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関係団体の長 様 

 

岐阜県県土整備部技術検査課長  

 

 

建設現場等における新型コロナウイルス感染症対応マニュアル等の 

一部変更について（送付） 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、マスクの着用や三つの密を避ける

等の「新しい生活様式」が求められている中で、農政部・林政部・県土整備部・都市建築

部発注の工事において、下記のとおり取り扱うこととしますので、送付します。 

 貴団体におかれましては、会員等へ周知願います。 

 

記 

 

１．建設現場等における新型コロナウイルス感染症対応マニュアルの一部変更について  

 

標記について、「建設現場等における新型コロナウイルス感染症対応マニュアル」により

適切に対応していただいているところですが、国土交通省が「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（令和２年５月 14 日）」を策定し、随時改訂を行って

いること等を踏まえ、マニュアルを一部変更することとしましたので、適切な対応を行う

ようお願いします。 

また、現場で気を付けたい新型コロナウイルス感染症対策のポイントを１枚にまとめた

作業員向けのチラシを作成しましたので、現地事務所等への掲示等、活用いただくよう、

併せて送付します。 

なお、令和２年３月 19 日付け技第 843 号の 2「建設現場等における新型コロナウイルス

感染症対応マニュアルの当面の取り扱いについて（通知）」は廃止します。 

 

 



２．新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた建設現場等での対応について 

 

標記について、岐阜県建設工事共通仕様書第１編 1-1-29（工事中の安全確保）中、8.定

期安全研修・訓練等については、原則として、感染防止対策を講じながら、実施する（風

通しの悪い空間や至近距離で会話する環境での実施を避け、マスク着用を励行する等、感

染防止の対策を徹底する。併せて、出席者全員の氏名を確実に記録する）こととしますの

で、適切に対応いただくようお願いします。 

なお、令和２年３月 19 日付け技第 845 号の 2「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止に向けた建設現場等での当面の対応について（通知）」は廃止します。 
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建設現場等における新型コロナウイルス感染症対応 

マニュアル等の一部変更の概要 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、マスク着用や三つの密を避ける

等の「新しい生活様式」が求められている中で、岐阜県発注工事における感染症対応マ

ニュアル等の一部変更を行うものである。  

 

 

１．建設現場等における新型コロナウイルス感染症対応マニュアルの一部変更に 

ついて 

・ 厚生労働省「新型コロナウイルスＱ＆Ａ」によるとしていた対応方法を具体的

な文言に変更（内容には変更なし）  

・ 現場事務所等に掲示する「新型コロナウイルスＱ＆Ａ」を後記の「チラシ（感

染症対策のポイント）」に変更  

・ 感染拡大防止のための一時中止期間の当面の取り扱いを削除  

・ 対応の詳細については、参照できるよう厚生労働省等のホームページアドレス

をマニュアル末尾に記載  

・ 現場で気を付けたい新型コロナウイルス感染症対策のポイントをまとめた作業

員向けのチラシを作成  

 

 

２．新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた建設現場等での対応について 

・ 岐阜県建設工事共通仕様書第 1 編 1-1-29（工事中の安全確保）中、「8.定期安

全研修・訓練等」について、以下のとおり変更 

（従来）原則として別途通知を行うまでの間、延期する。 

やむを得ず、定期安全研修・訓練等を実施する場合は、風通しの悪い空

間や人が至近距離で会話する環境での実施を避け、マスク着用を推奨する

等、感染防止の対策を徹底するとともに、出席者全員の氏名を確実に記録

する。 

（今回）原則として、感染防止対策を講じながら、実施する。 

（風通しの悪い空間や至近距離で会話する環境での実施を避け、マスク

着用を励行する等、感染防止の対策を徹底する。併せて、出席者全員の

氏名を確実に記録する。） 

 

別添  



令和２年１０月２１日一部変更 

建設現場等における新型コロナウイルス感染症対応マニュアル 

 
 建設現場等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等のため、国の「新型コロ

ナウイルスの感染症対策基本方針」に則った対策を講じるとともに、本マニュアルにより適

切に対応する。 
 
【フェーズ１】通常時における対応 

 【受注者】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 
→発熱などの風邪症状があるときは、仕事を休むなど、外出を控えてください。毎日体温

を測定し、体温と時間を記録しましょう。（自宅待機し、毎日体温を測定） 
【受注者】アルコール消毒液の設置や定期的な消毒を実施 
【受注者】現場事務所や休憩所等の閉鎖的な空間は、定期的な換気や消毒を実施 
【受注者】「本マニュアル」、「チラシ（感染症対策のポイント）」及び「帰国者・接触者相談センタ

ー連絡先」を現場事務所等に掲示 
【受注者】新規入場者に対しては、「チラシ（感染症対策のポイント）」を説明 

 
【フェーズ２】感染が疑われる段階 ※健康状態を確認し、感染が疑われる場合 

 【受注者】作業従事者等の健康状態を確認 
→「息苦しさや強いだるさがある」、「発熱や咳などの風邪の症状がある」場合は「帰国者・

接触者相談センター」等に電話で相談しましょう。電話での相談を踏まえて、感染が疑

われると判断された場合には、「帰国者・接触者外来」等を紹介されます。（「帰国者・

接触者相談センター」に電話で相談） 
 【受注者】保健所等の指導により PCR 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 

※受注者が自主的に PCR 検査を実施する場合、かつ感染拡大への懸念がある場合は、発注者に連絡 

 【発注者】PCR 検査が実施される場合は、事故報告と同様に本庁関係課へ連絡 

 
【フェーズ３】感染が判明した段階 

 【受発注者】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 

 【受注者】施工計画書等の緊急連絡表に基づき発注機関に連絡 

 【発注者】事故報告と同様に本庁関係課へ連絡 

 

■工事等への影響の検討 

【受発注者】感染拡大防止の対応や感染者が判明した場合の対応、資材の入手困難等に伴う一時

中止や工期延期等を協議し、必要に応じ、一時中止や工期延期を行い、必要となる請

負代金額を変更 

【受注者】工事等を一時中止する場合は、適切な安全対策を実施 

【受発注者】建設資材の高騰等により、受注者から賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更

の請求があった場合は、約款のスライド条項に基づき対応 

 

※対応の詳細は、以下のホームページ等を参照 

・厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

・国土交通省「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」（令和２年５月 14 日作成。随時改訂） 
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000181.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について： 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 
 

国土交通省 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： 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000181.html 



岐阜県の新型コロナウイルス感染症に関する
帰国者・接触者相談センター窓口一覧

所管区域 保健所等 電話番号

羽島市・各務原市・
山県市・瑞穂市・本巣市・
羽島郡・本巣郡

岐阜保健所 058-380-3004

大垣市・海津市・養老郡・
不破郡・安八郡・揖斐郡 西濃保健所

0584-73-1111 
（内線27３）

関市・美濃市・郡上市 関保健所
0575-33-4011
（ 内線360）

美濃加茂市・可児市・
加茂郡・可児郡 可茂保健所

0574-25-3111
（ 内線358）

多治見市・瑞浪市・土岐市 東濃保健所
0572-23-1111 
（内線361）

中津川市・恵那市 恵那保健所
0573-26-1111
（ 内線258）

高山市・飛騨市・下呂市・
大野郡 飛騨保健所

0577-33-1111
（内線328）

岐阜市 岐阜市保健所 地域保健課 058-252-7191



建設関係企業に対する相談窓口の開設 

 

・ 新型コロナウイルスに関する県内建設業者・建設コンサルタント

業者の建設現場での対応などの相談窓口を開設 

 

  ・開 設 日：令和２年２月２８日（金） 

  ・相談期間：月曜日～金曜日（祝日を除く） 

        午前８時３０分～午後５時１５分 

 

＜建設工事関係＞ 

  ・県土整備部技術検査課建設技術係（内線２２９４、３６３３） 

＜建築工事関係＞ 

  ・都市建築部公共建築課建築計画係（内線：３６８３、３６２８） 
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（7） 工事説明板の設置場所は、見学者・地域住民及び施設（道路・河川・公園等）利用者の目につくとこ

ろとする。ただし、安全上支障のない場所とする。 

（8） 工事説明板の設置期間は、対象工事期間中とする。 

 

8. 定期安全研修・訓練等 

（1） 定期安全研修・訓練等 

受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て､次の各号から実

施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修･訓練等を実施しなければならない。 

さらに、工事内容や現場状況に応じて、過去の事故事例集の活用により、工事現場で予想される事故

防止対策を必ず実施すること。 

1） 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

2） 当該工事内容等の周知徹底 

3） 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 

4） 当該工事における災害対策訓練 

5） 当該工事現場で予想される事故対策 

6） その他、安全・訓練等として必要な事項 

（2） 施工計画書への記載 

受注者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画（工事期間中の月別安全研修・

訓練等実施全体計画）を作成し、施工計画書に記載しなければならない。 

全体計画には、下記項目の活動内容について具体的に記述する。 

1） 月当たり半日以上の時間を割り当てた安全研修・訓練等の実施内容・工程に合わせた適時の安全

項目 

2） 資材搬入者等一時入場者への工事現場内誘導方法 

3） 現場内の業務内容及び工程の作業員等への周知方法 

4） KY及び新規入場者教育の方法 

5） 場内整理整頓の実施 

6） その他安全に関する取組み 

（3） 安全教育・訓練等の記録 

受注者は、安全教育および安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告書に記録した資

料を整備および保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。 

9. 関係機関との連絡 

受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機

関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。 

10. 工事関係者の連絡会議 

受注者は、工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安全施工に

関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関

係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。 

11. 安全衛生協議会の設置 

監督員が、労働安全衛生法(平成 30 年 7 月改正、法律第 78 号)第 30 条第１項に規定する措置を講じるも

のとして、同条第２項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うものとする。 

12. 安全優先 

受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法 (平成 30年 7月改正、法律

第78号) 等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等について

は、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。 

13. 災害発生時の応急措置 

災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急処

置を講じるとともに、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡しなければならない。 

14. 南海トラフ地震防災対策推進地域における工事 

受注者は、南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、「南海トラフ地震臨時情報」が

気象庁から出された場合には、工事現場の安全を確保し、気象庁や岐阜県災害警戒会議等から発表される

情報の収集に努めなければならない。 

場合によっては、一般交通等第三者に対する安全及び工事現場内の安全を確保するための保全処置を講

じなければならない。 

また、南海トラフ地震防災対策推進地域以外における工事にあっても、「南海トラフ地震臨時情報」が

気象庁から出された場合には、一般交通等第三者に対する安全及び工事現場内の安全を確保するための保
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