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はじめに
本マニュアルは、県土整備部がこれまでに発出した新型コロナウイルス感染症の感染拡

大防止対策等に関する文書を踏まえ、県土整備部が発注する工事における新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止措置や感染者が発生した場合の対応等について基本的な内容を
示したものです。

公共工事及び河川や道路などの公物管理は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18
条の規定に基づいて定められている「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
（令和２年４⽉16日変更。以下「対処方針」という。）において、社会の安定の維持の観
点から、緊急事態宣言が出された場合においても、事業の継続が求められる事業に位置付
けられています。

公共工事については、対処方針で示された事業の継続性に留意しつつ、受発注者間で協
議を⾏った上で、本マニュアルに基づき適切に対応してください。

なお、国土交通省が作成した「建設業における新型コロナウイルス感染予防
対策ガイドライン（以下、「ガイドライン」という。）」も併せて確認して
ください。(ガイドラインのホームページはこちら)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000181.html
Ⅰ 感染拡大防止対応
１．常時における対応
受注者︓①朝礼時・午後の作業前のKY活動時等に作業従事者等の健康状態

を確認すること。
※発熱などの風邪の症状があるときは、仕事を休み毎日体温を計

測して記録するよう作業従事者に周知してください。
※現場での作業前に検温を実施している例もあります。

②アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消
な消毒、マスクの着用や手洗い・うがいの実施に努めること。

③朝礼や着替え、詰所等での食事・休憩など建設現場での「三つの
密※」の回避やその影響を緩和するための対策を徹底すること。
※三つの密︓「換気の悪い密閉空間」「多数が集まる密集場

所」「間近で会話や発声をする密接場面」
④「新型コロナウイルスQ&A」、「咳エチケット」、「手洗い」及び「新型コロ

ナウイルス感染症の予防のために」等のリーフレットを現場事務所等に掲示し、
感染拡大防止対策について作業従事者に周知徹底すること。

発注者︓現場⽴ち合い等の際に①〜④の実施状況について確認・指導を⾏い、感染拡大防
止策の徹底を図ること。

共 通︓ASPの活用等により、できるだけ対面での打ち合わせを⾏わないこと。

現場での検温事例

マスク着用が基本

２．感染が疑われる場合の対応
受注者︓①作業従事者等が下記の症状等の場合は、新型コロナ受診センターに連絡し相談

すること。

※強い症状と思う場合には、すぐに相談すること。症状が4日以上続く場合は、必ず相談すること。
②PCR検査が実施される場合は、施工計画書等の緊急連絡表に基づき発注者に連

絡するとともに、保健所等の指導に従い対応すること。

・息苦しさ(呼吸困難)
・強いだるさ(倦怠感)
・高熱等の強い症状
・比較的軽い風邪の症状が続く

新型コロナ受診相談センター
県内統一番号(ｺｰﾙｾﾝﾀｰ対応・ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ)
【毎日24時間対応・土日祝日含む】

0120-88-0006

必 要 な 場 合 は 、
「新型コロナ感染
症外来」の受診が
案内されます。

相
談

－１－



４．一時中止期間中の対応
受注者︓①感染者、濃厚接触者のその後の状況を逐次把握すること。

※必要に応じて発注者に状況報告をお願いします。
②保健所等の指導を踏まえ工事再開時期の調整を進めること。
③現場のバリケード、仮設等の点検を一時中止を実施する際に発注者に提出する

「中止期間中の基本計画書」に基づき実施すること。
※異常等が確認された場合は、監督職員に報告し補修等を実施してください。
※「中止期間中の基本計画書」については、工事一時中止に係るガイドライン

（県ホームページ）をご覧ください。
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180030/sek/H30ichiji.pdf

発注者︓①感染者、濃厚接触者の状況について、必要に応じて建設企画課に
報告すること。

②工事再開日が決定した場合は、建設企画課に報告すること。
※個人情報の取扱いには十分注意してください。

５．工事再開時の対応
受注者︓①朝礼時・午後の作業前のKY活動時等に作業従事者等の健康状態

を確認すること。
※発熱などの風邪の症状があるときは、仕事を休み、毎日体温を

計測して記録するよう作業従事者に周知してください。
※現場での作業前の検温等の実施を検討してください。

②アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消
毒、マスクの着用や手洗い・うがいの実施に努めること。

③朝礼や着替え、詰所等での食事・休憩など建設現場での「三つの
密」の回避やその影響を緩和するための対策を徹底すること。

④「新型コロナウイルスQ&A」「咳エチケット」「手洗い」及び「新型コロナウ
イルス感染症の予防のために」等のリーフレットを現場事務所等に掲示し、感
染拡大防止対策について作業従事者に周知徹底すること。

発注者︓①再開日に現場⽴ち合いを⾏い、①〜④について全て実施されていることを確認
すること。

②一時中止等に伴う工期延⻑、増加費用等について協議すること。

３．感染、濃厚接触が判明した場合の対応
受注者︓①保健所等の指導に従い、感染拡大防止に向けた適切な措置を実施すること。

②濃厚接触者に該当すると考えられる作業従事者の有無やその範囲を直ちに確認
すること。

③施工計画書等の緊急連絡表に基づき、発注機関に連絡すること。
④現場の状況に応じた一時中止、工期延⻑等を検討し発注者に協議すること。

発注者︓①感染、濃厚接触の連絡を受けた場合は、令和2年4⽉9日付け建企第35号に基づ
き建設企画課に報告すること。
※感染者、濃厚接触者のその後の状況についても可能な範囲で確認し、報告を

お願いします。
②一時中止、工期延⻑等を決定した場合は、建設企画課に報告すること。

※個人情報の取扱いには十分注意してください。

基本マスクを
着用してね

発注者︓PCR検査が実施される旨の連絡を受けた場合は、令和2年4⽉9日付け建企第35号
に基づき建設企画課に報告すること。
※その後の状況についても可能な範囲で報告してください。
※個人情報の取扱いには十分注意してください。

－２－



Ⅱ 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
１．感染が心配される場合

新型コロナ受診相談センター 0120-88-0006
※県内統一番号（コールセンター対応・フリーダイヤル）

【毎日24時間対応・土日祝日含む】
２．不安に思う場合

新型コロナウイルス相談窓口

３．その他
厚生労働省の電話相談窓口 0120-565653
※フリーダイヤル 受付時間 9:00〜21:00

Ⅲ 感染拡大防止措置に係る経費
１．設計変更による経費の計上

①感染拡大防止措置を実施する上で追加経費が必要となる場合は、受発注者間で設計変
更の協議を⾏う。

②感染拡大防止のために必要と認められる対策については、受注者による施工計画書へ
の反映と確実な履⾏を前提として設計変更を⾏い、契約⾦額の変更や工期の延⻑を⾏
うなど適切に対応する。

機関 電話 聴覚・言語に障害が
ある方向け FAX

村山保健所 023-627-1100 －
山形市保健所 023-616-7274 －
最上保健所 0233-29-1268 －
置賜保健所 0238-22-3002 －
庄内保健所 0235-66-4920 －

県薬務・感染症対策室 023-630-2315 023-625-4294

－３－

６．感染拡大防止対応に係る留意事項
〇熱中症に注意︕

工事現場等での作業ではこまめな水分補給と休息に心がけてください。

〇熱中症による重篤な災害を防ぐために
・WBGT値※の把握、緊急時の連絡体制の整備等を重点的に実施すること。

※WBGT値︓熱中症を予防することを目的として、
①湿度、②日射・輻射、③気温を取り入れた指標

※環境省熱中症予防情報サイト
https://www.wbgt.env.go.jp/

※自分でできる簡易熱中症危険度判定チャート

■ 休息回数を今までよりも多く取れるように作業計画を⽴てる
■ のどが渇かなくても定期的に・早めに・しっかり水分を補給
■ 定期的に日陰等の涼しい場所での休息（密にならない広めの場所）

マスクを着けて屋外で作業する時は、今まで以上の熱中症対策を︕

https://www.kensaibou.or.jp/safe_tech/leaflet
/files/heat_stroke_risk_assessment_chart.pdf



Ⅳ 建設現場における取組事例、意識向上リーフレット等
１．建設現場における取組事例

建設現場における取組事例については、ガイドラインの別添２に掲載されています
のでご確認ください。
※最新の取組については、SNS「建設現場の３密対策」で検索して確認してください。

２．意識向上リーフレット等（参考例）
感染拡大防止対策等に関する各種リーフレットは、厚生労働省のホームページに掲

載されています。いくつかのリーフレット等を参考資料に掲載しておりますのでご覧
ください。

また、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェック
リスト」がガイドラインの別紙１に掲載されていますのでご活用ください。
※厚生労働省のリーフレットに関するホームページはこちらになります。

Ⅴ 建設業等の事業継続に係る対応について
１．公共工事の代価の中間前⾦払及び部分払等の手続の簡素化の促進について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う工事の一時中止等を実施する受注
者について、当該一時中止等によって受注者の資⾦繰りが逼迫することのないよう、
標記について令和2年3⽉30日付け建企第652号で通知しています。
詳細については通知をご覧ください。

２．下請負人への配慮及び元請負人と下請負人との間の取引の適正化について
緊急事態宣言等を受け、建設工事の一時中止・延期がさらに増えることも考えられ、

その際には、下請負人や技能労働者の事業や生業の継続に支障が生じることがないよ
う十分に配慮するとともに、元請負人と下請負人との間の取引の適正化について徹底
が必要。

－４－

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431
_00094.html#yobou

③感染拡大防止措置に係る経費については、受注者の責によらないものとして、既存の
積算基準や設計変更ガイドライン等に基づき対応する。

【令和２年４⽉20⽇付け国土交通省 事務連絡「工事及び業務における新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止対策の徹底について」（抜粋）】

設計変更の対象とする感染拡大防止対策に係る費用（例）
＜共通仮設費＞

・労働者宿舎における密集を避けるための、近隣宿泊施設の宿泊費・交通費
・現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料
※いずれも、その後の積算における現場管理費率や一般管理費率による計算の対象外とする。

＜現場管理費＞
・現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース費用
・現場に配備する消毒液の購入、赤外線体温計等の購入・リース費用
・遠隔臨場やテレビ会議等のための機材・通信費
※いずれも、その後の積算における一般管理費率による計算の対象外とする。

出典︓国土交通省 事務連絡「工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
対策の徹底について」（令和２年４⽉20日付）



３．建設業に係る⾦融⽀援事業の活⽤について
下記⾦融支援事業等の活用により、下請負人への支払いの適正化に配慮してくださ

い。
● 下請けセーフティネット債務保証事業

httpst//www.kensetsu-kikin.or.jp/saimu/downeoad/safety_eeafeet.pdf

● 地域建設業経営強化融資制度
httpst//www.kensetsu-kikin.or.jp/saimu/keieikyouka/about.htme

● 下請債権保全⽀援事業
httpst//www.kensetsu-kikin.or.jp/saimu/downeoad/eeafeet_hozen2019.pdf

４．新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への⽀援措置
新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大と緊急事態宣言という前例のない状況下

において、特に急激な事業変動を受けやすい労働者の雇用の安定を図るため、以下の
事業継続に向けた資⾦繰り支援や雇用調整助成⾦の特例措置などを積極的に活用し、
従業員の雇用維持に努めてください。
○資⾦繰り対策

・日本政策⾦融公庫等による実質無利⼦・無担保融資の融資枠の拡充、既往債務の
実質無利⼦・無担保債務への借換

・⺠間⾦融機関による実質無利⼦・無担保融資
○雇用の維持

・雇用調整助成⾦の特例措置の更なる拡大（助成率引き上げ、助成対象の非正規雇
用労働者への拡充等）
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、労働者の雇用維持を図った場合に、
休業手当等の一部を助成する制度であり、種々の特例を措置

○事業継続に困っている中⼩・⼩規模事業者等への支援
・中⼩・⼩規模事業者等に対する新たな給付⾦（持続化給付⾦）の創設

○税制措置
・納税の猶予（無担保・延滞税なしで１年間猶予）
・中⼩事業者等に対する固定資産税等の減免

※詳細は下記、経済産業省のホームページをご覧ください。
● 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

httpst//www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pampheet.pdf

－５－

● 建設業法令遵守ガイドライン
httpt//www.meit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000188.htme

※上記ガイドラインのポイント「建設業のための適正取引ハンドブック」
httpt//www.meit.go.jp/common/001202625.pdf

● 駆け込みホットライン
httpt//www.meit.go.jp/common/001330568.pdf

TEL︓0570-018-240
受付時間︓10:00〜12:00 13:30〜17:00(土日・祝祭日・閉庁日を除く)
※ナビダイヤルの通話料は発信者の負担となります。



【知らないうちに、広めちゃうから。】

－６－

何のキャラクター？
疫病から人々を守る
とされる妖怪「アマ
ビエ」をモチーフに
しています。

このロゴは何に使うの？
主に若い方を対象とした
啓発アイコンです。
厚生労働省が作成したも
ので、職場等で自由に使
用できます。

感染拡大防止のために！
自分のため、みんなのため、そし
て大切な人のために、私たち一人
ひとりが、できることをしっかり
やっていきましょう。

建設現場を離れても！
不要不急の外出や３密を避
ける行動等の感染拡大防止
に努めましょう。

知らないうちに、広めちゃうから。
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