新型コロナウイルス感染症の状

況を踏まえた当面の間に限られた対応となりますので、ご注意ください。 

 



新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（労働者の方向け） 

（令和２年３月２日時点版） 

 

１ 風邪の症状があるとき、感染が疑われるときの対応 

問１）熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか。 

 

２ 労働基準法における休業手当、年次有給休暇 

問１）新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、休業手当は支払われますか。 

問２）発熱などの症状があるため自主的に会社を休もうと考えています。休業手当は支払

われますか。 

問３）発熱などがあるため、年次有給休暇を取得して会社を休むことはできますか。 

問４）パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者も、休業手当の支払いや年次有

給休暇の付与の対象となりますか。 

 

３ 感染防止に向けた柔軟な働き方（テレワーク、時差通勤） 

問１）新型コロナウイルスの感染防止のため、テレワークを活用したいと考えています

が、どうしたらよいのでしょうか。 

問２）新型コロナウイルスの感染防止のため、時差通勤を活用したいと考えていますが、

どうしたらよいのでしょうか。 

 

４ その他（保育園が臨時休園になった場合、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取

得支援、使用者が休業を認めない場合） 

問１）子どもを預けていた保育園が臨時休園となりましたが、どうしたらいいですか。 

問２）新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、会社に

お勤めの方が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるので

しょうか。 

問３）発熱などの風邪の症状があるときについて、会社を休みたいと考えているところで

すが、使用者が休業を認めてくれません。どのようにしたらよいでしょうか。 

 

（参考） 

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けているフリーランスを含む事業者の方々に

対しては、中小企業庁において、資金繰り支援（貸付・保証）を行っています。 

こちらをご覧ください。 

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

  

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


１ 風邪の症状があるとき、感染が疑われるときの対応 

問１）熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか。 

答１）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呼びかけておりま

す。休んでいただくことはご本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる

大切な行動です。 

   感染が疑われる方への対応は「新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（一般の方向け）

問 26「熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか？」をご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_0

0001.html#Q26 

 

  新型コロナウイルスを防ぐには 

  https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf 

 

   ２月１日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、

労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、

都道府県知事が該当する労働者に対して就業制限や入院の勧告等を行うことができること

となります。 

感染症法に基づき都道府県知事より入院の勧告を受けた場合については、入院により就

業できないことをご理解いただくとともに、都道府県知事により就業制限がかけられた場

合については、就業しないようにしてください。 

また、感染症法に基づき都道府県知事より就業制限や入院の勧告を受けた場合について

は、使用者に対して情報共有いただくようご協力をお願いします。 

  

２ 労働基準法における休業手当、年次有給休暇 

＜感染し休業する場合＞ 

問１）新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、休業手当は支払われますか。 

答１）新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休

業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考

えられますので、休業手当は支払われません。 

なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病

手当金が支給されます。 

具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して３日を

経過した日から、直近 12 カ月の平均の標準報酬日額の３分の２について、傷病手当金

により補償されます。 

具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_0
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf


 

＜発熱などがある方の自主休業＞ 

問２）発熱などの症状があるため自主的に会社を休もうと考えています。休業手当は支払わ

れますか。 

答２）会社を休んでいただくよう呼びかけをさせていただいているところですが、新型コロ

ナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休

まれる場合は、休業手当の支払いの対象とはなりません。この場合には、事業場に任意

で設けられる有給の病気休暇制度があれば、事業場の就業規則などの規定を確認いただ

き、これを活用することなどが考えられます。 

 

＜年次有給休暇と病気休暇の取り扱い＞ 

問３）発熱などがあるため、年次有給休暇を取得して会社を休むことはできますか。 

答３）年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものです

から、理由を問わず取得することは可能です。なお、事業場で任意に設けられた病気休

暇がある場合には、事業場の就業規則などの規定を確認いただき、これを取得すること

も考えられます。 

 

＜パートタイム労働者等への適用について＞ 

問４）パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者も、休業手当の支払いや年次有給

休暇の付与の対象となりますか。 

答４）労働基準法上の労働者であればパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者な

ど、多様な働き方で働く方も含めて、休業手当の支払いや年次有給休暇付与が必要とな

っております。 

企業に対しては、労使で十分に話し合い、労働者が安心して休暇を取得できる体制を

整えていただくようお願いしているところです。 

 

３ 感染防止に向けた柔軟な働き方（テレワーク、時差通勤） 

＜テレワークの活用＞ 

問１）新型コロナウイルスの感染防止のため、テレワークを活用したいと考えていますが、

どうしたらよいのでしょうか。 

答１）会社内でテレワークの制度が整備されている場合には、その制度の範囲内でテレワー

クを実施することができます。 

   このため、まずは会社の就業規則などの規定を確認し、会社と話し合ってみましょう。 

なお、厚生労働省では、テレワークに関連する情報を一元化した『テレワーク総合ポ

ータルサイト』を設け、テレワークに関する相談窓口、テレワークに関する Q＆A など

テレワークの導入・活用に向けた各種情報を掲載していますので、参考にしてください。 

テレワーク総合ポータルサイト 



  https://telework.mhlw.go.jp/ 

 

＜時差通勤の活用＞ 

問２）新型コロナウイルスの感染防止のため、時差通勤を活用したいと考えていますが、ど

うしたらよいのでしょうか。 

答２）労働者及び使用者は、その合意により、始業、終業の時刻を変更することができます

ので、時差通勤の内容について、労使で十分な協議をしていただきたいと思います。 

また、始業、終業の時刻を労働者の決定に委ねる制度として、フレックスタイム制が

あります。この制度は、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯（コアタイム）と、

その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯（フレキシブルタイム）

とに分けるものです。なお、コアタイムは必ず設けなければならないものではありませ

んので、全部をフレキシブルタイムとすることもできます。フレックスタイム制の詳細

や導入の手続きに際しては、以下の URL をご覧ください。 

フレックスタイム制のわかりやすい解説＆導入の手引き 

https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf 

 

４ その他（保育園が臨時休園になった場合、小学校等の臨時休業に伴う保護

者の休暇取得支援、使用者が休業を認めない場合） 

＜保育＞ 

問１）子どもを預けていた保育園が臨時休園となりましたが、どうしたらいいですか。 

答１）児童への感染防止の観点及び地域での感染拡大を防ぐ観点から、勤務先と相談のうえ、

お仕事についてはテレワークでの対応や休暇の取得により対応いただけるよう、ご理解を

いただきたいと考えております。 

なお、医療職などの社会的要請が強い職業等に就かれている方で、お子さんの保育の提

供が必要な場合につきましては、訪問による保育の活用等の可能性について市区町村にご

相談ください。 

 

＜小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援＞ 

問２）新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、会社にお

勤めの方が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるのでし

ょうか。 

答２）臨時休業した小学校や特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子ど

もを世話するために従業員（正規・非正規を問わず）に有給の休暇（法定の年次有給休暇

を除く）を取得させた会社に対し、休暇中に支払った賃金全額（１日 8,330 円が上限）を

助成する予定です。詳細については速やかに検討を進め、改めてお伝えします。 

詳細はこちら→https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html 

https://telework.mhlw.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html


 

＜使用者が休業を認めない場合＞ 

問３）発熱などの風邪の症状があるときについて、会社を休みたいと考えているところです

が、使用者が休業を認めてくれません。どのようにしたらよいでしょうか。 

答３）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呼びかけております。

そのためには、企業、社会全体における理解が必要であり、従業員の方々が休みやすい

環境整備が大切ですので、企業に対しても、ご協力をお願いしております。 

また、労働者が年次有給休暇の請求をした場合には、年次有給休暇の利用目的が発熱

などの風邪の症状の療養であっても、原則として使用者はこれを付与しなければならな

いこととされています。 

その他、使用者は、労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよ

う、必要な配慮を行うこと（いわゆる安全配慮義務）とされておりますので、こうしたこ

とも踏まえて、労使で十分な話し合いがなされることが望ましいものです。 



新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安 

 

１．相談・受診の前に心がけていただきたいこと 
 

○ 発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控える。 
 

○ 発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。 

 

２．帰国者・接触者相談センターに御相談いただく目安 
 

○ 以下のいずれかに該当する方は、帰国者・接触者相談センターに御相談く

ださい。 

・ 風邪の症状や３７．５度以上の発熱が４日以上続く方 

（解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です。） 

・ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方 
 

○ なお、以下のような方は重症化しやすいため、この状態が２日程度続く場

合には、帰国者・接触者相談センターに御相談ください。 

・ 高齢者 

・ 糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）の基礎疾患がある方や透析を受

けている方 

・ 免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 

（妊婦の方へ） 

  妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに帰国

者・接触者相談センターに御相談ください。 

（お子様をお持ちの方へ） 

  小児については、現時点で重症化しやすいとの報告はなく、新型コロナウ

イルス感染症については、目安どおりの対応をお願いします。 

 

○  なお、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多

い状況であり、インフルエンザ等の心配があるときには、通常と同様に、か

かりつけ医等に御相談ください。 

 

３．相談後、医療機関にかかるときのお願い 
 

○ 帰国者・接触者相談センターから受診を勧められた医療機関を受診してく

ださい。複数の医療機関を受診することはお控えください。 
 

○ 医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケット

（咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖を使って、

口や鼻をおさえる）の徹底をお願いします。 



新型コロナウイルスを防ぐには

ウイルス性の風邪の一種です。発熱やのどの痛み、咳が長引くこと（１週間
前後）が多く、強いだるさ（倦怠感）を訴える方が多いことが特徴です。
感染から発症までの潜伏期間は1日から12.5日（多くは5日から6日）といわ
れています。

新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染によりうつるといわれています。

重症化すると肺炎となり、死亡例も確認されているので注意しましょう。
特にご高齢の方や基礎疾患のある方は重症化しやすい可能性が考えられます。

まずは手洗いが大切です。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などに
こまめに石けんやアルコール消毒液などで手を洗いましょう。

新型コロナウイルス感染症とは

日常生活で気を付けること

飛沫感染
感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイル
スが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸
い込んで感染します。

接触感染
感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの
物に触れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触ると
ウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から
感染します。

ひまつ

せき

けんたいかん

発熱等の風邪の症状が見られるときは、学校や会社を休んでください。

発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録してください。

持病がある方、ご高齢の方は、できるだけ人混みの多い場所を避けるなど、
より一層注意してください。

咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手で押さえると、その手で触った
ものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他の方に病気をうつす可能
性がありますので、咳エチケットを行ってください。



その他、ご自身の症状に不安がある場合など、一般的なお問い合わせについて
は、次の窓口にご相談ください。

こんな方はご注意ください

一般的なお問い合わせなどはこちら

＜都道府県の連絡欄＞

次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。

風邪の症状や37.5℃以上の発熱が４日以上続いている
（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます）

強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある

令和2年2月17日改訂版

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

センターでご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、
専門の「帰国者・接触者外来」をご紹介しています。
マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。

「帰国者・接触者相談センター」はすべての都道府県で設置しています。
詳しくは以下のURLまたはQRコードからご覧いただけます。

※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が２日程度続く場合

聴覚に障害のある方をはじめ、電話でのご相談が難しい方 FAX 03-3595-2756

厚生労働省相談窓口 電話番号 0120-565653（フリ―ダイヤル）
受付時間 9:00～21:00（土日・祝日も実施）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/


（事業主の方へ）

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、
中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合 (10%)以上
である事業主が対象です。

＜「影響を受ける」事業主の例＞
・ 中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル
・ 中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
・ 中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社

※総売上高等に占める中国（人）関係売上高等の割合は、前年度または直近１年間（前年度が
12か月ない場合）の事業実績により確認しますので、初回の手続の際に、中国（人）関係売上
高等の割合を確認できる書類をご用意ください。

【特例措置の内容】

【特例の対象となる事業主】

休業等の初日が、令和２年１月24日から令和２年７月23日までの場合に適用します。

① 休業等計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和２年１月
24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和２年３月31日までに提出すれば、休業

等の前に提出されたものとします。

② 生産指標の確認対象期間を３か月から１か月に短縮します。
最近１か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標（生産指標）が、前年同期に比べ10％以

上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

③ 最近３か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近３か

月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件

を撤廃します。

④ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
令和２年１月24日時点で事業所設置後１年未満の事業主については、

生産指標を令和元年12月の指標と比較し、

中国（人）関係売上高等の割合を、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認します。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ
雇用調整助成金の特例を実施します

雇用調整助成金とは、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、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者

の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

LL020214企01



◆受給手続き◆ （下の表参照）

 事業主が指定した１年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期間ごとに計画届を
提出することが必要です。

 新型コロナウイルス感染症に伴う休業等の計画届を提出する場合、令和２年３月31日までに提出され

たものについて、休業等の前に提出されたものとして取扱います。

 事後提出する休業等については、１度にまとめて提出してください。

 事後提出しない休業等については、初回の計画届を、雇用調整を開始する日の２週間前をめどに、

２回目以降については、雇用調整を開始する日の前日までに提出して下さい（最大で３判定基礎

期間分の手続きを同時に行うことができます。）。

 事後提出しない休業等の場合の支給申請期間は判定基礎期間終了後、２か月以内です。

※判定基礎期間とは、計画や支給申請の単位となる期間で、賃金締め切り期間と同じです。

助成内容と受給できる金額 大企業 中小企業

休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の
賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する
助成（率）

※ 対象労働者１人１日当たり ８，３３５円が上限です。（令和元年８月１日現在）

１／２ ２／３

教育訓練を実施したときの加算（額） １人１日当たり１，２００円

支給限度日数 １年間で１００日 （３年間で１５０日）

◆その他の主な支給要件◆

 雇用保険適用事業所の事業主であること。

 支給のための審査に協力すること。

① 審査に必要な書類等を整備・保管していること

② 審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること

③ 管轄労働局等の実地調査を受け入れること 等

 労使間の協定により休業等をおこなうこと。

 休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。

 判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働

延日数の１／２０（大企業の場合は１／１５）以上となるものであること。

 同一事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が６か月以上の者の休業等が支給対象。

詳細については最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。

支給の円滑化のため、書類等の整備や休業手当の算定方法の整理にご協力ください。
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