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令和２年２月１９日 Ver.1.2 

株式会社東京木材相互市場 

代表取締役社長 西村信洋 

(総務部・経営企画部作成) 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について 

 

新型コロナウイルス感染症の国内感染の拡大をうけ、新型コロナウイルス対策として当
面、下記の対応を厳守してください。 

新型コロナウイルスはまだ免疫がないため、感染拡大は事業活動への影響が甚大となり
ます。また予防・治療薬もなく感染した場合、重症化する懸念もあります。各自そのことを
十分理解して、感染拡大を抑止する為に協力して行動するようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．感染拡大が著しい地域（中国）への旅行は原則禁止とする。 

・感染拡大が著しい地域から帰ったもの及び同居の家族がいる場合、14 日間の在宅勤務
とする。或いは、検査結果が陰性と確認される迄、在宅勤務とする。 

・感染拡大が著しい地域からの来日者及び感染者との接触があった場合、14 日間の在宅
勤務とする。或いは、検査結果が陰性と確認される迄、在宅勤務とする。 

 

２．営業活動・記念市・イベント開催時 

・マスクの着用を推奨 

・式典等については、できるだけ屋外開催にするが望ましい 

 

３．電車通勤の方へ 

・基本を車通勤（営業車使用は、所属長判断）とする。 

  もしくは時差通勤、フレックスタイムとし、通勤混雑・人混みをさけての出退勤 

 

４．感染予防の徹底 

・従業員、来客用マスクの購入 

 ・アルコール消毒液の設置 

 ・ペーパータオルの設置 

 ・加湿器の設置 

 ・マスクの着用を推奨 

 ・うがい・手洗いの推奨 

  （手洗いは石鹸で最低１５秒以上、清潔なタオルで水を十分にふき取る。） 

 ・体調管理の徹底をはかり、不調があれば速やかに所属長に報告すること。 

 ・解熱剤を服用しての出社は禁止とする。 

 ・不要不急の外出はなるべく控えて、在宅勤務（テレワーク）を推奨 
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◇発熱など風邪の症状がある場合 

所属長へ連絡をし、自宅待機としてください。 

 

まずは、体調管理のため、毎日、体温を測定して記録してください。 

37.5℃以上が 4 日以上続いた場合は、最寄りの保健所に問い合わせし、医療機関を受診して
ください。（下記の厚生労働省 HP 参照） 

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

 

上記期間は、有給扱いとします。 

 

病院へ受診し、検査した場合の費用も全額会社が負担します。 

 

 ＊会社から各個人に体温計を支給します。 

毎日携行し、少しでも体調に異変を感じたら測定してください。 

   

◆新型コロナウイルスに感染した場合 

速やかに所属長に連絡をしてください。 

同敷地内において感染者がでた場合には、そこに従事する全社員・問屋職員を対象に検査
を行うこととなります。 

 全員の検査結果が確認されるまでは、原則として同敷地内が臨時休業となります。尚、休
業期間中の給与は、保証します。 

 

 

 

＊ご不明な点等ございましたら、総務部・経営企画部までお問い合わせください。  

 

以上 

 

 

■相談窓口 

新型コロナウイルスについては地域ごとに相談窓口が設置されています。少しでも症状が
ある場合などは病院へ行く前にまず相談窓口に連絡をすることが推奨されています。 

 

＝参考＝ 

新型コロナウイルス感染症に備えて ～一人ひとりができる対策を知っておこう～ 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 

各都道府県の相談窓口案内 

https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html 

 

 

https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html


お得意先各位 

令和２年２月２１日 
株式会社東京木材相互市場 
代表取締役社長 西村信洋 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について 

 
拝啓 余寒の候、貴社におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、弊社では新型コロナウイルス感染症の国内感染の拡大をうけ、新型コロナウイルス

対策として、弊社職員や所属問屋職員は原則としてマスク着用での対応とさせて頂きます。 
万が一、弊社職員や所属問屋職員等に感染者が出た場合には、各都道府県の指示に従い該
当拠点に於いて営業停止措置となる可能性もあります事を、予めご了承頂きますようお願い
申し上げます。 
 新型コロナウイルスに関しましてはご承知の通りまだ免疫がないため、感染拡大は事業活
動に甚大な影響が生じます。また予防・治療薬もなく感染した場合、重症化する懸念もあり
ます。 
お得意先各位におかれましてもこの緊急事態にご理解を頂き、感染拡大抑止の為、何とぞ
ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 
－記－ 

 

◇弊社ご来場にあたり、発熱など風邪の症状がある場合 

症状があることを市場長・所長にお申し出ください。 
場合によっては、ご入場を制限する場合がありますことをご了承ください。 
 
37.5℃以上が 4 日以上続いた場合は、最寄りの保健所にお問い合わせの上、医療機関を受診
することをお勧めいたします。（下記の厚生労働省 HP 参照） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

尚、感染の疑いが濃厚の場合には、ご来場をお断りすることもあります。 

感染の拡大防止に向けてご理解、ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 
以上 

 

※本件お問い合わせ先：○○市場 ○○、△△まで（携帯℡  －    －    ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
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所属問屋各位 

令和２年２月 20 日 

株式会社東京木材相互市場 

代表取締役社長 西村信洋 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について 

 
拝啓 余寒の候、貴社におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

弊社は新型コロナウイルス感染症の国内感染の拡大をうけ、新型コロナウイルス対策と
して、別紙の通りの会社対応とさせて戴きました。 

万が一、弊社職員に感染者が出た場合、各都道府県の指示に従い該当拠点に於いて営業停
止措置となる可能性もあります事を、予めご了承下さい。 

新型コロナウイルスはまだ免疫がないため、感染拡大は事業活動への影響が甚大となりま
す。また予防・治療薬もなく感染した場合、重症化する懸念もあります。所属問屋様におか
れましてもご理解いただき、感染拡大を抑止する為に協力して行動していただけますよう
お願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

◇発熱など風邪の症状がある場合 

市場長・所長へ連絡をしていただき、自宅待機していただくことをお願いいたします。 

 

37.5℃以上が 4 日以上続いた場合は、最寄りの保健所に問い合わせし、医療機関を受診して
ください。（下記の厚生労働省 HP 参照） 

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

 

尚、弊社敷地内に常勤されている問屋役職員分の体温計を弊社にてご用意いたします。 

毎日、体温計測のほど、ご協力よろしくお願いいたします。 

◆新型コロナウイルスに感染した場合 

速やかに市場長・所長への連絡をお願いいたします。 

同敷地内において感染者がでた場合には、そこに従事する全社員・問屋職員を対象に検査
を行うこととなります。 

 全員の検査結果が確認されるまでは、原則として同敷地内が臨時休業となります。尚、休
業期間中の保証につきましても検討しております。 

 

＊ご不明な点等ございましたら、各市場長・所長までご相談ください。  

以上 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
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令和２年３月２７日 

株式会社東京木材相互市場 

対策本部室 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う記念市・イベント開催時の留意点 

新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大をうけ、新型コロナウイルス対応策として、 

特に記念市や特売会、イベント開催時における留意点として下記の通りと致しました。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記は政府発表の基本的な対策です。確実に実施をお願いいたします。 

そのうえで当社としては、以下の対応をお願いいたします。 

 

① マスク着用の奨励 

② 手洗い・うがいの励行 

③ 来場者・職員等、会場に居る全員に対し検温を実施 

＜37.5℃以上の発熱がある方は入場を制限する。＞ 

④ 全来場者の連絡先を把握 

⑤ 受付・事務所の出入口・トイレ等に消毒液の設置 

⑥ 市・イベント終了後、手摺やドアノブ等の殺菌・消毒作業の実施 

以上 

 

■クラスター（集団）の発生のリスクを下げる 3原則 

クラスター（集団）の発生のリスクを下げるための 3つの原則として、「換気を励行する」「人の密度を下げる」「近

距離での会話や発声、高唱を避ける」とあります。 

窓のある環境では、可能であれば 2方向の窓を同時に開け、換気を励行する。人が多く集まる場合には、会場

の広さを確保し、お互いの距離を 1～2 メートル程度あけるなどして、人の密度を減らす等の対策をする事。 

 

https://www.ryutsuu.biz/images/2020/03/20200310cluster.jpg


新型コロナウイルス感染症対策本部室の設置について 

 

令和 2 年 2 月 26 日 

 

１． 世界的に感染が拡大している新型コロナウイルス感染症について、日本国内でも感染が

拡大している現下の状況に鑑み、当社としての対策を総合的かつ強力に推進するため、

新型コロナウイルス感染症の対策本部室を設置する。 

 

２． 対策本部室の構成員は次のとおりとする。ただし、室長は必要があると認めるときは関係

者の出席を求めることができる。 

 

  室 長 代表取締役社長 

  副室長 経営戦略室室長 

  本部室 総務部長、及び経営企画部 

 

３． 前各項に定めるもののほか、本部室の運営に関する事項その他必要な事項は、室長が定

める。 

  



 

 

令和２年３月２６日 
所属問屋各位 
 

株式会社東京木材相互市場 
 代表取締役社長 西村 信洋 

 

売上最低保証及びファクタリングついて 

 
拝啓 早春の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、連日新聞やニュースで報道されている通り、新型コロナウイルス感染

症は全世界にて猛威を振るい、日を追うごとに感染者が増加し感染拡大の一途

を辿っております。その為、日本経済だけでなく世界的に経済活動が低迷し、

今後の景気動向は全く見通せない状況となって参りました。木材業界におきま

しても例外ではなく、先行きに不透明感が懸念されております。 
そのため弊社では、対応策として売上最低保証並びにファクタリング金利に

つきまして、下記の通り変更し実施することと致しました。 
この大変困難な事態を所属問屋の皆様と共に乗り越えるべく、弊社として出

来得る限りの努力をいたす所存でございますので、引き続きよろしくお願い申

し上げます。 
敬具 

 
記 

 
1．売上最低保証制度の一時廃止 

 令和２年４月より３か月間（４月、５月、６月精算分）を廃止とする。     
 
2．ファクタリング金利の変更 

現在の金利＝年利２．５５％を        １．５５％に変更。 

令和２年４月分の問屋精算金より適用する。 

※但し、市場金利の急激な変動によるレートの変更も有り得ることをご了承下さい。 

 

（備考） 吹上市場は４月７日市分から 

    筑波市場は４月２日市分から 

    柏センターは４月１４日〆分からとなります。 

以上 
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令和２年３月２７日 Ver.6.3 

株式会社東京木材相互市場 

対策本部室室長 西村信洋 

 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対応マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 基本方針 

①一人ひとりが自覚を持ち、感染拡大防止に最善を尽くす。 

②不要不急の外出は控え、感染拡大が著しい地域や場所への訪問または訪問した同居家族

がいる場合は、14 日間の在宅勤務とする。 

③感染者との濃厚接触が認められた場合、14 日間の在宅勤務とする。但し、検査結果が陰

性であり、所属長と対策本部室が出社を認めた場合は、この限りではない。 

 

２．営業活動・記念市・イベント開催時・会議等 

①マスクの着用を推奨 

②会議、打合せ等は電話会議、又は web 会議を推奨（3・４月中は特に推奨） 

③経理締日を１０日から１７日へ変更 

④積極的な買方廻り、営業活動の自粛 

 －特に基礎疾患のある社員（年齢問わず）は、原則として外出活動を控える－ 

⑤式典等についてはなるべく見合わせ、開催する場合はできるだけ屋外にて実施すること 

※記念市・イベントを開催する際は、 

別紙「新型コロナウイルス感染拡大に伴う記念市・イベント開催時の留意点」参照 

 

☆更新事項☆ 

【2020.3.27 更新】 

６．緊急事態宣言が発令された場合 

 ①政府、各都道府県自治体の指示・要請に従い、各自が感染拡大防止に最大限努める。 

 ②単身赴任者は即時自宅に戻り、在宅勤務とする。 

 ③各部署における個別の対応については、その権限を統括・本部長・所属長に委譲する。 

但し、事後でも良いので対策本部室へ報告・連絡・相談すること。 

 

７. 特記事項 

  3 月 30 日より 4 月 3 日まで【練馬本社】を臨時休業とします。 

  ※所属社員は在宅勤務とし、原則テレワークにより業務を実施すること。 
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３．通勤・休業について 

①電車通勤の方へ 

基本を車通勤（営業車使用は、所属長判断）とする。 

 もしくは時差通勤、フレックスタイムとし、通勤混雑・人混みをさけての出退勤とする。 

②特別休暇の適用について 

新型コロナウイルス感染症の影響により長期休業、休暇を取得しなければならない場合に

おいて適用とする。 

 a.新入社員或いは有給休暇の無い方で休暇を要する方。 

 b.小学生以下のお子さんが居る方で、お子さんが通う保育園・幼稚園・小学校が新型 

   コロナウイルス感染症の影響で休園・休校になった場合。 

 c. 70 歳以上の方、ならびに基礎疾患のある 65 歳以上の方は、基本的に自宅待機とする。 

  （所属長と相談により、時短勤務とすることも可。所属長より対策本部室へ連絡。） 

  ｄ.市町村封鎖等により通勤が困難になった場合。 

 

※特に所属長及び対策本部室より自宅待機を命じられた方

はその指示に従うこと。 

 

☆特別休暇取得時は申請が必要（事後申請可） 

 

 

４．感染予防の徹底 

①従業員、来客用マスクの購入 

 ②アルコール消毒液の設置 

 ③ペーパータオルの設置 

 ④加湿器の設置 

 ⑤マスク着用を推奨 

 ⑥手洗い・うがいの奨励 

  （手洗いは石鹸で最低１５秒以上、ペーパータオル等で水を十分にふき取る。） 

 ⑦体調管理の徹底をはかり、不調があれば速やかに所属長に報告すること 

 ⑧解熱剤を服用しての出社は禁止とする 

 ⑨不要不急の外出はなるべく控えて、在宅勤務（テレワーク）を推奨する 

※データや文書等の取扱には十分注意する事 

 ⑩こまめな換気の励行 

 ⑪歓送迎会・懇親会の自粛 
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５．感染者または感染症の疑いのある人が発生した場合 

  ◇風邪の症状がある場合 

所属長へ連絡をし、自宅待機とする。 

 （同居家族に風邪症状がある場合も同様の対応とする。） 

 

まずは、体調管理のため、毎日、体温を測定して記録してください。 

次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」へ相談し、指示に従って下さい。 

・風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が 4 日以上続いている。 

・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。 

※高齢者や基礎疾患等のある方、妊婦の方は、上記の症状が２日続く場合。 

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

尚、「帰国者・接触者相談センター」へ連絡した際は、その旨を必ず所属長ならびに対策本部

室までご連絡ください。 

※新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談を行いたい方は都道府県等が設置してい

る電話相談窓口へご相談下さい。 

 

上記の期間については、有給扱いとします。 

 

 ＊会社から各個人に体温計を支給しています。 

毎日携行し、少しでも体調に異変を感じたら測定してください。 

  

◆感染者が発生した部署の対応 

速やかに所属長並びに対策本部室まで連絡すること。 

感染者が発生した部署においては該当部署を、臨時休業とすることが想定されます。 

（消毒等の為） 

濃厚接触者の疑いがある場合は、「帰国者・接触者相談センター」へお問合せ下さい。 

臨時休業となった場合にも特別休暇が適用されます。 

 

６．緊急事態宣言が発令された場合 

 ①政府、各都道府県自治体の指示・要請に従い、各自が感染拡大防止に最大限努める。 

 ②単身赴任者は即時自宅に戻り、在宅勤務とする。 

 ③各部署における個別の対応については、その権限を統括・本部長・所属長に委譲する。 

但し、事後でも良いので対策本部室へ報告・連絡・相談すること。 
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７．特記事項 

■対策本部室の設置 

2020 年 2 月 26 日より対策本部室を設置いたしました。 

メールアドレス 99＠mokuzai.co.jp  

担当者窓口：070-3891-7972（松丸） 

＊ご不明な点等ございましたら、対策本部室までお問い合わせください。 

 

＜3 月 27 日更新＞ 

 3 月 30 日より 4 月 3 日まで、【練馬本社】を臨時休業とします。 

 ※所属社員は在宅勤務とし、原則テレワークにより業務を実施すること。 

 

 

■相談窓口 

新型コロナウイルスについては地域ごとに相談窓口が設置されています。少しでも症状があ

る場合などは病院へ行く前にまず相談窓口に連絡をすることが推奨されています。 

 

＝参考＝ 

新型コロナウイルス感染症に備えて ～一人ひとりができる対策を知っておこう～ 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 

各都道府県の相談窓口案内 

https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html 

厚生労働省：新型コロナウイルス感染症情報[LINE]  

https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html
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