食 品産 業事 業者 の 従 業員 に新 型 コ ロナ ウイル ス感 染者 が 発 生 した時の
対応及 び事 業継続 に 関す る基本 的 な ガイ ドライ ン
。 本ガイ ドラインは、新型 コロナウイルス感染者の報告が増加 していることから、
食品製造業、食品流通業 (卸 売、小売)、 外食産業の食品を取 り扱 う事業所の従業員
に新型 コロナ ウイルス感染症の患者が発生した時に、保健所 (感 染症担当。以下同
じ。)と 連携 し、感染拡大防止を前提として、食料安定供給の観点から、業務継続を
図る際の基本的なポイ ン トをまとめたものです。
・

新型 コロナ ウイル ス感染症の 主要な感染経路 は、飛沫感染 と接触感染であると考
えられて い ます。 2020年 2月 21日 現在、食品 (生 で喫食す る野菜・ 果実や鮮魚介
類 を含む。)を 介 して新型 コ ロナ ウイルス感染症 に感染 した とされ る事例 は報告 さ
れていません。製造、流通、調理、販売等 の各段階 で、食 品取扱者 の体調管理や こ
まめな手洗 い、アル コール等 による手指 の消毒、咳エチケ ッ トな ど、通常 の食 中毒
予防 のために行 って い る一般 的な衛 生管理が実施 されて いれ ば心配す る必要 はあ
りません

1。

1.新 型 コロナウイルス感染症の予防対策
。 新型 コ ロナ ウイルス感染症対策については、現在、感染 の流行 を早期 に終息 させ
るために、クラス ター (集 団)が 次 の クラス ター (集 団)を 生み出す ことを防止す
るこ とが極 めて重 要な時期 とされてお り、厚 生労働省、都道府県、保 健所 か らの情
報 に基づい て、徹底 した対策 をお願 い します。
¨
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参考】
【
「新型 コロナ ウイルス感染症対策 の基本方針」(新 型 コロナ ウイルス感染症対策本部決定)
。
。
「新型 コロナ ウイルスの集団感染を防 ぐために」 (厚 生労働省 HP)
￨
。
「家庭 内でご注意いただきたいこと 〜 8つ のポイ ン ト〜」 (厚 生労働省 HP)
￨

￨

事業所は、従業員に対 し、次に掲げる感染予防策を要請 します。
① 体温の沢1定 と記録
② 発熱などの症状がある場合に所属長への連絡 と自宅待機 の徹底
③ 以下の場合には所属長に連絡の上保健所に問い合わせ
。 体温 37.5度 以上の熱が 4日 以上継続 した場合 (解 熱剤を飲み続けなければ
ならない場合を含む)
・ 強いだるさや息苦 しさがある場合
・ 基礎疾患 (糖 尿病、心不全、呼吸器疾患 (慢 性閉塞性肺疾患など))が ある
方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん斉Jな どを用いている方で、風
邪の症状や 37.5度 以上の発熱、強いだるさや′
急苦 しさが 2日 程度続く場合

。 また、事業所 は、例 えば卸売市場 のせ り場 など常時不特定多数 の者 が集合 す る場
所 では、できる限 リマス クを着用 し、マス クを着用 しない場合 には 2メ ー トル を目
安 として適切な距離 を保 つて取引を行 うこ とを徹底す るな ど、事業所 の業態 によつ
て感染予防策 を行 つて ください。

￨

マス クの確保 については、供給 が十分 でない状況ですが、政府 として取 り ￨

1 組 んでい る ところであ り、御理解 をいただきます ようお願 いいた します。

￨

。 事業所 は、従業員 の新型 コロナ ウイルス感染症 の検査 の状況、診断結果 等 につい
て速や かに報告 を受 けるな どの適切な情報収集体制 を構築 して くだ さい。

0

事業所 は、手洗 い な ど次 に掲げる感染予防策 を徹底 して くだ さい。
① 出勤時、 トイ レ使用後、売場 。厨房・ 製造加 工施設 へ の入場時 には手洗 い、
手指 の消毒。
②

で きる限 リマス クを着用 し、マ ス クがない 時に咳をす る場合 にはテ ィ ッシ
ュ・ ハ ンカチや袖等 で 口や鼻 を被覆。

③

通常 の清掃 に加 えて、水 と洗斉Jを 用 いて特 に机、 ドアノブ、スイ ッチ、階段
の手す り、テー ブル 、椅子、エ レベ ー ター の押 しボタン、トイ レの流水 レバー、

便座等人 が よく触れ るところの拭 き取 り清掃。
参考】これまで集団感染が確認された場に共通すること
【
① 換気の悪い密閉空間であつた
② 多くの人が密集 していた
③ 近距離 (互 いに手を伸ばしたら届く距離)で の会話や発声が行われた
とい う3つ の条件が同時に重なった場
(「 新型 コロナ ウイルス感染症対策 の見解」 (新 型 コロナ ウイルス感染症対策専門家会議)(3月 9日 ))

2.新 型 コロナウイル ス感染症患者発生時 の患者、濃厚接触者へ の対
(1)患 者発 生の把握
・

事業所 は、患者が確認 された場合 には、そ の 旨を保健所 に報告 し、対応 について
指導 を受 けて くだ さい。また 、従業員 に対 しては事業所内で感染者 が確認 された こ
とを周知す るとともに、 1に 掲げる感染予防策 をあ らためて周知徹底 して くだ さい。

C

卸売市場 で営業 を行 う事業所は、患者 が確認 された場合には開設者等 に報告 して
くだ さい。

(2)濃 厚接触者 の確定
。 新型 コロナ ウイル ス感染症 の現行 の感染拡大防止 策にお いては、医師 の届 出等 で、
患者 を把握 した場合 、感染症法 に基づ き、保健所 で積極的疫学調 査 を実施 し、濃厚
接触者 に対す る健康観察、外 出 自粛 の要請等 を行 うこ ととされて います
このため、事業所 は、保健所 の調査 に協力 し、速や かに濃厚接触者 を 自宅 に待機
2。

させ るな ど感染拡大 防上 のための措置 を とることとな ります。

。 また、「地方 自治体が、厚生労働省や専門家 と連携 しつつ 、積極的疫学調査等 によ
り、個 々の患者発 生 をもとにクラス ター (集 団)が 発生 してい るこ とを把握す ると
ともに、患者 クラス ター (集 団)が 発 生 してい るおそれ がある場合 には、確認 され
た患者 クラス ター (集 団)に 関係す る施設 の休業やイベ ン トの 自粛等 の必要な対応
を要請す る」 とされ てい るこ とにも留意が必要です

2。

(3)濃 厚接触者 へ の対応
。 事業所 は、保健所 が濃厚接触者 と確定 した従業員 に対 し、14日 間出勤 を停止 し、
健康観察 を実施 して くだ さい。
・

事業所は、濃厚接触者 と確定 された従業員 に対 し、保健所 の連絡先 を伝達 して く
だ さい。

・

濃厚接触者 と確定 された従業員 は、発熱又は呼吸器症状 (軽 症 の場合 を含 む。)を
呈 した場合 には、保健所 に連絡 し、行政検査 を受検 します。 また、事業所 は、その
結果 の報告 を速やかに受 ける こととします。
参考】
【
「濃厚接触者」 とは、「患者 (確 定例)」 が発病 した 日以降に接触 した者 の うち、次 の範
囲に該 当す る者である。 (「 新型 コロナ ウイルス感染症患者に対す る積極的疫学調査要領
(暫 定版)(国 立感染症研究所感染症疫学 センター令和 2年 3月 12日 版)」 )
・ 新型 コロナ ウイルス感染症が疑われ る者 と同居 あるいは長時間の接触 (車 内、航空
あつた者
機内等 を含む)力 ｀
・ 適切な感染防護無 しに新型 コロナ ウイルス感染症 が疑われ る患者 を診察、看護若 し
くは介護 していた者
・ 新型 コロナ ウイルス感染症 が疑われ る者 の気道分泌液 もしくは体液等b汚 染物質
に直接触れた可能性が高い者
。 その他 : 手で触れ ること又は対面で会話す ることが可能な距離 (目 安 として 2メ
ー トル)で 、必要な感染予防策な しで 、「患者 (確 定例)」 と接触があつた者 (患 者 の
症状な どか ら患者 の感染性 を総合的に判断す る)

3.施 設設備等の消 毒 の実
。 事業所は、保健所 が必 要 と判 断 した場合 には、感染者 が勤務 した区域 (売 場、厨
房、製造カロエ施設 、倉庫 (冷 蔵庫、冷凍庫 を含 む。以下同 じ。)、 執務 室等 )の 消毒
を実施 します。
・

消毒は、保健所 の指示 に従 つて実施す る こ とが望ま しいですが、緊急 を要 し、自
ら行 う場合 には 、感染者 が勤務 した 区域 (売 場、厨房 、製造加 工施設、倉庫、執務
室等 )の うち、手指 が頻回 に接触す る箇所 (ド ア ノブ、スイ ッチ類、手す り等)を
中心に、アル コール (消 毒用エ タノール (70%))又 は次亜塩素酸ナ トリウム (0。 05%

以上 )で 拭 き取 り等 を実施 して くだ さい

3・ 4。

:

。 一般的な衛 生 管理 が実施 されていれ ば、感染者 が発 生 した施設等は操業停 止 や食
品廃棄な どの対応 を とる必要 はあ りませ ん。

4.業 務
(1)重 要業務 の継続
。 事業所 は、濃厚接触者 の出勤停 止の措置を講 じる ことによ り、通常 の業務 の継続
が 困難な場合には、重要業務 として優先的 に継続 させ る製品・商品及 びサー ビスや
関連す る業務 を選定 し、重要業務 を継続す るために必要 となる人員、物 的資源
ス ク、手袋、消毒液等)等 を把握 して くだ さい。
・

(マ

事業所 は、重要業務継続 のため、在宅勤務体系・ 情報 共有体制 。人員融通体制 を
整備す るとともに、重要業務継続 のための業務 マニュアル を作成 して くだ さい。
(参 考)従 業員 の確保状況 による段 階別 の業務継続体制

事業所は、従業員 の確保状況 に応 じて、段階別 に業務継続体制 を決定 します。
￨

第一段階】
【
(業 務の内容)原 則通常どお りの業務
(人 員体市
1)早 出・残業等で業務対応
【
第二段階】
。
(業 務 の内容)重 要業務 の継続を中心とし、その他の業務は縮小 休止
小規模事業所の場合にあつては業務全体の休止 も含め判断
(人 員体制 )早 出・ 残業等 での業務対応 に加 え、他部門か らの応援

2)食 料 品 の安定供給 の確保
小規模 な事業所 が業務全体 を休止す る場合 には、他 の事業所や所属す る組合、協
会等 に相談 し、顧客へ の供給 の確保 に努 めて くだ さい。

卸売市場等 の食品産業 は、国民へ の食料 の安定供給 に重要な役割 を担 つてお り、新型
コ ロナ ウイル ス感染症 の患者 が発 生 した 時 の対応及び業務継続 を図る際 の基本的なポ
イ ン トをお示 ししま した。農林水産省 として も全面的 に協力 いた します ので、対応 して
いただ くよ うよろ しくお願 いいた します。

(参 考 )

1
2

新型 コロナ ウイル ス に関す るQ&A(関 連業種 の方向け)(厚 生労働省 )
新型 コロナ ウイル ス感染症対策 の基本方針 (令 和 2年 2月 25日 新型 コロナ ウイル

ス感染症対策本部決定)
3 「感染症法 に基 づ く消毒 0滅 菌 の手引き」 (厚 生 労働省健康局結核感 染症課 )
4 「MERS感 染予防 のための暫定的ガイダ ンス (2015年 6月 25日 版 )」 (一 般社 団法
人 日本環境感染学会 )

