
 

Press Release 

 

新型コロナウイルス感染症に関する相談・支援等について 
  

島根労働局（局長 田村
た む ら

 和美
か ず み

）における、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口や各種

助成金制度などの支援策を以下のとおりご案内します。 

 

１ 新型コロナウイルス感染症に関する特設ページの開設について（詳細は別添 1参照） 

  島根労働局ホームページ内に特設ページを開設しています。特別相談窓口のお問い合わせ先や各

種助成制度の内容など最新の情報がご覧になれます。特設ページは随時更新しております。 

                                    

２ 「新型コロナウイルス感染症の影響による特別相談窓口」のご案内（詳細は別添 2参照） 

 新型コロナウイルス感染症の影響による解雇・雇止めなどの離職に関する相談、雇用保険の受給

などに関する相談、休業や雇用調整などに関する相談、事業場内の安全衛生などに関する相談、特

別休暇の導入に関する相談などの雇用・労働相談を受け付けています。  

 企業の方や労働者の方でお困りのことがあれば、ご相談ください。     

 

３ 各種助成制度のご案内（詳細は別添 3～6参照） 

新型コロナウイルス感染症に関連し、以下の各種助成制度が設けられています。 

詳細については、別添 1に記載されているお問い合わせ先にご相談ください。 

① 雇用調整助成金の特例措置 

② 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 

③ 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 

    （労働者を雇用する事業主の方向け） 

④ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金 

（委託を受けて個人で仕事をする方向け）           

 

〇 参考情報（詳細は別添 7～13 参照） 

① 新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ(企業の方向け) 

② 新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ(労働者の方向け) 

③ 年度末・年度初めにおける 36協定届等の届出について 

④ 新型コロナウイルスを防ぐには 

⑤ 新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために 

⑥ 密を避けて外出しましょう！ 

⑦ 家庭内でご注意いただきたいこと～８つのポイント～    
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厚生労働省（島根労働局）における、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口や各種助成

金制度などの支援策をご案内します！！ 

 

新型コロナウイルス感染症に関する相談・支援について（ご案内） 

島根労働局からのお知らせ 

 
◆働き方・休み方改善コンサルタントへの相談について 

特別休暇に関するコンサルティングや就業規則の整備支援などのご相談に対応します。  
 

◆「新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ」を掲載しています！！ 
労働・雇用関係に関する企業（労務担当）の方や、労働者の方に向けたＱ＆Ａです。 

島根労働局ホームページ内に 

「 新型コロナウイルス感染症に関する特設ページ 」を開設しております！！ 

詳しくはこちらをご覧ください！！                      

※特設ページは随時更新していきますので、最新情報をご確認ください。 

 

島根労働局、松江労働基準監督署及び松江公共職業安定所に「新型コロナ感染症の影響による特別労働
相談窓口」を設置し新型コロナ感染症の影響による雇用・労働相談を受け付けています。 

＜ご相談内容＞ 

解雇・雇止めなどの離職に関する相談、雇用保険の受給などに関する相談、休業や雇用調整などに関 

する相談、事業場内の安全衛生などに関する相談、特別休暇の導入に関する相談 など  
 

【問合せ先電話番号：いずれも松江（0852）】 
●島根労働局：20-7009 ●松江労働基準監督署：31-1165 ●松江公共職業安定所：22-8609 

   

新型コロナウイルス感染症に関連し、各種助成制度が設けられております。詳しくは下記のお問い合わせ先にご

相談ください。 

◆雇用調整助成金の特例措置 
【問合せ先】島根労働局 職業安定部 助成金相談センター（TEL 0852-20-7029） 

      島根労働局 職業安定部 職業対策課（TEL 0852-20-7020） 

    学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター 

（TEL 0120-60-3999） 受付時間 9:00～21:00（土日・祝日含む） 

◆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 
【問合せ先】（テレワークコース）テレワーク相談センター（TEL 0120-91-6479） 

（職場意識改善コース）島根労働局 雇用環境・均等室 企画担当（TEL 0852-20-7007） 

◆小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得に対する助成金 
【問合せ先】島根労働局 雇用環境・均等室 企画担当（TEL 0852-20-7007） 

    学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター 

（TEL 0120-60-3999） 受付時間 9:00～21:00（土日・祝日含む） 

◆小学校等の臨時休業に伴う保護者支援（委託を受けて個人で仕事をする方向け） 
【問合せ先】学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター 

（TEL 0120-60-3999） 受付時間 9:00～21:00（土日・祝日含む） 

特別相談窓口について 

各種助成制度について 

その他のご案内 

 
島根労働局 コロナ 検索 

2020.03.30 



（事業主の方へ）

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

【追加の特例措置の内容】

【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 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が

６か月未満の労働者についても助成対象とします。

② 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、

ア 前回の支給対象期間の満了日から１年を経過していなくても助成対象とし、

イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度

日数までの受給を可能とします（支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません）。

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追加実施します

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。

LL020325企

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。

・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注
量が減ったために事業活動が縮小した場合
・行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、事業活動が縮小した場合
・市民活動が自粛されたことにより、客数が減った場合
・風評被害により観光客の予約キャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減った場合
・労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小
した場合

【雇用調整助成金の経済上の理由の例】

その他、雇用保険の適用事業所であること等の支給要件があります。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。

【その他の支給要件】

③ 令和２年１月24日以降の休業等計画届の事後提出が、令和２年５月31日まで可能です。
④ 生産指標の確認期間を３か月から１か月に短縮しています。（※生産指標の確認は提出が
あった月の前月と対前年同月比で確認します。）

⑤ 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ています。（※生産指標の確認は
提出があった月の前月と令和元年12月と比べます。そのため12月実績は必要となります）

⑥ 最近３か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています。

【既に講じている特例措置の内容】

厚生労働省HP

別添３



◆受給手続き◆

 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。

 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。

（※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 助成率（大企業） 助成率（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 ８，３３０円が上限です。（令和２年３月１日現在）
※ 助成額は、前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定され
る平均賃金額に休業手当支払率を掛け、1日当たりの助成額単価を求めます。

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

◆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。

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額の算定基準の整理にご協⼒ください。

◆支給までの流れ

【通常時】

【計画届

事後提出時】

支
給
・
不
支
給

事
業
の
縮
小

休労
業使
の間
計協
画定

計
画
届

休業等
実施

休業等
実施

計
画
届

支
給
申
請

判定基礎期間
終了後２か月以内

１～３判定基礎期間
（１か月単位で１～３か月）

◆初回の計画届時に必要な書類（休業の場合）※教育訓練、出向の場合は労働局にご確認ください。

休業等実施計画届 休業予定日、規模等を記載。
事業活動の状況に関する申出書
（新型コロナウイルス感染症関係用）

事業縮小の状況を記載。

【添付】労使協定書
・労使協定書
・労働者代表確認書類

【添付】事業所の状況に関する書類
（生産指標は届出前月の数値で確認します。）

・生産指標（売上高等）のわかる書類
・所定労働日、時間や賃金制度等のわかる書類 等

※計画届や申出書の様式は厚生労働省HPからダウンロードできます。◆労使協定で最低限定める事項（休業の場合）
①休業の実施予定時期・日数、②休業の時間数、

③対象となる労働者の範囲及び人数、④休業手当額の算定基準

概ね２か月程度
（目安）
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 令和２年３月２８日 

 

【照会先】 

職業安定局 雇用開発企画課 

課  長：松永 久 

課長補佐：宮本 淳子 

（代表）03-5253-1111(内線 5330) 

（直通）03-3502-1718 

報道関係者各位 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る 
雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について 

 

今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、

雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定です。 

 

 その概要は、別紙のとおりです。別紙の緊急対応期間は本年４月１日から６

月 30 日までとし、詳細については、あらためて公表いたします。 

 

 

【公表資料】 

 

○新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大 

 

・・・別紙 

 

 



新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

特例以外の場合の
雇用調整助成金

新型コロナウイルス感染症特例措置

（参考）リーマンショック時
現行

（一般的な場合）

緊急対応期間

（４月１日から６月30日まで）
感染拡大防止のため、この期間中は

全国で以下の特例措置を実施

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

新型コロナウイルス感染症の影響
を受ける事業主（全業種）

新型コロナウイルス感染症の影響
を受ける事業主（全業種）

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（全業種）

生産指標要件
（3か月10％以上低下）

生産指標要件緩和
（1か月10％以上低下）

生産指標要件緩和
（1か月５％以上低下）

生産指標要件緩和
（３か月５％以上低下）

被保険者が対象 据え置き
雇用保険被保険者でない労働者の

休業も助成金の対象に含める
被保険者が対象

助成率
2/3（中小）1/2（大企業）

据え置き
4/5(中小)、2/3(大企業)

（解雇等を行わない場合は9/10（中小）、
3/4（大企業））

4/5(中小)、2/3(大企業)
（解雇等を行わない場合は9/10（中小）、

3/4（大企業））

計画届は事前提出
計画届の事後提出を認める
（1月24日～5月31日まで）

計画届の事後提出を認める
（1月24日～6月30日まで）

やむを得ないと認められる場合は、
事前に提出があったものとみなす

1年のクーリング期間が
必要

クーリング期間の撤廃 同左 クーリング期間の撤廃

６か月以上の被保険者期間
が必要

被保険者期間要件の撤廃 同左 被保険者期間要件の撤廃

支給限度日数
１年100日、３年150日

同左 同左＋上記対象期間 ３年300日

雇用調整助成金 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、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度

１ 上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行うこととする

２ 教育訓練が必要な被保険者について、教育訓練の内容に応じて、加算額を引上げる措置を別途講じる

別紙



「時間外労働等改善助成金｣のご案内
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークの新規導入や
特別休暇の規定整備に取り組む中小企業事業主を支援します！

中小企業事業主の皆さまへ

厚生労働省

ご利用の流れ、対象事業主の要件 等については裏面をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対策のための

テレワークコース 職場意識改善特例コース

対象事業主

新型コロナウイルス感染症対策と
してテレワークを新規（※）で導入
する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります

新型コロナウイルス感染症対策と
して労働者が利用できる特別休暇
の規定を整備する中小企業事業主

助成対象の
取組

・テレワーク用通信機器の導入・
運用

・就業規則・労使協定等の作成・
変更 等

・就業規則等の作成・変更
・労務管理用機器等の導入・更新

等

主な要件

事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が
１人以上いること

事業実施期間中に新型コロナウイル
スの対応として労働者が利用できる
特別休暇の規定を整備すること

助成の対象
となる事業
の実施期間

令和２年２月１７日～５月３１日

計画の事後提出を可能にし、2月17日以降の取組で交付決定より
前のものも助成対象とします。

支給額
補助率：１／２

１企業当たりの上限額：100万円

補助率：３／４
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進
に資する設備・機器等の経費が30万
円を超える場合は、４／５を助成

上限額：50万円

「時間外労働等改善助成金」（※令和２年４月１日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名
称変更予定）に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例
コースを時限的に設けます。

お問い合わせ先

テレワーク相談センター
https://www.tw-sodan.jp/
電話：０１２０－９１－６４７９
所在地：東京都千代田区神田駿河台１‐８‐11

東京ＹＷＣＡ会館３階

新型コロナウイルス感染症対策の

ためのテレワークコース 職場意識改善特例コース

最寄りの
都道府県労働局雇用環境・均等部
又は雇用環境・均等室

（注）令和2年度の助成は、令和2年度予算が成立した場合の予定の内容であり、
予算が成立しない場合は時期・内容等に変更があり得ます。

別添４
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「交付申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、テレワークコース

はテレワーク相談センターに、職場意識改善特例コースは最寄りの都道府県

労働局雇用環境・均等部（室）に提出（締切は５月２９日（金））

1

取組終了後、テレワークコースはテレワーク相談センターに、
職場意識改善特例コースは最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等

部（室）に支給申請（締切は７月１５日（水））

3

(R2.3)

交付決定
これから取組を実施する場合は、計画に沿って取組を実施
※要件に合致する場合は、２月17日以降交付決定までの取組も助成対象となります。

2

ご利用の流れ対象となる中小企業事業主

中小企業事業主の範囲
ＡまたはＢの要件を満たす企業が中小企業になります

業種
Ａ. 資本または

出資額
Ｂ. 常時使用する

労働者

小売業
(飲食店を含む) 

5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 １億円以下 100人以下

その他の業種 ３億円以下 300人以下

新型コロナウイルス感染症対策のための テレワークコース の助成内容

テレワークの導入に関して、以下の取組をいずれか１つ以上実施してください。取組に
要した費用を助成します。

□

テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
（例）・ｗｅｂ会議用機器

・社内のパソコンを遠隔操作するための
機器、ソフトウェア

・保守サポートの導入
・クラウドサービスの導入
・サテライトオフィス等の利用料 など

※ パソコン、タブレット、スマートフォンの
購入費用は対象となりません

□
就業規則・労使協定等の作成・変更
（例）テレワーク勤務に関する規定の整備

□ 労務管理担当者に対する研修

□ 労働者に対する研修、周知・啓発

□
外部専門家（社会保険労務士など）による
コンサルティング

支給対象となる取組

対象経費 助成額

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、
備品費、機械装置等購入費、委託費

対象経費の合計額 × １／２

（100万円が上限）

支給対象となる取組の実施に要した費用のうち、下の「対象経費」に該当するものについて助成します。
支給額

職場意識改善特例コース の助成内容

新型コロナ感染症対策として休暇の取得促進に向け、以下の取組をいずれか１つ以上実
施してください。取組に要した費用を助成します。支給対象となる取組

□ 就業規則等の作成・変更 □
外部専門家（社会保険労務士など）による
コンサルティング

□ 労務管理担当者・労働者に対する研修 □ 人材確保に向けた取り組み

□ 労務管理用機器の導入・更新 □
労働能率の増進に資する設備・機器の導
入・更新（パソコン等の購入費用は対象となりません）

支給要件
令和２年２月１７日～５月３１日にテレワークを新規で導入し、実際に実施した労働者が
１人以上いること

支給要件 令和２年２月１７日～５月３１日に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特
別休暇の規定を整備すること

対象経費 助成額

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、広告宣伝費、
印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費

対象経費の合計額 × ３／４（５０万円が上限）

※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の
経費が30万円を超える場合は、４／５を助成

支給額 支給対象となる取組の実施に要した費用のうち、下の「対象経費」に該当するものについて助成します。

労働者災害補償保険の適用中小企業事業主
であること

※同一の措置内容については、２つのコースから助成金の支給を受けることはできません。

※令和元年度に交付決定を行ったものは、３月25日（水）までに支給申請



令和２年２月27日から３月31日までの間に
・ 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
・ 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、有給（賃金全額支給）の
休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取得させた事業主に対する助成金
制度を創設します！

事業主の皆様におかれては、本助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の
有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整え
ていただけるようお願いします。

【助成内容】
○ 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

具体的には、対象労働者１人につき、対象労働者の日額換算賃金額（※）×有給休暇の日数により算出した合計額を支給します。
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの（8,330円を超える場合は8,330円）

【申請期間】
○ 令和２年３月18日～６月30日までです。

厚生労働省・都道府県労働局

＊①雇用保険被保険者の方用と、②雇用保険被保険者以外の方用の２種類の様式があります。
＊事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について１度に
まとめて申請をお願いします。

＊詳細は裏面をご参照ください

事業主の皆さまへ

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
（労働者を雇用する事業主の方向け）

新型コロナ 休暇支援 検 索

※ 詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、助成金の相談について電話等で勧誘することはありません。
また、振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話等で問い合わせることはありません。

※ 雇用調整助成金も申請される方は、最寄りの都道府県労働局等でも受け付けますのでご相談ください。

①支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページにて確認ください。

②お問い合わせについては、
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター ※土日・祝日含む

０１２０－６０－３９９９ （受付時間：９：00～21：00）

③申請書の提出は、学校等休業助成金・支援金受付センター（厚生労働省の委託事業者）
に郵送（配達記録が残るもの）してください｡（本社等の所在地により以下の４つに分かれます）

・関東地区 （茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川）

〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2 6階662執務室

・東北、関西、四国、中国地区
（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、

島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知）

〒105-0014 東京都港区芝２-２８-８ 芝二丁目ビル4階

・北陸、中部、九州・沖縄地区
（新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、

宮崎、鹿児島、沖縄）
〒176-6025 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 25階

・北海道地区
〒550-8798 大阪西郵便局私書箱62号

※ 申請書は、厚生労働省HPから印刷して使用して下さい。(印刷できない場合はコールセンターに御連絡下さい。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

別添５



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。

○年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
・対象になります。（ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得
ていただくことが必要です。）

○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。
（助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。）

令和２年３月18日作成

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。

・小学校、義務教育学校の前期課程、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、義務教育学校の後期課程、高等学校（第１
学年から第３学年まで）、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

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

○「臨時休業等」とは

・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。）

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



小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事
ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給します！

【支援の対象となる方】※（1）～（４）のいずれにも該当する方が対象

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

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
（委託を受けて個人で仕事をする方向け）

※厚生労働省HP（新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金）に最新情報を掲載します。

【支援の内容】
○ 令和2年2月27日から3月31日の間において、

就業できなかった日について、1日当たり4,100円（定額）
※春休み等、小学校等が開校する予定のなかった日等を除きます

【申請期間】
○ 令和2年３月１８日から６月３０日までです。

（１）保護者であること

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
があった場合をいいます。
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。）

○ 「臨時休業等」とは

○ 「小学校等」とは

・ 小学校、義務教育学校の前期課程、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、義務教育学校の後期課程、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

（２）①又は②の子どもの世話を行うこと

○ 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、子どもの世話を一時的に補助する親族を含みます。

厚生労働省

令和２年３月18日作成
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令和２年３月●日作成

（３）小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること

（４）小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契
約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと

ここでの業務委託契約等は、発注者から、仕事の委託を受け、業務遂行等に対し
て報酬を支払われることを内容とする契約のことをいいます。
契約書や電子メールなど、何らかの書面等により、発注者からの指定の内容や報

酬が確認できるものが申請には必要となります。

○ 「業務委託契約等」とは

○ 契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと
※ただし、労働者を使用する事業主、雇用保険被保険者、国家公務員又は地方公務員の場合は除きます。

○ 業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっていること
・ 時間や日を基礎として計算されるもの
・ 作業単位や作業個数の単価と実績を基に計算されるもの
など、作業量や成果物により、報酬が算定されるものが該当します。

○ 「業務委託契約等に基づき予定されていた日時」とは
あらかじめ業務委託契約等で示されていた業務を行う日時のことをいいます。
業務量、契約期間などから、業務を行う日が判別できるような場合も含まれます。

※ ただし、上記（２）②の子どもの世話を行うために業務を行うことができなかった場合は、
小学校等の開校日、そもそも休校が予定されていた日であっても、対象になります。

・ 業務従事や業務遂行の態様 （業務の内容 など）
・ 業務の場所 （業務を行う場所や施設 など）
・ 業務の日時 （業務を行う予定の日・時間、開始日と終了日 など）

例

○ 臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結していること

○ 業務を行うことができなかった日が、小学校等の臨時休業等の期間中であっ
て、小学校等の開校日、そもそも休校が予定されていた日（休校日、春休み等）で
はないこと

○ 契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、
発注者から一定の指定を受けていること

◎ 支給要件、申請等の手続のお問い合わせについては、
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター ※土日・祝日含む
０１２０－６０－３９９９ （受付時間：９：00～21：00）

◎ 申請書の提出は、学校等休業助成金・支援金受付センター（厚生労働省の委託事業者）
に郵送（配達記録が残るもの）してください。

※ 提出先は、申請者の住所地（都道府県）により異なりますので、詳細は厚生労働省HPでご確認ください。
※ 申請書は、厚生労働省HPから印刷して使用して下さい。(印刷できない場合はコールセンターに御連絡下さい。)
〈支援金HP〉 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
※ 詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、個人の方に個人情報を電話で問い合わせたり、
支援金の相談について電話等で勧誘することはありません。

※ 収入の減少等により、当面の生活費が必要な方は、社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金貸付
制度」の特例もご活用ください。

臨時休業 個人委託 検 索

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html
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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 19 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 雇用調整助成金の特例措置 

問１）そもそも雇用調整助成金とはどのようなものでしょうか。 

問２）今回の特例措置の趣旨・目的について教えてください。また、どのような特例があ

るのでしょうか。 

問３）雇用調整助成金は、外国人の方を雇用する事業主も対象になりますか。 

 

４ 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感染症に関連して労働者を休業させ、休業手当の支払いが不要

である場合について、労働者に対する賃金の支払いは不要でしょうか。 

問７）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８）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。 

別添７ 
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問９）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 10）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 11）労働者を休ませる場合の措置（休業手当、年次有給休暇など）は、外国人を雇用し

ている場合でも適用されますか。 

問 12）問 10 の小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援は、外国人を雇用する事

業主にも対象になりますか。 

問 13）保育所に子どもを入所させる予定だった労働者が、市区町村等から当該保育所への

登園自粛の要請を受けたため、当面子どもを保育所に預けないこととなりました。こうし

た場合、育児休業の延長を認めなければならないでしょうか。 

問 14）保育所に子どもを入所させる予定だった労働者が、市区町村等からの登園自粛の要

請は受けていないものの、感染防止のために自主的に子どもを保育所に預けないこととし

ました。こうした場合、育児休業の延長を認めなければならないでしょうか。 

 

５ 労働時間（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。 

 

６ 安全衛生 

問１）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２）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３）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。 
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７ 労災補償 

問１）労働者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、労災保険給付の対象となりま

すか。 

 

８ その他 

問１）職場での嫌がらせなどへの対応はどうすればよいでしょうか。 

問２）今春から就職が決まっている新卒内定者の内定を取り消したり、入社してすぐに休

ませてもいいでしょうか。 
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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 28「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#Q28 

 

 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 

上記のフリーダイヤルがつながらない場合には、以下の番号でも受け付けます。（５月 31 日

まで） 

TEL：03-5577-4724、03-5577-4734 

ただし、通信料は発信者負担になりますので、ご留意いただきますようお願いいたします。 

Mail：sodan@japan-telework.or.jp 
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 ■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 

 

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、３月９日（月）より申請の

受付を開始しました。 

 

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース 

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 雇用調整助成金の特例措置 

＜雇用調整助成金について＞ 
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問１）そもそも雇用調整助成金とはどのようなものでしょうか。 

答１）景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わ

ざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向（以下、「休業

等」といいます。）を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を

助成するものです。 

  詳細は、こちらを参照してください。 

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

pageL07.html 
 

＜特例措置の趣旨・目的＞ 

問２）今回の特例措置の趣旨・目的について教えてください。また、どのような特例がある

のでしょうか。 

答２）今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動が急激に縮小する事業所が

生じています。 

  また、新型コロナウイルス感染症による影響が広範囲にわたり、長期化することが懸念

されます。このため、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀な

くされた事業主を対象に、雇用調整助成金の支給要件を緩和する特例措置を設けました。

このことにより、通常よりも幅広く、労働者の雇用の維持を行った事業主が、この助成金

を受給できるようにしています。 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例は以下のとおり実施しています。 

① 令和２年１月 24 日以降の休業等計画届の提出を可能とします。 

② 生産指標の確認期間を３か月から１か月に短縮します。 

③ 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も助成対象とし

ます。 

④ 最近３か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。 

詳細は、こちらを参照してください。 

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

pageL07.html 

 

＜外国人を雇用する事業主について＞ 

問３）雇用調整助成金は、外国人の方を雇用する事業主も対象になりますか。 

答３）支給要件を満たす事業主であれば、雇用保険被保険者である従業員の国籍は問いませ

ん。 

 

４ 労働者を休ませる場合の措置（休業手当、特別休暇など） 

＜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
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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。 

また、労働基準法においては、平均賃金の 100 分の 60 までを支払うことが義務付けら

れていますが、労働者がより安心して休暇を取得できる体制を整えていただくためには、

就業規則等により各企業において、100 分の 60 を超えて（例えば 100 分の 100）を支払

うことを定めていただくことが望ましいものです。この場合、支給要件に合致すれば、雇

用調整助成金の支給対象になります。 

※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）
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問 28「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#Q28 

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。 

 

＜休業手当の支払いが不要な場合の賃金＞ 

問６）新型コロナウイルス感染症に関連して労働者を休業させ、休業手当の支払いが不要で

ある場合について、労働者に対する賃金の支払いは不要でしょうか。 

答６）そもそも、事業主は、その雇用する労働者のうち、特に配慮を必要とする方について、

その事情を考慮して対策を行う等して労働条件の改善に努めなければならないもので
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あり、これは新型コロナウイルス感染症に関連して労働者に休んでいただく場合も同様

です。 

そのため、新型コロナウイルス感染症に関連して労働者を休業させ、労働基準法の休

業手当の支払いが不要である場合についても、労使の話し合いのうえ、就業規則等によ

り休業させたことに対する手当を支払うことを定めていただくことが望ましいもので

す。    

なお、このような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場

合の手続については、問９「特別休暇の導入の手続」をご覧ください。 

また、一般的には、現状において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止が強く求め

られる中で、事業主が自主的に休業し、労働者を休業させる場合については、経済上の

理由により事業の縮小を余儀なくされたものとして、雇用調整助成金の助成対象となり

得ます。 

 

＜年次有給休暇と病気休暇の取り扱い＞ 

問７）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７）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８）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８）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９）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９）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。 
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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/000604422.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、３月９日

（月）より申請の受付を開始しました。 

 

職場意識改善特例コース 

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

n/syokubaisiki.html 

 

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 10）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 10）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、2/27～3/31 の間に従業員（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）を助成します。 

詳細はこちら→ 
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/

pageL07_00002.html 

 

リーフレット「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」 

https://www.mhlw.go.jp/content/000605881.pdf 

 

＜外国人の労働者に対する労働基準法の適用＞ 

問 11）労働者を休ませる場合の措置（休業手当、年次有給休暇など）は、外国人を雇用して

いる場合でも適用されますか。 

答 11）労働基準法の適用があるか否かに、外国人であるかは関係ありません。外国人の方で

あっても、労働基準法の労働者に当たる場合は、一定の要件を満たす場合には、労働基

準法における休業手当の支払いを行っていただくとともに、労働者が年次有給休暇を請

求した場合においては、原則として、労働者が請求する時季に与えなければならないも

のです。 

なお、使用者においては、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。 

 

＜外国人労働者に対する適用＞ 

問 12）問 10 の小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援は、外国人を雇用する事業

主にも対象になりますか。 

答 12）事業主に雇用される労働者であれば外国人についても適用されます。 

 

＜保育所への登園自粛を要請された場合の育児休業の延長＞ 

問 13）保育所に子どもを入所させる予定だった労働者が、市区町村等から当該保育所への

登園自粛の要請を受けたため、当面子どもを保育所に預けないこととなりました。こう

した場合、育児休業の延長を認めなければならないでしょうか。 

答 13） 

＜子どもが１歳までの場合＞ 

 現在育児休業中の労働者から申出があった場合、事由を問わず育児休業の終了予定日

の繰下げ変更（最長１歳まで（※１））を認める必要があります（※２、３）。なお、繰

下げ変更後の休業期間についても育児休業給付金は支払われます。 

 また、育児休業から一度復帰している方から再度の休業の申出があった場合も、休業

（最長１歳まで（※１））を認める必要があります。なお、再度の休業期間についても育

児休業給付金は支払われます。 

（※１）両親がともに育児休業をする場合、一定の要件を満たせば最長１歳２か月まで

（パパ・ママ育休プラス） 

（※２）１歳から１歳６か月までの休業、１歳６か月から２歳までの休業それぞれにつ
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いても同様に繰り下げ変更を認める必要。 

（※３）繰下げ変更の申出は１か月前となっているが、申出が直前になった場合でも、

繰下げ変更を認めることは可能。 

 

＜子どもが１歳又は１歳６か月になるときの場合＞ 

 子どもが１歳又は１歳６か月になるときに、引き続き育児休業をしたい旨労働者から

申出があった場合、育児休業（１歳からの休業は最長１歳６か月まで又は１歳６か月か

らの休業は最長２歳まで）を認める必要があります。なお、引き続き休業した期間につ

いても育児休業給付金は支払われます。 

 

このほか、労使の話し合いにより、例えば子どもが２歳以上の場合などについても独

自に休業を認めることは差し支えありません。なお、こうした法を上回る対応により認

められた休業期間については、育児休業給付金は支払われないためご留意ください。 

労働者の雇用が継続されるよう、柔軟なご対応をお願い致します。 

 

（参考）育児・介護休業法に基づく育児休業の要件 

 ○育児休業をすることができるのは、原則として子が１歳に達する日までです。 

 ○子が１歳に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が１歳に達する日

の翌日から１歳６か月に達する日までの期間について、育児休業をすることができ

ます。 

  ①子が１歳に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合 

  ②保育所に入所できない等、１歳を超えても休業が特に必要と認められる場合 

 ○さらに、子が１歳６か月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が

１歳６か月に達する日の翌日から子が２歳に達する日まで育児休業をすることが

できます。 

  ①子が１歳６か月に達する日において、労働者又は配偶者が育児休業をしている場 

   合 

  ②保育所に入所できない等、１歳６か月を超えても休業が特に必要と認められる場 

   合 

 

＜自主的に保育所への登園を自粛した場合の育児休業の延長＞ 

問 14）保育所に子どもを入所させる予定だった労働者が、市区町村等からの登園自粛の要

請は受けていないものの、感染防止のために自主的に子どもを保育所に預けないことと

しました。こうした場合、育児休業の延長を認めなければならないでしょうか。 

 

答 14） 

＜子どもが１歳までの場合＞ 

 現在育児休業中の労働者から申出があった場合、事由を問わず育児休業の終了予定日
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の繰下げ変更（最長１歳まで（※１））を認める必要があります（※２、３）。なお、繰

下げ変更後の休業期間についても育児休業給付金は支払われます。 

 また、育児休業から一度復帰している方から再度の休業の申出があった場合には、再

度の休業を認める必要はありませんが、各企業において独自に再度の休業を認めること

は差し支えありません。なお、こうした法を上回る対応により認められた休業期間につ

いては、育児休業給付金は支払われないためご留意ください。 

（※１）両親がともに育児休業をする場合、一定の要件を満たせば最長１歳２か月まで

（パパ・ママ育休プラス） 

（※２）１歳から１歳６か月までの休業、１歳６か月から２歳までの休業それぞれにつ

いても同様に繰り下げ変更を認める必要。 

（※３）繰下げ変更の申出は１か月前となっているが、申出が直前になった場合でも、

繰下げ変更を認めることは可能。 

 

＜子どもが１歳又は１歳６か月になるときの場合＞ 

 子どもが１歳又は１歳６か月になるときに、引き続き育児休業をしたい旨労働者から

申出があった場合、申出を認める必要はありませんが、各企業において独自に休業を認

めることは差し支えありません。なお、こうした法を上回る対応により認められた休業

期間については、育児休業給付金は支払われないためご留意ください。 

 

このほか、労使の話し合いにより、例えば子どもが２歳以上の場合などについても独

自に休業を認めることは差し支えありません。なお、こうした法を上回る対応により認

められた休業期間については、育児休業給付金は支払われないためご留意ください。 

労働者の雇用が継続されるよう、柔軟なご対応をお願い致します。 

 

（参考）育児・介護休業法に基づく育児休業の要件 

○育児休業をすることができるのは、原則として子が１歳に達する日までです。 

○子が１歳に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が１歳に達する日

の翌日から１歳６か月に達する日までの期間について、育児休業をすることができ

ます。 

①子が１歳に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合 

②保育所に入所できない等、１歳を超えても休業が特に必要と認められる場合 

○さらに、子が１歳６か月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が

１歳６か月に達する日の翌日から子が２歳に達する日まで育児休業をすることが

できます。 

①子が１歳６か月に達する日において、労働者又は配偶者が育児休業をしている場 

 合 

②保育所に入所できない等、1歳６か月を超えても休業が特に必要と認められる場 

 合 
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５ 労働時間（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。 

 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
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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。 

 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。 

また、例えば、新型コロナウイルスの感染・蔓延を防ぐために必要なマスクや消毒液

等を緊急に増産する業務についても、原則として同項の要件に該当するものと考えられ

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。 
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（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。 

 

６ 安全衛生 

＜就業禁止の措置＞ 

問１）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１）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２）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２）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
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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令和２年５月末までの間、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、第 44 条に

基づく定期健康診断、第 45 条に基づく特定業務従事者の健康診断など、労働安全衛生法

第 66 条第１項に基づく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令和２年５月末までに限

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３）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３）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、令和２年５月

末までの間、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

況を踏まえた令和２年５月末までに限られた対応となりますので、ご注意ください。 

 

７ 労災補償 

問１）労働者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、労災保険給付の対象となりま

すか。 

答１）業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付

の対象となります。 

詳しくは、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください 

  労働局・労働基準監督署一覧 

  https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 

 

８ その他 

＜職場のいじめ・嫌がらせ＞ 

問１）職場での嫌がらせなどへの対応はどうすればよいでしょうか。 
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答１）新型コロナウイルスへの感染や、新型コロナウイルスに関連して労働者が休暇を取得

したこと等コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせが行われることのないようご留意

いただき、労働者に周知・啓発する、適切な相談対応を行うなど、必要な対応を徹底して

いただくようお願いします。 

 

＜新卒の内定者について＞ 

問２）今春から就職が決まっている新卒内定者の内定を取り消したり、入社してすぐに休ま

せてもいいでしょうか。 

答２）新卒の採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理

的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消は無効となります。

事業主は、このことについて十分に留意し採用内定の取り消しを防止するため、最大限の

経営努力を行う等あらゆる手段を講ずるようにするとともに、まずはハローワークにご連

絡ください。 

  また、新入社員を自宅待機等休業させる場合には、当該休業が使用者の責めに帰すべき

事由によるものであれば、使用者は、労働基準法第 26 条により、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。 
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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 25 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。 

問５）労働基準法における休業手当や年次有給休暇などは、外国人の労働者にも適用され

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 労災補償 

問１）労働者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、労災保険給付の対象となりま

すか。 

 

５ 健康保険法等における傷病手当金 

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、傷病手当金は支払われます

か。 

 

６ 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。 

別添８ 
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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。 

問４）問２の小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援は、外国人にも適用されま

すか。 

問５）今春から就職が決まっている新卒の内定者ですが、内定取り消し等が不安です。 

問６）保育所に子どもを入所させて復職する予定でしたが、市区町村等からその保育所へ

の登園自粛の要請を受けたため、当面子どもを保育所に預けないこととしました。 

こうした場合、育児休業の延長ができるのでしょうか。 

問７）保育所に子どもを入所させて復職する予定でしたが、市区町村等からの登園自粛の

要請は受けていないものの、感染防止のために自主的に子どもを保育所に預けないことと

しました。こうした場合、育児休業の延長ができるのでしょうか。 

 

（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 
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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 28「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#Q28 

 

  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。 
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＜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。 

 

＜外国人の労働者に対する労働基準法の適用＞ 

問５）労働基準法における休業手当や年次有給休暇などは、外国人の労働者にも適用されま

すか。 

答５）労働基準法の適用があるか否かに、外国人であるかは関係ありません。外国人の方で

あっても、労働基準法の労働者に当たる場合は、一定の要件を満たせば、労働基準法に

おける休業手当の支払い対象になるとともに、年次有給休暇を取得していただくことが

できます。 

 

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、
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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 労災補償 

問１）労働者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、労災保険給付の対象となりま

すか。 

答１）業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付

の対象となります。 

詳しくは、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。 

  労働局・労働基準監督署一覧 

  https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 

 

５ 健康保険法等における傷病手当金 
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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、傷病手当金は支払われます

か。 

答１）新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のため労務に服することができない

方については、他の疾病に罹患している場合と同様に、被用者保険に加入されている方

であれば、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に相当する金額が、傷病手当

金として支給されます。 

なお、労務に服することが出来なかった期間には、発熱などの症状があるため自宅療

養を行った期間も含まれます。また、やむを得ず医療機関を受診できず、医師の意見書

がない場合においても、事業主の証明書により、保険者において労務不能と認められる

場合があります。 

また、国民健康保険に加入する方については、市町村によっては、条例により、新型

コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合がありま

す。具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者にご確認ください。 

 

６ 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、2/27～3/31 の間に従業員（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）を助成します。 

詳細はこちら→ 
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pa

geL07_00002.html 

 

リーフレット「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」 

  https://www.mhlw.go.jp/content/000604068.pdf 

 

 また、お子様の一時預かり先などをお探しの皆さまには各市町村で以下のようなサポー

トがあります。詳しくはお住まいの市町村の子ども・子育て支援担当部局にお問い合わせ

ください。 

  

 リーフレット「お子様の一時預かり先などをお探しの皆さまへ」 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000604069.pdf 

 

＜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。 

 

＜外国人労働者に対する適用＞ 

問４）問２の小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援は、外国人にも適用されます

か。 

答４）事業主に雇用される労働者であれば外国人についても適用されます。 

 

＜新卒の内定者について＞ 

問５）今春から就職が決まっている新卒の内定者ですが、内定取り消し等が不安です。 

答５）新卒の採用内定者について、労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に

合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消は無効とな

ります。厚生労働省としては、事業主に対して、このことについて十分に留意し採用内

定の取り消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずるように

お願いしているところです。 
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もし、内定が取り消されそう、内定の取り消しの通知がなされたときは、ハローワー

クにご相談ください。 

  また、新入社員が、労働契約の始期が到来した後に自宅待機等休業になった場合に

は、当該休業が使用者の責めに帰すべき事由によるものであれば、使用者は、労働基準

法第 26 条により、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。 

 

＜育児休業から復職予定だったが、保育所への登園自粛を要請された場合等の育児休業の

延長＞ 

問６）保育所に子どもを入所させて復職する予定でしたが、市区町村等からその保育所へ

の登園自粛の要請を受けたため、当面子どもを保育所に預けないこととしました。こう

した場合、育児休業の延長ができるのでしょうか。 

答６） 

＜子どもが１歳までの場合＞ 

 現在育児休業中であれば、事由を問わず、１回に限り育児休業の終了予定日の繰下

げ変更（最長１歳まで（※１））を申し出ることができます（※２）。法令上は１か月

前までに申し出ることとなっていますが、労使で十分に話し合ってください。 

 また、育児休業から一度復帰している場合も、再度の育児休業（最長１歳まで（※

１））を申し出ることができます。 

 （※１）両親がともに育児休業をする場合、一定の要件を満たせば最長１歳２か月まで

（パパ・ママ育休プラス） 

 （※２）１歳から１歳６か月までの休業、１歳６か月から２歳までの休業それぞれにつ

いても同様に繰下げ変更の申出が可能。 

 

＜子どもが１歳又は１歳６か月になるときの場合＞ 

 子どもが１歳又は１歳６か月になるときに、引き続き育児休業をしたい場合には、

１歳からの休業であれば最長１歳６か月まで、１歳６か月からの休業であれば最長２

歳までの育児休業を申し出ることできます。 

 

 

 これらのいずれの場合についても、事業主は、労働者からの申出を拒むことはでき

ません。また、育児休業給付金は支払われます。 

 

（参考）育児・介護休業法に基づく育児休業の要件 

 ○育児休業をすることができるのは、原則として子が１歳に達する日までです。 

 ○子が１歳に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が１歳に達する日

の翌日から１歳６か月に達する日までの期間について、育児休業をすることができ

ます。 
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  ①子が１歳に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合 

  ②保育所に入所できない等、１歳を超えても休業が特に必要と認められる場合 

 ○さらに、子が１歳６か月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が

１歳６か月に達する日の翌日から子が２歳に達する日まで育児休業をすることがで

きます。 

  ①子が 1歳６か月に達する日において、労働者又は配偶者が育児休業をしている場 

   合 

   ②保育所に入所できない等、１歳６か月を超えても休業が特に必要と認められる場 

    合 

 

＜自主的に保育所への登園を自粛した場合の育児休業の延長＞ 

問７）保育所に子どもを入所させて復職する予定でしたが、市区町村等からの登園自粛の

要請は受けていないものの、感染防止のために自主的に子どもを保育所に預けないこと

としました。こうした場合、育児休業の延長ができるのでしょうか。 

答７） 

  現在育児休業中であれば、事由を問わず１回に限り育児休業の終了予定日の繰下げ変

更（最長１歳まで（※））を申し出ることができます。法令上は１か月前までに申し出る

こととなっていますが、労使で十分に話し合ってください。 

  事業主は、労働者からの申出を拒むことはできません。 

  なお、繰下げ変更後の休業期間についても育児休業給付金は支払われます。 

 （※）両親がともに育児休業をする場合、一定の要件を満たせば最長１歳２か月まで

（パパ・ママ育休プラス） 

 

  なお、育児休業から一度復帰している場合の再度の育児休業や、子が１歳又は１歳６

か月になるときの引き続いての育児休業については、育児・介護休業法上の要件を満た

さないため、申し出ることはできません。 

 

 

（参考）育児・介護休業法に基づく育児休業の要件 

 ○育児休業をすることができるのは、原則として子が１歳に達する日までです。 

 ○子が１歳に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が１歳に達する日の

翌日から 1歳６か月に達する日までの期間について、育児休業をすることができま

す。 

  ①子が 1歳に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合 

  ②保育所に入所できない等、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合 

 ○さらに、子が１歳６か月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が１

歳６か月に達する日の翌日から子が２歳に達する日まで育児休業をすることができま

す。 
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  ①子が 1歳６か月に達する日において、労働者又は配偶者が育児休業をしている場合 

  ②保育所に入所できない等、1歳６か月を超えても休業が特に必要と認められる場合 

 

 



 

 

 

 

 

「時間外労働・休日労働に関する協定届（いわゆる「36 協定届」）」や「１年

単位の変形労働時間制に関する協定届」、「就業規則」等の届出については、毎

年、３月の年度末から４月の年度初めまでの間、労働基準監督署の受付窓口が

来庁される方でたいへん混雑いたします。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、県内の労働基準監督

署では、 

・職員に対する手洗い、マスクの着用の徹底 

・アルコール消毒液の設置 

・体調がすぐれない職員の休暇取得 

等の対策を講じ、 感染症の感染防止に努めておりますが、36 協定届等の届

出に当たっては、労働基準監督署への郵送や電子申請をぜひご活用ください。 

なお、郵送による届出については、届出内容等に問題がなければ、労働基準

監督署に到達した日をもって受理いたします。 

また、事業場の控えが必要な場合には、届出書類のほかに、事業場の控えの

書類と切手を貼付した返信用封筒を同封してください。なお、事業場への返信

までに２週間程度要する場合がありますので、ご承知ください。 

 

＜36協定届等の届出先について＞ 

労働基準監督署名 所在地 管轄区域 

松江労働基準監督署 

〒690-0841 松江市向島町 134 番 10 

松江地方合同庁舎 2 階 

Tel : 0852-31-1165 

松江市・安来市・雲南市

（大東町、加茂町、木次

町）・仁多郡・隠岐郡 

松江労働基準監督署 

隠岐の島駐在事務所 

〒685-0016 隠岐郡隠岐の島町城北町

55 番地 隠岐の島地方合同庁舎 1 階 

Tel : 08512-2-0195 

隠岐郡 

出雲労働基準監督署 

〒693-0028 出雲市塩冶善行町13番地

3 出雲地方合同庁舎 4 階 

Tel : 0853-21-1240 

出雲市・大田市・雲南市

（三刀屋町、吉田町、掛合

町）・飯石郡  

浜田労働基準監督署 
〒697-0026 浜田市田町 116-9 

Tel : 0855-22-1840 
浜田市・江津市・邑智郡 

益田労働基準監督署 

〒698-0027 益田市あけぼの東町 4-6 

益田地方合同庁舎 3 階 

Tel : 0856-22-2351 

益田市・鹿足郡 

年度末・年度初めにおける 36 協定届等の届出について 

～ 監督署への郵送や電子申請をぜひご活用ください ～ 

島根労働局労働基準部監督課からのお知らせ 

別添９－１ 



 



○ インターネット上の様式に必要事項を入力し、電子署名を付してクリックするだけで手続ができます。
○ 大量の書類への記入も、電子申請ならデータでスマートに処理できます。

○ マイナンバーカードや住民基本台帳カード（以下「マイナンバーカードなど」といいます）を使うと、
電子証明書の取得の手間や費用がかかりません。

※ ＩＣカードリーダライタ（マイナンバーカードなどを読み込む機器）などが別途必要です。
○ 労働基準法や最低賃金法に基づく届出や申請について、社労士が提出代行を行う場合、提

出代行に関する証明書をPDF形式で添付することにより、使用者の電子署名及び電子証明書を
省略することができます。

○ 労働基準法や最低賃金法に定められた手続については、電子政府の総合窓口「e-Gov」から
電子申請が利用できます。

※ e-Gov電子申請システムはパソコンからのみご利用いただけます。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

労働基準監督署の窓口に来なくても手続可能です

導入も簡単です

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、

「３６協定届」や「就業規則の届出」
などの届出は、

電子申請を利用しましょう！
36協定の届出等により、 ３月の労働基準監督署の受付窓口は、来庁者で混み合うこと
が予想されます。
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、窓口での届出・申請は避け、電子申請を利用
することを推奨します。電子申請が直ちに利用できない場合は郵送による届出も可能です。

労働基準法に定められた届出など
●時間外・休日労働に関する協定届（36協定届）
●就業規則の届出
●１年単位の変形労働時間制に関する協定届 など

最低賃金法に定められた届出など ●最低賃金の減額特例許可の申請 など

簡単・スマートに申請可能です

令和２年３月から、36 協定・就業規則の本社一括届出の手続方式が変更され、
36協定は最大30,000事業場、就業規則は最大2,500事業場について一度に申
請可能になりました。
※ 申請ファイルには、ファイル数99個、１ファイル50MB、総容量99MBの上限があります。

電子申請の具体的な利用方法は裏面をご確認ください
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②：各届出などに関するお問い合わせ先
労働基準法などに基づく届出などについてご不明な点があれば、都道府県労働局または労働基準監督署にご
相談ください。
○ 【都道府県労働局及び労働基準監督署の連絡先等】
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

①：事前準備や操作方法などに関するお問い合わせ先
電子政府利用支援センター
■電話番号：050-3786-2225 (050ビジネスダイヤル) 

050-3822-3345 (通話料金はご利用の回線により異なります。) 
■受付時間：4～7月 平日 午前9時から午後7時まで

土日祝日 午前9時から午後5時まで
8～3月 平日・土日祝日 午前9時から午後5時まで

④：労働基準法などの手続に関する電子申請についてのホームページ
労働基準法などの手続に関する電子申請については、以下の厚生労働省ホームページにマニュアル、解説、
関連する通達などを掲載していますので、ご参照ください。
○ ホームページは「労基法等 電子」で検索！ ⇒
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html
○ 【厚生労働省ホームページの進み方】
「ホーム」 > 「政策について」 >「分野別の政策一覧」 > 「雇用・労働」 > 「労働基準」

> 「事業主の方へ」 > 「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について」

労基法等 電子労基法等 電子 検索

③：電子申請の手続きや事前準備
電子申請やその事前準備は、電子政府の総合窓口 「 e-Gov（イーガブ）」でご利用いただけます。
https://www.e-gov.go.jp/

（R２．３）

「e-Gov電子申請」
をクリック

電子政府の総合窓口「e-Gov
（イーガブ）」のホームページか
ら電子申請が利用できます。
○ ホームページは

⇒

を検索してください。

e-Gov 検索

電子申請の利用には事前準備が必要です。詳しくは、 を検索してください。e-Gov 事前準備 検索

電子申請の方法

電子申請に関してご不明な点については、以下の問合せ先にご相談ください。



新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。空気感染は起

きていないと考えられていますが、閉鎖した空間・近距離での多人数の会話

等には注意が必要です。

新型コロナウイルスを防ぐには

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。

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、できるだけ人込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。

感染しても軽症であったり、治る例も多いですが、季節性インフルエンザと

比べ、重症化するリスクが高いと考えられます。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。
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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25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/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html


＜感染経路の特徴＞

◆これまでに国内で感染が明らかになった方のうちの８割の方は、他の人に
感染させていません。
◆一方、スポーツジム、屋形船、ビュッフェスタイルの会食、雀荘、スキーの
ゲストハウス、密閉された仮設テントなどでは、一人の感染者が複数に感染
させた事例が報告されています。

このように、集団感染の共通点は、特に、

「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特定

多数の人が接触するおそれが高い場所」です。

感染拡大を防ぐために

新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために

国内では、散発的に小規模に複数の患者が発生している例がみられます。
この段階では、濃厚接触者を中心に感染経路を追跡調査することにより感染
拡大を防ぎます。

今重要なのは、今後の国内での感染の拡大を最小限に抑えるため、

小規模な患者の集団（クラスター）が次の集団を生み出すことの防止です。

※「小規模患者クラスター」とは

感染経路が追えている数人から数十人規模の患者の集団のことです。

国民の皆さまへのお願い

◇ 換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まる
ことを避けてください。

◇ イベントを開催する方々は、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、その開催

の必要性について検討するとともに、開催する場合には、風通しの悪い空間
をなるべく作らないなど、イベントの実施方法を工夫してください。

これらの知見は、今後の疫学情報や研究により変わる可能性がありますが、現時点で最善と
考えられる注意事項をまとめたものです。

厚生労働省では、クラスターが発生した自治体と連携して、クラスター発生の早期探知、専門
家チームの派遣、データの収集分析と対応策の検討などを行っていくため、国内の感染症の専
門家で構成される「クラスター対策班」を設置し、各地の支援に取り組んでいます。

令和2年3月1日版
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（一般社団法人日本環境感染学会とりまとめを一部改変）令和2年３月１日版

ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合

家庭内でご注意いただきたいこと
～８つのポイント～

個室にしましょう。食事や寝るときも別室としてください。
・子どもがいる方、部屋数が少ない場合など、部屋を分けられない場合には、少なくとも
2m以上の距離を保ったり、仕切りやカーテンなどを設置することをお薦めします。
・寝るときは頭の位置を互い違いになるようにしましょう。

ご本人は極力部屋から出ないようにしましょう。
トイレ、バスルームなど共有スペースの利用は最小限にしましょう。

部屋を分けましょう

 心臓、肺、腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、
妊婦の方などが感染者のお世話をするのは避けてください。

感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

使用したマスクは他の部屋に持ち出さないでください。
マスクの表面には触れないようにしてください。マスクを外
す際には、ゴムやひもをつまんで外しましょう。

マスクを外した後は必ず石鹸で手を洗いましょう。
（アルコール手指消毒剤でも可）

※マスクが汚れたときは、すぐに新しい清潔な乾燥マスクと交換。
※マスクがないときなどに咳やくしゃみをする際は、ティッシュ等で口と鼻を覆う。

マスクをつけましょう

こまめに石鹸で手を洗いましょう、アルコール消毒をしま
しょう。洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにし
てください。

こまめに手を洗いましょう

裏面へ
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定期的に換気してください。共有スペースや他の部屋も窓を開
け放しにするなど換気しましょう。

換気をしましょう

共用部分（ドアの取っ手、ノブ、ベッド柵など）は、薄めた市販
の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きしましょう。
・物に付着したウイルスはしばらく生存します。
・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し、使用量の
目安に従って薄めて使ってください（目安となる濃度は0.05%です（製品の濃度が6%の
場合、水3Lに液を25mlです。））。

トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤ですすぎ、家庭用消
毒剤でこまめに消毒しましょう。
・タオル、衣類、食器、箸・スプーンなどは、通常の洗濯や洗浄でかまいません。
・感染者の使用したものを分けて洗う必要はありません。

 洗浄前のものを共用しないようにしてください。
・特にタオルは、トイレ、洗面所、キッチンなどでは共用しないように注意しましょう。

手で触れる共有部分を消毒しましょう

体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う際は、手袋とマスク
をつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し完全に乾かしてくだ
さい。
・糞便からウイルスが検出されることがあります。

汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう

鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に
出すときは密閉して捨ててください。その後は直ちに石鹸で手
を洗いましょう。

ゴミは密閉して捨てましょう

 ご本人は外出を避けて下さい。
 ご家族、同居されている方も熱を測るなど、健康観察を
し、不要不急の外出は避け、特に咳や発熱などの症状が
あるときには、職場などに行かないでください。


