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新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る山梨県職員行動規範 

                                              

令和 3年７月７日 

（令和３年１１月２６日改訂）                                              

山   梨   県 

 

県の感染状況を踏まえ、知事は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９

項に基づき、新型コロナウイルス感染拡大防止対策への協力を要請している。これを踏

まえ、山梨県職員は、次の行動規範を遵守すること。 

 

 1 所属長に求められる行動 

 

(1) 所属職員の健康状態の把握と報告 

   ア 所属長は、毎朝、様式１（健康観察シート）により、所属全職員の体温、呼吸器 

症状、その他体調不良の有無を確認すること。 

報告様式：様式１健康観察シート（山梨県職員安全衛生管理規程に準拠）   

イ 所属長は、所属職員に発熱、咳、咽頭痛、倦怠感といった風邪症状がある場合や 

職員の同居家族、友人等に陽性が判明した場合には、所属職員に必ず所属への報告、 

相談を怠らないよう周知徹底するとともに、所属職員からの報告等に備え、所属と 

しての情報の伝達経路の再確認を行うこと。 

ウ 所属長は、所属職員の体調や症状、職場における感染防止対策について、判断が 

付き難い場合には、職員厚生課健康管理担当に相談すること。 

 エ 庁舎内に執務室を置いて活動する団体を所管する所属長は、当該団体に対し、庁 

舎内で業務に従事する従業員の健康状態について、アに準じて把握するとともに、 

当該従業員がＰＣＲ検査を受検する場合等において、直ちに報告するよう、予め協 

力を要請しておくこと。 

オ エの報告を受けた所属長は、直ちに職員厚生課健康管理担当に報告すること。 

  

 (2) 所属職員が新型コロナウイルス検査を受けることになった場合の対応 

ア 所属長は、所属職員が新型コロナウイルス検査（PCR検査や抗原検査等）を受け 

る場合には、直ちに様式２及び様式３により、職員厚生課健康管理担当に報告する 

こと。なお、検査結果が夜間・土日・祝日の場合、職員厚生課健康管理担当が必ず 

連絡が取れる職員の氏名と連絡先を様式に記載の上、報告すること。 

  報告様式：様式２及び３ （山梨県職員安全衛生管理規程に準拠）   

参考：山梨県新型コロナウイルス対応フロー R3１１２６改訂     

      参考：新型コロナ感染者発生時の対応等について R3１１２６改訂     

イ 所属長は、所属において、他に体調不良者がいないか直ちに確認すること。 

ウ 所属長は、受検職員の発症 2日前（発熱や咳、咽頭痛などの症状が出た日を０日 

とし、その２日前）からの勤務状況、所属職員との接触状況を確認し、様式２の感

染対策確認項目に基づき感染予防対策が適切であったか点検すること。 

エ 所属長は、様式２の感染対策項目が満たされていない場合において、職員厚生課 

健康管理担当の指示に従い、受検職員と発症２日前から接触があった職員のうち、 

必要と認める職員については、検査結果が判明するまでの間、会議への参加や外部と

の対応を中止させること、または自宅で待機させること。 

https://gw-portal.webap.local/cgi-bin/dneo/zinfo.cgi?cmd=infortedispattach&fno=1&filename=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BCR30528%E6%94%B9%E8%A8%82.pptx&mimetype=application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
https://gw-portal.webap.local/cgi-bin/dneo/zinfo.cgi?cmd=infortedispattach&fno=1&filename=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BCR30528%E6%94%B9%E8%A8%82.pptx&mimetype=application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
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オ 所属長は、執務室内及び共有して使用する場所（会議用テーブル・イス・トイレ 

のドアノブや手すり等）、物品（コピー機・ポット・冷蔵庫等）の消毒を行うこと。 

 

(3) 職員の検査後の対応 

ア 検査結果が陰性の場合 

（ア） 所属長は、受検職員に発熱や風邪症状等がある場合は、職員厚生課健康

管理担当に職場復帰の時期を相談すること。 

（イ） 濃厚接触者と特定された職員は、保健所から２週間の健康観察及び自宅

待機が指示されることから、所属長は、当該職員から健康観察期間中、毎

日の健康状態の報告を受けるとともに、その結果を様式４により、職員厚

生課健康管理担当に報告すること。 

 報告様式：様式４（山梨県職員安全衛生管理規程に準拠）   

   イ 検査結果が陽性の場合 

（ア） 所属長は、様式２及び３を基に、感染した職員の発症 2 日前（発熱や咳、

咽頭痛などの症状が出た日を０日とし、その２日前）からの勤務状況、所属

職員との接触状況について、より詳細な情報収集・確認（業務上、外部業者

や県民との接触の有無、その状況）を行い、様式５により接触者リストを作

成し、職員厚生課健康管理担当に報告するとともに、保健所の調査に協力す

ること。 

報告様式：様式５（山梨県職員安全衛生管理規程に準拠）   

（イ） 所属長は、任意の方法により、各部局幹事課に報告すること。 

（ウ） 所属長は、入院（入所）した職員の病状把握を行うこと。また、所属長は 

受検職員及び家族と連絡を取り、入院先、治療状況等状況を把握するととも 

に、県（任命権者）として、県職員が陽性となった旨の公表をすること（氏 

名は非公表）旨を説明し了解を得ること。 

    ウ 濃厚接触者及び接触者への対応 

（ア） 濃厚接触者への対応 

      ａ 所属長は、保健所が所属職員を濃厚接触者と判断した場合、保健所の指 

示に従い、当該職員に検査を受けさせるとともに、保健所の調査に協力す 

ること。 

ｂ 濃厚接触者と判断された所属職員の検査結果が陰性であっても、潜伏期 

間を考慮し、最終接触日を 0日とした 14日間の自宅待機指示が保健所か 

ら出されるため、所属長はその間、当該職員を在宅勤務等とさせること。 

   ｃ 所属長は、当該職員から健康観察期間中、毎日の健康状態の報告を受け 

るとともに、その結果を職員厚生課健康管理担当に報告すること。 

 報告様式：様式４（山梨県職員安全衛生管理規程に準拠）   

      （イ） 接触者への対応 

      ａ 所属長は、所属職員が接触者として検査が必要と判断された場合、保健 

所の指示に従い、当該職員に検査を受けさせること。 

      ｂ 保健所が接触者として判断しなかった場合であっても、総括安全衛生管 

理者（職員厚生課）が調査結果を踏まえ、職場内の感染拡大防止のため接 

触者と判断した場合、所属長は、総括安全衛生管理者の指示に従うこと。 

ｃ 総括安全衛生管理者が接触者と判断した場合、保健所の検査結果が陰性 

であっても、所属長は、最終接触日を 0日として８日間は、当該職員を原 
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則在宅勤務とすること。やむを得ず出勤させる場合には、他の職員と２m 

以上の距離を保つ執務環境を調整すること。 

ｄ 所属長は、健康観察期間中、接触者と判断された職員から毎日の健康状 

態の報告を受けるとともに、その結果を職員厚生課健康管理担当に報告す 

ること。 

  報告様式：様式４（山梨県職員安全衛生管理規程に準拠）   

       

(4) 職場の環境づくり 

ア 所属長は、執務室内の整理整頓、清潔保持（個人スペースも含む）を所属職員に 

に徹底させること。 

イ 所属長は、共用物品（ドアノブやコピー機、冷蔵庫・ポット、打ち合わせスペー 

ス、会議室など）付近に消毒用アルコール等を設置し、所属職員に対し、使用前後 

に手指消毒を、また、打ち合わせや会議等を開催する場合には、その前後にテーブ 

ル等共用部位の消毒を行うよう徹底すること。 

ウ 所属長は、所属職員の安全管理対策（窓口業務の感染予防対策）としてアクリル 

ボード（仕切り板）等を設置すること。 

エ 所属長は、執務室の空調に換気機能がない場合は、換気を十分に行うこと。 

 ※30分に１回 5分程度の換気が目安 

オ 所属長は、職員の体調に気を配り、在宅勤務や休暇を取りやすい環境づくりに努 

め（２(６)を参照）、所属職員に発熱、咳、咽頭痛、倦怠感などの風邪症状がある 

場合は、軽症であっても勤務を休ませ、必要に応じて「感染症まん延防止休暇」を 

取得させること。また、所属長は、人との接触を低減する方法として、リモートや 

書面による会議の実施等についても積極的に検討、実施すること。 

カ 所属長は、妊娠中の職員が主治医から、感染のおそれに関する心理的なストレス 

が母体又は胎児の健康保持に影響をもたらすとの指導を受け、それを所属長に申し 

出た場合、必要な措置を講じること。 

参考：厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について 

 

２ 職員に求められる行動  

   

(1) 職員は、毎朝出勤時に、様式１（健康観察シート）により、自分の体温、呼吸器 

症状、その他体調不良の有無について、所属長に報告すること。 

報告様式：様式１健康観察シート（山梨県職員安全衛生管理規程に準拠）   

 

(2) 職員は、発熱、咳、咽頭痛、倦怠感といった風邪症状がある場合や、同居家族や 

友人等に陽性が判明した場合は出勤せず、所属長に報告、相談すること。また、職 

員は検査結果が陽性の場合や濃厚接触者と特定された場合には、保健所の指示に従 

い、調査に協力するとともに、所属長の指示や県の規定等に従うこと。 

    かかりつけ医がある場合は、電話で相談すること 

    かかりつけ医がいない場合は、次に相談すること 

山梨県新型コロナウイルス感染症受診・相談センター 055-223-8896 

     甲府市在住者は、甲府市受診・相談センター     055-237-8952 

参考：山梨県新型コロナウイルス対応フロー   R3１１２６改訂  

     参考：山梨県新型コロナ感染者発生時の対応等について R3１１２６改訂  

https://gw-portal.webap.local/cgi-bin/dneo/zinfo.cgi?cmd=infoimage&id=54315&fno=37&updtime=20210412092639&filename=%E2%91%B1%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87COVID%2D19%EF%BD%9E%E5%A6%8A%E5%A9%A6%E3%81%AE%E6%96%B9%E3%80%85%E3%81%B8%EF%BD%9E%2Epdf&mimetype=application/pdf
https://gw-portal.webap.local/cgi-bin/dneo/zinfo.cgi?cmd=infortedispattach&fno=1&filename=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BCR30528%E6%94%B9%E8%A8%82.pptx&mimetype=application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
https://gw-portal.webap.local/cgi-bin/dneo/zinfo.cgi?cmd=infortedispattach&fno=1&filename=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BCR30528%E6%94%B9%E8%A8%82.pptx&mimetype=application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
https://gw-portal.webap.local/cgi-bin/dneo/zinfo.cgi?cmd=infortedispattach&fno=2&filename=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E6%84%9F%E6%9F%93%E8%80%85%E7%99%BA%E7%94%9F%E6%99%82%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6R30528%E6%94%B9%E8%A8%82.doc&mimetype=application/msword
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(3)  職員は、勤務中であるかどうかを問わず、次の感染予防のポイントを徹底するこ 

と。 

   ア マスクを正しく着用すること。 

イ こまめに手洗いをし、特に共用物品（ドアノブやコピー機、冷蔵庫、ポット 

等）に触れる前後の手指消毒を徹底すること。 

ウ 手洗い（消毒）していない手で顔を触らないこと。 

エ 食べる時だけマスクを外し、会話の時はマスクをすること。 

オ 人混みや混雑した時間を避けて行動すること。 

カ 発熱、咳、咽頭痛、倦怠感などの風邪症状がある場合は、軽症であっても勤務 

を休むこと。その際には、必要に応じて「感染症まん延防止休暇」を適切に取得す 

ること。 

キ 飲食店等を利用する際は、次の点を徹底すること。 

（ア）「やまなしグリーン・ゾーン認証施設」を利用し、当該施設の定める感染防 

止ルールを厳守すること。 

（イ）密閉・密集・密接の「３つの密」を避けること。 

（ウ）食べるときだけマスクを外し、会話の時にはマスクをすること。 

（エ）以下のような感染リスクが高まる行動は避けること。 

［例］・他人の席に座り、会話をすること（他人の食事への飛沫） 

      ・回しのみ 

      ・酌などにより、人との距離が近くなり過ぎること 

      ・大声を出すこと 

      ・基本的な感染防止対策の行われていない大人数での会食 

      ・出入り自由のパーティー等、不特定多数がいる場への参加 

      ・一箇所における長時間利用や二次会への参加、連日にわたる利用 

を重ねること 

   参考：感染防止対策にご協力             

   参考：モデル職員飲み会マナー  R3１１２６改訂          

    ク 飲食店を利用しない場合であっても、自宅では、キ（イ）（エ）を、友人宅、

野外などで飲食する場合には、キ（イ）（ウ）（エ）を徹底すること。 

 

(4) 職員は、勤務に当たって、次の感染予防のポイントを徹底すること 

ア 執務室の空調に換気機能がない場合は、換気を十分に行うこと。 

 ※30分に１回 5分程度の換気が目安 

イ 公用車を利用する際には、次の点を徹底すること。 

      （ア） 乗車前後に手指を消毒すること。 

      （イ） 乗車中はマスク着用し、会話は必要最低限とすること。 

（ウ）  車内換気を十分に実施（窓を開ける／冷暖房中は外気導入モードに設 

定）すること。 

ウ 打ち合わせや会議を行う際には、次の点を徹底すること。 

（ア） 使用前後にテーブル等共有部位を消毒すること。 

（イ） マスクを着用し、人との間隔を可能な限り 2m（最低１ｍ）以上取り、換

気をすること。 

（ウ） 会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。 
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（エ） 業者等と打合せ等を行う前に、業者等の健康状態を確認すること。 

また、業者等に健康状態に異常がない場合でも、手指消毒やマスクの着用を 

徹底したうえで、入館をお願いするよう徹底すること。 

（オ） 防災新館会議室を利用する場合は、会議室の鍵とともに消毒セットを借り、

利用前後にドアノブ、電気スイッチ、机、椅子等を消毒すること。 

    

(5) 職員は、新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能性について、通知を 

  受け取ることが出来るスマートフォンのアプリ「接触確認アプリ COCOA」を活用 

すること。  

        本県では、このアプリで接触が確認された全員が PCR等の検査を受けることが可 

能。なお、Android の利用者はアップデートを実施すること。 

     参考 厚労省 COCOA チラシ      山梨県版接触アプリ紹介チラシ  

  COCOA アップデート参考資料  

  

(6) 県では、通勤時の感染や執務室内の密度を緩和し感染症まん延を防止する観点か 

ら、公務の運営に支障のない限り、以下の制度の積極的な活用を推奨しているの 

で、職員は活用を検討すること。 

   ア 在宅勤務（テレワーク） 

   イ 早出遅出勤務（まん延防止、時差通勤） 

   ウ 休憩時間の分散 

     なお、職員は、発熱等の風邪症状がある場合等は必要に応じて「感染症まん延防 

止休暇」を適切に取得すること。 

 

(7) 妊娠中の職員は、人混みを避ける、こまめに手を洗うなど、日頃の健康管理を徹 

底し、新型コロナウイルス感染防止に努めること。 

      参考：厚生労働省 新型コロナウイルス感染症 COVID-19～妊婦の方々へ～  

        主な内容：妊婦の方への一般的な留意点 

妊婦検診や発熱時の留意点等の情報提供、相談窓口の活用等 

本県の相談窓口：産前産後ケアセンター（産前産後電話相談） 

０５５－２６９－８１１０ 

 

 ３ 庁舎の管理責任者に求められる行動 

 

(1)  庁舎内の消毒 

    庁舎の管理責任者（出先機関の長（合同庁舎にあっては出先機関庁舎等管理規程別 

表のそれぞれの合同庁舎の最初に掲げる出先機関の長））は、不特定多数が触れる場 

所を中心に毎日消毒等を行い、特に接触感染防止の観点から、執務室内及び共有して 

使用する場所（会議用テーブル・イスやトイレのドアノブ、手すり、エレベーターの 

ボタン等）の消毒を徹底すること。 

 

(2)   エレベーター等の利用者への注意喚起 

庁舎の管理責任者は、エレベーターの定員を減らし、エレベーターや階段の利用者に 

対し、次の点を徹底させること。 

ア なるべく階段を利用すること。階段では、人との距離を３～４段開け、踊り 

https://gw-portal.webap.local/cgi-bin/dneo/zinfo.cgi?cmd=infoimage&id=54315&fno=32&updtime=20210412092639&filename=%E2%91%AD%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E7%9C%81COCOA%E3%81%A1%E3%82%89%E3%81%97%2Epdf&mimetype=application/pdf
https://gw-portal.webap.local/cgi-bin/dneo/zinfo.cgi?cmd=infoimage&id=54315&fno=33&updtime=20210412092639&filename=%E2%91%AE%E5%B1%B1%E6%A2%A8%E7%9C%8C%E7%89%88%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%2Epdf&mimetype=application/pdf
https://gw-portal.webap.local/cgi-bin/dneo/zinfo.cgi?cmd=infoimage&id=54315&fno=34&updtime=20210412092639&filename=COCOA%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88%E5%8F%82%E8%80%83%E8%B3%87%E6%96%99%2Epdf&mimetype=application/pdf
https://gw-portal.webap.local/cgi-bin/dneo/zinfo.cgi?cmd=infoimage&id=54315&fno=37&updtime=20210412092639&filename=%E2%91%B1%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87COVID%2D19%EF%BD%9E%E5%A6%8A%E5%A9%A6%E3%81%AE%E6%96%B9%E3%80%85%E3%81%B8%EF%BD%9E%2Epdf&mimetype=application/pdf
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場等に立ち止っての会話は控えること。 

イ エレベーターの利用の際は、制限した定員を守ること。 

ウ エレベーター内での会話を控えるとともに、１ｍ程度の身体的距離を確保する 

こと。 

 

(3)  来庁者への対応 

各出先機関の庁舎を管理する所属は、本庁舎の対応の例により、来庁者への感染 

予防対策を徹底すること。 

   本庁舎の対応 

来庁者及び職員への感染症拡大防止のため、本庁舎の各出入口に「発熱など体調 

が悪い場合や、あいさつなどの儀礼上来庁された場合には入館を御遠慮ください。」

と掲示。 

本庁舎内に入館する搬入事業者等（事務用品等販売業者、宅配業者、郵便物 

物配達業者、弁当・飲料販売業者等）は、守衛室において健康状態の申告。 

  

(4) 委託業者等も含めた感染防止対策 

    庁内管理委託業者は、職員と同様の感染対策の徹底を要請されていることから、関  

係所属は、各種委託業者等の感染対策の徹底状況を確認すること。 

   

  

    

 

職員厚生課健康管理担当  

人 事 課 人 事 担 当        

庁舎管理室庁舎管理担当  



※　発熱や呼吸器症状等があった場合は、必ず、所属長に申し出ること

（月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日）

朝体温 ℃ 朝体温 ℃ 朝体温 ℃ 朝体温 ℃ 朝体温 ℃ 朝体温 ℃ 朝体温 ℃ 朝体温 ℃ 朝体温 ℃ 朝体温 ℃ 朝体温 ℃ 朝体温 ℃ 朝体温 ℃ 朝体温 ℃

倦怠感なし

その他の症状なし

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

咳なし

鼻汁・鼻閉なし

咽頭痛なし

味覚・嗅覚障害なし

頭痛なし

倦怠感なし

その他の症状なし

咳なし

鼻汁・鼻閉なし

咽頭痛なし

味覚・嗅覚障害なし

頭痛なし

倦怠感なし

その他の症状なし

咳なし

鼻汁・鼻閉なし

咽頭痛なし

味覚・嗅覚障害なし

頭痛なし

倦怠感なし

その他の症状なし

咳なし

鼻汁・鼻閉なし

咽頭痛なし

味覚・嗅覚障害なし

頭痛なし

倦怠感なし

その他の症状なし

咳なし

鼻汁・鼻閉なし

咽頭痛なし

味覚・嗅覚障害なし

頭痛なし

倦怠感なし

その他の症状なし

咳なし

鼻汁・鼻閉なし

咽頭痛なし

味覚・嗅覚障害なし

頭痛なし

倦怠感なし

その他の症状なし

咳なし

鼻汁・鼻閉なし

咽頭痛なし

味覚・嗅覚障害なし

頭痛なし

倦怠感なし

その他の症状なし

咳なし

鼻汁・鼻閉なし

咽頭痛なし

味覚・嗅覚障害なし

頭痛なし

倦怠感なし

その他の症状なし

咳なし

鼻汁・鼻閉なし

咽頭痛なし

味覚・嗅覚障害なし

頭痛なし

味覚・嗅覚障害なし

頭痛なし

倦怠感なし

その他の症状なし

咳なし

鼻汁・鼻閉なし

咽頭痛なし

味覚・嗅覚障害なし

頭痛なし

様式１

健　康　観　察　シ　ー　ト　　　　　　　

所属名

確認項目

症状の有無
確認しチェックする

症状の有無
確認しチェックする

症状の有無
確認しチェックする

症状の有無
確認しチェックする

咳なし

鼻汁・鼻閉なし

咽頭痛なし

味覚・嗅覚障害なし

頭痛なし

倦怠感なし

その他の症状なし

症状の有無
確認しチェックする

症状の有無
確認しチェックする

症状の有無
確認しチェックする

症状の有無
確認しチェックする

症状の有無
確認しチェックする

症状の有無
確認しチェックする

症状の有無
確認しチェックする

倦怠感なし

氏名

症状の有無
確認しチェックする

症状の有無
確認しチェックする

症状の有無
確認しチェックする

日　　付

その他の症状なし

咳なし

鼻汁・鼻閉なし

咽頭痛なし

味覚・嗅覚障害なし

頭痛なし

倦怠感なし

その他の症状なし

咳なし

鼻汁・鼻閉なし

咽頭痛なし

味覚・嗅覚障害なし

頭痛なし

倦怠感なし

その他の症状なし

咳なし

鼻汁・鼻閉なし

咽頭痛なし



総括安全衛生管理者　殿

　　　　山梨県職員安全衛生管理規程第１９条第２項に基づき報告します。

報告年月日 令和 年 月 日

昭和
平成

年 月 日

年齢

令和 年 令和 3 年

時間 午前 時頃 午後 時頃

令和 年 月 日

令和 年 月 日 時間 時頃

令和 年 月 日 時間 時頃

　当該職員の現在の体調

　　　　体温　

　　　　その他の症状

　 【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

職名 連絡先（休日）   TEL　　

様式２（職員厚生課）　R３.11.26改訂

新型コロナウイルス感染症患者（疑い含む）報告書

報
告
理
由

所
属

所属名 報告者職・氏名

担当名

【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

連絡先（平日）

発症日（症状が出現した日時及びその症状）※頭痛や喉の痛みなどの熱以外の症状も含みます

感染可能期間開始日
発症日を０日とし２日前の日

（ふりがな） 性別 男　/　女

氏名
生年月日

年齢
居住地
（市町村名）

発症日
症状が出現した日時

・

月　　日月　　日

  TEL　　

症状

体温(　　　℃)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

（　　　　　℃　）

感
染
対
策
確
認
事
項

　その他　　＊健康管理担当への相談・連絡事項

検査実施
時間

検査結果判明
予定時間

受診日
受診医療機関名
検査医療機関名

対
象
職
員
情
報

歳

ＰＣＲ検査を受けた（または受けることになった）

抗原検査を受けた（または受けることになった）

その他 状況：

咳 倦怠感

咳 倦怠感

鼻汁・鼻閉

鼻汁・鼻閉 下痢・軟便 悪寒 痰・血痰

・デスク、パソコン、電話機、共用部分（コピー機、ドアノブ、電気スイッチ、給湯室（蛇口、ポット等）、トイレ（便座、蛇口等）等）を中心に、職場全体を消毒する。
・消毒作業は換気をしながら、マスク・手袋を着用して行う。アルコール又は0.05%に希釈した次亜塩素酸ナトリウム（塩素系漂白剤）により拭き上げ、その
後別の布で水拭きする。（0.05%次亜塩素酸ナトリウムの作り方：500㎖の水に、ペットボトルキャップ1杯分の次亜塩素酸ナトリウムを入れる）

咽頭痛

下痢・軟便

頭痛 味覚・嗅覚異常

悪寒 痰・血痰 その他

咽頭痛 頭痛 味覚・嗅覚異常

その他

所属において他に症状のある職員はいない

当該職員及び所属職員は正しくマスクを着用し、会話の時には可能な限り真正面を避けている

所属内の消毒は実施した

当該職員及び所属職員が自席で飲食した場合は、会話をしないもしくは昼食時間を交代制にするなどの工夫をしている

当該職員の机と周囲の職員の机の間に十分な距離(最低でも１m）を確保しているもしくはアクリル板等を設置している

手指消毒剤を複数設置しており、所属職員は共有部位を使用前後に手指消毒をしている

所属内が換気できている(機械換気のない所属や稼働していない時間帯は30分に１回の換気をしている）

所属ではドアノブや手すりなどの共有部位の消毒を１日１回以上実施し、打合せスペース使用後の消毒を徹底している

上記の項目に該当しない項目がある場合は、受検職員と発症２日前から接触のあった職員の会議への参加や
外部との対応を中止し自宅待機について検討すること

濃厚接触者または接触者となった



様式３（職員厚生課）R３.11.26改訂

　所属名及び氏名 0

↑様式２から参照されます ↑様式２から参照されます

・行動歴：発症日を０日とし２日前からの業務に関連した行動

↓様式２から参照されます ↓様式２から参照されます

月　　日 (－２日前) 月　　日　　（－１日前） 月　　日 （０日） 月　　日　　（＋１日後）

症状なし
熱３８℃

咳　咽頭痛

午前：執務室内で勤務

昼食：一人で外食

午後・執務室内で勤務

　　　　課長レクを打ち合わせスペース

　　　　で実施

        ２０時まで勤務

自宅で保健所の指示を待つ

0

行動歴

(例)

日付(発症日を０日として２日前から記載)

症状

行動歴・業務内容

行動歴

日中は症状なし、体温36.6℃。

夕方から、微熱、咳、咽頭痛あり。

味覚障害なし。

午前：部長レク（10～12時）

昼食：自席で食べる

午後：執務室内で勤務。

　　　　15時頃体調不良のため、

          早退し、○○医院を受診

症状なし

午前：○○市に職員○○と

　　公用車で出張

昼食：一人で外食

午後・執務室内で勤務

時間外なし

症状

行動歴・業務内容



新型コロナウイルス感染症（疑い）の対応フロー

職 員

健康観察（朝・夕の体温測定等）

症状があれば、出勤・外出を見合わせる

①所属職員が検査を受ける場合
◆検査中の対応

（状況把握） 当該職員の勤務状況、所属職員の健康状況等

（感染防止策）感染対策（換気、消毒作業等）の確認
所属と相談し必要時、所属職員の勤務制限

◆検査結果判明後の対応
（陰性の場合）
・職場復帰時期については、別途、職員厚生課健康管理担当と
相談する

（陽性の場合）

当該職員：医療機関（宿泊施設）での治療・療養。その後は主治

医や衛生管理医等から助言を受け、職員厚生課健康管理担当と
相談し、無理のない職場復帰を行う。

濃厚接触者：最終接触日を０日として14日間在宅勤務
接触者：在宅勤務もしくは、他者と２m以上の距離を保つことが
できるよう執務環境及び勤務を調整（最終接触日を０日とし8日間）

所属：在宅勤務者の健康把握と毎日の報告（様式３）
感染拡大防止対策の徹底

所 属 総括安全衛生管理者

☆発熱や咳など何らかの症状がある

かぜ症状（せき、のどの痛み、頭痛、倦怠感など）や
味やにおいがわからないなどの異常を感じる場合

かかりつけ医、または受診・相談センターに相談

（055-223-8896 24時間対応）

医療機関の受診 もしくは保健所の指示で検査
機関へ
新型コロナウイルス検査を受けることになったら、直ち
に、所属に報告！

新型コロナウイルス感染症と判定
（検査の結果→陽性が判明）

職員間の感染を最小限にとどめるため
感染拡大防止対策を講じます

所属の感染防止対策を
確認し、必要に応じ職
員の勤務制限を行う

報告
（電話及びメール）

＊併せて幹事課にも報告

R3.11.26改訂

職員の健康状態の把握
（朝・夕の体温・体調の記録作成等）

所属への速やかな報告※
（夜間・土日・祝日も同様）

所属への速やかな報告※
（夜間・土日・祝日も同様）

②職場以外の場（家族や友人等）が感染者となり、保健所から濃厚接
触者と判断され、検査を受けて「陰性」が確認された場合
→最終接触日を０日とし14日間の在宅勤務
・ただし、保健所が濃厚接触者と判断しなかった場合であっても、接
触状況から、総括安全衛生管理者が接触者として在宅勤務等を判断す
る場合がある。※ 職員厚生課健康管理担当

☆接触確認アプリ（COCOA)から通知が届いた

☆同居家族や友人が感染者と言われた

住所地の保健所に相談 ＊状況に応じて幹事課にも報告

様式２及び３で報告
(電話及びメール）



所属における新型コロナウイルス感染症発生時の対応等について 

                                      

  令和 3 年１１月２６日 職員厚生課 

 

Ⅰ 新型コロナウイルス検査の受検時の対応 

1. 職員厚生課健康管理担当への報告 

○職員は、新型コロナウイルスに関する検査を受検するときには、平日・休日を問わず速

やかに所属長に報告すること。 

○所属長は、職員の報告を受け次第、直ちに様式２・３により、夜間・平日・休日を問わ

ず職員厚生課健康管理担当まで速やかに報告すること。 

○職員厚生課は、所属の報告を受け次第、所属長に対し、接触状況等の調査、所属施設内

の消毒及び接触者の自宅待機者の指示を行う。 

※職員には、会計年度任用職員や団体職員、派遣職員等を含む 

 

新型コロナウイルスに関する検査の機会 

  ・発熱等風邪症状があり医療機関を受診し医師の判断により検査を行う場合 

  ・同居家族や友人等接触者の陽性が判明し、保健所から連絡があった場合 

         ・接触確認アプリ COCOA から通知が届き保健所に相談し検査を受ける場合  

 

     新型コロナウイルス検査の種類 

○PCR 検査 

○抗原定量検査 

○抗原定性検査（抗原キット） 

 

※新型コロナウイルスの検査は、医療機関もしくは検査機関によって、検査方法

や検査結果の判明時間が異なる。クリニックなどでは検査を外部検査機関に出す

ため結果が翌日以降になることもある。そのため、検査を受ける職員は、医療機

関名（検査医療機関名）、検査方法、結果判明の予定時間を確認し、所属長に報告

すること。 

        

2. 報告方法  

＜平日＞電話と健康管理担当専用アドレスにメールで報告 

    ＜夜間・休日・祝日＞健康管理担当専用アドレスにメールで報告 

    ※所定の別紙様式２・３での報告が困難な場合は、携帯か自宅のパソコンからメール 

    で速やかに一報をお願いします。 

    ※携帯や自宅パソコンに健康管理担当専用アドレスの登録（保存）しておくこと。 

              

 

 



Ⅱ 新型コロナウイルス検査の結果が出るまでの間の対応 

 1. 所属長は、所属職員に他に体調不良者がいないか確認する。 

2. 所属長は、当該職員の発症 2 日前（咽頭痛や咳、発熱などの症状が出た日を０日とし、その

２日前）からの勤務状況、所属職員との接触状況を確認する。 

3. 所属長は様式２を活用し職場の感染対策を確認する。 

4. 所職長は、様式２の感染対策確認項目が満たされない場合においては、職員厚生課の指示に 

従い、当該職員と発症２日前から接触があった職員のうち、必要と認める職員については、検

査結果が判明するまでの間は会議への参加や外部との対応を中止させることや自宅で待機す

ること。 

5. 所属長は、執務室内及び共有して使用する場所（会議用テーブル・椅子・トイレのドアノブ 

や手すり等）、物品（コピー機・ポット・冷蔵庫等）の消毒を行うこと。 

 

 

Ⅲ 新型コロナウイルス検査の結果が判明した際の対応 

1. 陰性の場合 

・発熱や風邪症状などがある者は、結果が陰性であっても、症状消失を確認の上、職員厚

生課健康管理担当に職場復帰の時期を相談する。 

・「濃厚接触者」には、保健所から２週間の健康観察及び自宅待機が指示される。職員は、 

健康観察期間中、毎日の健康観察及び所属への報告を行う。 

     ※接触確認アプリ COCOA の濃厚接触者も同様。 

     

2. 陽性の場合 

1) 当該職員 

(1) 居住地管轄保健所による本人及び家族への聞き取り調査が実施され、入院（入所）先が 

決定する。 

(2) 医療機関及び軽症者宿泊施設での治療・療養を受ける。 

※退院（退所）基準（R3.5.19 時点） 

・発症後（ないし診断確定後）に 10 日が経過していること 

・解熱後に少なくとも 72 時間が経過しており、発熱以外の症状が改善傾向であること 

(3) 職場復帰は、主治医や衛生管理医等から職場復帰に関する助言を受け、職員厚生課健康管 

理担当と相談し、無理のない職場復帰を行う。 

   ※人工呼吸器等による治療を受けた者については、発症日から 20 日満たずに退院した 

場合、20 日を経過するまでは自宅療養とする。 

 

2) 所属 

(1) 本人の行動歴及び接触状況の把握と報告＜陽性判明直後＞ 

  ①所属は当該職員の発症 2 日前（咽頭痛や咳、発熱などの症状が出た日を０日とし、その２ 

日前）からの勤務状況、所属職員との接触状況について、より詳細な情報収集・確認を行

う。※業務上、外部業者や県民との接触の有無、その内容を確認する。 



   ②所属は、様式５により接触者リストを作成し、職員厚生課への報告を行う。 

   ③部局幹事課への報告を行う。 

    ※部局幹事課及び職員厚生課健康担当と円滑に連携が図れるよう報告等ができるよう 

あらかじめ 2～３名の対応者を決めておく。 

     例）所属長 → 部局幹事課への対応 

       総括課長補佐、次長 → 当該職員及び職員厚生課健康管理担当への対応 

※職員厚生課健康管理担当と連絡がとれるようあらかじめサブ担当者を決めて 

おくこと。    

  (2) 接触のあった者の健康状態の把握 

   ①職員の検査日時、場所、検査結果予定日時を把握し、職員厚生課に報告する。 

   ②職員の日々の健康状況を把握し、様式４により職員厚生課に報告する。 

      ＊接触者については、最終接触日を０日として 8 日間（接触者については後述） 

      ＊濃厚接触者については、最終接触日を 0 日として 14 日間 

  (3) 入院（入所）した職員の病状把握 

   ①本人及び家族と連絡をとり、入院先、治療状況等状況を把握する 

   ②本人及び家族に県として公表する旨説明し了解を得ておく。 

   

3)  職員厚生課 

  (1) 所属と協力し、勤務上の行動歴、接触状況を把握し情報を整理する。 

(2) 消毒の範囲や方法について所属に指示を行う。 

(3) 管轄保健所との窓口になり、調査結果を報告し、保健所の指示を受ける。 

(4) 把握した情報から、事業所独自の接触者の範囲を判断し、最終接触日を 0 日として８日間

は、在宅勤務あるいは他者と２m 以上の距離を保つことができる執務環境を検討する。 

   

 3. 濃厚接触者及び接触者 

  (1) 濃厚接触者 

  ①保健所が濃厚接触者と判断する。 

②濃厚接触者は保健所の指示に従って検査を受ける。 

③検査結果が陰性であっても潜伏期間を考慮して最終接触日を 0 日として 14 日間自宅待機 

の指示があるため、その間は在宅勤務となる。 

  ④毎日健康観察を行い、保健所からの指示に従って保健所に報告・相談するとともに、所属 

にも報告を行う。 

  ⑤所属は、当該職員の報告を受け様式４により職員厚生課に報告する。 

   (2) 接触者 

  ①保健所が接触者として検査を受けることを判断する。 

②接触者として検査を受けることを指示された場合は、保健所の指示に従って検査を受ける。 

  ③保健所が接触者として判断しなかった場合であっても、総括安全衛生管理者（職員厚生課） 

が、調査結果をふまえ、職場内の感染拡大防止のため接触者と判断する場合がある。 



④総括安全医衛生管理者（職員厚生課）が、接触者と判断した場合は、保健所の検査結果が 

陰性であっても、最終接触日を 0 日として８日間は、在宅勤務あるいは他者と２m 以上の距

離を保つことができる執務環境を調整する。 

⑤職員は、毎日の健康観察及び所属への報告を行う。 

⑥所属は、当該職員の報告を受け様式４により職員厚生課に報告する。 

 

   

※濃厚接触者及び接触者か否か、検査の必要性や時期は保健所の判断を待つことになる。

しかし、保健所の指示に時間を要する場合は、感染拡大防止の観点から、所属職員全員が自

宅待機となることもある。 

 

Ⅳ 情報管理の徹底 

・所属の職員から感染者が発生した場合、当該職員及び家族等のプライバシー保護の観点か 

ら、所属内の職員に対し、情報管理を徹底するとともに、個人情報等の漏えい防止に務める 

こと。 

・接触した職員の検査の有無、濃厚接触者や接触者となった職員に関することについても、 

他部署の職員、家族、友人等にも口外しないこと。メール、SNS などの情報発信も厳禁。 

 

 Ⅴ 公表 

    知事等幹部への報告及び報道対応は職員厚生課において行う。 

    



所属名

担当名
基礎疾患

氏名
※3

日付 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日

体温 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃

症状

体温 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃

症状

特記事項

日付 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日

体温 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃

症状

体温 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃

症状

特記事項

日付 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日

体温 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃

症状

体温 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃

症状

特記事項

日付 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日

体温 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃

症状

体温 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃

症状

特記事項

日付 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日

体温 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃ 朝　　　　℃

症状

体温 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃ 夕　　　　℃

症状

特記事項

※１：Aは保健所から特定された濃厚接触者　Bは総括安全衛生管理者の指示により自宅待機している者
※２：発症２日前以降、最後に接触した日
※３：糖尿病、心不全、呼吸疾患などの基礎疾患がある方。透析や免疫抑制剤や抗がん剤等を利用している方。妊婦。
　　 疾患がある場合には詳細を備考欄に記入する。

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 無／有

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 無／有

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 無／有

５

無／有

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日 無／有

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

様式4（職員厚生課）R３.１１.２６改訂

１

２

３

４

年齢 性別

新型コロナウイルス感染症健康観察対象者リスト（自宅待機者分）

備考

健康観察終了日
（最終接触日か
ら2週間または

８日間）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康観察結果

症　状　：無い場合はレ点、ある場合は①～⑦を記入（①咳②鼻汁､鼻閉③咽頭痛④味覚・嗅覚障害⑤頭痛⑥全身倦怠感⑦その他（症状を記載））
特記事項：医療機関受診、ＰＣＲ検査受検等を記載。ＰＣＲ検査等の実施の場合は別紙様式２を提出。

最終接触日
　　　※2

番号
自宅待機
者区分
※１

PCR検
査等の
結果



接触者一覧表

（　 ）接触者一覧

記載日 2021/6/16

有・無 有の場合は発症日・症状 月　日　　（ー２日） 月　日（ー１日） 月　日（０日） 有・無 検査日時 医療機関 結果判明予定 結果判明日 結果

例 ○○担当 山梨　花子 やまなし　はなこ 1999/9/9 21 女 ○○市□□町△ー△ 000-000-0000 糖尿病 無
午前：一緒に車で出張（2時間）

昼食2m以内

午後：執務室内で業務　特に会話なし

テレワークのため接触なし

午前：会議室で隣で打ち合わせ（1時間）

マスクあり換気なし

昼食2m以内　時々会話

午後：執務室内で業務　特に会話なし

○ 有 ○月○日○時 ○○病院 ○月○日○時 ○月○日○時 ＋

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

様式5

番号 担当・課 氏名 生年月日 年齢ふりがな 性別 住所 電話番号
接触状況（発症日を０日とし2日前からの接触状況を記載してください） 濃厚接触者○

接触者△

　（○△×）

こちらは記載不要です

基礎疾患

高血圧・糖尿

病・喘息等

症状の有無

プルダウンリストから選択

PCR検査



働く妊婦・事業主の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症に関する

母性健康管理措置について

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新
型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康

管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました。

厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

働く女性の妊娠・出産をサポートするサイト
「女性にやさしい職場づくりナビ」

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/

このほか、妊娠中の女性労働者は、時間外、休日労働、深夜業の制限等について、
主治医等からの指導がなくても請求できます（労働基準法）。

母性健康管理措置には、他にも、以下のような措置があります。

●妊娠中の通勤緩和 ●妊娠中の休憩に関する措置

●妊娠中又は出産後の症状等に関する措置（作業の制限、勤務時間の短縮、休業等）

事業主は母健連絡カードに記載された
主治医等の指導に基づき、適切な措置を講じなければなりません。

● 男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後１年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際
に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるよ
うにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。

主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため母健連絡カード

（母性健康管理指導事項連絡カード）を書いてもらい、事業主に提出しましょう。

職場における妊娠中の女性労働者等への
配慮について

▶▶母性健康管理措置とは

● 妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウ
イルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があ
るとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導
に基づいて必要な措置を講じなければなりません。

● 本措置の対象期間は、令和２年５月７日～令和４年１月31日（※）です。
（※）新型インフルエンザ等対策特別措置法において新型コロナウイルス感染症を適用対象とする暫定措置の期限を踏まえて設定

▶▶新型コロナウイルス感染症に関する措置について

指導の例：感染のおそれが低い作業への転換又は出勤の制限（在宅勤務・休業）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpa
ge_11067.html

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html


母健連絡カードは、厚生労働省ホームページや「女性にやさしい職場づくりナビ」からダウン
ロードできます。
また、ほとんどの母子健康手帳にも様式が記載されています。

新型コロナウィルス感染症に関する母健連絡カードの活用方法

主治医等
（健康診査等を行う
医師、助産師）

人事労務担当者
管理者等

産業医
産業保健
スタッフ等

保健指導・健康診査
を受ける

❷

❶

❸

母健連絡カードに
指導事項を記載する

❷

母健連絡
カードを提
出し、措置
を申し出る

❸

指導事項に
基づき、
必要な措置
を講じる

相談 助言

❹

企業
（事業主）

措置の具体的な内容は、産業医等の助
言に基づき、女性労働者と話し合って
定めることが望ましいものです。

妊娠中・出産後１年以内
の女性労働者

2

❹

❶

■ 男女雇用機会均等法により、母性健康管理措置を求めたことやこれを受けたことを理由とす
る解雇等不利益取扱いは禁止されています。

■ また、職場におけるいわゆるマタニティハラスメントには、母性健康管理措置を求めたこと
やこれを受けたこと等を理由とするものも含まれ、事業主にはこれを防止するための措置を講じ
ることが義務付けられています。

■ 母性健康管理措置を講じてもらえない等の御相談は、以下へお願いします。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に関する相談窓口
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index_00004.html

新型コロナウイルス感染症に関する
母性健康管理措置が必要な場合には、
主治医等がカード表面の「特記事項」
の欄に指導内容を記入します。

（記入例）
新型コロナウイルス感染症の感染の
おそれの低い作業への転換又は出勤
の制限（在宅勤務・休業）の措置を
講じること。

表

裏

裏面には「症状等に対して
考えられる措置の例」を記

載しています。

参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index_00004.html


母性健康管理指導事項連絡カード
年 月 日

事業主 殿
医療機関等名

医師等氏名

下記の１の者は、健康診査及び保健指導の結果、下記２～４の措置を講ずることが必要であると認めます。

記
１．氏名 等

氏名 妊娠週数 週 分娩予定日 年 月 日

措置が必要となる症状等

つわり、妊娠悪阻、貧血、めまい・立ちくらみ、

腹部緊満感、子宮収縮、腹痛、性器出血、

腰痛、痔、静脈瘤、浮腫、手や手首の痛み、

頻尿、排尿時痛、残尿感、全身倦怠感、動悸、

頭痛、血圧の上昇、蛋白尿、妊娠糖尿病、

赤ちゃん（胎児）が週数に比べ小さい、

多胎妊娠（ 胎）、産後体調が悪い、

妊娠中・産後の不安・不眠・落ち着かないなど、

合併症等（ ）

症状等（該当する症状等を○で囲んでください。） 指導事項（該当する指導事項欄に○を付けてください。）

２．指導事項

標準措置 指導事項

休
業

入院加療

自宅療養

勤務時間の短縮

作
業
の
制
限

身体的負担の大きい作業（注）

長時間の立作業

同一姿勢を強制される作業

腰に負担のかかる作業

寒い場所での作業

長時間作業場を離れること
のできない作業

ストレス・緊張を多く感じる作業

指導事項を守るための措置申請書
年 月 日

上記のとおり、医師等の指導事項に基づく措置を申請します。
所属

氏名
事業主 殿

３．上記２の措置が必要な期間
（当面の予定期間に〇を付けてください。）

この様式の「母性健康管理指導事項連絡カード」の欄には医師等が、また、「指導事項を守るための措置申請書」の欄には女性労働者が記入してください。

標準措置に関する具体的内容、標準措置以外の必要な措置等の特記事項

４．その他の指導事項
（措置が必要である場合は○を付けてください。）

妊娠中の通勤緩和の措置
（在宅勤務を含む。）

妊娠中の休憩に関する措置

１週間（ 月 日～ 月 日）

２週間（ 月 日～ 月 日）

４週間（ 月 日～ 月 日）

その他（ 月 日～ 月 日）

おそ

ふしゅ

たん

りゅう

（注） 「身体的負担の大きい作業」のうち、特定の作業について制限の必
要がある場合には、指導事項欄に〇を付けた上で、具体的な作業を
○で囲んでください。

（表）



症状名等 措置の例

つわり、妊娠悪阻 休業（入院加療)、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業（長時間作業場を離れることので
きない作業)の制限、においがきつい・換気が悪い・高温多湿などのつわり症状を増悪させる環
境における作業の制限、通勤緩和、休憩の配慮 など

貧血、めまい・立ちく
らみ

勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業（高所や不安定な足場での作業）の制限、ストレス・
緊張を多く感じる作業の制限、通勤緩和、休憩の配慮 など

腹部緊満感、子宮
収縮

休業（入院加療・自宅療養）、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業（長時間の立作業、同
一姿勢を強制される作業、長時間作業場所を離れることのできない作業）の制限、通勤緩和、休
憩の配慮 など

腹痛 休業（入院加療）、疾患名に応じた主治医等からの具体的な措置 など

性器出血 休業（入院加療）、疾患名に応じた主治医等からの具体的な措置 など

腰痛 休業（自宅療養）、身体的に負担の大きい作業（長時間の立作業、同一姿勢を強制される作業、
腰に負担のかかる作業） の制限 など

痔 身体的負担の大きい作業（長時間の立作業、同一姿勢を強制される作業)の制限、休憩の配慮
など

静脈瘤 勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業（長時間の立作業、同一姿勢を強制される作業)の
制限、休憩の配慮 など

浮腫 勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業（長時間の立作業、同一姿勢を強制される作業）の
制限、休憩の配慮 など

手や手首の痛み 身体的負担の大きい作業（同一姿勢を強制される作業）の制限、休憩の配慮 など

頻尿、排尿時痛、残
尿感

休業（入院加療・自宅療養）、身体的負担の大きい作業（寒い場所での作業、長時間作業場を離
れることのできない作業）の制限、休憩の配慮 など

全身倦怠感 休業（入院加療・自宅療養）、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業の制限、休憩の配慮、
疾患名に応じた主治医等からの具体的な措置 など

動悸 休業（入院加療・自宅療養）、身体的負担の大きい作業の制限、疾患名に応じた主治医等から
の具体的な措置 など

頭痛 休業（入院加療・自宅療養）、身体的負担の大きい作業の制限、疾患名に応じた主治医等から
の具体的な措置 など

血圧の上昇 休業（入院加療・自宅療養）、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業の制限、ストレス・緊
張を多く感じる作業の制限、疾患名に応じた主治医等からの具体的な措置 など

蛋白尿 休業（入院加療・自宅療養）、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業の制限、ストレス・緊
張を多く感じる作業の制限 など

妊娠糖尿病 休業（入院加療・自宅療養）、疾患名に応じた主治医等からの具体的な措置（インスリン治療中
等への配慮） など

赤ちゃん（胎児）が
週数に比べ小さい

休業（入院加療・自宅療養）、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業の制限、ストレス・緊
張を多く感じる作業の制限、通勤緩和、休憩の配慮 など

多胎妊娠
（ 胎）

休業（入院加療・自宅療養）、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業の制限、ストレス・緊
張を多く感じる作業の制限、通勤緩和、休憩の配慮 など

産後体調が悪い 休業（自宅療養）、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業の制限、ストレス・緊張を多く感じ
る作業の制限、通勤緩和、休憩の配慮 など

妊娠中・産後の不
安・不眠・落ち着か
ないなど

休業（入院加療・自宅療養）、勤務時間の短縮、ストレス・緊張を多く感じる作業の制限、通勤緩
和、休憩の配慮 など

合併症等
（自由記載）

疾患名に応じた主治医等からの具体的な措置、もしくは上記の症状名等から参照できる措置
など

（参考）症状等に対して考えられる措置の例

（裏）



詳しくは
こちら→

(R3.11月作成)



R3.11.26 総務部職員厚生課 

 

モデル職員の飲み会マナー 

～飲み会・会食等で飲食店を利用する場合に守ること～ 

 

○飲食店の選定は。 

・ 感染防止対策を行っている「やまなしグリーン・ゾーン認証施設」を利用します 

（県のウェブサイトで簡単に検索できます）。 

 

○開催案内・出欠確認では。 

・ 本人や家族が、感染により重症化しやすい者である、様々な事情でワクチン接種を受けていな

い、医療従事者などのエッセン シャルワーカーであるなど、各職員の置かれている環境は様々で

あることから、決して実質的に強制参加を求めることとならないよう、出欠確認の際、必ず職員

の自由な意思を尊重します（特に、上司はこの点が徹底されているか確認します）。 

 

○飲食店に入る前に。 

・ 体調が悪い人は参加しないよう、お互いに体調確認をします。 

 

○飲食店に入ったら。 

 ・ 飲食店が定める感染防止のルールを遵守します。 

 ・ 他の客との接触は避けます。 

 

○会場では。 

 ・ 長時間の利用とならないよう、予め終了時刻を確認します。 

・ 正面・真横には座りません。斜め向かいや横の場合も含めてソーシャルディスタンスを保ち

ます（他人との間は 1 ㍍以上空けます）。 

・ 会話の時はマスクをします。 

・ 大声を出しません。 

・ 他人の席に移動しての会話や飲食はしません。自席で料理を楽しみます。 

 ・ 他人の箸やコップ、料理皿等に触れません。 

 ・ お酌により人との距離が近づくことは避け、複数人で同じビール瓶やワインのボトル等に触

れることはしません。 

・ 回し飲みはしません。 

・ 深酒はしません。 

 

○他に気をつけることは。 

・ 出入り自由なパーティー等、不特定多数がいる飲食の場への参加はしません。  

・ 一箇所における長時間利用や、二次会への参加、連日に渡る利用を重ねることはしません 



厚生労働省

新型コロナウイルス
接触確認アプリ

COVID-19 Contact Confirming Application

厚生労働省
ウェブサイト

自分をまもり、大切な人をまもり、
地域と社会をまもるために、
接触確認アプリをインストールしましょう。

接触確認アプリは、新型コロナウイルス感染症の
感染者と接触した可能性について、通知を受け取
ることができる、スマートフォンのアプリです

○本アプリは、利用者ご本人の同意を前提に、
スマートフォンの近接通信機能（ブルートゥー
ス）を利用して、お互いに分からないようプラ
イバシーを確保して、新型コロナウイルス感染
症の陽性者と接触した可能性について、通知を
受けることができるアプリです。

○利用者は、陽性者と接触した可能性が分かるこ
とで、検査の受診など保健所のサポートを早く
受けることができます。利用者が増えることで、
感染拡大の防止につながることが期待されます。

1メートル以内、15分以上の接触した可能性

・接触に関する記録は、端末の中だけで管理し、外にはでません

・どこで、いつ、誰と接触したのかは、互いにわかりません

※端末の中のみで接触の情報（ランダムな符号）を記録します
※記録は14日経過後に無効となります
※連絡先、位置情報など個人が特定される情報は記録しません
※ブルートゥースをオフにすると情報を記録しません

新型コロナウイルス接触確認アプリのインストールをおねがいします

＊画面イメージ

新型コロナウイルス感染症対策推進室
情報通信技術(IT)総合戦略室

内閣官房

iPhoneの方はこちら Androidの方はこちら 詳しくはこちら

（略称：COCOA）



問１ 接触確認アプリとは、どのようなものですか。

利用者ご本人の同意を前提に、スマートフォンの近接通信機能（ブルートゥース）を利用して、お互いに分からないよう
プライバシーを確保して、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について、通知を受けることができます。
なお、本アプリはApple社とGoogle社が提供しているアプリケーション・プログラミング・インターフェイス(API)を元に開発し
ています。

問２ アプリを利用することで、どのようなメリットがありますか。

利用者は、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性が分かることで、検査の受診など保健所のサポート
を早く受けることができます。利用者が増えることで、感染拡大の防止につながることが期待されます。

問３ 他の利用者との接触をどのように記録するのですか。

スマートフォンの近接通信機能（ブルートゥース）を利用して、ほかのスマートフォンとの近接した状態（概ね１メートル
以内で15分以上）を接触として検知します。近接した状態の情報は、ご本人のスマートフォンの中にのみ暗号化して記
録され、14日が経過した後に自動的に無効になります。この記録は、端末から外部に出ることはなく、利用者はアプリを
削除することで、いつでも任意に記録を削除できます。

ご利用のスマートフォン同士が、概ね１メートル以内の距離で15分以上の近接した状態にあった場合、接触として検
知される可能性が高くなります。機器の性能や周辺環境（ガラス窓や薄い障壁など）、端末を所持する方向などの条
件や状態により、計測する距離や時間に差が生じますので、正確性を保証するものではありません。

問４ 個人情報が収集されることはないですか。

氏名・電話番号・メールアドレスなどの個人の特定につながる情報を入力いただくことはありません。他のスマートフォンと
の近接した状態の情報は、暗号化のうえ、ご本人のスマートフォンの中にのみ記録され、14日経過した後に自動的に無
効になります。行政機関や第三者が接触の記録や個人の情報を利用し、収集することはありません。

問５ 位置情報を利用するのですか。

GPSなどの位置情報を利用することはなく、記録することもありません。

問６ 他の利用者との接触を検知する目安はありますか。

問８ アプリでは、どのような通知がきますか。

新型コロナウイルス感染症の陽性者が、本人の同意のもと、陽性者であることを登録した場合に、その陽性者の感染
可能期間で、最大過去１4日間に、概ね１メートル以内で15分以上の近接した状態の可能性があった場合に通知さ
れます。通知を受けた後は、アプリの画面に表示される「検査等の相談先を探す」ボタンを押すと、都道府県ごとに受診・
相談センター等の連絡先が表示され、そちらにご連絡いただくと検査の受診などが案内されます。

問９ 新型コロナウイルス感染症の陽性者がアプリで登録したら通知はすぐにきますか。

利用者への通知は、１日１回程度となっております。アプリへの登録のタイミングによっては、すぐに通知されない場合が
あります。

問10 新型コロナウイルス感染症の陽性者と診断されましたが、アプリで登録しなかったらどうなりますか。

陽性者と診断された場合に、アプリへの登録は、利用者の同意が前提であり、任意です。登録いただくことで、あなたと
接触した可能性がある方が、検査の受診など保健所のサポートを早く受けることができます。

問11 陽性者との接触の可能性が確認されたとの通知を受けたら、何をすればいいですか。

アプリの画面に表示される「検査等の相談先を探す」ボタンを押すと、都道府県ごとに受診・相談センターなどの連絡先
が表示され、そちらにご連絡いただくと検査の受診などが案内されます。

問12 厚生労働省ではアプリで得た情報を何に利用するのですか。

厚生労働省では、アプリにより、利用者のデータを利用し、収集することはありません。利用者に氏名・電話番号などの
個人情報を入力いただくこともありません。

問７ 利用はいつでも中止できますか。

いつでも任意にアプリの利用を中止し、アプリを削除することで、すべての過去14日間分までの記録を削除できます。

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 接 触 確 認 ア プ リ 利 用 者 向 け Q & A



接触が確認された方はお近くの保健所へ御連絡ください

○ 接触が確認された場合、
左のような画面が表示されます。

○ お近くの保健所に電話で
「アプリの通知が届いた」と伝えてください。

○ 希望される方全員に、
PCR検査をご案内します。

山梨県では、アプリで接触が確認された方
全員がPCR検査を受けることができます

厚生労働省
新型コロナウイルス接触確認アプリ
（略称：COCOA）

接触確認アプリは、新型コロナウイルス感染者と
接触した可能性について、通知を受け取ることが
できるスマートフォンアプリです

１ｍ以内、15分以上接触した
可能性がある場合、通知されます。
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～妊婦の方々へ～
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○感染が妊娠に与える影響○

 妊娠中に新型コロナウイルスに感染しても、基礎疾患を持たない

場合、その経過は同年代の妊娠していない女性と変わらないとされ

ています。しかし、妊娠後期に感染すると、早産率が高まり、患者

本人も一部は重症化することが報告されております。

 高年齢での妊娠、肥満、高血圧、糖尿病などが新型コロナウイルス

感染症の重症化のリスク因子であるという報告もあり、このような

背景を持つ妊婦の方は、特に人混みを避ける、こまめに手を洗うな

ど感染予防に注意をしてください。

○妊婦の感染が胎児に与える影響○a

 新型コロナウイルスに感染した妊婦から胎児への感染はまれだと

考えられています。

 妊娠初期または中期に新型コロナウイルスに感染した場合に、

ウイルスが原因で胎児に先天異常が引き起こされる可能性は低いと

されています。

○新型コロナワクチン○
 妊娠中、授乳中の方も、ワクチンを接種することができます。日

本で承認されているワクチンが妊娠、胎児、母乳、生殖器に悪影

響を及ぼすという報告はありません。

 妊娠中の時期を問わず接種をおすすめします。夫又はパートナー

の方もぜひ接種をお願いします。

＊ファイザー社のワクチンと武田／モデルナ社のワクチンがmRNAワクチンです。アストラゼネカ

社のワクチンはウイルスベクターワクチンで原則40歳以上の方が接種できます。



 各都道府県等の相談窓口の設置について

 妊婦の方々への新型コロナウイルスに関する相談窓口が各都道府県等に設置され
ています。連絡先等については下記をご参照ください。

※お住まいの市町村の相談窓口もご活用ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11296.html

 相談・受診の目安

 妊婦の方については、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合でも、念のため、重
症化しやすい方と同様に、まずは早めにかかりつけ医等身近な医療機関に電話で御相談くだ
さい。かかりつけ医がいないなど相談先に迷った場合は、「受診・相談センター」（地域に
より名称が異なることがあります）にご相談ください。

 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・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえ
る）の徹底をお願いします。

 働いている方について

 妊娠中の女性労働者が、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染
のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとし
て、妊婦検診等で主治医等から指導を受け、事業主に申し出た場合、事業主は、
この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限（在宅勤務・休業）等の措置を講じ
なければなりません 。（男女雇用機会均等法）
※本措置の適用期間は、令和２年５月７日～令和４年１月31日です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000628247.pdf

 上記の措置として、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者
が取得できる有給の休暇制度を設け、上記の措置の内容を含めて社内に周知し、
当該休暇を取得させた事業主に対して、助成金を支給しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

 働く妊婦の皆さまが相談しやすいよう、母性健康管理措置及び助成金に係る相談
に対応する窓口として、各都道府県労働局において「母性健康管理措置等に係る
特別相談窓口」を設置しています。新型コロナウイルス感染症への感染について、
不安やストレスを感じたり、通勤や働き方でお悩み、お困りの妊婦の方は、ご相
談ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000677252.pdf

 新型コロナウイルスワクチンについて

 厚生労働省では、ワクチンに関する情報をＱ＆Ａとして発信しています。
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/

 関連学会からも、妊婦の方々へのワクチン接種を推奨する声明が発出されています。

http://www.jsog.or.jp/news/pdf/20210814_COVID19_02.pdf
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 関連ホームページについて

 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengu
e_fever_qa_00001.html

 公益社団法人 日本産科婦人科学会
「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連情報」

http://www.jsog.or.jp/modules/jsogpolicy/index.php?content_id=10

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11296.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000628247.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000677252.pdf
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/20210814_COVID19_02.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
http://www.jsog.or.jp/modules/jsogpolicy/index.php?content_id=10

