（五十音順）
会社名(団体名)

①-１ 社員・職員のマスクの着用
実施状況

あいおいニッセイ同和損
害保険株式会社栃木支
店

株式会社足利銀行

実施

実施

工夫点

品薄が続いたマスクに
ついては，会社から一
部現物支給

全従業員へのマスクの
配布

実施

“工夫している”と特筆
する点はありません
が，就業中は全員マス
ク着用を心掛けていま
す。

実施

社内及び外出時にはマ
スク着用。社員にマスク
を配布。

岩村建設株式会社

実施

社員全員にマスクを配
布して、着用を促してい
る。

特定非営利活動法人
うつのみや環境行動
フォーラム

実施

株式会社あしぎん総合
研究所

株式会社入江電機商会

協同組合宇都宮餃子会

実施

宇都宮工業団地総合管
理協会

実施

①-２ 消毒液の設置
実施状況

実施

工夫点

執務室フロアごとに設置

実施

実施状況

実施

工夫点

営業課支社には「次亜
塩素酸スプレー」を設置

実施

①-４ 職場内のこまめな換気
実施状況

実施

実施

換気扇を回したり、窓を
開けるようにしている。

実施

実施

実施

各階事務所に消毒液を
設置し、外出からの戻り
の際には手消毒を促し
ている。

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

手洗い・うがいはこまめ
にするようにしている。

休憩から戻った際など
こまめに実施するように
している。

実施

実施

①-５ テレワークの実施
実施状況

実施

工夫点

非常事態宣言発令中
は，組織ごとに２つのグ
ループに分けてシフト勤
務を実施

実施

実施

会社入口及び社内に設
置。 訪問されたお客様
にも気軽に使用しても
らっている。

実施

雨天でない場合，窓を開
け外気を取り入れ廊下側
のドアは常に開放

会社の正面(自動ドア・
内側扉)を開け，社内の
窓も一部開けて換気を
しています。

実施

事務所は手動型，店舗
は自動噴霧型でアル
コール消毒除菌して１
回の使用量が多くなら
ないようにしている。

工夫点

実施

各出入口に設置してい
ます。

実施

事務所・店舗ともに着用
を義務化している。お客
様へも同様で，ない場
合は１枚３０ 円で販売し
て着用いただいている。

①-３ 外出先から戻った際の
手洗い・うがい

事務所は常時２箇所以
上開放し換気。店舗は
２箇所開放および空気
清浄機を２４時間稼働し
常時換気している。

実施

緊急事態宣言下では，
親会社・足利銀行の指
示もあり，社員のテレ
ワークを実施しました
(現在は通常モード)

①-６ リモート会議の実施
実施状況

② その他実施しているもの

工夫点

実施

・各自毎日検温し「体温チエック表」に入力してい
る。
・歓迎会・懇親会等の自粛をしている。
・マイカー通勤・社有車通勤の緩和許可をしてい
不要不急な県外出張は
る。
自粛し，Skypeを活用し
・集合研修実施時には，会議室の換気してい
た会議・打合せ等の実
る。
施
・消毒液を設置し，定員の半分以下で運営して
いる。
・書類の受け渡し等を郵送対応している。(ｅメー
ルも活用)

実施

緊急事態宣言解除後も，以下の取組を継続して
いる。
・在宅勤務(テレワーク)および時差出勤の活用
・従業員本人及び同居家族が風邪の症状や感
染疑い時における出勤見合わせ
・不要不急の本部と営業店間，営業店間往来外
部訪問者(顧客以外)の原則禁止

実施

外部機関(例.県経済同
友会)からの要請に応じ
て，リモート会議を実施
したほか，一部の取引
先・顧客とも実施しまし
た。

・当社は研究事業も経営の柱にしており，３月中
旬から６月までの研修は，自社が企画したもの
はもちろん，外部からオーダーがあったものも(ク
ラインと十分擦りあわせしたで），すべて中止・延
期する対応を取った。
・調査業務，コンサル業務などで，企業・取引先
などへの訪問も控えていた。現在は，ほぼ通常
モードに戻している。

・体温計を購入し，社員の体温を確認し，体温が
高ければ病院に行くように指導している。
・社内では密接にならないように気を付けてい
る。

実施

事務所スタッフの業務
内容により在宅勤務の
実施をしている。

実施

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，
４月９日理事会及び５月
施設内消毒・換気チェック表を作成し，昼前と閉
９日総会時に実施。
館時に消毒等を行っている。

実施

・スタッフに毎日検温を実施し記録している。
・お客さま入店時の検温を実施している。
・対面を避けるレイアウトなど「新しい生活様式」
聞き取りにくくなるため
を取り入れている。
マスクを外すので，別の
・呼出機能付き発券予約機の導入による混雑時
部屋を使い基本的には
の行列回避を図っている。
１名で実施している。
・ビニールカーテン，衝立などを設置している。
・こまめなアルコール除菌を行っている。（テーブ
ル、イス、メニュー、調味料など）

会議等の延期、中止

会社名(団体名)

①-１ 社員・職員のマスクの着用
実施状況

株式会社宇都宮コミュニ
ティメディアミヤラジ

公益財団法人宇都宮市
医療保健事業団

公益財団法人宇都宮市
医療保健事業団健診セ
ンター

公益財団法人宇都宮市
医療保健事業団附属宇
都宮歯科衛生士専門学
校

実施

工夫点

マスクの配布(7枚)。
自分専用のマイクウイ
ンドスクリーンを配布。

①-２ 消毒液の設置
実施状況

実施

実施

職員に洗えるマスクを
購入

実施

実施

職員用に洗えるマスク
を購入
マスクの内側に不織布
を挟み，フィルターとし
て使用。

実施

実施

公益財団法人宇都宮市
医療保健事業団附属宇
都宮准看護高等専修学
校

実施

宇都宮市国際交流協会

実施

常時着用

常時着用

工夫点

スタジオ入口でゲストに
対して，手指消毒と名
前の記入をお願いして
います。

健診機関であり，もとも
と設置していたが，設置
個所を増やした

実施

教室出入口にアルコー
ル消毒液の設置。

実施

教室出入口にアルコー
ル消毒液の設置。

実施

①-３ 外出先から戻った際の
手洗い・うがい
実施状況

実施

工夫点

スタッフ用の入口にも手
指消毒液を置き，入室
時消毒をしています。

①-４ 職場内のこまめな換気
実施状況

実施

工夫点

事務所は常に窓を開け
空気の入れ替えをして
います。

実施

実施

事務所は基本的に出入
口，窓を常時開放。会
議も同様に出入口，窓
を開放して行う。共有部
分に関しても常時換気
を行う。

実施

実施

窓，扉を常時開放し，扇
風機を使い効率的に換
気と室温調整をしてい
る。

実施

常時開放が難しい場
合，1時間毎に２方向の
窓やドアを開けて換気。
教室内に空気除菌噴霧
装置を設置。

実施

常時開放が難しい場
合，1時間毎に２方向の
窓やドアを開けて換気。
教室内に空気除菌噴霧
装置を設置。

実施

実施

実施

①-５ テレワークの実施
実施状況

実施

工夫点

①-６ リモート会議の実施
実施状況

・スタジオ内は密室になってしまう為，スタジオ内
の排煙窓も開けて空気の入れ替えをしたまま放
送している。放送中に窓を開けていると外の音
がたまに入ってしまうが，そういった事もパーソ
ナリティが生放送で伝えている。
・スタッフの手作りによる飛沫防止パネルを４枚
設置することで，飛沫感染の予防をしている。落
ち着くまでは，ゲストの入室人数は少人数と，控
えていただくように呼び掛けている。

グループウエアを活用
し、スタジオに来なくても
連絡が取れるようにして
います。

実施

個人情報を扱う業種で
あり，持ち出せる資料に
制約があるものが多く，
実施には至らなかた。
交代で休みを取ること
で，同時に勤務する人
を減らした。

実施

開催予定であった会議
は開催時期をずらす等
として調整。 開催が中
止できない会議につい
ては３密回避，消毒を
徹底して対応。
リモート会の実施につ
いては機器設備等の環
境の構築に個人差があ
ることや，個人情報保
護の観点からセキュリ
ティー面を慎重に考慮
し，実施に向けて調整
中。外出制限に備え，
一応無料のインター
ネットサービスを利用し
た簡易的なものは，い
つでも実施できるよう準
備はしてある。

実施

在宅勤務を導入。

実施

リモートでの保健指導を
導入予定。

実施

② その他実施しているもの

工夫点

会社名(団体名)

①-１ 社員・職員のマスクの着用
実施状況

工夫点

①-２ 消毒液の設置
実施状況

工夫点

宇都宮市上下水道局

実施

・窓口対応や職員同士
でも十分な距離をとりな
がら，マスク着用の徹
底をしている。

実施

・人の導線を考慮し，複
数で利用する場所に消
毒液を設置。
・玄関入口に目立つよう
に注意喚起の張り紙を
設置し，来客者への消
毒を促している。
・手指の消毒用はすぐ
に使用できるよう動線
上状に常備し，共有使
用するものは毎日消毒
している。

宇都宮市夜間休日救急
診療所

実施

医療従事者用のサージ
カルマスクの在庫管理
の徹底

実施

消毒液容器のノズルを
手で触れずに，足で噴
射できる台を設置

実施

原則，職員は各自が保
有するマスクを使用す
るが，マスクが購入でき
ない場合は，緊急時用
として保管してあるマス
クを１日１枚を上限に配
布。

宇都宮商工会議所

実施

来客対応後のテーブル
やイスをこまめに除菌ス
プレーや除菌シートで拭
き取るようにしている。

①-３ 外出先から戻った際の
手洗い・うがい
実施状況

実施

実施

実施

工夫点

・共通使用していたタオ
ルを撤去し，朝の朝礼
での個人ハンドタオル
使用の推進やペーパー
タオルを設置。

①-４ 職場内のこまめな換気
実施状況

実施

工夫点

・空調作動時にも３０分
に１回（ルーティン化）の
換気を行っている。
・換気効率が上がるよ
う，常に部屋の窓と扉を
対角線上に開けてい
る。

①-５ テレワークの実施
実施状況

工夫点

①-６ リモート会議の実施
実施状況

② その他実施しているもの

工夫点
・時差出勤及び休憩時間の変更を推奨してい
る。〈全体〉
・窓口への感染防止フィルムの設置した。〈局内
全窓口〉
・ロビーやエレベーター内へ，感染防止の啓発
ポスターを掲載している。〈局内〉
・職員の執務室及び業者打ち合わせスペースを
分散した。〈局内〉
・来庁を伴わない届出等の手続き（郵送による
手続き）についてホームページで周知している。
〈局内〉
・下水道施設の見学用映像をホームページに掲
載する。（７月予定）〈出先〉
・勤務体制を複数班に分け，濃厚接触を避ける
よう勤務場所も別部屋（会議室等）で業務を行っ
ている。〈出先〉
※緊急事態宣言解除後は，２班体制の維持を
継続し，感染が拡がった際には速やかに２班勤
務分離を再開できるよう体制を維持している。
・他のグループとの濃厚接触を防ぐようビニル
シートで部屋を分割したほか，グループ内の机
間についてもビニルシートを設置し，会話時等の
飛沫感染を防いでいる。〈出先〉
・外部からの来場者については，事務室内部に
は入れず玄関での対応とし，ミーティング用の机
を設置したほか，ビニルシートにより会話時等の
飛沫感染を防いでいる。〈出先〉
・業者等の来場を予定する業務を行う場合に
は，前もって体温測定の協力要請を行い，２週
間以内に不調があった方の来場を見送るよう依
頼調整している。〈出先〉

実施

実施

・タブレットPCを使用したリモート(敷地内)での問
診を行っている。

実施

・職員が新型コロナウイルル感染症にかかった
場合に業務停止となるリスクを回避するために，
７月末まで各部ごと職員を１階と２階に分けて業
務を行っている。
・来訪者の相談対応のため，仕切りや飛沫防止
のためのアクリル板を設置している。
・相談終了後には，テーブルやイスをこまめに除
菌スプレーや除菌シートで拭き取ることを心掛け
ている。

事務所を含め，空気清
浄機を３台設置してい
る。

実施

会社名(団体名)

①-１ 社員・職員のマスクの着用
実施状況

国立大学法人宇都宮大
学

宇都宮農業協同組合

宇 都 宮 文 化 セ ン ター株
式会社

実施

実施

実施

工夫点

文科省の通知（別紙参
照）に従い，感染拡大
予防策を講じている。や
むを得ずキャンパスに
来る学生にも教職員か
ら指導。すべての教職
員に対して，新型コロナ
ウイルス感染症拡大防
止に関する通知をする
とともに，ポスター及び
感染予防
ハンドブックによりマス
ク着用の周知・徹底。

全役職員にマスクを配
布し、勤務時の着用を
指示

従業員へマスクを支給
し着用を義務付け

①-２ 消毒液の設置
実施状況

実施

実施

実施

工夫点

キャンパス内の各建
物入り口に設置して
いる。

・全事業所にアルコー
ル消毒液を設置し出入
りの際の消毒を実施 ・
会議・研修等の際は消
毒液を使用し机等の消
毒を実施
・外務員への携帯用ア
ルコールジェルの配布

各部屋，全車両への設
置

①-３ 外出先から戻った際の
手洗い・うがい
実施状況

実施

実施

実施

工夫点

文科省の指導等に従
い，各種感染拡大予防
策を講じている。すべて
の教職員に対して，新
型コロナウイルス感染
症拡大防止に関する通
知をするとともに，ポス
ター及び感染予防
ハンドブックにより手洗
い・うがいの周知・徹
底。

全事業所に手洗い等に
関する厚生労働省のポ
スターを掲示し啓蒙

ハンドタオルの支給 屋
外手洗い場の増設

①-４ 職場内のこまめな換気
実施状況

実施

実施

実施

工夫点

文科省の指導等に従
い，各種感染拡大予防
策を講じている。部局長
に対して，新型コロナウ
イルス感染症対策のた
めの執務室内の対応に
ついて通知をするととも
に，すべての学生・教職
員に対して，本学作成
のガイドラインにより周
知・徹底。

定時放送による換気の
励行

雨天時以外は常時換気
雨天時は１時間に１度
は換気を実施

①-５ テレワークの実施
実施状況

実施

実施

実施

工夫点

県の自粛要請や県内学
校の休校措置と対応し
て，宇都宮大学におけ
る在宅勤務制度を作成
し，感染拡大の防止及
び学生・教職員等の安
全確保のために教職員
の在宅勤務を実施。ま
た，メディア授業を実施
している。

交代勤務体制による出
勤職員の削減(在宅勤
務)※令和2年4月22日
(水)～5月19日(火)

クラウドサービスを用い
た評価制度の導入によ
り，ネット環境が整って
いれば，いつでもどこで
も評価が可能

①-６ リモート会議の実施
実施状況

実施

② その他実施しているもの

工夫点

新型コロナウイルス感
染症対策として，本学に
おける「新型コロナウイ
ルス感染症対策のため
の本学の対応方針」を
定め，そのステージによ
り，主としてリモート会
議を実施。現在も，対面
会議を最小限とし，リ
モート会議を実施。

・学長を本部長とする「宇都宮大学新型コロナウ
イルス感染症対策本部」を設置し，感染症対策
に関する早急な対応等を策定し，業務の継続や
感染症対策の学内外への周知等を行っている。
対策本部により定めた，添付の「新型コロナウイ
ルス感染症対策のための本学の対応方針」を定
め，県内及び国内の流行状況に従い，本学活動
のあらゆるシーンで対策を講じている。
（参照：
https://www.utsunomiyau.ac.jp/important/esse
ntial/008205.php） 特に学生の来学を原則禁止
し，入学式等の県内外から多数参加する行事は
すべて中止している。なお，国内の流行が落ち
着いていることから，７月以降，必要最小限の実
習・実験に限って，３密回避の対策を十分講じた
上で，対面授業を一部再開する予定である。
経済的に困窮する学生への支援として，政府に
よる学生支援緊急給付金や授業料免除のほ
か，宇都宮大学３Ｃ基金「緊急学生支援金」を創
設し，県内篤志家のご寄付により，飯村チャレン
ジ緊急奨学金・飯塚緊急奨学金，増山緊急奨学
金や本学教職員等による本学独自の学生への
経済支援や株式会社ＴＫＣからご寄附をいただ
いたノートパソコンの貸与，授業料納付期限の
延長，学生ピアサポート等の学生支援策を行っ
ている。
また，３月以降，海外から帰国した教職員が政
府の要請に基づいた２週間の自宅待機中は特
別休暇（災害対応）とする，小学校休業や緊急
事態宣言下の県内外移動自粛に伴い教職員の
在宅勤務・交替勤務を実施するなど，県および
国の感染拡大予防対策に本学教職員が反する
行動がないよう勤務体制を整備した（注：6月19
日に東京都等との移動自粛終了に伴い在宅勤
務は終了。）

・新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し
た。
・不急の会議・イベント等の開催を延期または中
止としている。
・直売所レジや支所窓口へ飛沫防止のビニール
シート・アクリル板を設置している。
・臨時休校に伴う保護者への特別有給休暇を付
与している。
・出勤前検温を実施している。
・イベント開催時は発熱や咳等の風邪症状があ
る者は参加しないよう周知する。
・イベント開催時は氏名・連絡先を記した名簿を
設置する。

実施

一部実施

実施

・３密の防止を図っている。
・従業員の日々の検温を実施している。
（３７度５分以上の発熱があった場合は出社を控
えさせ３日以上の自宅待機とし，産業医へ報告・
相談を行う）
本社・支店間の会議出
・来客者への検温，手指消毒を行っている。
張先との定例会議
・接触低減のために内線通話を活用している。
・従業員への不要不急な外出の自粛要請を行っ
ている。
・上席者が率先し，アルコールを用いた社内清
掃を日々実施している。

会社名(団体名)

①-１ 社員・職員のマスクの着用
実施状況

公益財団 法人 うつ のみ
や文化創造財団

宇都宮文星短期大学

工夫点

実施

①-２ 消毒液の設置
実施状況

実施

実施

実施

実施

宇都宮ライトレール株式
会社

実施

実施

宇都宮ロータリークラブ

実施

全会員に対し使い捨て
マスク100枚/1人を無償
提供。品薄状況を解消
した

株式会社エイチ・エル・
シー

実施

会社として購入し、着用
を義務付けている

大矢商事株式会社

実施

全社員に対し使い捨て
マスク50枚/1人を無償
提供
うっかり対策として予備
を携帯させる

小野真一法律事務所

実施

北関東綜合警備保障株
式会社

実施

株式会社極東体育施設

実施

貸館業務があるので，
毎朝テーブル等を職員
が消毒液で消毒，利用
者から希望があれば，
消毒液と使い捨てタオ
ルを貸し出し。

実施

実施

実施

基本全員着用

実施

実施

実施

実施

実施

毎朝，各部屋の窓を開
けて換気。利用者にも
使用中もしくは使用後
の換気をお願いしてま
す。

帰宅後手洗いとともに
入浴してから食事する
よう徹底する

実施

実施

実施

実施

工夫点

実施状況

② その他実施しているもの

工夫点
・人と人が対面する場合は，アクリル板やビニー
ルカーテンなどで仕切っている。(文化会館受
付，美術館受付等)
・３密にならないよう入場者を制限している。(文
化会館貸館，美術館企画展)
・複数の人が触れる場所(ドアノブ，タッチパネ
ル，テーブル等)の消毒を実施している。

５月に一部実施。
６月以降は通常業務。

実施

・毎朝，職員による講義室，施設等の次亜塩素
都内からの営業などは 酸ナトリウムでの消毒を実施している。
リモートで対応
・事務局窓口に透明ビニールシートを設置してい
る。

実施

オンライン会議（Zoom）
利用の手引きを作成，
・NPOを対象とした持続化給付金等の情報発
また希望する利用者に
信，NPO法人を対象とした総会の開催方法など
は会議の開催方法を伝
の情報提供を行っている。
える講座を実施してい
ます。

実施

実施

ｚｏｏｍを使用した小会
議を実施
リモート例会開催の為
機材を調達中

実施

ｔｅａｍｓの導入

・例会を３月から休止し，クラスターの起点となら
ぬよう自粛している。
・７月より県のガイドラインをもとに，通常の２倍
の面積の会場を確保し，例会を再開する。

・帰宅後手洗いとともに入浴してから食事するよ
う徹底している。
・事務服，作業衣のまめな洗濯⇒事務服，作業
衣の追加配給を行っている。
・(東京出張解禁後)出張者は直帰し(会社には戻
らない)入浴してから食事するよう徹底している。

密の回避の為デスク配
置を変える
部屋別の定員を設定し
密を回避する

実施

実施

実施

実施状況

①-６ リモート会議の実施

実施

帰宅後手洗いとともに
入浴してから食事する
よう啓発する｡

実施

実施

玄関・各部署の入り口
の設置

工夫点

①-５ テレワークの実施

実施

実施

お客様用，社員用，学
生用やフロアと各フロア
に1つ必須で設置してい
る。

実施状況

実施

実施

デスク，電話等々のア
ルコールを用いて拭き
上げる

①-４ 職場内のこまめな換気

実施

実施

実施

工夫点

実施

実施

実施

実施状況

実施

実施

特定非営利活動法人
宇都宮まちづくり市民工
房

オリオンコンピュータ株
式会社

工夫点

①-３ 外出先から戻った際の
手洗い・うがい

実施

・人と対面する機会が多い一部の現場で，フェイ
スシールドを着用している。
・社員の検温の記録管理・次亜塩素酸ナトリウ
ム等による備品の消毒（朝夕）を行っている。

実施

全員実施。励行ポス
ターの掲示。

実施

・出勤後，非接触型の体温計で全社員体温の確
認している。
・各フロアに担当をつけ，業務時間内で消毒作
業を実施している。

基本常時換気

実施

東京等の会議をＺＯＯ ・夜間社員不在時に電解次亜塩素酸水の空中
Ｍにてのリモートへ切り 噴霧を行い，室内の細部までの除菌を実施して
いる。
替え。

会社名(団体名)

株式会社熊本商店

株式会社興建

①-１ 社員・職員のマスクの着用
実施状況

工夫点

実施

会社としてマスクを購入
し，全社員着用を義務
付けている。

実施

各現場ごとにマスクを支
給し，事務所には来客
者にも使用できるように
受付の棚に設置してい
ます。

①-２ 消毒液の設置
実施状況

工夫点

実施

会社入口や，洗面台付
近等の各所へ設置して
いる。また，お客様へ消
毒液の使用を声掛けし
ている。

実施

マスク同様に各現場ご
とに支給し，来客者にも
使用できるよう受付の
棚に設置しています。

①-３ 外出先から戻った際の
手洗い・うがい
実施状況

工夫点

実施

外出先からの戻りに限
定せず，こまめな手洗
いうがいを推奨してい
る。

実施

事務所壁に厚生労働省
より発行されている「正
しい手の洗い方」を誰で
も観覧できるよう掲示
し，注意喚起を促してい
ます。

①-４ 職場内のこまめな換気
実施状況

工夫点

実施

室内では窓及び扉を開
けた状態で業務を行う
よう推奨している。

実施

コクヨ北関東販売株式会
社

実施

会社からマスク支給

実施

実施

実施

株式会社五光

実施

会社として購入し，着用
を義務付けている

実施

実施

実施

実施

可能な限り使い捨てマ
スク着用

小平興業株式会社

柴田建設株式会社

株式会社スズテック

成常建設株式会社

実施

社員全員へのマスク配
布(５０枚入り２箱) 会社
にてマスクを常備してい
る。

実施

マスクの調達は，原則と
して社員にお願いして
いるが，それが難しい
場合は会社の備蓄品を
配付している。

実施

会社で一括購入(サージ
カルマスク15,000枚・洗
えるマスク・接触冷感マ
スク)全社員常時着用ま
た各現場作業員に配布

実施

実施

受付，打合せ室，会議
室，各トイレ，各階給湯
室といった人が集まると
ころに設置

すべての出入り口に設
置。 すべての現場事
務所への設置。

実施

手押しポンプ式の容器
と消毒液を会社で購入
し，社屋の出入り口に
設置している。

実施

会社一括購入(次亜塩
素酸水400L) (アルコー
ル消毒液100本)各出入
口に設置し，入退所時
に使用するよう貼紙

実施

実施

実施

実施

紙コップ，ペーパータオ
ルを設置

ポスターやパンフレット
を必ず目につく場所へ
の掲示。

各洗面台に石鹸を常備
して手洗いの励行と消
毒液を併用し手指の消
毒を推進している。

手洗い・うがい後はタオ
ルを共用しないようタオ
ルを廃止。
ペーパータオルを用
意。その後次亜塩素酸
水で消毒

実施

実施

①-５ テレワークの実施
実施状況

実施

工夫点

①-６ リモート会議の実施
実施状況

・朝礼にて，栃木県や他都道府県での感染事例
の情報共有を行い，感染予防に努めるよう呼び
かけを行っている。
・新型コロナウィルス接触確認アプリ(COCOA)の
存在を情報共有した。

テレワーク可能な拠点
のみ実施している。

・各工事の作業所ごとに体温計を配布し，入場
時に体温を測定している。
・業務では，来客ごとにドアノブや机などを消毒
し，会議や打ち合わせの際には換気をしたり，
間隔を取り密集，密接，密閉など極力避けるよう
に対策をとっている。
・社内行事などにおいては，計画していたイベン
トを中止や延期にしている。

日常的には約１時間毎
や来客ごとに換気をし
ています。

実施

換気時間を設定し，館
内一斉に換気

朝出勤時，必ず窓を開
ける。

実施

所定の休憩時間に窓を
開けて換気を行ってい
る。

実施

常時窓を開け換気を実
施。各自デスクに扇風
機や飛沫防止パーテー
ションを設置

② その他実施しているもの

工夫点

交代制勤務と併せて全
部署でテレワーク実施

実施

・緊急事態宣言発令後５月末までは，数日間の
社内だけでなく、お客様
特別休暇を付与およびテレワークと併せて交代
との打合せでも一部実
制勤務により出社率軽減をしておりました。（テ
施
レワークは引き続き活用中）

実施

ｔｅａｍｓの導入

実施

実施

・各自検温し自己管理を徹底している。

リモート会議の実施は
ないが，今現在，会議
は自粛中。社内LANを
活用し情報の共有をし
ている。

・厚生労働省や宇都宮保健所からのポスターや
パンフレットの掲示，回覧を行っている。
・非接触電子体温計を設置している。
・社への出入口ドアノブ，トイレドアなどをアル
コール消毒している。
・食堂の換気，消毒，昼食は社員同士離れて食
事している。

・出勤前自宅にて検温し３７度以上ある時は出
勤を見合わせている。
・検温結果については毎日，記録表に記入させ
ている。
・出勤は原則不可とし，やむを得ない場合は社
有車を使用して公共交通機関の使用を避けた。
・講習会等への参加はキャンセルした。
・社員食堂は会社が契約する弁当屋の利用者
のみとし，十分な席間を確保し，対面に座らない
等，密集状態にならないようにしている。
・会議では３密とならないよう，広い部屋で座席
を離し窓を開けている。
・喫煙所の密集状態を避けるため分散させた。

実施

パソコンまたはスマート
フォンによるリモート会
議を実施。集まることな
くコミュニケーションをと
る

・体調チエックリストを作成し，出勤時に各自体
温や体調を記入している。
・来客用テーブル・椅子・テスク・ドアノブ・スイッ
チ等をまめに次亜塩素酸水で消毒している。
・各工事現場に，非接触型体温計・マスク・次亜
塩素酸水を配布し感染予防に努めている。

会社名(団体名)

①-１ 社員・職員のマスクの着用
実施状況

株式会社大高商事

実施

有限会社ティ・オー・
ピィ・エス

実施

帝京大学

株式会社栃木サッカーク
ラブ

実施

実施

工夫点

社員･職員のマスク着用
の徹底

①-２ 消毒液の設置
実施状況

実施

工夫点

各フロア入口や共用エ
リアへの消毒液配置，
出社時や入室時に確実
に行う，ドアノブの消毒
実施

①-３ 外出先から戻った際の
手洗い・うがい
実施状況

実施

工夫点

手洗い，手指の消毒徹
底

実施

教職員，学生，来校者
にマスクの着用を徹底
している。マスクの正し
い着用方法を掲示にて
周知している。

栃木SCオリジナルマス
クを作成しました。

実施

実施

各建物の入口に設置し
ている。なお，１号館に
は各フロアに設置して
ある。

消毒ポンプに触れずに
済むよう，足踏み式の
消毒液設置台を購入。
事務所入り口に設置。

実施

実施

掲示にて励行している。

①-４ 職場内のこまめな換気
実施状況

実施

工夫点

①-５ テレワークの実施
実施状況

工夫点

①-６ リモート会議の実施
実施状況

② その他実施しているもの

工夫点
･社員，職員の毎朝の検温取組，検温結果の記
録３７．５度以上の場合は出社を控えるよう要請
している。
・外部からの訪問者に対する消毒及びマスクの
着用を促している。
・全体朝礼の中止，各部・各課・各班の打合せ
は分散して短時間で行っている。
・風邪の症状や発熱等があり，体調不良時は休
む，休ませている。
・手作りのマスクを作製して，必要な社員・職員
に提供を行っている。
・不要不急な外出，夜の繁華街への外出を自粛
している。
・県外への外出は極力避ける。⇒今後の状況を
鑑みて緩和しつつあり。

事務所の喚起を晴天時
は常時、雨天時は数時
間に実施。会議室等の
ドア開放

実施

・高等学校，小学校スクールバス・園児バス等の
送迎業務のため，マスク着用はもちん，バス車
内の消毒等運行毎に消毒，拭き上げを実施して
いる。

実施

実施

・窓口，バス乗り場，学生食堂において，人との
間隔を保つように２メートルのラインを設置し密
にならないようにしている。
・事務室において，別室に複数台のパソコンを配
置し，交代で別室での業務を行っている。事務
室・別室において適当な間隔が保たれている。
学外に限らず，学内の ・学生食堂は，対面とならないようすべての椅子
会議においても実施し を片側だけに配置し，食事は間隔を取り，過度
な会話等を行わないようにしている。
ている。
・授業は，対面授業を少なくし，なるたけオンライ
ン授業を活用するよう教員に協力いただいてい
る。
・クラブ活動は，まだ開始されていない。各団体
からの活動方針を提出のうえ，承認を得られれ
ば活動が許可される。

実施

・選手，SCチアーズが出演する手洗い動画を制
作し，公式SNSで配信している。
・Jリーグ再開に向けて，Jリーグのプロトコルに
沿って，観客の感染防止対策を講じている。（観
客同士の座席の距離確保，消毒液の設置，入
ZOOMでリモート会議を 場時の体温チェックなど）
・社員，関係スタッフは毎日体調記録をつけてい
実施。
る。
・宇都宮市にグッズのレインコート５００枚を寄贈
した。
・５月までサッカースクールやチアスクールはオ
ンラインでレッスンを実施していた。

実施

入口，窓などを常に開
け密閉のないようにして
いる。

常に事務所内２か所以
上の窓を開け，空気の
通り道を確保。

実施

５月中は事務所内が４
～５名になるよう，交代
で勤務。
Jリーグ再開に伴い，６
月からフロントスタッフ
は出勤，育成スタッフは
必要最小限の出社で対
応中。

会社名(団体名)

①-１ 社員・職員のマスクの着用
実施状況

ＮＰＯ法人とちぎ協働デ
ザインリーグ

株式会社栃木銀行

工夫点

実施

実施

①-２ 消毒液の設置
実施状況

工夫点

実施

全行員マスク着用（マス
ク不足店舗へ本部から
の供給）
（「マスク抗菌液・口元
シート」配布）

実施

①-３ 外出先から戻った際の
手洗い・うがい
実施状況

実施

出入り口へのアルコー
ル除菌液設置

実施

工夫点

①-４ 職場内のこまめな換気
実施状況

実施

実施

工夫点

①-５ テレワークの実施
実施状況

実施

実施

工夫点

とちぎボランティアＮＰＯ
センターの休館に伴
い，交替制で在宅勤務
を実施した。(4/16～
5/27)

・営業店行員についてテ
レワーク者を含めて最少
人員の業務運営（栃木
県内５月１９日，埼玉県
内店舗・東京支店５月２
７日解除）
・本部行員についてはテ
レワーク者を含め２班体
制（別棟）による業務運
営
（６月１２日終了）
・テレワーク：渉外行員
については，業務用携
帯・タブレット持ち帰り可
能
＊全行員（本部含む）を
各部室店単位で1／3程
度の人員をテレワークと
して削減
＊各営業店における柔
軟な勤務体系の許可
（支店長判断により所属
職員の出退勤時刻の調
整が可能）
（栃木県内５月１９日解
除，埼玉県内店舗・東京
支店５月２７日解除）

①-６ リモート会議の実施
実施状況

② その他実施しているもの

工夫点

実施

1．とちぎボランティアＮＰＯセンターの貸館業務
における感染防止対策
・研修室等の定員を半分以下とし，椅子を間引
き。貸出しの際に注意事項チラシを配布，利用
者名簿の提出を協力依頼。
・２階相談コーナー，受付カウンターに透明フィ
ルムの仕切りを設置。
2．「新型コロナウィルス感染症に係る栃木県内
NPO等支援のためのアンケート」実施（4/25～
5/7）
簡単な事務連絡はＬＩＮ
3．情報収集及び発信
Ｅを活用し，協議が必要
・ホームページ，ブログ，フェイスブック等による
なもの等はZOOMを活
情報発信
用している。
・ホームページ内に「新型コロナウィルス感染症
まとめサイト」を新設
・情報誌「ぽ・ぽ・らマガジン」新型コロナウィルス
感染症特集号を発行
4．相談対応
・新型コロナウイルス感染症に係る「困りごと相
談」実施
5．職員の健康管理
職員は毎朝検温を実施し，発熱等の症状がある
場合は出勤しないこととしている。

実施

お客様への新型コロナウイルス対策関係。
・非対面サービス促進のため，とちぎんビジネス
ダイレクト
※（新規契約者）基本手数料無料化（６ヶ月間）
※法人向けインターネットバンキング
・新型コロナウイルス対策ＷＥＢセミナーの案内
・飛沫感染防止のため窓口カウンターへのアク
リル板設置
・研修
・「雇用調整助成金」について，ＷＥＢ／電話に
新入行員研修を始めと
よる無料相談および個別相談会議を開催 「とち
した集合研修を自粛し，
ぎんBigAdvance※」を活用した新型コロナウイ
WEB動画システムにて
ルス対策（新規開拓／販路拡大等）支援
研修コンテンツを配信
※経営支援プラットフォーム
（集合研修は６月から段
階的に開始）
１．行内での体制整備について
・全店昼休業実施 11：30～12：30
・採用
（栃木県内５月２５日通常営業再開，埼玉県内
県および地元新聞社主
店舗・東京支店６月１日再開）
催のオンライン企業説
・感染者が発生した場合のフロー図の作成・各
明会に参加（ライブ形
部室対応事項の明確化
式）
企業説明会は行内の研
２．行員を感染から守るための施策
修用WEB動画システム
・行員体調管理ルール制定（毎日の検温・体調
にて配信。
不良時の対応 等）
学生との座談会につい
・営業店対面カウンターへのアクリル保護パネ
てはテレビ会議システ
ル設置
ムを活用し実施（約10
・ローカウンター用塩化ビニール製保護パネル
人／毎回）
設置
採用面談についてもテ
・女性行員の制服着用でのマイカー通勤を許可
レビ会議システムにて
（更衣室の利用削減）
実施予定
・本部行員を２班体制とし、別棟（本店・別館）に
て分散勤務（解除済）
・越境通勤者（埼玉・東京⇔栃木）を一時入寮ま
たはホテル泊へ（移動感染の防止）（解除済）
・入寮者の分散（寮でのクラスター感染防止のた
め、一部寮生をホテル泊へ分散）（解除済）
・公共交通機関からマイカー通勤への変更を許
可

会社名(団体名)

NPO法人栃木県環境カ
ウンセラー協会

公益社団法人栃木県経
済同友会

①-１ 社員・職員のマスクの着用
実施状況

工夫点

実施

自粛解除後の会議・総
会，また個人活動等で
の3密の周知指示を会
員登録者へのメール配
信

実施

栃木県地球温暖化防止
活動推進センター

実施

一般社団法人栃木県老
人福祉施設協議会

実施

とちぎコープ生活協同組
合

とちの環県民会議

実施

実施

日建工業株式会社

実施

日光ゆば製造株式会社

日昌測量設計株式会社

イベント時はフェイス
ガードも着用

職員全員がマスクを着
用。熱中症対策として，
宅配の配達担当者は運
転中のみマスクを外す
ことを可としています。

工夫点

実施

自粛解除後の会議・総
会，また個人活動等で
の3密の周知指示を会
員登録者へのメール配
信

接客ブース，打合せス
ペースにアクリルボード
を設置。職場内各デス
クへのパーテーション設
置

①-３ 外出先から戻った際の
手洗い・うがい
実施状況

工夫点

実施

自粛解除後の会議・総
会，また個人活動等で
の3密の周知指示を会
員登録者へのメール配
信

実施

実施状況

工夫点

実施

自粛解除後の会議・総
会，また個人活動等で
の3密の周知指示を会
員登録者へのメール配
信

実施

実施

実施

実施

実施

部屋への入り口を原則
常時開放している

実施

必ず午前と午後１回は
窓を開けて換気してい
ます。
事務所のドアは出来る
限り開放しています。

実施

事務所の換気のタイミ
ングで電話やパソコン，
ドアノブ等を除菌してい
ます。

実施

実施

ハンドドライヤーの使用
を中止し，ペーパータオ
ルを設置しています。

実施

接客時の消耗品（スリッ
パ等）に使い捨て式製
品を採用

①-５ テレワークの実施
実施状況

工夫点

４月２１日から５月６日
まで管理職等を除く職
員を２ループに分け、在
宅勤務を試行的に実施
した。

実施

実施

リモートパソコンを配布
しています。

実施

実施

実施

一日数回，定期的な窓
開け換気の実施

①-６ リモート会議の実施
実施状況

実施

不要不急の会議・打合
せ等開催の見送り，ま
たは中止（実施を要す
る場合は少人数化の
上，換気徹底の上大空
間で実施）

実施

一部の委員会活動にお
いて、ZOOMやＭｉｃｒｏｓ
ｏｆｔＴｅａｍｓ等を活用した
リモート会議を実施し
た。

実施

実施

実施

来客用と従業員，別の
設置場所を儲けてい
る。

実施

メール等にて社員に周
知徹底している。

・会議を開催する時は，極力広い会議室を借り
上げ，ソーシャルディスタンスの確保や換気，手
の消毒，マスク着用などを行い感染防止対策に
努めている。

実施

・イベント実施時 ・スタッフのマスク、ファイス
ガード着用
・アルコール消毒液の設置、資材等のアルコー
ル消毒
・参加者の連絡先把握、感染対策呼びかけ等
・パネルボード等の間隔を2ｍ確保 ・待機位置
等の表示

実施

・会員の介護施設等では，厚生労働省の指針に
基づいて，万全の態勢で感染拡大防止に努めて
いる。

実施

・事務所には飛沫感染防止のためにフィルムや
アクリルのパーテーションを設置している。
・組合員活動については「新しい生活様式」に留
Ｗｅｂ会議開催の準備を
意した対策を実施している。
すすめています。
①３密（密集・密接・密閉）の回避 ②料理講習・
会食の不可
③健康チェック ④マスクの着用 ⑤設備の消毒

実施

次回の会議にて実施予
定。(環境が整ってない
方は同一会場少人数に
て参加予定。)

実施

Web接客の専用スタジ
オを開設

・感染予防に関する取組をアイコン化して掲示
し，弊社施設ご来社の皆さまへ視覚的に明示し
ている。
・出社前検温の徹底，およびご来社時検温を徹
底している。
（サーマルカメラ導入予定）
・交代勤務制を導入している（４月中旬～）

次亜塩素酸水を室内に噴霧していましたが…や
めました。

実施

工場はもちろんのこと，
事務所，売店にもアル
コールを設置し都度消
毒してもらっている。

② その他実施しているもの

工夫点
・環境カウンセラー協会会員，また他団体へ『新
型コロナウイルスの知識と感染防止策』，『コロ
ナが映すビジネス新景』，『新型コロナ診断の現
状』等情報をまとめ，感染防止の知識と社会動
向についてメール配信にて(通信教育)行ってい
る。

実施

実施

実施

マスクの不足，着用忘
れの場合は，会社で支
給しいる。(予備を保管
している。)

①-４ 職場内のこまめな換気

実施

実施

実施

実施

実施状況

実施

実施

トヨタウッドユーホーム
株式会社

①-２ 消毒液の設置

実施

換気扇は常に付け，
行っている。

実施

風の流れを考えて，窓
を数ヶ所，開けるように
している。

・社員に毎朝の体温チエックをしてもらい，専用
フォーマットに記入してもらっている。
・県をまたぐ出張を減らしている。

実施

各営業所に設備を導入
し，実施している。

会社名(団体名)

①-１ 社員・職員のマスクの着用

①-２ 消毒液の設置

実施状況

工夫点

日東石油株式会社

実施

社員全員に５０枚のマ
スクを配布。コロナ対策
として社員全員(ﾊﾟｰﾄ含)
に３万円支給３５名

実施

本社，SS営業所に消毒
液を設置。又お客様に
も協力して頂く。

日本たばこ産業株式会
社宇都宮第一支店

実施

会社から全社員へマス
クの提供を実施。
使い捨てではなく、繰り
返し使えるものも配布

実施

入り口のみならず各部
屋の出入り口にも設置

実施

職員全員にマスク着用
の 励行 。 取 引先 に訪
問 時 に も ， 先 方に 断り
の 上 ， マク ス着 用 にて
面談。

光機材株式会社

実施

マスクの供給が安定し
なかった４月前後から，
従業員各自でマスクを
もらい，会社からはマス
ク手当の支給を実施

文星芸術大学

実施

株式会社本澤建築設計
事務

実施

株式会社町田建塗工業

実施

農林中央金庫宇都宮支
店

株式会社マルハ

実施

・入室口へのマスク準
備。
・マスク着用の声掛け。

過不足のない供給，着
用の徹底，また手作り
等のマスクで効果が十
分でないものは，控える
ように周知している

実施状況

工夫点

実施

業務室内(入口含む)に
消毒液の設置。全職員
に携帯消毒液を配布。
また業務室内の机，電
話等の手が触れるもの
に関して消毒を定期実
施。

実施

お客様も利用ができる
ように受付の見えやす
い位置に設置。

①-３ 外出先から戻った際の
手洗い・うがい
実施状況

実施

実施

工夫点

社員全員にお互い注意
し合い，帰社した際も手
洗いの徹底をしている。

アルコール消毒液を入
口，机に設置。

①-４ 職場内のこまめな換気
実施状況

工夫点

①-５ テレワークの実施
実施状況

工夫点

実施

換気扇は朝からスイッ
チオンしている。

実施

８月から一部テレワーク
を実施。

実施

常に窓を開けっ放しにし
て換気を確保

実施

緊急事態宣言下におい
てはテレワーク実施

実施

エアコンを活用すること
で換気を図っている。

実施

テレワークを実施するこ
とにより，緊急事態宣言
時に出社人員を削減。

①-６ リモート会議の実施
実施状況

② その他実施しているもの

工夫点
・サイン用ボールペンやつり銭の渡し方に注意し
ている。
・ＳＳはお客様の車はお客様に移動してもらって
いる。
・ＳＳでのお客様への対応は最小の会話をし，コ
ロナ対策として理解してもらい努力を今後も続け
る。

実施

会議他拠点との打ち合 ・フェイスシールドの購入/時差出勤の導入/在
わせはMicrosoftTeams 宅勤務の制限を一時的に撤廃している。
を使用
・直行直帰を推奨している。

実施

【緊急事態宣言時】
・出勤・テレワーク・自宅待機する人でチーム編
成をすることで，効率的に業務室内の人数を削
減した。
・取引先への訪問等を極力控え，電話・メールで
本店，関連会社との打
の対応を実施した。
ち合せに関してはリ
【緊急事態宣言解除後】
モート会議にて対応。
・大人数での打ち合わせ，セミナー等に関して
は，リモート会議や延期にて対応している。
・食堂の席数を減らし，極力会話を避けて昼食を
とっている。
・懇親会等を自粛している。

・朝晩の検温を実施し，一定以上の熱がある場
合には出社の見合わせを実施している。
・検温結果について，全従業員がタイムカードへ
記入するようにしている。

実施

実施

実施

社外とのやり取りの際
に一部実施。

実施

実施

実施

実施

・毎朝，職員による講義室，施設等の次亜塩素
都内からの営業などは 酸ナトリウムでの消毒を実施している。
リモートで対応。
・事務局窓口に透明ビニールシートを設置してい
る。

実施

玄関先，入室口への設置 実施

実施

実施

実施

次亜塩素酸の代替使用
は感染拡大当初からリ
スクを伴うことは存じて
いたので基準以上のア
ルコール濃度を満たし
た手指消毒を普段の約
２～３倍設置した

実施

・ハンドソープ，ペー
パータオルの設置。

実施

・入口ドアの開放，窓あ
け，換気扇を回す。

実施

実施

・特質したものは取り組んでないが，業務体系上
現状の設備環境ではテレワーク等の導入は難し
かったので，まず従業員が感染しない，感染を
広めないを根本に，消毒・検温・感染予防を徹底
して，今後も対策を続けていく予定です。
・感染対策を今回だけではなく，標準化していく
上でも，既に簡単マニュアルを作成済で対応し
ている。

会社名(団体名)

①-１ 社員・職員のマスクの着用
実施状況

三井住友海上火災保険
株式会社

工夫点

実施

①-２ 消毒液の設置
実施状況

工夫点

実施

①-３ 外出先から戻った際の
手洗い・うがい
実施状況

工夫点

実施

①-４ 職場内のこまめな換気
実施状況

工夫点

実施

①-５ テレワークの実施
実施状況

実施

工夫点

①-６ リモート会議の実施
実施状況

② その他実施しているもの

工夫点
損保協会の「新型コロナウイルス感染症対策に
関する基本方針」を参考に，業務等の場面ごと
に「新しい行動様式」として分類わけをして，対
策を講じている。

実施

・３Ｄプリンターを所有していますが，市内の医療
機関より，３Ｄプリンターで作っている。
・フェイスシールドの要望が有り着手。試作を重
ねオリジナルの製品を作成し，好評だったため，
ＰＰ射出成形にて大量生産を行い，現在も販売
を行っている。

株式会社みやもと

実施

自社開発製造のフェイ
スシールドを使用

実施

消毒液コースターを作
成（液だれがあるため）

実施

当初は毎朝朝礼で確認
をして習慣化指導

実施

慣れるために社内ミー
ティングをZOOMにて実
医療機関はもとより，一般受付業務の方にも好
施
評です。
日光山輪王寺，二荒山神社，幼稚園などに寄贈
もさせていただいた。
商品ホームページ
https://www.halo-miyamoto.com/

無限花序

明電産業株式会社

実施

マスクだけだなく，ビ
ニール手袋も常時使用
し，店内の会話もできる
限り控えてもらっている

実施

洗って再利用できるマ
スクを社員へ無償配布

八汐電気株式会社

実施

豊鉄工建設株式会社

実施

会社で購入したマスク
を，全社員及び協力業
者，関係企業に配布

実施

店内の入り口に３か所，
社員の出入口にも設置
来客の方にもまずは消
毒をお願いしている

実施

実施

実施

実施

実施

２ヵ所の出入り口に設
置，手指除菌のお願い
を掲示

手洗い方法のポスター
を貼り徹底している

実施

窓はできる限り開け続
けている

実施

実施

実施

実施

実施

・つり銭はレジに入れず別にしておき，消毒して
から閉店時に処理している。
・マスクをしていないお客様には入店を遠慮いた
だき，どうしてもの時にはマスクを差し上げてい
る。
・常時テーブルとイスをアルコールで消毒してい
る。

出社後，朝一番で換
気。天候次第で，日中も
換気

実施

社内会議を本社集合開
催から、大型モニターと
Ｚｏｏｍにより本社⇔各
営業所間を接続した他
拠点開催へ移行

実施

・来訪者の事務所内入室を制限，ロビーに打合
せスペースを設けている。
・新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）
の全社員活用を指示している。
双方の環境が整ってい ・毎日の検温結果と体調報告を，週一回提出さ
る場合は実施している せている。
・新型コロナウイルス感染症対策支援金として，
全社員一律100,000 円を支給した。(5/29実施)
・新型コロナウイルス感染症啓発資料のリーフ
レット・ピクトグラムを社内に掲示している。

実施

・ＡＩ検温モニター導入し出社時に社員の体温を
計測している。
・検温結果を一覧シートで管理している。
・例年開催していた展示会をＷｅｂで開催(準備
中)する。

・備品等の買い物回数の制限
・来客名簿の記載のお願い
・朝の体温チェック

会社名(団体名)

リコージャパン株式会社
栃木支社

①-１ 社員・職員のマスクの着用
実施状況

工夫点

実施

・マスクの無い社員や外
出が多い社員に関して
は会社からマスクが配
布され，予防を徹底。
・掲示板・デジタルサイ
ネージ(電子掲示板)に
てマスク着用を促す。※
熱中症対策として屋外
など人との距離が取れ
るときにはマスクを外す
のを許可。

①-２ 消毒液の設置
実施状況

実施

工夫点

・お客様用，社員用の
通行口のほか，会議室
や商談スペースなど各
フロアにも設置
・共有スペースを利用
後は消毒をルール化
し，アルコール消毒液と
ふき取りペーパーを設
置

①-３ 外出先から戻った際の
手洗い・うがい
実施状況

実施

工夫点

・手洗い向上の為，お
手洗いに"手洗いうがい
"の掲示物を設置
・社員通用口近くに貼り
紙・デジタルサイネージ
で注意喚起。

①-４ 職場内のこまめな換気
実施状況

実施

工夫点

・各フロア常に窓を開け
換気を実施。打合せ時
も三密を避ける為，相
手と一定の距離を保っ
て対応。
また積極的にテレビ会
議システムを活用
・個室スペースに集まる
際は特に喚起をする。

①-５ テレワークの実施
実施状況

実施

工夫点

・テレビ会議システムの
活用や，在宅申請シス
テムにて実績報告を上
司に提出
・社員同士のコミュケー
ションツール(Ｔｅａｍｓや
チーム手帳を積極的に
活用)

①-６ リモート会議の実施
実施状況

実施

・県内外の集合会議は
様々なコミュニケーショ
ンを使い，自宅・外出先
からの参加。
・参加者同士の顔を映
して打合せをする事に
より，効率的な打合せを
実施

・緊急事態宣言時は出社率20％にて実施，解除
後も出社率50％を実施している。
・週毎に総務部にて各部署の出社状況を確認し
管理を実施している。
・営業活動でもテレビ会議システムを活用しお客
様へ情報提供を行っている。
・社員同士一定の距離を保つ為，自席だけでな
くフリースペースや会議室にて業務を実施してい
る。
・昼食は対面ではなく，場所を変える，時間をず
らすなど非対面で取るようにしている。
・受付ではアクリルパネルを設置し，飛沫防止を
図ってる。

・出勤時の体温測定，時差出勤，外食禁止，出
張原則禁止，不特定多数が集まる集会イベント
の延期又は中止とした。(以上、一部緩和も開始)
・各種イベント中止に伴う予算の有効活用とし
て，宇都宮市と上三川町並びに市内の医療機
関の一部にマスクの寄贈(計12,000枚)した。

連合栃木宇河地域協議
会

ワイズティネットワーク株
式会社

実施

職員は全員マスクを着
用し，ご来店される，お
客様にもマスク着用を
お願いしております。
(入口のドアに，日本語
と英語の表記の貼紙を
しています。)

和田工業株式会社

実施

社員にマスクを配布し
て，感染予防に努めて
いる

実施

来客者にも着用頂くた
めに，受付カウンターに
『来客者用マスク』を常
備・来客用『注意喚起ポ
スター』の掲示

渡辺建設株式会社

② その他実施しているもの

工夫点

実施

職員はもちろん，入口
に消毒液を置き，お客
様全員に，ご来店され
た際アルコール消毒の
ご協力をいただけるよ
う，お声がけしておりま
す。テーブル等，人が
触れる場所も定期的に
アルコール消毒しており
ます。

実施

・打合せ後にテーブル
等を消毒している。
・会社玄関に消毒液を
設置している

実施

来客にもご使用頂くた
めに，受付カウンターに
『来客者用消毒液』を常
備

実施

実施

実施

外出から戻った時以外
にも，レジ打ちの後や食
品を触る前等，頻繁に
手洗いを心がけており
ます。
更に抗菌力のある紅茶
うがいをスタッフ全員
分，毎日準備しておりま
す。

・不要不急の外出，打合せをひかえるようにして
いる。

実施

『手洗い・うがい励行ポ
スター』の掲示

実施

事務スペース・会議ス
ペース・商談スペースの
窓及びドアの常開

実施

テレワークの可能な部
門に於ける『テレワーク
推奨』

実施

・集合型会議への参加を控えている。
・WEBセミナー等へ積極的に参加している。
部門会議や関係者打合 ・社内での3 密を避けるために，机の離隔距離
せの『リモート会議』の を確保している。
積極採用
・来客者との面談を『決められた場所(1階ロ
ビー)』に限定している。
・微熱発生社員の出社制限をしている。

