
　【別紙２】

市町村別、企業・団体名称五十音順（R2.7.31現在）

No. 企業・団体名 所在 業種 取組み（一部）※1
SNS
発信

1 AISOHO企業組合 山形市 サービス業
　・毎朝検温を行い、結果を社内のクラウド型掲示板に入力し、各自の体調確認を徹底
　・打合せ、研修、説明会等はできる限り対面を避け、テレビ会議システムを使用　等

○

2 株式会社いそのボデー 山形市 製造業
・遠隔会議システムの利用実施
・出社前の検温と、一人ひとりの健康チェック　等

○

3 株式会社ウンノハウス 山形市 建設業
・動画サイトを活用により、顧客が在宅のまま、住宅（建売物件等）の案内を実施
・オンライン相談会・打ち合わせの実施　等

―

4 株式会社エデュケイション ジェイムズ英会話 山形市
教育、

学習支援業
・レッスン毎の教室内の除菌、換気
・オンラインレッスンの実施　等

○

5 株式会社きらやか銀行 山形市 金融業
・窓口への飛沫感染防止スクリーンの設置
・県外店舗を中心としたオンライン会議の導入　等

―

6 株式会社菊池技建 山形市 建設業
・各現場に手指消毒液を設置、マスク着用
・定期的に自社HPにコロナ対策の記事をアップ　等

―

7 株式会社サニックス 山形市 製造業
・３メートルで目を合わせ、２メートルであいさつを行う「３２WalK」の実践
・飛沫感染対策としての仕切り版の設置　等

○

8 株式会社シェルター 山形市 建設業
・会議・打合せのオンライン化(社内・社外問わず)
・社内各所にアルコール消毒液の設置　等

○

9 株式会社ジョイン 山形市
生活関連

サービス業

・「ジョイングループ感染防止対策宣言」を遵守し、サービス提供
・リモートによる在宅ワークソリューションを導入し、就業規則に在宅ワークを取り入れた
・オンラインでのセレモニー（冠婚葬祭）参加ができる環境提供実現に向けて取り組んでいる　等

○

10 株式会社本間利雄設計事務所 山形市 サービス業
・外部との打ち合わせ等はWEB 会議、メール、電話等の活⽤奨励
・今後の緊急事態に備え、ノートPC を⽀給・テレワーク体制を整備　等

―

11 株式会社山形銀行 山形市 金融業
・店舗窓口へのアクリルパネルや消毒液の設置
・集合研修のweb化　等

―

12 弘栄設備工業株式会社 山形市 建設業
・うがい、手洗い、消毒、マスクの着用を必ず実施
・朝礼を含め、会議はリモートを原則としている　等

―

13 社会福祉法人敬寿会 山形市 医療・福祉業
・感染症対策委員会を開催して、対応策を検討
・他施設や業者との会議は、Zoomなどを利用したオンライン会議を実施　等

―

14
第一生命保険株式会社
山形支社

山形市 保険業
・在宅勤務、時差出勤、輪番出勤の積極的活用（出社率を５割程度に抑制）
・会議、研修は原則webで実施　等

―

15 大和証券株式会社山形支店 山形市 金融業
・タブレットPC端末等を社員に配布し、テレワークをスムーズに実施
・社員がお互いの感謝の気持ちを伝える「THANKS」ポイントの導入 等

―

16 ハンズバリュー株式会社 山形市 情報通信業
・テレワークのための環境整備（ITツールの整備、当番制出社の導入）の実施
・子育て中の社員の在宅ワークの実施など、働きやすい環境をサポート　等

○

17 株式会社Haiｒ with Water 山形市
サービス業
（美容室）

・ソーシャルディスタンスを取りながら、座席数を増やす店舗改装
・器具の消毒を徹底、紫外線消毒器などを設置 等

○

18 ミクロン精密株式会社 山形市 製造業
・会議等でのソーシャルディスタンスの徹底
・社員食堂のテーブル配置の変更による感染防止　等

―

19 山形パナソニック株式会社 山形市
卸売業・
小売業

・直行直帰での勤務や、自宅で業務を行うなど、各々の業務に合わせたテレワーク推進
・テレビ会議システムを利用した会議や、Ｗｅｂミーティングを利用した商談、研修、面接等を実施
・密の状態を避けるために、オフィスを分散し業務を実施　等

―

20 山形市農業協同組合 山形市 その他
・飛沫感染防止のために窓口にアクリル板を設置
・本店入り口にサーマルカメラを設置し顔の表面温度の計測や、マスク着用を促すアナウンスを
行う　等

○

21
リコージャパン株式会社
山形支社

山形市
卸売業・
小売業

・With コロナ期における「新しい働き方」へのチャレンジをテーマに業務実施
・日々の業務を見直し、リモート業務が可能なものはリモートで実施  等

―

「新型コロナからみんなを守る県民リレー」
“やまがたイクボス同盟ウエーブアクション”参加企業・団体一覧（５２企業・団体）
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No. 企業・団体名 所在 業種 取組み（一部）※1
SNS
発信

22 株式会社粧苑中央 鶴岡市
卸売業・
小売業

・ドライブスルーや宅配、ＳＮＳの事前予約を利用して店内での買い物時間を減少
・決済方法を多様化し、接触機会を減少　等

○

23 株式会社荘内銀行 鶴岡市 金融業
・営業店への飛沫感染防止スクリーンや消毒液の設置
・スプリット勤務体制（同一部署内の業務スペース分散）の導入やタブレット端末を活用したテレ
ワークの奨励　等

―

24 有限会社菅原運送 鶴岡市 運輸業
・健康観察の強化(検温・咳・倦怠感等の報告義務づけ）
・全車両に消毒スプレー配備（始業時・出発時・納品時等、ﾊﾝﾄﾞﾙ・ﾚﾊﾞｰ等の消毒の徹底）　等

○

25 ブレンスタッフ株式会社 鶴岡市

学術研究・
専門・技術
サービス業

・テレワークを継続し、テレワーク環境の整備・経費補助の側面から手当を支給
・社員にコミュニケーションを促し、同時に地域の飲食店への貢献として補助制度を導入
・県外移動を極力抑制し、拠点間の会議等はZOOMによるweb会議を標準会議としている　等

―

26 羽前建設株式会社 酒田市 建設業
・本社と現場に共通して、手洗いの励行・手指消毒スプレーの設置とマスク着用の励行
・出来る限り現場への直行直帰（直行直帰しやすい人員配置）
・外出や対面での打合せは最低限とし、可能な限りメールや郵送で対応　等

○

27 株式会社新和設備 酒田市 建設業 ・全社員へのマスク支給、清掃及び消毒の徹底　等 ―

28 株式会社デイデイイー 酒田市 建設業
・社内各所にアルコール消毒液を設置
・不要不急の営業訪問、修理打合せ等に電話やメールを使用　等

―

29 株式会社平尾工務店 酒田市 建設業
・社員用にマスクと消毒液を購入し、誰でも使用可能としている
・県外出張者に対し、なるべく県をまたいだ移動を控えるよう声がけ　等

―

30
株式会社
プレステージ・コアソリューション

酒田市 サービス業
・生活用品購入や、休校等により家族と過ごす時間にも使用可能な休暇として、コロナ休暇を付
与
・新型コロナウイルス対策の社内ガイドラインを作成し、従業員へ配布　等

―

31 株式会社メカニック 酒田市 建設業
・密室・密閉空間ではマスクの着用と換気を励行
・オンライン会議を取り入れ、なるべく対面での打ち合わせを実施しない　等

―

32 芝電化株式会社 酒田市 製造業
・検査ラインを見直し、社員の社会的距離を確保
・県外のお客様との打ち合わせは、原則web会議、電話会議とする　等

―

33 多機能福祉施設こもれび 酒田市 医療・福祉業
・全職員、利用者にマスクと次亜塩素酸水を配付
・３密を避けるため、イベント等の中止　等

―

34
パイプ・ラインエンジニアリング
株式会社

酒田市 製造業
・出勤前自宅にて検温。37.5度以上は会社へ連絡し、自宅待機
・不要不急の出張及び来訪者規制の実施
・全社員へ新型コロナウイルス感染症対策のガイドラインを配布の上周知　等

―

35 有限会社アドバンビル 新庄市 医療・福祉業
・従業員はもちろん、来館される方についてもマスク着用・手指消毒を徹底
・部署によっては来訪者に検温実施　等

―

36
ユニオンソーシャルシステム
株式会社

新庄市 製造業
・常時換気をし、肌に触れる家具や什器等は、次亜塩素酸消毒・アルコール消毒を徹底
・必要以上の外出を控え、通信手段に電話・Eメール・Zoom等ウェブ会議システムを活用　等

○

37 山形航空電子株式会社 新庄市 製造業
・採用活動でのオンライン会社説明、Web面談の実施
・学校の臨時休校に伴い、社員が「年次有給休暇」の他に「特定目的休暇（有給）」を利用　等

―

38 社会医療法人みゆき会 上山市 医療・福祉業
・新型コロナウイルス感染対策会議を定期的に開催し、マニュアルを作成。職員は、そのマニュ
アルに則り、行動、職務を実施　等

―

39 堀川土建株式会社 上山市 建設業
・自宅と現場の直行直帰を励行。密閉空間での換気励行
・社員に対するマスクの配付　等

―

40 株式会社ナコン 天童市 製造業 ・出勤時・外出時の消毒、不要不急の外出中止　等 ―

41 丸七建設株式会社 天童市 建設業
・社員の毎日の体温測定義務化
・社員に対するマスクの配付　等

―

42
株式会社
ハウスプランナー不動産

東根市 不動産業
・社員に対し、不要不急の外出を控えることを依頼
・懇親会などの集まりは、感染者の動向を精査し参加の有無を決定 等

―

43 株式会社成和技術 尾花沢市 サービス業
・社員が休日を含めた毎日の行動歴を記録
・出勤時に会社玄関での個別検温を実施　等

○
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44 エヌ・デーソフトウェア株式会社 南陽市 情報通信業
・コロナウイルスに伴う、社員の子息の学校休業等について、特別休暇制度を新たに整備
・可能な限りでの在宅勤務の奨励　等

○

45 南陽市 南陽市 公務 ・新型コロナウイルス感染症に関する特別休暇を導入 ○

46 河北町 河北町 公務 ・オンライン型の打合せや面接の実施　等 ―

47
社会福祉法人西川保健福祉会
（ケアハイツ西川）

西川町 医療・福祉
・来訪者に、健康状態等の確認、検温、うがい、手洗い、手指消毒の協力依頼
・状況に応じて、面会の制限、予約面会、オンライン面会の実施 等

―

48 株式会社小堀製作所 大江町 製造業
・製造工程での社会的距離・消毒・換気の徹底
・学校休業による保護者への対応として、国の制度利用によるワークライフバランスの両立　等

―

49 神室工業株式会社 真室川町 建設業
・出勤前の社員の検温を実施
・従業員には自宅と現場の直行直帰を奨励　等

―

50 ヤマザキ建設株式会社 高畠町 建設業 ・全社員へのマスク支給、事務所内での社会的距離を確保した勤務　等 ―

51 医療社団法人 順仁堂遊佐病院 遊佐町 医療
・入院患者との面会にインターネットを活用
・スタッフの間で３密を避け、「うつらない・うつさない」を実施　等

―

52 山形県 山形市 公務
・SNSによる「#あなたとあなたの大切な人を守るために “今、できること”」の情報発信
・web会議ツールを導入し、会議や打合せをオンラインで実施
・テレワークの環境整備

○

参加企業・団体からの自由意見（一部：別紙１掲載以外のもの）

※１　記載した取組みは一部であり、このほかにも多くの取組みをホームページに掲載中です。

 

〇自社内でのコロナ感染症対策はもとより、同じ目標を持って活動している他社様とのつながりを感じられるよい機会

となった。（山形市・情報通信業） 
 

〇とても素晴らしい取組みだと思います。他の企業の取組みを参考にして、自社に生かせる流れができれば、より広く

感染予防を呼びかけられます。（鶴岡市・卸売小売業） 
 

〇取組みを公表し、情報発信していくことで、改めて働き方の新しいスタイルを再確認することができたと思う。それは

感染の再流行を防ぐことになり、経済活動との両立にもつながっていくことだと思うので、参加することにより、良い効果

があったと思う。（山形市・サービス業） 
 


