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特集▶ 新型コロナウイルス 現下の課題と法務の取組み
特集にあたって
本誌では各社の新型コロナウイルス対応の一助となるべく、臨時に特集を組むこととしました。まずは各社にお
ける取組みを誌面を通じて共有することを考え、①企業法務部門の知見を今般の対応へ活かすための視点、②流行
下での株主総会対応、③感染者確認時の対応についてそれぞれご寄稿をいただきました。
そして、現在進行形の課題である従業員の労務管理等につき、五三智仁弁護士による実務 Q&A を取り上げます。
企業活動上の課題はこれらに限られるものではなく、すでに、取引・倒産防止・債権回収などの面でも今般の影
響を踏まえた実務対応が求められつつあります。これらの課題についても次号以降で随時取り上げる予定です。ま
た、本特集を組むに当たっては、編集部からの急なお願いにもかかわらず、経営法友会の幹事・運営委員の皆様よ
り多くのご知見をいただきました。ここに記して深く感謝申し上げます。
なお、本誌では 2009 年の新型インフルエンザ流行時に、中野明安弁護士（丸の内総合法律事務所）より論稿
「新型インフルエンザと法的リスクマネジメント――企業における対策のポイントと法律実務家の役割」（本誌 899
号 10 頁）をお寄せいただきました。今般の新型コロナウイルス対応においてもその内容は参考になると思われ、
商事法務ポータル〈https://www.shojihomu-portal.jp/〉上で PDF を公開しております。あわせてご参照いただ
けますと幸いです。

（2020 年 3 月 9 日

NBL 編集部）

今こそLEGAL BCPの発動を
サントリーホールディングス株式会社 リスクマネジメント本部
法務部部長兼コンプライアンス室部長

明司雅宏

Masahiro Akashi

1 はじめに

新型コロナウイルスの拡大により、日本企業にお

4

と未知の部分が混在しており、混乱に拍車をかけて
いる部分が多い。
その中で、企業法務部門において何ができるか、

いて、今までにない対応が求められている。過去に

そして今こそ企業法務部門がその知見と役割を発揮

も新型インフルエンザや東日本大震災など有事の対

すべきときであるという想いで、以下いくつかの観

応に努めてきたが、その経験と知見が生かせる部分

点を示すことにする。
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2 トリアージ
（triage）
の実施

であろう。更には、自宅で各自でAmazon等での
書籍購入を許可して、自宅で調べ物ができる環境を

現在の法務の業務は、
「平時」を想定したフォー

整えることも一案である。緊急事態が終了すれば複

メーションになっているかと思われる。しかしなが

数の書籍が書棚に並ぶことになるが、費用対効果を

ら、有事においてまず大切なのは、重要度・緊急度

考えれば安いものではないか。

に応じて業務を分類することである。

また、どうしても出社しなければならない従業員

明日でもできること、来月でもできることはまず

や、時差出勤で出社する従業員が、会社の書類など

は後回しにして、戦力を緊急事態に集中すべきであ

を PDF 等にして、在宅のメンバーに共有化するな

る。担当者毎の業務の優先順位ではなく、組織・企業

どの業務分担も柔軟に行う必要があろう。在宅勤務

体としての優先順位にシフトすべきである（救命救急

しているメンバーからすると、出社しているメン

の場面で行われている「トリアージ」のイメージである）
。

バーに依頼するのは気が引けるかもしれないが（ま

トラブル対応や得意先の倒産対応など今しかでき

た、大概出社しているのがベテランであったりすること

ない業務に注力すべく、法務部門のリソース配分を

も多い）
、それは、役割分担として、しっかりサポート

今すぐ見直すべきである。例えば、社内研修や、1

し合うというメッセージを伝えることも重要である。

年先の法改正対応などは後回しにしても構わない。

出社しているメンバーからすると在宅勤務のメン

いつまでこの事態が続くかわからない（本誌が刊

バーの方が通勤等において楽をしているという印象

行されるときには収束に向かっていることを祈るばかり

もなくはないが、⑵で述べるように、在宅は在宅

ではある）が、一旦長めに設定した上で、収束した

で心身ともに疲労する部分もある。要はそれぞれサ

際には平時対応に戻す方が、後述する部署運営の側

ポートし合うということが重要であろう。

面からも適切かと思われる。

⑵ 心身の疲労管理

終わりの見えない対応は疲弊してしまう。2 週間

通常の企業では、週の半分程度は出社が義務付け

の対応が延長されるよりも、一旦 1 か月程度を見越

られていたり、一定年次までは在宅勤務が認められ

して対応を検討すべきであろう。

ていなかったりする。これは種々理由があるが、や

3 部署運営

在宅勤務・時差出勤といった対策は各社も対応さ
れているであろう。
その際に必要な点は（これは法務部門に限らない点
も含まれているが）
、列挙すると以下のとおりである。

⑴ 勤務環境の整備
リモートワークの環境の整備は必要であるし、緊
急事態であるので、機密管理も含めて柔軟な対応が
取られるべきであろう。
その際に課題になるのが、法務部門の業務とし
て、必要な文献と書類をどうするかである。

はり長期間の在宅勤務においては、心身ともに疲労
することもあり得る（長時間の通勤から免れるという
メリットは大きいものの）
。

当たり前のことであるが、以下特に留意すべき事
項を列挙する。
① 定期的に休憩を入れること。
② 定期的にストレッチなど体を動かすこと。会
社にいると思ったより動いていることが多いこ
とがわかる。
③ 水分の摂取を意識的に行うこと。在宅時には
水分摂取が著しく減少する。ペットボトルやマ
イボトルでお茶や水を飲みながら仕事をするこ

書籍については、データベースサービスもあるも

とはあるが、自宅のソファーでペットボトルの

のの、出版社が限られていることや、価格の面で全

お茶を飲みながらテレビを見るということはあ

ての会社において導入できるわけではないが、緊急
事態として、限定的にでも導入することをお勧めす
る。法律系雑誌のデータベースはもちろん、法令検
索や判例検索なども導入がまだであれば導入は必要
であろう。
また、会社で 1 冊しかないが、参照することが多
い書籍については、複数購入しておき、在宅勤務時

まりないであろう。
④ 日光に当たること。①の休憩時にはベランダ
に出て深呼吸をするなど。
⑤ しっかり昼食を取ること。現在、飲食店の経
営が厳しい折、一度外出して外食することも身
体管理という点では重要であろう。
⑶ 定期的な打ち合わせ

の持ち帰りを認め、誰がどの書籍を持ち帰ったかを

電話会議などを意識的に入れるようにするのも重

メールやTeamsなどで共有化しておくことも必要

要である。特に一人暮らしなどで在宅勤務が続く
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と、誰とも会話がないまま 1 日が過ぎることもあり

レジャー、物品販売、飲食業態などは急速に業績の

得る。是非 1 日 1 回は何等かの会話をするようにし

悪化・資金繰りの困難性が生じてくるだろう。サプ

たいものである。

ライチェーンも重要な問題になってくる。例えば物

⑷ 情報の提供・共有

流倉庫で感染者が生じた場合、その物流に依存して

そして一番重要なのが情報の提供と共有である。

いた製造・販売などの機能が一斉に低下してしま

会社で勤務していると、イントラネットやメール以

う。その際、不可抗力による免責事由を考慮するこ

外のオフィシャルな手段以外に様々な情報が入って

とは重要ではないとはいわないが、まずはその機能

くる。危機管理対応に従事していたら、その定期的

をどうやって回復するかの方が優先的に対応される

な会議の場で、その置かれている状況なども肌でわ

べきことであろう。

かるであろう。ところが、在宅勤務をしていると、

ていくことは確かである。その時期も見据えて対応

フィシャル情報のみとなってしまう。

すべきことは、自社が責任を追及された場合の免責

出社されている方は、なんでもいいからその空気

事由の探索ではなく、この機能を保持するための方

感を在宅しているメンバーに伝えることを意識した

策であることは確かである。具体的には資金繰りが

方がいいかと思われる（ちなみに、当部では、Teams

悪化した委託先などに対し、支払い猶予措置を取っ

のチャネルで「雑談」というチャネルを作って、なんで

たり、場合によっては委託先や取引先に対する緊急

もいいから「会話」ができる設定にした）
。

融資による資金繰りの改善などの方策を検討したり

⑸ デマの防止
全社的に対応されていることも多いであろうが、

すべきである。
そこで、法務部門が従来どおりの対応をしていて

SNS等でデマが拡散することも多々見られる。正

は、間に合わないこともあり得るだろう。審査など

しい情報を取得できるサイトなどを共有し、その情報

の時間短縮、必要情報の低減化、必要書類の整備な

に基づき行動するようにすることも重要であろう。

ど今すぐ対応を進めるべきである。各社において、

4 情報共有の重要性

他社の法務部門との情報共有も非常に重要であ
る。リスクマネジメント特に今回のコロナウイルス
のように、全国的・全世界的に生じているリスクに

簡単に締結できる（例えばA4 1 ページの）融資契約
のひな型はあるだろうか？ 取引先が倒産した場合
の債権回収の手順は決まっているだろうか？
そして、それらが全員在宅勤務の環境でも実施で
きるようになっているだろうか？

ついては、いい意味で横の知恵を学ぶことが必要で

1 日、2 日を急ぐ場面も出てこよう。仮に肋骨を

あろう。例えば濃厚接触者の特定ができなくなるフ

骨折させたとしても呼吸を確保するということが、

リーアドレスの中止などの措置は、これらの情報共

現状では最重要であることを認識すべきである。

有がないと得られない知恵である。
また過去の類似事案が恒常的に共有化できないだ
ろうか。

6 記録を残そう

コロナウイルス対応は、きっとこれで終わりでは

阪神・淡路大震災や東日本大震災の際に刊行され

ない。今後同様の感染症のリスクは高まるだろう

た書籍は、既に絶版となっているものも多数あり、

し、首都圏直下地震もいつ起こるとも限らない。今

これらがデータベース等で継続的に閲覧できるよう

回の対応については、しっかり記録に残して、次の

になればよいと期待する（商事法務ポータルにて、中

クライシスに必ずつなげることが重要である。

野明安弁護士の論考「新型インフルエンザと法的リスク

いつ、どのように日々刻刻と状況が変化し、どの

マネジメント」本誌 899 号（2009）10 頁以下が公開さ

ように対応したか、しっかり記録に残しておこう。

れている）
。

収束してからではなかなか手につかない。今からで

また経営法友会のサイトで各社の情報が集約され
ているので活用されたい。
5 ルールを変える必要性

6

いずれこのコロナウイルス問題は、収束に向かっ

その空気感から断絶され、届く情報はいわゆるオ

も遅くない。次いつ発生するかわからない。しっか
りと記録に残して後進に伝えよう。
7 テクノロジーの導入を

これから、様々な形で異変が生じてくることは間

重ねていうとこれを機に是非在宅勤務下でも業務

違いない。例えばインバウンド需要に依存していた

が遂行できる体制にする必要があろう。誰も会社に

NBL No.1166（2020.3.15）

特集

新型コロナウイルス 現下の課題と法務の取組み ▶ 株主総会における新型コロナウイルスへの対応について

来ない状態で、融資契約の締結ができるであろう

討すべきである。地域・期間が限定されるため、蔓

か？ できないとするとそれは危機対応ができてい

延している状況を日々把握し、そこに自社の事業所

ないことになってしまう。電子署名やデータベース

があるか、あるいは重要なサプライヤーの事業所が

などを含めたテクノロジーの導入が急務であること

あるかを把握していく必要があろう。

を再認識する次第である。印章管理の担当者のみが出
社するというのは、ディストピア以外の何物でもない。
8 新型インフルエンザ等対策特別措置法について

9 大切なこと

繰り返しになるが、今は、たとえ、肋骨を折った
としても呼吸を確保すべきである。後でも骨折は修

執筆時点において、新型インフルエンザ等対策特

復できるが、一度止まった呼吸は戻らない。取引

別措置法の改正により、コロナウイルス対策の法律

先・委託先などの関係者との関係性についても、今

が成立・施行される見込みであるが、実際に緊急事

は緊急事態である。資金繰り、物資の提供など可能

態宣言が出される場合には、その地域において、既

な措置を取るために法務部門の知恵を結集しよう。

にかなりの蔓延が進行している状態であり、種々の

近年、債権回収や倒産分野などのクライシス対応の

課題が出ている状態であろうと想定される。外出自

実務が縮小していたかと思われる。是非経験値が高

粛要請や、営業停止などの要請があった場合にその

いベテラン法務パーソンは、その経験値を今こそ生

地域に事業所がある場合には、代替による事業の継

かそうではないか。今こそ、本当に重要なことに注

続などの施策を取ることになるので、法務担当者と

力して、この未曾有の危機を「法務の力」で乗り越

しては、まずこの法律の内容を正確に抑えた上で、

えたいと祈念している。法務の本懐を発揮すべきと

自社のBCPの中に緊急事態宣言が出た場合の対応

きは今しかない。共にこの危機を乗り越えていきま

を組み込んでいくしかないかと思われる。日々状況

しょう。

が変化するので、状況変化をとらえながら対策を検

株主総会における新型コロナウイルスへの対応について
キユーピー株式会社 経営推進本部 法務部

信藤恭一

Kyoichi Nobuto

1 はじめに

我が社は、11 月決算で 2 月総会の会社である。今

2 当社の株主総会

まず、今回の定時株主総会に関して当初予定して

総会では、新型コロナウイルス（以下「新型コロナ」

いた内容は、下記のとおりである。

と略記）を巡る状況が日々厳しさを増していくなか

■日時：

で、当日に向けた様々な対応を迫られた。当社の場
合、株主総会の運営事務局は法務部ではないが、今
総会の準備・運営に深く関わった者として、3 月以

2020 年 2 月 27 日（木） 午前 10 時（受
付開始は午前 9 時）

■場所： 千
 代田区丸の内三丁目 東京国際フォー
ラム ホールA（第 2 会場も別途準備）

降に株主総会を迎える企業の総会担当者の皆さまに

■決議事項： 取
 締役選任、監査役選任、取締役賞

少しでも参考にしてもらえればと考え、今回の当社の

与支給および買収防衛策継続の 4 議案

取組みを紹介させていただく次第である。

※剰 余金処分は取締役会決議事項
（配当金は 2 月 7 日に支払済み）
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■出席株主数：
■所要時間：

5,000 名～5,300 名（※権利株主数

いても、新型コロナの感染が徐々に拡大し、また行政

は 11 万 4 千名弱）

の姿勢も変化を見せるなか、より踏み込んだ内容に

2 時間以内（目安）

3 「助走」
段階

株主総会に関する新型コロナへの対応について

からトップページの「重要なお知らせ」に掲載し、
なるべく多くの株主にご覧いただけるようにした（株主
やマスコミからの問合せ対応用のQ&Aも併行して準備）
。

は、2 月に入る前後から準備を始めた。ただ、2 月中

たとえば、2 月 23 日掲載の第 4 報では、総会開催

旬に入った頃までは、総会会場でのアルコール消毒

について難詰する個人株主の声が会社宛に寄せられ

液の設置や運営スタッフのマスク着用などを準備し

ている状況にも鑑み、総会開催の理由を冒頭に示す

ていた程度であり、総会事務局他の関係者にもさほ

ことにしたほか、政府の基本方針が発表された 25

どの緊迫感はなかった。

日の午後に更新した第 5 報では、高齢者や基礎疾患

株主への案内に関しては、既に 2 月 6 日に招集通

者、妊婦、体調不良の方々は「ご出席をお控えくだ

知を発送済みであり、費用・日程の両面からも、株

さい」とまで記述するとともに、感染防止策の徹底に

主全員に新型コロナ対応に関するご案内をお送りす

かかわらず会場内での感染リスクの完全排除はでき

ることも難しく、当社ウェブサイトの株主総会の

ないとして、自身と周囲の感染防止のため、総会の

ページに、総会当日の上記対応などを掲載するのが

出欠には慎重な判断をお願いする一文も盛り込んだ。

精々であった。
4 「疾走」
段階

なお、来場株主へのお土産は、予定どおりお渡し
した。感染防止を優先するなら配布を中止するのが
望ましかったのであろうが、お土産の廃止は、早期

その後、新型コロナのマスメディアでの扱いも大

に全株主や投資家に向けて案内していても多くの苦

きくなっていくなか、会日のおよそ 2 週間前から、

情が避けられないところ、①当社ウェブサイトでの

総会の新型コロナ対応も、本腰を入れた取組みに

直前の案内だけでは到底、株主への周知が難しいこ

なっていった。

と、②総会直前での取扱いの変更は運営スタッフが

まず、主要関係者で集まり、当日までに余程の状

混乱するほか、総会当日の苦情対応により（ただで

況変化がない限り、総会会場での感染防止のための

さえ混乱が見込まれるなか）受付付近での混乱に拍車

対応に最大限努めることを前提に、株主総会は予定

がかかることが予想されたことから、予定どおり配

どおり開催するという方針を確認した。また、その

付することにした。

場で、総会当日に向けた各種対応について、必要な
項目とその担当者を確認した。

もう一つ付け加えると、当社グループは、新型コ
ロナ対応として、2 月 17 日以降、渋谷本社他の主

上記の方針や各種対応の適否について、外部の専

要拠点において、従業員のマスク着用を義務づける

門家（顧問弁護士や証券代行）にもご意見を伺ったの

とともに、入館時の消毒液噴霧を徹底することにし

はもちろんである。ちなみに、今総会では消毒液の

た。これは総会対応として行ったものではないが、

噴霧やマスク配布で受付付近の混雑が懸念されたた

総会を間近に控えた時期という点も念頭に置いた措

め、当社ウェブサイトで早めのご来場をお願いする

置であったものと思料する。

とともに、多数の来場者が定刻までに入場できてい
ない場合における開会時刻の取扱いについても、外
部専門家の意見も伺いながら、総会事務局としての
スタンスを事前に取り決めた。
株主総会の所要時間も、感染リスク低減のために

5 株主総会当日

株主総会当日は、感染防止のためにできる限りの
体制と対応で来場株主（2,482 名）をお迎えした。
総会会場には、株主総会の新型コロナ対応につい

短縮させること、具体的には、例年は 2 時間目安の

ての案内文書（その記載内容は本稿の末尾に掲載のと

ところを今回は遅くとも 1 時間半目安で終了させる

おり。事態の急変に備えて印刷は総会前夜、翌朝に会場

ことを決定し、総会シナリオや映像資料も急遽、そ

へ持込み）を 2 千部準備した。

れに合わせた内容に修正した（当日の株主質問も、
当初は 15～16 名程度受け付ける予定を、12 名目安まで
に止める想定に変更）
。

また、当社ウェブサイトでの株主向けの案内につ
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改めるとともに、掲載場所も当初の株主総会ページ
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総会会場での主な対応については、この案内文書
に記載のとおりであるが、その他にも、たとえば下
記のような対応を行った。
・開場（受付開始）時刻の 9 時から 8 時 45 分への

特集

新型コロナウイルス 現下の課題と法務の取組み ▶ 株主総会における新型コロナウイルスへの対応について

繰上げ（受付待ちの株主間の距離を近づけないため）

にも思ったことであるが、剰余金処分の決定を取締

・開会前の会場内で、感染防止へのご協力のお願い

役会に授権するメリットである。おそらく 3 月総会

をナレーターからアナウンス（閉会後は、ご理

企業においては、今後の状況次第では、総会延期の

解・ご協力への御礼のアナウンスも）

検討を強いられる事態もあり得るところ、剰余金処

・舞台上の役員および事務局員もマスク着用（ただ

分が総会決議事項である場合には、その点も含めて
難しい判断を迫られることになるかと思う。

し、役員は発言時を除く）

・展示スペースでの説明スタッフから株主へのお声
掛けを取止め（株主から求められたら説明する対応へ）
・質問株主用スタンドマイク前方のスペース空け
（着席不可）および各質問後のマイク消毒

もう一つ、触れないわけにいかないのが社外関係
者の協力である。当社の株主総会は、証券代行や顧
問弁護士、また総会の準備・運営の業務委託先企業
から多大な協力をいただいているが、今回の新型コ

なお、総会の冒頭では、議長から、感染防止のた

ロナ対応では、休日中の迅速な対応も含め、例年に

めに来場株主の理解と協力を得ながらスムースな議事

も増して真摯にご尽力いただいたことを特筆させて

進行に努めていくことを申し述べるとともに、本総会

いただく。今総会の成功も、これら外部のお力添え

は1時間半を目安に終了させていただく旨を説明した。

があってこそであり、心から感謝を申し上げる。

結果的には、来場株主自体が少なかった（当初見込み
の半数弱）ことに加え、質問者も 6 名と少数に止まっ

たこともあり、1 時間弱で総会を終えることができ
た。受付の混乱もなく、開会前後に株主間でマスク着

7 さいごに

当社が株主総会を終えた翌日、法務省が下記要旨
の見解を発表した。

用を巡るトラブルがあったものの、それ以外には特段

「定時株主総会の開催時期に関する定款の定めが

の問題はなく、概ね円滑な総会運営ができたと思う。

ある場合でも、通常、天災その他の事由によってそ

ちなみに、今総会では着席の間隔が空くことから、

の時期に定時株主総会が開催できない状況が生じた

第 2 会場の使用を前提に準備していたが、来場者が

ときまで、その時期の総会開催を要求する趣旨では

少数に止まったため、第 2 会場は使用せずに済んだ。

ない、と考えられる。従って、今般の新型コロナウ
イルス感染症に関連し、定款所定の時期に定時株主

6 総会を終えて

総会を開催できない状況が生じた場合には、その状

今回の株主総会を終えて改めて感じたのは、総会
準備に限らず、余裕をもって仕事を進めることの大

況の解消後、合理的な期間内に定時株主総会を開催
すれば足りるものと考えられる。
」

切さである。今回は、総会前の 10 日間は新型コロ

おそらくは政府の基本方針も踏まえて、3 月総会

ナ対応に忙殺され、それ以外の総会準備が例年どお

企業にできるだけ準備期間を与えるためにも急ぎ見

りにできなかったところもあったが、それでも何と

解を示したものと推測されるが、2 月総会企業を直

か乗り切れたのは、それまでに前詰めで準備を進め

前で混乱させないための配慮もあったのかも知れな

ていたからであった。

い。とまれ、見解の発表が当社総会の開催前でなく

あと、これはちょうど 9 年前の東日本大震災の際

て本当に良かった、と安堵したものである。

【総会会場での株主向け文書】
株主の皆様へ
当社第 107 回定時株主総会における
新型コロナウイルス（COVID-19）感染防止への対応について
2020 年 2 月 27 日
キユーピー株式会社
本日は、当社第 107 回定時株主総会にご出席を賜り、厚く御礼申し上げます。
また、平素は格別のご高配を賜り、重ねて御礼申し上げます。
新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されるなか、今回の株主総会については、延期の可能性も含めて慎重に
検討を行ってまいりました。
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検討の結果、下記①～③の点などに鑑み、政府の方針にも則って会場での感染防止にできる限り努めることを
前提に、予定どおりの開催とさせていただいた次第です。
①
②

株主総会が法令に基づく会議であること
当社の場合、毎年 2 月末までの開催が法令・定款で義務づけられており、現段階での延期には違法リスク
も伴うこと

③

今回延期した場合、株主総会の開催は 2～3 カ月以上の延期が見込まれ、経営への影響も避けられないこと

なお、感染防止のための主な対応は、下記のとおりです。
ご来場の株主様にはご負担をお掛けすることになりますが、事情ご賢察のうえ、ご理解ならびにご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。
記
＜当社の対応について＞
・当社ウェブサイトに株主総会に関するご案内とお願いを掲載し、株主様への注意喚起に努めました。
（掲載内
容は、状況の変化に応じて更新しております）
・株主総会の運営スタッフ（委託先を含む。以下も同じ）は、検温を含め、体調を確認したうえで参加しており
ます。
・運営スタッフは、マスク着用で応対をさせていただきます。
・受付他の会場内各所には、アルコール消毒液を設置しております。
・受付付近での混雑緩和のため、受付の窓口やスタッフを増やすとともに、例年受付で手渡している各種書類は
会場内に準備しております。
・株主席へのご案内の際には、詰めて座っていただくことを要請いたしません。
・必要時に備えて看護師が会場内に待機しております。
・株主総会の議事は、円滑な進行となる方法を工夫し、例年より時間を短縮いたします。
＜株主様へのお願い＞
・ご来場の株主様におかれましては、アルコール消毒液の噴霧とマスクの着用について、ご協力をお願いいたし
ます。
・ご来場の株主様で体調不良と見受けられる方には、運営スタッフがお声掛けをさせていただくことがございま
すので、ご了承ください。体調がすぐれない場合には、ご遠慮なくお近くの運営スタッフにお声掛けください。
・ご帰宅の際には、感染防止のため、十分な手洗いをお願いいたします。
以上

従業員の労務管理等Q&A
弁護士＊

五三智仁

Tomohito Itsumi

＊ 五三法律事務所

はじめに
令和元年 12 月、中華人民共和国湖北省武漢市に
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た。その後、人から人への感染が確認されたこと
や、多くの国、地域への広がりなどを受け、令和 2
年 1 月 30 日には世界保健機関（WHO）の緊急委員

おいて原因不明の重篤な肺炎を発症した患者が現

会が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」

れ、その原因として新型コロナウイルスが検出され

に該当すると発表した。
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我が国では、1 月 16 日に国内初の感染者が確認

もっとも、令和時代を迎えた現在は、スマート

され、2 月 1 日には、新型コロナウイルス感染症に

フォンの普及、インターネット接続環境の向上等、

ついて、感染症法に基づく指定感染症（2 類感染症

約 10 年前に比べて情報通信技術が格段に進歩して

相当）及び検疫法の検疫感染症に指定する旨の政令

いる。そして、政府は、多様な働き方の一態様とし

が施行された。さらに政府は、2 月 16 日から新型

て在宅勤務（テレワーク）を推奨し、企業にその活

コロナウイルス感染症対策専門家会議を開催し、そ

用を求めている。

れを踏まえて 2 月 25 日には新型コロナウイルス感

企業は、労働者に対する安全配慮義務を果たしつ

染症対策の基本方針が決定された。この基本方針の

つ、現在の状況に見合った対応を心掛けなければな

中では、
「患者・感染者との接触機会を減らす観点

らない。

から、企業に対して発熱等の風邪症状が見られる職
員等への休暇取得の勧奨、テレワークや時差出勤の
推進等を強力に呼びかける」旨が謳われた。
また、安倍晋三首相は、2 月 26 日には、全国的
なスポーツ、文化イベント等について、今後 2 週間
は中止、延期または規模縮小等の対応をするよう要
請し、さらに翌 27 日には、全国の小中学校と高校、
特別支援学校に対して、3 月 2 日から春休みの期間
で臨時休校を要請する考えを表明した。

2 社内の意思決定

［Q2-1］ 原則在宅勤務（テレワーク）の導入を検

討している。会社として社内の状況に関してどう
いう情報を集め、取締役会での議論などどのよう
なプロセスを経たうえで決定すれば法的に十分と
言えるか。また、留意点は何か。

在宅勤務（テレワーク）制度を適切に導入するに

このような状況下において、各企業ではそれぞれ

あたっては、まず、社内において、在宅勤務が可能

の実情に応じ、在宅勤務、自宅待機、時差出勤等の

な業務か否かについて各部署の情報を収集したうえ

措置を行っていることが報道されており、特に本年

で、対象従業員の範囲、勤務の方法等のルールを設

2 月以降、筆者も企業からこの対応に関する相談を

定する必要がある。

受ける機会に非常に多く接しているところである。

これらのルール設定を、必ずしも取締役会におい

本稿は、2 月 25 日に厚生労働省が発表した新型

て行う必要はない。ただし、従業員の労働条件に関

コロナウイルスに関するQ&Aの内容（その後更新

わるものであり、本来は就業規則において定めるこ

が繰り返されている。
）を踏まえつつ、筆者が、企業

とが望ましいといえるので、人事部門において、業

の労働法務を取り扱う弁護士の立場から、あえて議

務の実情に合わせたルールを定めるべきである。

論を喚起するために個人的な試論を述べるものであ

そのうえで、従業員に対して当該ルールの内容を

る。多方面からのご意見、ご示唆をいただければ幸

周知し、対象従業員の理解を十分に得たうえで在宅

いである。

勤務を実施させるべきである。在宅勤務において

1 新型コロナウイルス感染症対応の考え方

［Q1-1］ 新型インフルエンザ流行（2009 年）、東
日本大震災（2011 年）の当時の労務に関するQ&A

やケーススタディ記事をもとにまずは対応策を検
討している。これら過去の事象と今回の新型コロ
ナウイルス対応の差異（特徴）は何か。それを踏ま
え、留意すべき点は何か。

は、特に従業員の自律的な業務遂行が求められるも
のであることから、対象従業員の十分な理解を得て
おくことが不可欠だといえる。
3 安全配慮義務

［Q3-1］ 新型コロナウイルスを踏まえて企業が安
全配慮義務を果たすために大事な視点は何か。

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、

2009 年の新型インフルエンザ流行や 2011 年の

身体等の安全を確保しつつ労働することができるよ

東日本大震災といった災害への対応において、企業

う、必要な配慮をしなければならない（労契法 5

は従来から検討してきたBCP（事業継続計画）に基

条）
。この安全配慮義務は、判例によって確立され

づき、従業員の安否確認や、休業、自宅待機、事業

た法理であり、民間企業の労働契約関係において

再開等を行ってきたところであり、それは今回の新

は、労働者が、労務提供のため設置する場所、設備

型コロナウイルス感染症対応にも十分に応用するこ

もしくは器具等を使用し、または使用者の指示のも

とが可能だと思われる。

とに労務を提供する過程において、労働者の生命・
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身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務と定

業務の穴埋めをするため、あるいは、事業継続上

義された（川義事件、最三判昭和 59・4・10 民集 38 巻

やむを得ない理由により、一部従業員に出社しての

6 号 557 頁）
。

勤務を要請する場合であっても、それら従業員に発

新型コロナウイルス感染症の主な症状は、発熱、
せき、頭痛、倦怠感（身体のだるさ）であり、一般

奨し、また、健康状態に問題がない場合であっても

的な風邪症状に似ているが、症状が長引く傾向にあ

業務上可能な範囲で時差出勤を適用するなど、従業

るといわれている。また、政府が決定した基本方針

員が患者・感染者と接触する機会をできる限り減ら

では、一般的な状況における感染経路は飛沫感染、

すことのできるよう配慮をすべきである。

接触感染であるとはいうものの、
「閉鎖空間におい

また、令和元年 4 月 1 日に時間外労働の上限規制

て近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下で

が施行されており（労基法 36 条 4 項ないし 6 項。なお、

あれば、咳やくしゃみ等がなくても感染を拡大させ

中小企業については令和 2 年 4 月 1 日施行）
、その遵守

るリスクがある」とされている。

が求められることはいうまでもない。

これらを踏まえると、企業にとっては、
① 従業員に対して、体温測定等により従業員ま
たはその同居の家族に風邪症状がないかを把握
するように促すとともに、
② 発熱等の風邪症状が見られる従業員に対して
は、休暇取得等を勧奨し、
③ 従業員自身には健康状態に問題がない場合で
も、従業員が患者・感染者と接触する機会をで
きる限り減らすことのできるよう配慮する、
というのが、自社従業員の労務提供過程においてそ
の生命・身体を危険から保護するために大事な視点
である。
［Q3-2］ 新型コロナウイルス感染症の流行以前か
（インフルエンザ対策等で）執務室の入口に消
ら、

毒液とマスクを置いていたが、在庫逼迫により確
保が難しくなった。従業員から速やかに再設置す
るよう要求されているが、問題はないか。

安全配慮義務は、労働者がその生命、身体等の安
全を確保しつつ労働することができるよう、使用者
において必要な配慮をなす債務ではあるが、労働者
の安全や健康そのものを請け負う結果債務ではない。
従前従業員に提供していた消毒液やマスクを、そ
れらの供給が大幅に不足している状況下において確
保ができなくなったこと自体をもって、直ちに会社
が安全配慮義務違反に問われるものではない。
［Q3-3］ ある部署に感染者が出て、多くの部員が
濃厚接触者として自宅待機となった。出社して業
務の穴を埋めなければならない残る部員への安全
配慮義務と業務遂行体制をどのように考えればよ
いか（類似の問題状況：社内に感染者は出ていない
が社会的に流行のピーク下にあり、事業継続上やむ
を得ず従業員を出社させなければならない場合）
。
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このような配慮等を実効化する指揮命令の体制が
整っているか今一度見直すとともに、従業員にもこ
れを周知して注意喚起を行うべきである。
［Q3-4］ 入居する施設の他の企業／他の商業用フ
ロアから感染者や濃厚接触者が出た場合に、どの
ように対応するか。

入居する施設の他の企業や他の商業用フロアから
感染者等が出たとしても、それだけで自社従業員が
直ちに濃厚接触者に該当するわけではない。
もっとも、新型コロナウイルス感染症対策専門家
会議の見解によれば、対面で人と人との距離が近い
接触（互いに手を伸ばしたら届く距離で 2 メートル程
度）が会話などで一定時間以上続き、多くの人々と

の間で交わされる環境は、感染を拡大させるリスク
が高いとのことである。施設の構造等に鑑み、自社
従業員が感染者等と一定時間以上接触した可能性が
考えられる場合には、従業員に対し毎朝出勤前の体
温測定等の経過観察をより強く促す必要があるだろ
う。
［Q3-5］ 社員寮での従業員の安全配慮義務をどの

ように考えればよいか。また、社員寮で感染者・
濃厚接触者が発生した場合にどのように対応すれ
ばよいか。

社員寮が労基法第 10 章の事業附属寄宿舎、すな
わち、事業経営の必要上その一部として設けられて
いるような事業との関連性を持ち、常態として相当
人数の労働者が宿泊し、共同生活の実態を備えるも
の（昭和 23・3・30 基発 508 号）に該当する場合に
は、使用者には労働者の健康や生命の保持等に必要
な措置を講ずる法的義務が課されている（労基法 96
条）
。大規模な病院において夜勤に対応するための

看護師の寮等は、この事業附属寄宿舎に該当する可
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能性があるだろう。
他方で、事業との関連性がなく、従業員の福利厚
生等の観点から住居を提供しているものであれば、
会社が、労働時間外の社員寮での生活に関してま
で、従業員に対して安全配慮義務を負うものではな
いと解される。
とはいえ、社員寮で感染者・濃厚接触者が発生し
た場合には、その社員寮の構造にもよるが、社員寮内
に感染が拡大する危険があることは否めず、ひいて
は会社全体への感染拡大にも繋がりかねない。そう
であればやはり、会社としては、社員寮を利用して
いる従業員に対し毎朝出勤前の体温測定等の経過観
察をより強く促し、発熱等の風邪症状が見られる従

［Q4-3］ 時差出勤を命じた場合に、通常の勤務時
間よりも短くなった場合に給与の取扱いはどうな
るか。

従業員自身が労務提供可能な状態にあるにもかか
わらず、時差出勤を命じたことにより勤務時間が通
常に比べて短くなった以上は、給与の減額をすべき
ではないだろう（民法 536 条 2 項参照）。
5 在宅勤務

［Q5-1］ 従業員の在宅勤務を命じた場合の労務管
理上の留意点は何か。

業員に対しては、休暇取得等を勧奨することにより、

まず、労働時間の管理の仕方をどのようにするか

感染拡大の防止に向けて配慮すべきであると考える。

が重要である。在宅勤務では、従業員の始終業時

4 時差出勤

［Q4-1］ 時差出勤、在宅勤務のどちらが優先され
るべきか。

従業員が患者・感染者と接触する機会をできる限
り減らすことのできるよう配慮するという観点から
は、時差出勤よりも在宅勤務の方が優先されるべき
であるといえるだろう。
したがって、業務の内容等により在宅勤務が可能
であるならば、在宅勤務を推奨することが望ましい。
［Q4-2］ 時差出勤を導入する際のプロセス・決定
事項と法的留意点は何か。

刻、休憩時間、時間外・休日労働の把握・管理の程
度が弱まり、長時間労働を招くおそれがある一方
で、従業員が業務から離れる時間（中抜け時間）が
生じやすいという側面がある。
また、在宅勤務に要する通信費や情報通信機器等
の費用負担の取扱いや情報セキュリティの在り方に
ついてもルール化しておく必要がある。
［Q5-2］ 制度上、在宅勤務（テレワーク）の制度

が存在するのに、テレワークを拒絶する社員への
対応をどうするか。全社的に出社制限をしている
場合には出勤扱いとするか。

在宅勤務時における労働時間管理、時間外・休日
労働の申出、通信費・情報通信機器等の費用負担に

始終業時刻は就業規則の必要記載事項であるため

関するルールが制定されており、その内容が合理的

（労基法 89 条 1 号）
、多くの企業は、就業規則に基本

なものであって、他の従業員が特段の問題なく在宅

となる始終業時刻を定めるとともに、業務の都合に

勤務を実施しているにもかかわらず、これを拒絶す

よりこの繰り上げ、繰り下げができる旨を規定して

る従業員については、出勤扱いとする必要はない。

いるものと思われる。この場合には、規定に基づい
て従業員に時差出勤を命じることが可能である。
他方で始終業時刻の繰り上げ、繰り下げ規定を設
けていない場合には、従業員との個別の合意に基づ
いて時差出勤を導入する必要がある。
いずれにおいても、各従業員の労働時間管理にお
いて遺漏が生じないように、事業所、部署、特定の
グループ等の単位で繰り上げ、繰り下げをした始終
業時刻を明確に定める必要がある。
なお、始終業時刻を労働者に委ねるべくフレック
スタイム制を導入することも考えられる。

全社的に出社制限をしていることを理由に自宅待
機を命じ、かつ、それが「使用者の責に帰すべき事
由による休業」（労基法 26 条）にも該当しないもの
として、休業手当の支払も不要であると考える。
［Q5-3］ 従業員の在宅勤務を命じた場合に、通信
費等が発生した場合の費用負担はどうか。

在宅勤務に要する通信費等の費用について、会
社・従業員のどちらが負担するか、また、会社が負
担する場合の限度額をどのように設定するか等につ
いては、あらかじめ就業規則等でルール化しておく
べきである。
なお、従業員にこれら費用の負担をさせる定めを
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する場合には、それを就業規則に規定しなければな
らないことに注意が必要である（労基法 89 条 5 号）。
6 フレックスタイム制度

［Q6-1］ フレックスタイム制の運用をめぐり、通
勤の混雑時間帯を避けるためにやむを得ずコアタ
イム途中からの出社としてよいか。

フレックスタイム制を導入し、かつ、コアタイム
を設ける場合には、就業規則と労使協定においてコ

［Q7-2］ 国内海外を問わず、出張先（出張先事業

所／宿泊ホテル等）や営業先で新型コロナウイルス

に感染した場合には労災に該当するか。

業務災害（労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は
死亡。労災保険法 7 条 1 項 1 号）における「業務上」

といえるためには、当該労働者の業務と疾病等の結
果との間に、当該業務に内在または随伴する危険が
現実化したと認められるような相当因果関係が肯定
される必要がある。

アタイムの開始・終了時刻を定める必要がある（労

例えば、集団感染が確認されたクルーズ船内の除

基法 89 条 1 号、32 条の 3 第 1 項 4 号、労基則 12 条の 3

染作業にあたる等の特殊な業務であれば格別、会社

第 1 項 3 号）
。

における一般的な業務に関していえば、出張先や営

もっとも、コアタイムにおいては「所属長の承認の

業先での業務遂行中に不幸にして新型コロナウイル

ないかぎり」所定の労働に従事しなければならない

スに感染したとしても、それが業務に内在または随

旨の留保規定があれば、所属長が承認をしてコアタ

伴する危険が現実化したと認められるような相当因

イム途中からの出社を許容することが可能である。

果関係が肯定されるとまでは評価できないことが多

そのような留保規定がない場合でも、対象従業員

いだろう。一般的には、業務災害には該当せず、労

に不利益を及ぼすものではないので、今般の新型コ
ロナウイルス感染の情勢に鑑み、会社がコアタイム
途中からの出社を認めるという措置を講じるのは有
効であると解する。
7 通勤・出張等での配慮

［Q7-1］ 混雑した交通機関を避けるために、通常

の通勤経路以外の経路で通勤してもよいか。また、
従業員が自己判断で異なる経路で通勤した場合

（あるいは通常の通勤手段ではないマイカーなどを使
用した場合）に事故が起こった場合の通勤災害補償

はどうなるか。

安全配慮義務の観点から、会社には、従業員が患
者・感染者と接触する機会をできる限り減らすこと
のできるよう配慮することが求められているので、
従業員が混雑した交通機関を避けるために通常の通
勤経路以外の経路で通勤したことについて、特段問
題視する必要はないだろう。
また、
「住居と就業の場所との間の往復」につい
て「合理的な経路及び方法による」ものであれば通
勤災害の「通勤」に該当するので（労災保険法 7 条
2 項）
、例えば通常の通勤手段ではないマイカーを

利用した場合であっても、合理的な経路・方法であ
れば、労災保険給付の対象となる。

災保険給付の対象とならないものと解される。
8 感染者・濃厚接触者発生時の対応

［Q8-1］ 感染者・濃厚接触者発生時の適切な初動
。
対応の在り方（要点は何か）

政府によれば、屋形船やスポーツジムの事例な
ど、一人の新型コロナウイルス感染者から多くの人
に感染が拡大したと疑われる事例が存在していると
のことである。
社内において感染者等が発生した場合、濃厚接触
者を休業させ、他の従業員が患者・感染者と接触す
る機会をできる限り減らすようにするとともに、他
の従業員に対しても、毎朝出勤前の体温測定等の経
過観察をより強く促す必要があるだろう。
安全配慮義務を尽くす観点からは、事業の継続に
優先して、感染拡大防止に努めるべきである。
9 感染拡大時に従業員に生じた治療費等の負担

［Q9-1］ 社内で感染者が発生し、同じ部署の従業
員が第二の感染者となった。この第二の感染者の
家族にもさらに感染が拡大した場合に、会社はこ
の第二の感染者である従業員や家族に対して治療
や入院に要した費用を負担すべきか。また、第二
の感染者が派遣労働者である場合はどうか。

不幸にして新型コロナウイルス感染拡大を食い止
めることができず、社内において第二の感染者が現
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れてしまったとしても、それをもって直ちに会社が

得できるのはもちろんのこと、さらに、会社が特別

安全配慮義務違反を問われるものではない。安全配

休暇の取得を命ずることができる制度となっている

慮義務は、労働者の安全や健康そのものを請け負う

のであればそのように取り扱うことも可能である。

結果債務ではないからである。したがって、社内で

特別休暇について、単に、法定の年次有給休暇と

感染者が発生したことを認識した後、濃厚接触者を

は別に、特別休暇を用いることができる旨が規定さ

休業させ、他の従業員が患者・感染者と接触する機

れているに過ぎず、会社から取得を命ずる旨が特に

会をできる限り減らす等の措置を講じていたのであ

明記されていない場合には、今般の情勢を踏まえ

れば、会社には、第二の感染者である従業員やその

て、風邪症状が認められる従業員に対して、会社が

家族の治療費等を負担すべき法的義務はない。

特別休暇の取得を命ずることを可能とするか否か

なお、これは第二の感染者が派遣労働者であって
も異なるものではない。
もっとも、社内で感染者が発生したことを認識し
たにもかかわらず、適切な措置や配慮を怠っていた
ことにより感染拡大に至った場合には、会社が安全
配慮義務違反を問われることがあり得る。
［Q9-2］ 感染者発生部署の消毒作業を行った際に、
従業員のデスクにあった私物を誤って損傷した場
合、会社に賠償責任はあるか。

を、労使で協議すべきであろう。
従業員が自ら年次有給休暇の取得をせず、かつ、
特別休暇の制度もない場合には、会社から出勤停止
（休業）を命じる以外にないだろう。

［Q10-2］ 感染が疑われる従業員に出勤停止（休
業）を命じた場合の給与支払義務はどうなるか。

新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の指定
感染症に指定されたため、これに感染して都道府県
知事が行う就業制限により労働者が休業する場合に

消毒作業を行った従業員に過失が認められる場合

は、
「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該

には、会社は使用者責任を負い、一定の損害賠償を

当せず、給与支払義務はもとより、休業手当の支払

行う必要がある。ただし、私物の種類や保管状態等

義務も免れる。

によっては、所有者である従業員との間で過失相殺
が認められる余地があるだろう。
10

出勤停止を命じた場合の給与の取扱い

［Q10-1］ 発熱者（感染者・濃厚接触者とまだ判断

されない時点）に休ませる場合の法的手段は何か。

また、とりうる手段が複数ある場合、どのように
考えればよいか。

37.5 度以上の発熱が 4 日以上続く場合や、強い
だるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場

また、都道府県知事による就業制限に至っていな
い場合であっても、37.5 度以上の発熱が 4 日以上続
く場合や、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸
困難）等があって、帰国者・接触者相談センターへ

の問い合わせの対象とされている状態に至り、感染
が合理的に疑われる従業員に対しては、会社は出勤
停止を命じるべきである。この場合にも「使用者の
責に帰すべき事由による休業」に該当せず、給与支
払義務はもとより、休業手当の支払義務も免れるも
のと解するべきである。
なお、厚生労働省の Q&A（企業の方向け。令和 2

合には、帰国者・接触者相談センターへの問い合わ

年 3 月 6 日時点版）には、このような場合であって

せが呼びかけられているが、そのような状態に至ら

も、
「職務の継続が可能である方について、使用者

ない発熱等の風邪症状が見られる段階であっても、

の自主的判断で休業させる場合には、一般的に『使

休業を選択することが推奨されている。

用者の責に帰すべき事由による休業』に当てはま

このような風邪症状が見られる段階において、従

り、休業手当を支払う必要があります。
」と明記さ

業員が自ら法定の年次有給休暇を取得する意向を示

れている。しかし、37.5 度以上の発熱が 4 日以上続

すのであれば、その扱いとすることに何ら問題はな

いたり、強いだるさや息苦しさがあったりする場合

い。しかし、年次有給休暇は、原則として労働者の

には、感染が合理的に疑われるのであり、もはや客

請求する時季に与えなければならないので（労基法

観的に見て「職務の継続が可能」とはいえないの

39 条 5 項本文）
、会社が従業員に対してその取得を

で、使用者の自主的判断による休業と評価すべきで

命ずることはできない。

はないだろう。いかに労働者保護を念頭に置くとし

他方、就業規則において特別休暇が任意に設けら

ても、このような場合における出勤停止の措置を

れている場合には、従業員が自らその特別休暇を取

「使用者の責に帰すべき事由による休業」とする見
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解は採り得ない。
なお、このように感染が合理的に疑われる場合で

た、休業手当支払義務についても、免れることにな
るだろう。

あっても、従業員が年次有給休暇の取得を明確に申

もっとも、会社が適切な措置や配慮を怠っていた

し出たときには、年次有給休暇として取り扱う必要

ことにより事業所閉鎖に至った場合には、会社が損

がある。

害賠償責任を問われることがあり得る。

［Q10-3］ 濃厚接触者に出勤停止（休業）を命じた

11

従業員のプライバシー保護

場合の給与支払義務はどうなるか。在宅勤務を命
じた場合はどうか。

感染者との濃厚接触が認められるものの、自身の
感染が合理的に疑われるレベルには至っていない従

測定等）に対して報告義務を課そうとしているが、

問題はないか。

業員については、一応労務提供が可能な状態にある

一般に、体温が 37.5 度以上の場合には発熱があ

ものの、安全配慮義務の観点からは、会社は、職場

ると認められ、37.5 度以上の発熱が 4 日以上続く場

における感染拡大を予防するべく出勤停止を命じる

合等に帰国者・接触者相談センターへの問い合わせ

とともに、当該従業員に対して経過観察を促すべき

が呼びかけられている。そのことを踏まえれば、会

であろう。そしてこの場合には、少なくとも労基法

社が、安全配慮義務の観点から、従業員に対し、毎

26 条に基づく休業手当の支払が必要になるものと

朝出勤前に体温の測定を促すとともに、37.5 度以上

考える。

の発熱が認められた場合に上司への報告を義務づけ

同条にいう「使用者の責に帰すべき事由」の解釈
適用にあたっては、いかなる事由の休業の場合に労

ることは、合理的な内容のものとして、法的に是認
されるべきである。

働者の生活保障のために平均賃金の 6 割の限度での

ただし、これはあくまで、職場において従業員が患

使用者の負担を要求するのが社会的に正当とされる

者・感染者と接触する機会をできる限り減らすよう

かという考量を必要とすべきであるところ（ノース

に配慮する目的のものであるため、従業員がこの報

ウェスト航空事件、最二判昭和 62・7・17 民集 41 巻 5

告義務に従わなかったことをもって、直ちに懲罰等

号 1283 頁）
、一応労務提供が可能な状態にある従業

の不利益処分を課するのは、差し控えるべきだろ

員に対して出勤停止を命じる以上は、労働者保護の

う。

観点から「使用者の責に帰すべき事由による休業」
として休業手当の支払を認めるのが相当と解される
からである。
なお、従業員が労務提供可能な状態にあるので、
在宅勤務を命じることは可能である。その場合に
は、休業手当ではなく、給与の支払義務が発生する。

［Q11-2］ 疑似感染者（感染が確定していない段階）
が発生した場合、その者と濃厚接触があった従業
員に体調の報告義務や健康チェック義務を一定期
間課すことに問題はないか。

特定の従業員に対して特定内容の経過観察を求め

在宅勤務の制度が存在し、その内容が合理的なも

る場合には、会社から一方的に義務を課すのではな

のであって、他の従業員が特段の問題なく在宅勤務

く、当該従業員のプライバシーに配慮しつつ、その

を実施しているにもかかわらず、これを拒絶する従

理解を得て必要と考えられる経過観察を行うのが妥

業員に関しては、
［Q5-2］参照。

当である。

［Q10-4］ 感染者が多数発生し、事業所の全体また

［Q11-3］ 就業規則上、従業員が感染症に罹患しま

は一部について、行政から会社に対して事務所封

鎖等の指示が出た場合、封鎖期間の給与の取扱い
を無給とすることは法的に可能か。

仮に今後、特措法の制定等によって行政から事業
所封鎖等の指示が出るに至った場合には、もはや封
鎖期間内は当該事業所において事業継続をすること
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［Q11-1］ 従業員の体調管理（日々の自宅での体温

たはそのおそれがある場合に会社への報告義務を

課している。感染者発生時に社内外の接触者に注
意喚起するため当該感染者の氏名を公表してよい
か（そのような注意喚起のための公表目的につき、
あらかじめ従業員から同意を得ていた場合／得てい
なかった場合で差異はあるか）
。

が客観的に不可能な状態になったといえるので、一

会社が、当該従業員からあらかじめ氏名公表につ

般論としては、会社は給与支払義務についても、ま

いての同意を得ていた場合には、特に法的に問題は
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生じない。なお、後に同意の有無に関して当該従業

内容を含むものとして、個人情報保護法上の「要配

員との間で紛争が生じないようにするため、書面に

（同法2条3項）に該当する可能性がある。
慮個人情報」

て同意を得ておくべきである。

したがって、本人の同意を得たうえで情報を取得

他方で、当該従業員の同意を得ていない場合に

し、また第三者に提供する際には必ず本人による事

は、氏名公表を差し控えるべきである。たしかに、

前の明確な同意を得る等、特に適正な取扱いが求め

接触者に注意喚起するためには、感染者である当該

られるところである。

従業員の氏名を公表する方が効果的ではあるが、当
該従業員のプライバシーへの配慮が優先されるべき
であろう。

12

一時的な配置転換

［Q12-1］ ある部署のほとんどの人員が感染者・濃

［Q11-4］ 上記の就業規則の定めがある場合に、感

厚接触者となり、一時的ではあるが業務がまわら

できるとすれば、その際の留意点（どのような報告

換を行おうとしているが、その際の留意点は何か。

染者の濃厚接触者から報告を徴求できるか。徴求

をさせるか）は何か。

なくなった。そのため他部署より一時的な配置転

就業規則において配転命令権を基礎づける規定が

濃厚接触者は、上記就業規則の規定における「感

存在すれば、権利濫用にわたらない限り、業務上の

染症に罹患するおそれがある」者に該当すると解さ

都合による配置転換は広範に認められる（東亜ペイ

れるので、当該規定に基づき会社への報告を求める

ント事件、最二判昭和 61・7・14 労判 477 号 6 頁）
。

ことは可能である。

ただし、当該部署のほとんどの人員が感染者・濃

ただ、濃厚接触者に該当するか否かの判断は、必

厚接触者となったということであるため、可能な限

ずしも容易ではない。新型コロナウイルス感染症対

りその原因を特定し、例えば必要に応じて特定範囲

策専門家会議では、対面で人と人との距離が近い接

の取引先との接触を避ける等、配置転換された者に

触（互いに手を伸ばしたら届く距離で 2 メートル程度）

感染が拡大しないよう留意する必要があるだろう。

が会話などで一定時間以上続き、多くの人々との間
で交わされる環境は感染を拡大させるリスクが高い
とされているところ、感染者の氏名が特定されてい
ない場合には接触の事実を確定できないし、また、
「一定時間」というのも一義的ではないからである。
また、感染者との接触という事象自体が勤務時間
外の私的な領域にわたることも多いため、濃厚接触
者のプライバシーに対する配慮も必要である。

13

従業員のプライベート領域への干渉

［Q13-1］ 従業員のプライベートにおける、会合や
イベント参加・国内外への旅行等に対して禁止を
求められるか。また自粛や慎重な判断の程度であ
ればよいか。

会社が、その指揮命令下から外れた従業員のプラ

したがって、

イベート領域での特定行為を禁止することは、困難

① 濃厚接触の概念について社内に周知し、職場

であるといわざるを得ない。従業員自身の健康維持

における感染拡大を可能な限り予防するべく、

と職場における感染拡大の予防を目的として、自粛

濃厚接触者に該当する可能性がある者には、積

や慎重な判断を求める程度であれば、問題はないだ

極的に上長に申し出るよう促す。

ろう。

② 申出を受けた上長は、当該者のプライバシー
に十分に配慮し、発熱、せき、頭痛、倦怠感
（身体のだるさ）等の風邪症状が出ていないか

等、感染拡大防止に必要な情報についてのみ報
告を求め、このような風邪症状が見られる場合
には休暇取得を勧奨する等を行う。
という取扱いが妥当である。
［Q11-5］ 重症化する可能性が高いとされる基礎疾

患等をもった社員への対応において留意点は何か。

基礎疾患に係る個人情報は、特にセンシティブな

［Q13-2］ 従業員のプライベートにおける、国外

（流行地）への旅行が判明した場合に、念のために

感染を防ぐため一定期間の出勤禁止や在宅勤務を
命じることはできるか。

世界保健機関（WHO）の知見によれば、現時点
で新型コロナウイルスの潜伏期間は 1～12.5 日（多
くは 5～6 日）とされており、また、これまでの情報

等から、未感染者については 14 日間にわたり健康
状態の経過観察をすることが推奨されている。
会社は、安全配慮義務の観点から、従業員が患
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者・感染者と接触する機会をできる限り減らし、職

可能な範囲で、中国の合弁会社／現地事務所を休業す

場における感染拡大を可能な限り防止するよう配慮

る方向で検討するのが適切なのではないかと考える。

する義務を負うので、従業員の国外（流行地）への
旅行が判明した場合には、念のため 14 日間程度の
出勤停止や在宅勤務を命じるべきである。
［Q13-3］ 従業員が自粛を要請したプライベートで

の会合やイベント参加・国内外への旅行等を通じ
て感染者・濃厚接触者となった場合に、処分の対
象とできるか。また、出勤停止とした場合の給与
支払義務はどうなるか。

［Q14-2］ 中国などの流行地から一時帰任した従業

員に対して、社内感染を防ぐために自宅待機等ど
のような対応の選択肢があるか。その際の各選択
肢の法的な留意点は何か。

中国等から一時帰任した従業員に対して、念のた
め 14 日間程度の出勤停止や在宅勤務を命じること
は必要である。
出勤停止の場合には、従業員が希望すれば年次有

会社が従業員のプライベート領域での特定行為を

給休暇を取得させ、また、就業規則において特別休

禁止することは困難であるため、会合、イベント等

暇が任意に設けられている場合にはそれを充てるこ

に参加したり、旅行をしたことにより感染者・濃厚

［Q10-1］参照）
。
とも可能である（この点については、

接触者となったとしても、処分の対象とすることは

従業員が自ら年次有給休暇の取得をせず、かつ、

できない。
感染者または感染が合理的に疑われる者に出勤停

特別休暇の制度もない場合で、在宅勤務を命じるこ
とが困難な場合には、会社から休業（出勤停止）を

止を命じた場合には給与支払義務はなく、そのレベ

命じる以外にないだろう。そして、この場合には、

ルには至っていない濃厚接触者に出勤停止を命じた

少なくとも労基法 26 条に基づく休業手当の支払が

場合には少なくとも労基法 26 条に基づく休業手当

［Q10必要になるものと考える（この点については、

の支払が必要になるものと考える（この点について

3］参照）
。さらに、従業員が社命により中国に赴任

は、
［Q10-2・Q10-3］参照）
。

したことにより、感染のリスクに晒されたことを考

14

海外拠点への再赴任

［Q14-1］ 中国に合弁会社／現地事務所があり、一

慮すれば、休業中の給与全額を保障することも検討
すべきであろう。
15

派遣労働者

度日本に帰国した駐在者を中国に戻すにあたり、
どの程度の情報収集、BCP等を備えれば経営とし
て安全配慮義務を果たしたと評価できるか。

者の労務管理について特有の留意点はあるか。

世界保健機関（WHO）の発表によれば、3 月 7 日

派遣労働者の雇用主は派遣元であり、派遣先との

現在、累計で、中国国内での感染者は 8 万人強、死

間に雇用関係はない。しかし、派遣労働者は、派遣

者は 3000 名強であり、特に湖北省に集中している。

先の指揮命令下で、派遣先において労務提供をして

この状況を踏まえると、感染の終息が見えない現

いる。そのような関係にある以上、派遣先として

状において駐在者を直ちに湖北省またはその周辺地

は、就業の過程で派遣労働者がその生命、身体等の

域に戻し、その結果当該駐在者が新型コロナウイル

安全を確保しつつ労働することができるようにする

ス感染者となった場合には、会社は安全配慮義務違

注意義務を負うものと解される。派遣先指針におい

反を問われかねない。

ても、派遣先に対して、派遣労働者の適切な就業環

湖北省から離れた地域に関しては、WHOや厚生
労働省の発表を踏まえ、現地の状況、感染を避ける
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［Q15-1］ 新型コロナウイルス流行下での派遣労働

境の維持に配慮するよう求められているところであ
る。

ための適切な方法、感染や濃厚接触が疑われる場合

もっとも、派遣労働者については、派遣元との間

の対応等について、駐在者に十分な情報を提供する

の労働者派遣契約により、従事する業務の内容や就

とともに、毎朝出勤前の体温測定等の経過観察を強

業場所等が限定されており、派遣先が自社で直接雇

く促す等の対応が必要である。

用している従業員に比べて、感染回避のための対策

もっとも、何を措いても「従業員の安全」こそが

を弾力的に講じにくいところがある。さらに、派遣

BCPの鍵であることからすれば、筆者としては、

労働者には派遣先の就業規則が適用されないし、派

この新型コロナウイルス感染が終息するまでの間、

遣先における就業が臨時的・一時的なものであるこ
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とが多いため派遣先と派遣労働者との間の信頼関係

とについて、派遣先・派遣元・派遣労働者の三者間

が十分に醸成されていないことも多いと思われる。

において合意をすることが不可欠である。

そのため、派遣先においては、派遣元と十分に連

また、派遣労働者が労務提供可能な状態にあるに

携協議して、派遣労働者の労務管理にあたることが

もかかわらず、派遣先から出勤停止を求められるな

肝要である。

どにより派遣先での就業ができなかった場合には、

［Q15-2］ 派遣労働者や協力会社の常駐者に、自社
従業員と同等の健康管理の義務を課すことができ
るか。また、派遣元会社や協力会社に協力を要請
する際に気をつけるべき点はないか。

派遣元は、派遣労働者に対して、少なくとも労基法
26 条に基づく休業手当の支払が必要になるものと
［Q10-3］参照）
。
考える（この点については、

この場合において、派遣元が派遣先に対して派遣
料金の支払を請求できるかは、労働者派遣契約の内

派遣先が、派遣労働者の適切な就業環境の維持を

容によるが、派遣元から派遣先に対して、少なくと

目的として、派遣労働者に対し、自社で雇用してい

も休業手当の相当額の損害賠償請求が認められて然

る従業員と同等の健康管理の義務を課すことは可能

るべきであろう。

である。ただし、派遣元と十分に連携協議して行う
ことが肝要である。
他方で、協力会社の常駐者に対しては、直接指揮
命令を行う立場にないため、そもそも健康管理上の
義務を課すことはできない。協力会社に対して要請
を行う必要がある。
［Q15-3］ 上記［Q15-2］の下で、仮に同等の健康
管理がなされていない場合に、執務スペースへの
入館を拒否することができるか。あるいは、入館
時や休憩施設等の利用に際してこれら派遣労働
者・協力会社常駐者と自社従業員との間に扱いの
差異を設けることに問題はないか。

［Q15-5］ 派遣元が派遣労働者に在宅勤務をさせる
0

よう申し入れてきた場合に、派遣先としてどのよ
うに対応するか。在宅勤務をさせるとして、それ
に要する環境整備等の費用分担はどうなるか。

派遣元が、派遣労働者の同意を得て在宅勤務を申
し入れてきた場合には、派遣先としては、まず、派
遣労働者の担当業務が在宅勤務によって遂行可能か
を判断する必要がある。また、派遣労働者の労働時
間を適正に把握し管理する義務は派遣先にあるので
（労働者派遣法 44 条 2 項）
、在宅勤務を行う派遣労働

者の始終業時刻や休憩時間等を適切に管理するルー
ルや体制が整っているかを確認しなければならな

自社従業員に課している健康管理義務の内容が合

い。さらに、在宅勤務に要する通信費や情報通信機

理的なものであり、かつ、派遣元と連携協力して派

器等の費用負担の取扱いや情報セキュリティの在り

遣労働者にもその義務の履行を求め、また、協力会

方についてルールを整えたうえで、派遣労働者に在

社に要請して協力会社常駐者にもその義務の履行を

宅勤務を行わせることになる。なお、労働者派遣契

求めたにもかかわらず、それが履行されていない場

約書（個別契約書）の就業場所欄に、派遣労働者の

合には、自社従業員との間に取扱いの差異を設ける

自宅を加えておくことが望ましいだろう。

ことも認められると解する。
［Q15-4］ 派遣事業を営んでいるが、派遣労働者の
派遣先が、在宅勤務や出勤停止などを申し入れて
0

きた場合、派遣元としてどのように対応するか。
また結果として派遣先での就業ができなかった場
合に給与負担をどう取り扱うか。

派遣元と派遣先との間の労働者派遣契約には、派
遣就業の場所が明示されており（労働者派遣法 26 条

在宅勤務に要する通信費や情報通信機器、環境整
備等の費用負担について、派遣先で行うか派遣元で
行うかは、両者間において協議して決定すべきであ
る。
［Q15-6］ 派遣元が感染者・濃厚接触者にあたる派
0

遣労働者の派遣契約解除や一時中断を申し入れて

きた場合にその取扱いや、派遣労働者に対する給
与支払義務はどうなるか。

1 項 1 号）
、かつ、それは就業条件として派遣元から

派遣元が、派遣労働者を派遣先において就業させ

派遣労働者に対して明示されるものである（同法 34

ることができない場合の取扱いについては、労働者

条 1 項 2 号）
。したがって、就業場所に自宅が含ま

派遣契約の定めによる。もっとも、派遣元の判断に

れていない場合には、そのままでは派遣労働者に在

より派遣労働者が派遣先において就業しない以上、

宅勤務を命じることはできない。在宅勤務を行うこ

派遣先としては、労働者派遣契約の目的を達成する
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ことができないので、解約により打ち切らざるを得
ないことになろう。
この場合、派遣労働者が感染者となり、または、
感染が合理的に疑われて労務提供できない状態にあ
れば、派遣元は賃金支払義務も休業手当の支払義務

取締役会・監査役会等の会議体

［Q17-1］ 会社法上の役員への安全配慮義務はどの
ように考えればよいか。

［Q10-2］参照）
、派
も免れるが（この点については、

いうまでもなく、会社と役員との関係は委任であ

遣労働者が労務提供可能な状態にあるにもかかわら

り、雇用関係ではないが、委任契約上の付随的義務

ず、派遣元の判断により派遣就業を中止した場合に

として、会社は、役員の生命、身体等の安全を確保

は、派遣元は少なくとも労基法 26 条に基づく休業

しつつ役員としての業務遂行ができるよう、必要な

手当の支払が必要になるものと考える（この点につ

配慮を行わなければならないものと解される。

いては、
［Q10-3］参照）
。
16

就職活動・インターンシップの取扱い

［Q16-1］ 就職説明会・インターンシップ参加の学

生への安全配慮義務をどのように考えればよいか。

就職説明会やインターンシップに参加する学生と
会社との間には、労働契約関係はないものの、一定
の契約関係が生じているため、その契約上の付随的
義務として、会社は、学生の生命、身体等の安全を
確保しつつ就職活動、インターンシップができるよ
う、必要な配慮を行わなければならないものと解さ
れる。

たしかに、従業員は会社の指揮命令下において労
務に従事するのに対し、役員は自らの裁量をもって
業務遂行を行うという違いはあるものの、特に新型
コロナウイルス感染症対策に関していえば、従業員
と役員とで会社に必要な配慮の内容に差異を設ける
べき理由は見当たらないだろう。
18

まとめ

［Q18-1］ ずばり、新型コロナウイルスをめぐる対
応の要点は何か。

⑴ まず、新型コロナウイルス感染に関するでき
るだけ正確で新しい情報を入手することである。厚

ただし、労働契約においては、その人的・継続的

生労働省や世界保健機関（WHO）はホームページ

な性格に由来した信頼関係に基づいて、使用者の労

を日々更新し、感染症の現在の状況等を案内してい

働者に対する安全配慮義務が導かれていることから

るし、また、複数の権威ある医療関係機関も情報公

すると、相対的に見て信頼関係が希薄なこれら学生

開を行っている。どのような場合に新型コロナウイ

に対して配慮すべき内容には、自ずと限界があるよ

ルスへの感染が合理的に疑われるのか、感染拡大防

うに思われる。

止のためにどのような方策が有効なのか、正確な最

したがって、これら学生に対しては、室内の換気
に配慮し、消毒液の使用やマスクの着用を認める等
の一般的な配慮で足り、自宅での体温測定等を行わ
せて報告義務を課すというのは、些か行き過ぎだと
いうべきであろう。
［Q16-2］ 就職活動・インターンシップを通じて学
生が感染者・濃厚接触者となった場合にどのよう

に対応すればよいか。治療費等が生じた場合に負
担はどうなるか。

上記のような一般的な配慮を十分に行っていたに
もかかわらず、学生が就職活動やインターンシップ
を通じて感染者・濃厚接触者となったのだとして
も、それは学生の自己責任の範疇であり、会社が法
的責任を負うものではないと解する。
したがって、会社が治療費等を負担する法的義務
を負うものではない。

20
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新情報を押さえておくことは、対応を講じるうえで
何よりも重要だといえる。
⑵ そのうえで、会社は、従業員に対する安全配
慮義務の観点から、
① 従業員に対して、体温測定等により従業員ま
たはその同居の家族に風邪症状がないかを把握
するように促すとともに、
② 発熱等の風邪症状が見られる従業員に対して
は、休暇取得等を勧奨し、
③ 従業員自身には健康状態に問題がない場合で
も、従業員が患者・感染者と接触する機会をで
きる限り減らすことのできるよう配慮する、
といったことを徹底していただきたい。
⑶ 会社から休業や勤務時間の短縮を命ずる際に
は、その部分について
ⅰ 新型コロナウイルス感染が合理的に疑われる

レベルに至っている従業員に対しては、休業手

特集

新型コロナウイルス 現下の課題と法務の取組み ▶ 株式会社電通グループにおける対応

当の支払も不要

あって、帰国者・接触者相談センターへの問い合わ

ⅱ その状態に至っていない風邪症状が見られる

せが呼びかけられている状態以上のレベルを指す。

従業員に対しては、少なくとも休業手当の支払

もっとも、ここでは、法的観点から給与支払義務、

は必要

休業手当支払義務の有無を述べたのであって、各企

であると解する。なお、ⅰにいう「新型コロナウイ

業におかれては、自社の制度や実情に照らし、従業

ルス感染が合理的に疑われるレベル」とは、現時点

員を十分に保護するべく適切な対応をとっていただ

では、37.5 度以上の発熱が 4 日以上続く場合や、強

くことが望まれる。

いだるさ（倦怠感） や息苦しさ（呼吸困難） 等が

株式会社電通グループにおける対応

［編集部より］ 株式会社電通グループ・永江禎氏（ジェネラルカウンセル

グループコーポレートセクレタリー）に

多大なご理解とご協力を賜り、公表情報ベースで、㈱電通グループおよび㈱電通におけるこの間の取組みについてタ
イムラインをお寄せいただいた。編集部において感染者確認後の動きについて各社における取組みの参考になればと
思い、下記に掲載させていただく。
なお、㈱電通グループおよび㈱電通より詳細なニュースリリースが公表（3 月 6 日時点まで）されているのであわ
せてご確認いただきたい。
・2020 年 2 月 20 日付 ㈱電通グループ「新型コロナウイルスに対する当社グループの対応方針について」
〈https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000220.html〉
・2020 年 2 月 20 日付 ㈱電通「新型コロナウイルスに対する当社の対応について」
〈https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0220-010020.html〉
・2020 年 2 月 25 日付 ㈱電通「汐留電通本社ビルに勤務する全従業員を対象に、2 月 26 日からリモートワークを実施」
〈https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0225-010021.html〉
・2020 年 2 月 28 日付 ㈱電通「業務の安全かつ円滑な遂行に向けた取り組みについて」
〈https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0228-010023.html〉

●㈱電通では社長を本部長とする対策本部を設置。

受ける。保健所の指示に従い、適切に対応。

対応レベルを設定し、想定される措置を規定。

・濃厚接触者については 2 月 25 日から在宅での
リモートワークを指示し、取引先への訪問も禁

● 2 月 24 日、汐留の電通本社ビル（以下、本社ビル）

止。

に勤務する男性従業員 1 名（50 代）が新型コロナウ

・該当する一部執務フロアの使用禁止および、本

イルスへの感染検査で「陽性」であることが確認。

社ビルに勤務する全従業員について、2 月 26

・所轄保健所により、4 名の濃厚接触者の認定と

日から当面、
「リモートワークを基本とした業

その健康観察（検温と体調等）の経過報告（終
了日：3 月 5 日）
、および当該従業員が勤務して

いた一部業務スペースの消毒を行うよう指示を

務対応」に切り替え。
・本社ビルへの電通役職員や（防災・清掃等の）
常駐スタッフ以外の入館を一切禁止。

21

（注）リモートワークの定義：
「在宅勤務」または「会社
と自宅以外での勤務」

・社員食堂については、当面の間、閉鎖。

支社の各オフィスは対象とはせず）
。

●緊急を要する業務に関しては、体調不調者でない
者に限り、取引先における本事案の運用ルールに

●毎朝、全従業員の検温結果および健康状態を労務
管理担当者に報告することを義務づけ。

則り、双方合意の上で、取引先オフィス等での打ち
合わせ・プレゼンテーションなどは引き続き実施。

●対応については、ビル単位での運用としつつ、2

●例外的に出社する社員対応として、本社ビルの入

月 25 日時点で本社ビル内の安全を完全担保した

口にサーモグラフィを設置し、入館者の体温状況

ことに伴い、フロア単位での運用を実施（今回は

を確認。必要に応じて、その場で検温を実施し、

本社ビルの執務スペースのみが対象。関西支社・中部

入館許可の是非を判断。

【新型コロナウイルス 企業対応をめぐる各省庁等情報】（3 月 9 日午前 10 時時点）
編集部において各省庁等のウェブサイト上に公表されている企業法務上の対応に関連する資料・公表文等をここに抜
粋した。なお、状況の進展に応じて内容は更新されるため、各項目の最新情報やここに掲げていない情報は各省庁等の
ウェブサイトをご覧いただきたい。

■法務省
「定時株主総会の開催について」のページを設
け、当初予定した時期に定時株主総会を開催する
ことができない状況が生じた場合における定時株
主総会の開催について、
「1 定時株主総会の開催
時期に関する定款の定めについて」
、
「2 定時株主
総会の議決権行使のための基準日について」
、
「3
剰余金の配当に関する定款の定めについて」の各
〈http://www.moj.
項 目 に つ き 解 説 を し て い る。
go.jp/MINJI/minji07_00021.html〉
また、不要不急の外出を避ける観点から、登
記・供託申請や登記事項証明書・印鑑証明書等の
取得・閲覧等に際してのオンライン申請等や登記
情報提供サービスの活用について説明を設けてい
〈http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00003.
る。
html〉
■公正取引委員会
事業者又は事業者団体の取組みをめぐる独占禁
止法及び下請法の考え方について「震災等緊急時
における公正取引委員会の対応について」のページ
を参考として掲げ、活用を促している。同ページ
では「震災等緊急時における取組に係る想定事例
集」
「被災地への救援物資配送に関する業界での調
整について」のほか、Q&A、相談事例集を公表し
〈https://www.jftc.go.jp/oshirase/200227 
ている。
oshirase.html〉

（NBL編集部）

■経済産業省（中小企業庁を含む）
資金繰り支援（セーフティネット保証 4 号・5 号
等）
、設備投資・販路開拓支援、経営環境の整備に
関する施策について特設ページを設けて周知を行っ
〈https://www.meti.go.jp/covid-19/index.
て い る。
html〉
また、下請等中小企業の経営への影響を避ける
ため、親事業者（関係事業者団体代表者）に向けて
の要請文書「新型コロナウイルス感染症により影
響を受ける下請等中小企業との取引に関する配慮
（20200213 中第 12 号、2 月 14 日付）を発
について」
出しているほか、官公需における配慮について各
府省・都道府県知事等に対しても要請文書を発出
している（20200302 中庁第 4 号、3 月 3 日付）。
輸出入規制の緩和等（外為法、関税暫定措置法
〈https://
等関連）についても措置を講じている。
www.meti.go.jp/press/2019/03/20200305002/ 
20200305002.html〉

■厚生労働省
企業・労働者向けに「新型コロナウイルスに関
するQ&A」を随時更新しているほか、小学校等の
休校措置により影響を受ける労働者の支援のため、
労働基準法上の年次有給休暇とは別途労働者を有
給（賃金全額支給）で休ませる企業に対する助成金
〈https://www.mhlw.
制度の創設を示している。
go.jp/stf/newpage_09869.html〉

〈支給額〉休 暇 中 に 支 払 っ た 賃 金 相 当 額 ×
10/10（ただし日額上限 8,330 円）
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〈適用日〉令 和 2 年 2 月 27 日～3 月 31 日の間
に取得した休暇
また、新たにテレワークを導入し、又は特別休
暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するた

措置等について公表している（2 月 27 日付）。
■東京証券取引所
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた適

めの時間外労働等改善助成金の特例や、雇用調整

時開示実務上の取扱い」を通知している。その他

助成金の特例を設けるとしている。
さらに、新型コロナウイルス感染症に係るPCR
検査体制を迅速に確保する観点から、当該検査の
体制構築・拡充に取り組む検査機器・試薬メー
カー等に向けて相談窓口を設置した。

の各証券取引所の同様の発出も含め金融庁のペー
〈https://www.fsa.
ジ 上 で も ま と め ら れ て い る。
g o . j p / o r d i n a r y / c o r o n a v i r u s 2 0 2 0 01 /

■金融庁
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う金融商
品取引法に基づく開示書類（有価証券報告書及び内
部統制報告書、四半期報告書、半期報告書）の提出
〈https://
期限の延長等について公表している。
www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/press.
html〉

■国土交通省（観光庁を含む）
新型コロナウイルス感染症対策に向けた直轄工
事及び業務の取扱いについて特設ページを設け、
同省直轄の工事や業務において、受注者の申し出
がある場合に、3 月 15 日まで一時中止や工期の延
長の措置を行い、これに伴う経費を発注者たる国
交省が適切に負担する等としている。
土地・建設産業局建設業課長から各都道府県主
管部局長等宛てにも、工期の見直しやこれに伴い
必要となる請負代金額の変更等に関する配慮を講
じるよう促す「施工中の工事における新型コロナ
（国土
ウイルス感染症の罹患に伴う対応について」
入企第 52 号、2 月 25 日付）が発出されている。
また、観光庁において地方運輸局等内に宿泊事
業者向けの特別相談窓口を設置している。
■消費者庁
中国産輸入原材料の供給不足を受け、中国産と
して原料原産地表示を行っている商品について、
実際に使用されている原材料の原料原産地との間
に齟齬がある場合であっても、一般消費者に対し
て、店舗等内の告知、社告、ウェブサイトの掲示
等により当該商品の適正な原料原産地に係る適切
な情報伝達がなされている場合に限り、食品表示
基準を弾力的に運用するとの関係機関通知（農林水
産省と連名）を公表している。
■国税庁
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の
申告・納付期限を令和 2 年 4 月 16 日まで延長する

press.html〉

■政府・新型コロナウイルス感染症対策本部
「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」など
政府の方針を決定した〈https://www.kantei.go.jp/
jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html〉
ほか、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改
正を準備している。
事業者の資金繰り支援の関係では、財務大臣兼
金融担当大臣談話「新型コロナウイルス感染症の
影響拡大を踏まえた事業者の資金繰り支援につい
て」を発表し、官民の金融機関向けに配慮を要請
している。
また、3 月 9 日午前 0 時以降に中国、韓国から来
航する航空機等で入国するすべての人（健康状態
に異常のない場合も含まれる）に対して、検疫所
長の指定する場所（自宅など）で 14 日間待機し、
空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しない
よう要請を開始した（詳細は厚生労働省ウェブサイ
ト「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」参照）
。
なお、株式会社商事法務（商事法務ポータル）
、
公益社団法人商事法務研究会、経営法友会では新
型コロナウイルスへの対応の一助となるべく、
ウェブサイト上で下記の記事等を公開している。
●商事法務ポータル
・中野明安「新型インフルエンザと法的リス
クマネジメント」本誌 899 号（2009）10 頁
・
「
〔特集〕新型コロナウイルス 現下の課題と
（本特集）本誌 1166 号（2020）
法務の取組み」
4頁
〈https://www.shojihomu-portal.jp/〉

●公益社団法人商事法務研究会
・三笘裕ほか「
〈緊急連載〉新型コロナウイル
ス感染症への法務対応」旬刊商事法務 2224
号（2020）以下連載
〈https://www.shojihomu.or.jp/〉


●経営法友会
（随
・
「新型コロナウイルス対応 参考リンク集」
時更新）
〈https://www.keieihoyukai.jp/〉
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