シンガポール、新型コロナウイルス（Covid-19）に伴う事業閉鎖等規制およびガイドライン
１．職場閉鎖解除第2段階（フェーズ２、6月19日から）下のガイドライン、規制
分野

規則・ガイドライン・
支援スキーム名

管轄省・庁

概要

リンク
https://www.moh.gov.sg/newshighlights/details/easing-the-tightercircuit-breaker-measures-preparing-forgradual-resumption-of-activity-after-1june

－

政府マルチタスクフォー 職場閉鎖(サーキットブレーカー）の感染防止
ス
対策強化策の段階的緩和（5月2日発表）

職場閉鎖措置終了（6月1日）後の、３段階での閉鎖解除措置について

－

政府マルチタスクフォー 職場閉鎖解除第2段階(フェーズ2)への移行（6
ス
月15日発表）

https://www.moh.gov.sg/news第2段階（フェーズ2)で解除となる経済活動および社会的活動とそのガイド
highlights/details/moving-into-phase-twoライン
of-re-opening

－

職場閉鎖解除第2段階（フェーズ２）の移行業
種とガイドライン（5月19日発表、7月3日改
訂）

―

貿易産業省（MTI)

人材省（MOM)、保健省
（MOH)

https://covid.gobusiness.gov.sg/guides/pe
rmittedserviceslist2.pdf
第2段階（フェーズ２）で認められる業種リストと感染対策ガイドライン
https://covid.gobusiness.gov.sg/safemanag
ement/general/

職場閉鎖期間終了後の職場で導入するべき感染
職場閉鎖期間終了後の職場で導入するべき感染防止策
防止策 (6月1日改訂）

（第1、第2段階）

https://www.mom.gov.sg/covid19/requirements-for-safe-managementmeasures

小売り

エンタープライズ・シン
ガポール（ESG)、住宅開 小売店舗、ライフスタイル・サービスの第2段
発庁（HDB)、シンガポー 階解除（フェーズ２）における感染対策通告
ル観光庁（STB）、都市 (6月16日発表）
再開発庁（URA)

https://www.enterprisesg.gov.sg//media/esg/files/media-centre/media6月19日からの第2段階職場閉鎖（フェーズ2）解除の下での小売店、ライフ releases/2020/jun-2020/retailスタイル関連サービスの感染防止対策
advisory_16-june-2020/safe-managementmeasures-forretail_reopening_16jun_final.pdf?la=en

飲食

エンタープライズ・シン
ガポール（ESG)、住宅開
発庁（HDB)、シンガポー 飲食店舗の第2段階解除（フェーズ２）におけ
ル食品庁（SFA)、シンガ る感染対策通告 (6月16日発表）
ポール観光庁（STB）、
都市再開発庁（URA)

https://www.enterprisesg.gov.sg//media/esg/files/media-centre/media6月19日からの第2段階解除（フェーズ2）の下での飲食店舗の感染防止対策 releases/2020/jun-2020/fnb-advisory_16june-2020/safe-management-measures-forfb-reopening.pdf?la=en
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小売り、飲
食、ショッピ
小売り、飲食、ショッピングモール、専門店、
小売り、飲食、ショッピングモール、専門店、フードデリバリー各部門の
エンタープライズ・シン
ングモール、
フードデリバリー向け感染防止策（6月18日改
感染防止対策の指針
ガポール（ESG)
専門店、フー
訂）
ドデリバリー

建設活動の段階的再開にあたっての条件となる、労働者の安全確保、現場
の感染防止対策や、専用宿舎と移動手段の確保といった雇用主が導入する
べき対策

https://www.enterprisesg.gov.sg/covid19/safe-distance

https://www1.bca.gov.sg/docs/defaultsource/bca-restart/advisory-safecontrolled-restart-of-constructionsector.pdf

建設庁（BCA)

6月2日からの建設活動の段階的再開
（5月25日改訂、発表）

金融庁（MAS)

職場閉鎖解除第2段階(フェーズ2)の金融機関の 金融機関・各種サービスの再開にあたっての条件となる安全管理対策、対
面での顧客サービス実施時の規定、対策
活動に関する指針（6月15日発表）

政府テクノロジー庁
（GovTech)

GovTechが開発した感染者追跡を目的にした国家デジタル認証（NDI)を利用
https://www.ndi-api.gov.sg/safeentry
入退店記録システム「セーフ・エントリー」に した携帯アプリの入退室記録システム
ついて
https://www.safeentry.gov.sg/deployment
セーフ・エントリーを導入すべき業種別リスト（6月17日改訂）

－

人材省（MOM)

職場の感染防止対策不備に関する通報アプリ
「スナップセーフ」について

職場の安全・健康管理に問題がある場合の通報アプリ

https://www.mom.gov.sg/eservices/snapsafe

－

人材省（MOM)、陸運庁
（LTA)

雇用者向けJSSの案内、雇用者に期待される従
業員の雇用待遇について（6月12日改訂）

雇用サポート・スキーム（JSS)に関する従業員への説明、支払い等アドバ
イザリー

https://www.mom.gov.sg/covid-19/advisoryon-labour-supply-companies

－

人材省（MOM)、陸運庁
（LTA)

雇用主手配のバス、トラック等を通勤に利用す
雇用主が社員の職場への移動用にバス、トラック等を使用する際の感染対
る場合の感染対策措置について（6月26日改
策について
訂）

https://www.mom.gov.sg/covid-19/advisoryon-safe-management-measures-for-workerson-transportation

全国賃金評議会
（NWC）

2020／2021年度（2020年4月1日～2021年6月30
日）の賃金ガイドライン
(3月30日発表）

建設

金融

小売り

人材
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https://www.mas.gov.sg/news/mediareleases/2020/safe-transition-to-phasetwo-of-the-re-opening-for-the-financialsector

政労使代表によるNWCの毎年の賃金ガイドライン。例年5月に発表される
が、新型コロナウイルス感染拡大に伴う景気の悪化を受け、3月30日に前倒 https://www.mom.gov.sg/newsroom/pressreleases/2020/0330-national-wages-councilしで発表。〔参考記事：ビジネス短信（3月31日）
2020-2021-guidelines
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/03/4a8d99fecbb6aef7.html〕
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建設

建築・建設庁（BCA)

建設部門の工事再開に関する情報

建設工事の再開情報、再開申請の方法、再開に係る条件、プロセスなど各
種情報について

https://www1.bca.gov.sg/COVID19/construction-updates/latest-restartupdates

観光

観光庁（STB）

観光施設の再開に関する情報

7月1日以降、順次再開となる観光施設の情報。および、観光施設、ツアー
オペレーター、ガイドの再開に係る申請方法等について

https://www.stb.gov.sg/content/stb/en/med
ia-centre/media-releases/gradualreopeningoftourismestablishments.html

-

保健省（MOH)

自宅隔離命令（SHN）中の行動ガイドライン
（6月25日改訂）

https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprov
自宅隔離命令（SHN）中の行動、検査施設への移動手段、各種連絡先などに ider5/2019-ncov/moh-health-advisory-forついて
persons-issued-stay-home-notice-(250620)(1).pdf

-

人材省（MOM)

雇用者及び従業員向け海外渡航に関する勧告
（7月3日改訂）

https://www.mom.gov.sg/covid-19/advisory海外渡航から戻った従業員向けの自宅隔離命令（SHN）規定、各種ビザ所有
for-employers-and-employees-travelling者向け入国申請等に関する勧告
to-and-from-affected-areas

保健省（MOH)

新型コロナウイルスの検査・治療に従事する検査・治療対応診療所
新型コロナウイルスの検査・治療対応医療診療
（PHPCs）への一時金（1機関当たり1万Sドル）。PHPC向け、スワッブテス
所（Public Health Preparedness Clinics：
ト・プログラム（Swab and Send Home Programme ：SASH）の参加負担軽減
PHPCs)への助成について
のための一時金1,200Sドルの支給

-
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https://www.moh.gov.sg/newshighlights/details/steady-progress-indormitory-clearance-aggressive-testingand-tracing-in-phase-2
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２．新型コロナウイルス関連情報サイト
情報発信者
保健省（MOH)

ウェブサイト名
新型コロナウイルスに関する最新情報一覧
（Updates on Covid-19)

リンク

概要
新型コロナウイルスに関する省庁横断型情報 https://www.moh.gov.sg/covid-19
ポータル

経済開発庁（EDB)

企業向け新型コロナウイルスに関する最新情報 新型コロナウイルスに関する企業向けの情報 https://www.edb.gov.sg/en/news-and-events/news/guidelines-on-safemanagement-measures-for-the-manufacturing.html
一覧（Supporting you through COVID-19）
ポータル

経済産業省（MTI)

Go Business Covid

新型コロナウイルスに伴う企業向け申請・情 https://covid.gobusiness.gov.sg/
報ポータル

財務省（MOF)

2020年度政府予算、補正予算

2020年度政府予算，および補正予算に盛り込
まれた第1～4回新型コロナウイルス経済支援 https://www.singaporebudget.gov.sg/budget_2020
パッケージ

人材省（MOM)

新型コロナウイルス関連の雇用主向け勧告

新型コロナウイルスに関連して、雇用する国
民、外国人社員の扱い、手続きに関する勧告 https://www.mom.gov.sg/covid-19
等

情報通信開発庁（IMDA)

在シンガポール日本国大使館

新型コロナウイルスに絡み、自宅勤務、労働
者、訪問者の管理、支払い企業活動のデジタ https://www.imda.gov.sg/for-industry/Digital-Solutions-Package-For企業向けデジタル・ソリューションの情報一覧
ル化に必要なデジタル・ソリューション、導 Companies
入コストや研修の政府支援の一覧

新型コロナウイルスに関する情報提供

大使館からの情報発信一覧

https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19.html

ジェトロ

特集 新型コロナウイルス感染拡大の影響

世界の新型コロナウイルスレポート

https://www.jetro.go.jp/world/covid-19/

ジェトロ

アジアにおける新型コロナウイルス対応状況

東南アジア、南西アジア、オセアニア各国の https://www.jetro.go.jp/world/covid-19/asia/
新型コロナウイルス対応一覧

ジェトロ

JETRO SG Innovation（facebook）

新型コロナウイルス感染下で有益なスタート
https://www.facebook.com/JETROSGINNOV
アップ、イノベーション関連情報

新型コロナウイルスに関する情報提供

新型コロナウイルスに関する日系企業の対応 %a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e6%83%85
アンケート結果、および情報提供
%e5%a0%b1/

シンガポール日本商工会議所
（JCCI）

https://www.jcci.org.sg/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82
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3．ご相談窓口
在シンガポール日本国大使館、ジェトロ、シンガポール日本商工会議所（JCCI）による新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた相談窓口の開設については以下のとおり。
https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/sg_singapore/info/200417.html

＊本情報は7月7日時点までの情報に基づくものです。
情報の正確性には細心の注意を払っておりますが、状況が刻々と変化していることから、随時、変更が発生する可能性もございます。従って、内容の正確性・最新性の確認、および情報の採否は、お客様の責任と判断で行ってい
ただきますようお願いいたします。お客様に提供した情報の利用に関連して、万一お客様が 不利益を被る事態が生じたとしても、ジェトロは責任を負いかねますのでご了承ください。実際に支援を利用等される際においては、関
係機関および各専門家に照会される等、最新情報の確認をお勧めします。本資料を無断で引用・転載することは禁じています。
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