
開催期間 ・2021年2月15日（月）13時 ～ 2021年2月21日（日）24時

参加方法

・別途、セミナーWEBサイトのURL（アドレス）、ID、パスワードをご案内いたします。

・開催期間内に、ご案内したWEBサイトにアクセスし、ID・パスワードを入力いただくと、
コンテンツの視聴・資料のダウンロード等が可能となります。（想定所要時間：1時間）

・個別WEB相談会に参加希望の企業は、セミナーご視聴後のアンケートで相談会参加希望の質問に
ご回答ください。インターリスク総研にて対象企業を10社選定のうえ、ご希望いただいた企業に対し、
相談会実施の当否および実施の場合はその具体的な実施方法について、後日、ご案内いたします。

お申込み方法

・申込期間 2021年1月20日（水）15時～2021年2月18日（木）17時

・WEBのみとなります。以下URLよりお申込みください。
https://ms-seminar.smktg.jp/public/seminar/view/7314

・お申込み受付後、ご指定いただいたメールアドレスに、WEBサイトのURL、ID、 パスワードを
送信させていただきます。

参加費
無料

(注)上記プログラムは変更になる可能性があります。予めご了承ください。

新型コロナウイルスの国内での感染が報告されてから1年が経ちますが、国内外ともに収束の兆しが見えず感染が拡大しており、昨
年4月に引き続き、1月には2度目の緊急事態宣言が発令されました。

このコロナ禍において企業では業務の縮小やリモートワークの推進、ソーシャルディスタンスへの配慮などにより職場環境が大きく変化
してきましたが、このような状況のなかで自然災害が発生した場合、十分な準備がなければ業務の円滑な継続は難しいといえます。

そこで、今般、新型コロナウイルス対策（BCP)をテーマに、以下の特徴を持つセミナーを開催いたします。

主催：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
MS＆ADインターリスク総研株式会社

「複合災害・ニューノーマルを踏まえた新型コロナウイルス対策のポイント」

MS＆ADインターリスク総研株式会社 関西支店長 主席コンサルタント 山口 修

【講演内容】

①新型コロナウイルスの現況を踏まえた対策のポイント
②複合災害を想定したBCP整備のポイント
③ニューノーマルを踏まえたリスクマネジメントの今後 等

P
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①新型コロナの現況を踏まえた対策のポイントを提示 →今やるべきことを再確認できます

②複合災害を想定したBCP整備のポイントを提示
→コロナ禍で地震や水災等の発生を想定した複合災害BCP整備のポイントを確認できます

③ニューノーマルを踏まえたリスクマネジメント（RM）の今後を提示
→ＤＸ社会の到来やテレワークの定着等のトレンドを踏まえたRMのポイントを確認できます

④個別WEB相談会を実施 →希望する企業（10社まで）に対して個別相談会を実施します

特

徴

①参加者の皆さまは、WEBでコンテンツを視聴し、資料をダウンロードできます。

②開催期間内は、ご都合のよろしい時間に視聴できますが、アクセス状況により、WEBサイトにつながらない可能性があります。
その場合は時間帯を変えて再アクセスをお願いいたします。

③視聴後のアンケートにご回答いただいた企業の中から、希望する企業（10社まで）に対してWEB会議でインターリスク総研のコンサルタント
による個別相談会（無料）を実施します。相談会は1時間を想定しています。日時等の詳細については、アンケートにて提示いたします。

＜講師略歴＞ 2009年よりリスクマネジメントに従事。2019年より現職。専門領域は防災・BCM。
企業等向けコンサルティング実績多数。企業等向けセミナー出講実績多数（例：宮城県主催セミナー（2013年～2018年）、
内閣官房主催シンポジウム（2016年、2018年）、中小企業庁主催シンポジウム（2019年）等）

関西限定 WEBセミナー【ご視聴無料】

お問合せ先

MS＆ADインターリスク総研株式会社 関西支店 災害事業RMグループ 尾池（おいけ）
TEL:06-6220-2913 MAIL：interrisk_osaka@ms-ad-hd.com

(WEB申込に関するお問合せは以下にお願いいたします。)

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 企業・金融営業開発部 関西企業営業推進室 中村
TEL:06-6363-7691 

https://ms-seminar.smktg.jp/public/seminar/view/7314
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Ⅲ 「基本的対処方針＊」を踏まえた新型コロナ対策のポイント 

＊2021 年 1 月 7日内容変更 

 

１．はじめに 

新型コロナウイルスの感染急拡大を受け、2021年1月7日、政府は新型インフルエンザ等対策特別措置法

（以下特措法）第32条にもとづき、東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県に緊急事態宣言を発令した。また、

同日、特措法18条に基づき定められる政府コロナ対策の「基本的対処方針」が、前回の緊急事態宣言が解除

された2020年5月22日以来変更された。 

 この基本的対処方針は、緊急事態宣言下の外出自粛要請、学校・興行場・催物の制限（特措法45条）等の

権限を持つ都道府県知事に対して対策の指針を提示する意味合いがあるが、感染の予防と行政の対策へ協力

する努力義務（特措法4条）のある企業等事業者においても、企業等事業者への要請事項を中心にその内容は

押さえておくべきである。 

 そこで、本稿では、この「基本的対処方針」の内容のうち企業等事業者への要請事項を中心に、以下特措

法18条に定める項目に沿って、ポイント等を整理していく。 

・新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実（⇒以下２．） 

・新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針（⇒以下３．） 

・新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項（⇒以下４．） 

  

２．「新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実」の記載内容を踏まえたポイント 

（１）緊急事態宣言の発出・解除の考え方 

 今回変更された基本的対処方針では、初めて緊急事態宣言の発出・解除の考え方が提示された。 

①緊急事態宣言発出の考え方 

感染拡大や医療提供体制等のひっ迫状況（特に新型コロナウイルス感染症対策分科会（以下、分

科会）提言における「ステージⅣ」相当の対策が必要な地域等の状況）を踏まえ、全国的かつ急速

なまん延により国民生活や経済に甚大な影響を及ぼすか否かで政府対策本部長（首相）が総合的に

判断 

②緊急事態宣言解除の考え方 

医療体制のひっ迫状況（特に宣言対象区域が、分科会提言における「ステージⅢ」相当の対策が

必要となっているか等）を踏まえ政府対策本部長（首相）が総合的に判断 

 

 ここでは、「目安である」としながらも、2020年8月7日の分科会において提言された以下「4つのステー

ジ」（表１）と、「6つのステージ判断の指標」（次頁表２）を考慮している点がポイントとなる。 

 

【表１】4つのステージ 

ステージ 指標 構ずべき主な施策（対事業者） 

Ⅰ 
感染者の散発的発生及び医療提供体

制に特段の支障がない段階 
・リスクの高い場所への積極的な介入/指導の

継続強化（クラスター発生店舗への対応等） 

・テレワークの更なる推進   等 Ⅱ 
感染者の漸増及び医療提供体制への

負担が蓄積する段階 

Ⅲ 

感染者の急増及び医療提供体制にお

ける大きな支障の発生を避けるため

の対応が必要な段階 

・指針を遵守しない酒提供の飲食店に休業要請 

・イベント開催の見直し 

・人が集中する施設等における入場制限 

・飲食店における人数制限  等 

Ⅳ 

爆発的な感染拡大及び深刻な医療提

供体制の機能不全を避けるための対

応が必要な段階 

・外出自粛要請、県境をこえた移動自粛要請 

・イベント開催自粛、集会における人数制限 

・人が集中する施設等の人数制限や閉鎖 

・職場への出勤をできるだけ回避  等 

（出典：分科会資料をもとにインタ総研にて作成） 

参考資料 緊急事態宣言発令を受け、同日に発行された政府「基本的対処方針」の内容を踏まえた企業の対応ポイント

等を整理したレポート（MS&ADインターリスク総研㈱関西支店発行「関西 RMタイムズ」より抜粋） 
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【表２】6つのステージ判断の指標（①～⑥、ステージⅢ、Ⅳのみ） 

ステージ 

① 

病床使用率 

（全体・重症者用そ

れぞれ） 

② 

10万人あ

たり療養

者数 

③ 

PCR 

陽性率 

④ 

1週間・10万

人あたり新規

感染者数 

⑤ 

直近1週間

と前週との

比較 

⑥ 

感染経路

不明割合 

 

Ⅲ 

現時点の病床の25%

以上、最大で確保でき

る病床の20%以上 

15人以上 

10% 

15人以上 新規感染者

数が前週超

え 

50% 

Ⅳ 
最大で確保できる病

床の50%以上 
25人以上 25人以上 

（出典：分科会資料をもとにインタ総研で作成） 

 

企業等事業者におけるコロナ対策は、行政の行動計画に準じて、「事態の深刻度」に応じて対策レベルを

変更する対応がトレンドだと思われるが、上記基本的対処方針の内容を踏まえると、その「事態の深刻度」

判断の基準として、分科会提言における「ステージ」と「6つの指標」の考え方を組み込むことを検討するこ

とを推奨する。 

 

（２）新型コロナウイルス感染症の主な特徴 

今回変更された基本的対処方針では、新型コロナウイルス感染症の主な特徴を以下のとおり整理してい

る。変更前（2020年5月22日）の方針では、WHOや中国の情報をベースに整理をしている項目が多かった

が、今回は主に国内の情報をベースに整理をしている点が特徴で、様々な情報が日々錯そうするなか、企業

における現状認識に役立つのではないかと考える。（表３） 

 

【表３】新型コロナウイルス感染症の主な特徴 

項目 特徴 

重症化や死亡

に関する特性 

・重症化あるいは死亡する割合は、高齢者は高く若者は低い 

・重症化あるいは死亡する割合は、春先＊よりも低下傾向 

  ＊1~4月と6~8月の診断結果を比較 

・重症化割合は約1.6%（50歳代以下で0.3%、60歳代以上で8.5%） 

・死亡割合は約1.0%（50歳代以下で0.06%、60歳代以上で5.7%） 

・重症化しやすいのは、高齢者と基礎疾患＊のある人 

  ＊慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患、肥満 

感染させる 

可能性 

・感染者が他の人に感染させる可能性のある期間は、発症の2日前から発症後7日か

ら10日間程度 

・感染者が他の人に感染させているのは2割以下（8割は感染させていない） 

感染局面 ・「3つの密」（密閉空間、密集場所、密接場面）の環境で感染リスクが高まる 

・2020年10月23日分科会提言以下「5つの場面」でも感染が起きやすく注意が必要 

  ①飲食を伴う懇親会等    ②大人数や長時間におよぶ飲食 

  ③マスクなしでの会話    ④狭い空間での共同生活 

  ⑤居場所の切り替わり（例：休憩時間に向かう休憩室、喫煙所、更衣室等） 

変異株 ・感染性が高いこと（伝播のしやすさを最大70%程度増加等）が示唆 

・重篤な症状との関連性やワクチンの有効性への影響は調査中 

・個人の基本的な感染防策としては、従来と同様、「3つの密」の回避、マスクの

着用、手洗い等を推奨 

ワクチン ・2021年前半までに全国民に提供できる数量の確保を目指す 

（出典：基本的対処方針の記載内容をもとにインタ総研で作成） 
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３．「新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針」の記載内容を踏まえたポイント 

（１）社会経済活動の制限に関する考え方 

 今回変更された基本的対処方針では、緊急事態宣言対象区域においては、社会経済活動を幅広く止めるの

ではなく、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となる場面、具体的には「飲食を伴う場面」にフォーカス

して人の流れを制限する対策を実施するとしている。 

 感染拡大の防止策を強化する局面にメリハリをつけたことを特徴とするが、飲食店に限らず全業種で「飲

食を伴う場面」が存在することに留意のうえ、「従業員の働き方」の在り方等を検討されることを推奨す

る。 

 

（２）企業等事業者に要請をする感染拡大予防策 

 今回変更された基本的対処方針では、分科会が提言した「新しい生活様式（2020年5月4日）」（や「感染

リスクが高まる「5つの場面」の回避」（2020年10月23日、上記2(2)参照）、業種別ガイドライン等の実践を

促していくとしている。 

 ここでいう「新しい生活様式」は、企業等事業者に求める「働き方の新しいスタイル」として、テレワー

クやローテーション勤務、時差通勤、広々としたオフィス、オンライン会議、対面打合せ時の換気とマスク

を実践例として提示しているが、企業等の対応実態は以下のとおりである。（図１） 

 

 

【図１】「新しい働き方のスタイル」の取組状況 

（出典：帝国データバンク「新型コロナウイルス感染症に対する企業の意識調査（2020年10月、n=11,689社）」 

のデータをもとにインタ総研で作成） 

  

切り口 働き方のスタイル 取組割合

在宅勤務の導入

時差出勤・フレックスタイム制の導入

転勤制度の見直し

サテライトオフィスの導入

オフィスの移転

オンライン会議の導入

オンライン商談の導入

インターネットによる受注・販売の強化

教育・研修のe-ラーニング化

ペーパーレス化の推進

RPAなど業務効率化ツールの導入

オンライン対応

業務効率化

勤務制度

オフィス

12.2%

35.8%

23.6%

32.2%

28.4%

53.7%

4.2%

5.3%

5.2%

39.5%

39.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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「新しい生活様式」は取組割合はまだまだ低いが、以下企業等が考える定着時期の見込み（図２）のとお

り、コロナ禍後も当たり前となることが想定されるなか着実に推進されることを推奨する。 

 

 

【図２】「新しい生活様式」の定着時期の見込み 

（出典：帝国データバンク「新型コロナウイルス感染症に対する企業の意識調査（2020年11月、n=11,363社）」 

のデータをもとにインタ総研で作成） 

 

４．「新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項」の記載内容を踏まえたポイント 

（１）外出の自粛 

 今回変更された基本的対処方針では、緊急事態宣言対象区域に対して、住民に不要不急の外出・移動の自

粛についての協力要請を出している。「20時以降の外出自粛」と時間を明示している点を特徴とするが、後

記「（３）事業者への働きかけ」にも関連してくる。 

 

（２）催物（イベント等）の開催制限・施設の使用制限等 

 今回変更された基本的対処方針では、緊急事態宣言対象区域に対して、当該地域で開催される催物（イベ

ント等）の主催者に、一定規模要件等（人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等）に沿った開催の要請、

また、特定の施設に営業時間の短縮の要請を行っている。主な施設の使用制限の内容は以下のとおりであ

る。（表４） 

 

【表４】営業時間短縮要請などの対象となる主な施設 

区分 主な施設 

午後8時までの時短を要請する施設 居酒屋を含む飲食店、喫茶店、バー、カラオケボックス 等 

午後8時までの時短を「働きかけ」を

する施設 

劇場、映画館、百貨店など1000㎡を超える面積を持つ物品販

売業、ホテル、旅館、運動施設、遊技場、博物館、美術館、

図書館 等 

時短等の要請をしない施設 
学校、大学、保育所、介護老人保健施設、スーパーなど生活

必需物資を扱う店舗、ネットカフェ、マンガ喫茶 等 

（出典：内閣官房資料をもとにインタ総研で作成） 

 

（３）企業等事業者への働きかけ 

①出勤者数の7割削減 

  今回変更された基本的対処方針では、「出勤者数の7割削減」を目指すことを含め接触機会の低減に向

け、在宅勤務（テレワーク）やローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤等を強力に推進するように働

きかけるとしているが、この内容は変更前（2020年5月22日）の基本的対処方針と変わりはない。 

  テレワークの実施率は次頁図３のとおり諸課題もあって横這い状態ではあるが、先に述べた「新しい生

活様式」の中核をなす対策でもあることから、継続して推進していただくことを推奨する。 

 

 



  

                                    

 

 

 5 

 

 

 

【図３】テレワーク実施割合の推移 

（出典：東京商工リサーチ「新型コロナウイルスに関するアンケート調査第1回～第10回（第10回 n=11,076社」のデータ

をもとにインタ総研で作成） 

 

②20時以降の勤務抑制 

  今回変更された基本的対処方針では、20時以降の勤務抑制を働きかけるとしている。これは、先にのべ

た「住民に対する20時以降の外出自粛要請」を徹底するための要請と位置付けられる。 

 

③職場における感染防止の取組 

  今回変更された基本的対処方針では、感染防止取組（手洗いや消毒、咳エチケット、距離確保、換気励

行、消毒、症状の見られる従業員の出勤自粛、出張を減らすためのテレビ会議の活用等）、「3つの密」や

「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動の徹底、業種別ガイドライン等の実践について働き

かけるとしている。 

変更前（2020年5月22日）との違いは、「5つの場面」と「業種別ガイドライン」について言及した程度

で大きな差はないが、これら基本的な対応が感染拡大にとって最も効果が高いため、愚直に取り組んでい

ただくことを推奨する。 

 

④事業の継続 

  今回変更された基本的対処方針では、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及び

これらの業務を支援する事業者においては、感染防止に配慮尾しつつ、業務を継続することを働きかける

としている。 

  対象となる業種（次頁表５）は、変更前（2020年5月22日）と変わらないが、これら業種ついては、事業

を継続することが社会的責任であることを認識したうえで、重要業務の選定等事業継続のための各種施策

を講じられることを推奨する。 
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【表５】緊急事態宣言時に事業継続が求められる事業者 

事業継続が必要な理由 主な事業 

医療体制の維持 
病院、薬局、医薬品/医療機器/輸血/食事等治療に必要な物資/サービ

スに関わる製造業/サービス業 等 

支援が必要な方々の保護の継

続 

介護老人福祉施設、障害者支援施設、食事提供等高齢者や障害者の

生活に必要な物資/サービスに関わる製造業/サービス業 等 

国民の安定的な生活の確保 

インフラ運営、飲食料品供給、生活必需品物資供給、家庭用品のメ

ンテナンス、生活必需サービス、ごみ処理、冠婚葬祭、メディア、

個人向けサービス（ネット環境維持等） 等 

社会の安定の維持 
金融、物流/運送、国防、企業活動/治安維持に必要なサービス（設備

メンテナンス等）、社会基盤（河川/道路等）、行政、育児 等 

その他 設備の特性上生産停止が困難なもの（高炉や半導体工場等）等 

（出典：基本的対処方針の記載内容をもとにインタ総研にて作成） 

 

５．おわりに 

緊急事態宣言の対象区域は、2021年1月13日には、大阪府、京都府、兵庫県、愛知県、岐阜県、栃木県、福

岡県が追加され、今後も追加される区域が予想される等、感染拡大の局面はしばらく続くと想定される。企

業等事業所においては、①従業員に対する感染拡大防止、②事業継続、③社会全体の感染拡大防止の3つのバ

ランスを考慮しながら対応方針を決めていくのが通常であるが、緊急事態宣言の対象区域においては、①③

を重く考えるべき局面にあると考える。その際に、政府の基本的対処方針のポイントを整理した本稿を参考

にしていただければ幸甚である。 

 

以 上 
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ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社は、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループのリスク関連サ

ービス事業会社として、リスクマネジメントに関するコンサルティングおよび広範な分野での調査

研究を行っています。 

 

関西支店では、関西エリアの企業に向けて、さまざまなリスクに関するコンサルティング・セミナ

ー等を実施しております。 

コンサルティングに関するお問い合わせ・お申込み等は、下記の弊社お問合せ先、またはあいおい

ニッセイ同和損保、三井住友海上の各社営業担当までお気軽にお寄せ下さい。 

 

お問い合せ先 

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研（株） 関西支店 

大阪市中央区北浜4-3-1   http://www.irric.co.jp/ 

・災害・事業RMグループ  TEL:06-6220-2913 

・自動車RMグループ        TEL:06-6220-0173 

 

 

本誌は、マスコミ報道など公開されている情報に基づいて作成しております。 

また、本誌は、読者の方々に対して企業のＲＭ活動等に役立てていただくことを目的としたもので

あり、事案そのものに対する批評その他を意図しているものではありません。 

不許複製／Copyright ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研 2021 
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