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事業所における新型コロナウイルス感染者
発生時の積極的情報開示の指針

令和 3 年 5 月 1 日
津南町観光地域づくり課
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はじめに

全国的に感染 拡大が続 く中、津南町の 事 業所 でも感染者が 発生 して いる状
況です。感染 者が 事業 所に発生した 場合、濃 厚接触者は感 染者の家 族や他の
従業員、取引 先等の複 数にわたる た め、感染 の噂は完全に 遮断する ことは 難
しくなります 。
感染者のプラ イバシー 保護は 重要で すが、住 民のつながり が強い当 地域に
おいては、噂 が拡大し 、時には 企業 にとって 従業員感染に よる企業 活動の停
滞より、風評 被害によ る 損失の方が 大き くな る場合があり ます。
また「企業 活動 の縮 小 で地域経済に 大きな影 響を与える場 合」や「 社会イ
ンフラの利用 を介して 感染 が拡がる 場合」は 、開示の必要 性が 高く なると い
えるでしょう。新潟県 建設 業協会十 日町支部 等では加盟事 業所で感 染者が発
生した場合は 「積極的 情報開示」を すべきと 定めているそ うで す。
事業所で感染 者 が発生 した場合の情 報開示の 必要性は、感染者 の所 属部門
や社外へ与え る影響な どを考慮し、事 業主 が その必要性を 判断 する こと とな
りますが、事業主は感染者が発生した事業所の情報開示をどうするべきか、
あらかじめ対 応を 定め ておくべきで、その技 術的課題につ いて 整理 しました 。
なお本指針は 積極的情 報開示 の一般 的留意事 項で あり、実際の 運用 にあた
っては保健所 等専門家 の意見を聞い てくださ い 。

【積極的開示 のメリッ ト】
●正しい情報を開示することで、流言飛語による風評被害、情報隠蔽とい
った誹謗中傷 を抑えら れる。
●従業員家族 の不安を 解消する。
●情報開示に より企業 の社会的責任 を担って いることをア ピールで きる。
●正しい情報 開示によ り、従業員及 びその家 族の誹謗中傷 から防ぐ 。
●取引先や顧 客等の感 染拡大の注意 喚起にな る。
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1.感染者発生 前にすべ きこと
①自社の事業 継続計画（ＢＣＰ）や社内 規定 を踏まえて、広 報体制 や情報開
示方針を策定 （顧問弁 護士等専門家 の意見も 参照）
②事業所で感染者発生した場合の対外的情報時開示すべきか、どのような
情報をどこま で開示す るか検討して おく。
③従業員の情 報開示の 事前了解 を得 ておく。
④発表窓口は 一元化す る。

2．開示情報項目
新潟県感染対 策本部（ 以下「県本部」と記す 。）が発表 する内容 は 、本人
の同意を得た 上で「性 別」「年代 」「市町 村名 」「職業（※ 1）」「症状 経過」と
なりますので 、企業・ 個人に関わる 情報はあ りません 。
一方、事 業所にお ける 発表では「（ 複数の営 業所等があり 、感 染拡 大が限
定される場合）感染場 所（※２）」
「人数 」
「経 緯（感染が判明 するま での感染
者の行動 ）」
「感 染者へ の対応 」
「事 業所にお ける 消毒作業 内容 」
「休業する場
合の期間等」などが考 えられますが 、接客業 において 濃厚 接触が疑 われる期
間、感染者の行 動履歴 などについて は保健所 や弁護士など と相談 し てくださ
い
不必 要な 情報 （ 従事 業 務 や 感染 者の 推 測な ど ） は かえ って 混 乱を 招 きま
すので、慎重 に判断 し 、事実のみを 簡潔にま とめてくださ い 。
個人情報の基 本 4 情報（氏名、住所、生年月 日、性別）をはじめ、感染者個
人が特定でき る内容 は 、絶対に公表せ ず、県 本部の発表に 準拠 して ください 。
※１

県は「 飲食店従 業員」「 福祉施設 職員」「パート従業 員」等で 公表。

※２

従事する部署や業務内容は、個人の特定につながりますので、公表

は極めて慎重 に判断し てください。

3.開示方法案
①従業員・濃厚接触が疑われる取引先や顧客には、まとめた経緯を文章で
出してくださ い 。
②従業員及び家族等に文書以外の情報を出さないように注意してください。
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③自社ホームページで発表し、影響が大きい場合はプレスリリースも検討
してください 。※書式 は添付のホー ムページ 掲載例参照。
④問い合わせ 等が発生 しますので、 対応窓口 を決め一元化 してくだ さい 。

4.情報開示の タイミン グ
ＰＣ Ｒ検 査を 受け た従 業員 の判 定結 果 の 連絡 から 県本 部 の 発表 まで 、タ
イムラグが生じます。県本部発表より前に事業主が発表する場合は、その
内容について 事前に保 健所 と連絡及 び調整 し てください。
従業 員に 感染 者 が 出た 場合 、事 業主 は 保 健所 から 濃厚 接触 者の 洗い 出し
などの協力を求めらます。並行して従業員への情報伝達内容の決定、社外
への情報開示 の要否判 断及び公表内 容の検討 を決めてい き ます。
陽性 反応 の連 絡直 後か ら流 言飛 語 は 急速 に 広 まり ます ので 、発 表内 容を
精査した上で 状況に応 じて公表のタ イミング は 早めに判断 してくだ さい。
また 事業 所で 続け て陽 性者 が 発 生し た 場 合は 、そ の状 況に 応じ て追 加の
情報開示の要 否を判断 してください 。

5．外部からの問 い合 わせ、クレー ム等に対 する対応
感染 者が 発生 した こと は仕 方な いこ とで あり 、そ れ自 体を 謝る 必要 はあ
りません 。
「世 間をお 騒がせして申 し訳あり ません。」
「対応に は万 全を期し
て い た つ も り で す が 、 感 染 者 が 発 生 し た こ と は 大 変 残 念 で す 。」「 関 係 者 の
皆さまと社員 の安全を 確保し、感染拡大 防止 に努めてまい ります 。」という
ように、毅然 と対応し ましょう。
１）取引先等 からの問 い合わせ
個人 情報 以外 の情 報は 正し く開 示し 、 自 社へ の不 安払 拭と 、取 引先 担当
者・顧客等へ の感染防 止に最大限の 配慮をし てください。
２）一般の方 からの問 い合わせ・ク レーム
ホームページ などで公 表した内容以 外の情報 については 、
「お答え で きま
せん」と回答し てよい と思います 。理 不尽な 内容であって も、相手 のペース
に乗らず、淡 々と返答 するように し ましょう 。
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6．感染者の人権 （個 人情報）保護 について
新型コロナウ イルスは いつ誰が感染 してもお かしく なく、 どれだけ 感染予
防を心がけて も、感染 を完全に防ぐ ことはで きません。
雇用主や 他の従業 員が 感染者を 個人攻撃 するような言 動は、厳 に慎んでい
ただくことは 当然です が、 第三者か ら従業員 が個人攻撃さ れないよ う、事業
所は感染した 従業員に 寄り添うとと もに 、人 権侵害が疑わ れるよう であれば 、
町など行政機 関と相談 してください 。
また、感染者 の個人情 報が SNS 等に流出する と、過度な人 権侵害を 受ける
可能性があり ます。 事 業所の情報を 第三者に 流出させるこ とのない よう、く
れぐれも留意 してくだ さい。 このこ とは他の 従業員にも徹 底させる 必要があ
ります。

【参考】情報 開示にか かる法的準拠
●労働契約法 5 条

「使用者は、 労働契約 に伴い、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、必要な 配慮を する」
●個人情報保 護法 16 条 2 項 「個 人情報取 り扱い事業者 はあらか じめ本人
の同意を得な いで当該 「個人情報」 を扱って はならない。
●個人情報保 護法 16 条 3 項

「人の生 命、身体又は財産 の保護の ために必

要が ある 場合 であ って 、本 人の 同 意 を得 るこ とが 困難 であ ると きは 、本
人の同意が不 要」
●金融商品取引法

（上場企業及び子会社のインサイダー取引規制関連）

「災 害に 起因 する 損害 又は 業務 遂行 の過 程で 生じ た損 害」 など の事 案発
生し た場 合や 「業 績予 想、 配当 予想 の修 正」 など 決算 に関 する 重要 事項
がある場合は 、軽微な ものを除き開 示義務が ある。
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HP 掲載例
令和 ○年○月 ○日

株式会社○○ ○○

新型コロナウイルス感染者の発生について

○月○日、 当社に勤 務する従業員 ○名が、 新型コロナウ イルスに 感染してい
ることが判明 しました 。

保健所の指 導に基づ き、 当該従業 員 勤務す る建物 のほか 、 関連施 設 などの消
毒はすでに実 施・完了 しております 。また、 保健所と連携 して、当 該従業員の
勤務状況・行 動履歴等 を確認し、接 触が疑わ れる他の従業 員につい ては、必要
な措置を進め ておりま す。

当社は、社 内に 感染 予防チームを つくり 、 業務中の感染 対策を講 じてまいり
ましたが、今 後も引き 続きお客さま と社員の 安全確保に取 り組み、 感染拡大の
防止に努める とともに 、事業活動の 停滞に よ ってお客さま へご迷惑 が生じない
よう、全力を 尽くして まいります。
関係者の皆 さまにお かれましては 、何卒ご 理解とご協力 を賜りま すようお願
い申し上げま す。

なお、患者 とその家 族の人権尊重 、個人情 報保護につき ましては 、何分のご
配慮をお願い 申し上げ ます。
以

お問合せ先

株式会社 ○○○○

総 務課

TEL：○○○-○○○-○○○○
6

上

