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チームにとって安全 
で 健康的な職場を維持する
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Micron COVID-19プレイブックについて
Micronは、チームメンバー、そして世界各地のコミュニティを
大切にしており、安全で健康的な職場の維持にコミットしてい
ます。チームメンバーの健康・幸福全般の推進が当社の最優先
事項です。

本ガイドは、この未曽有の状況下で事業運営を維持しながら
チームメンバーに安全な環境を提供するためにMicronが実施
している取り組みについて説明するものです。事故や怪我など
なく働けるように、すべてのチームメンバーに、 Live Safeのマ
インドセットを持っていただくことが重要です。私たち一人ひと
りが、すべてのチームメンバーの安全に対する責任を持ち、行
動を変え、明確な期待を設定することによって、事故や怪我無
く働くLive Safeが実現できます。私たちが成功するためには、
積極的にお互いを指導し、受けた指導を前向きに受け入れる
必要があります。

当社は政府の命令や規制を遵守し、チームの安全と事業の
継続性を確保するために健康と安全に関する追加プロトコ
ルを導入しています。世界中の政府が、リモート勤務の従業
員を抱える企業に対する規制の撤廃または緩和を始めるな
か、Micronでは健康と安全を最優先に、サイトにおけるプロト
コルを策定しています。各地域で慎重にリスク評価を進めてお
り、チームを守り、事業上のニーズに対応できる体制を整えて
います。チームメンバーのオンサイト勤務の再開は段階的に実
施していきます。チームメンバーの各グループを職場に復帰さ
せるタイミングは所在地、職種、事業上のニーズによって異なり
ます。また、特定の職種については一部またはすべての業務を
リモート勤務で行うなど柔軟な選択肢も検討しています。

各サイトでは、新型コロナウイルスの感染拡大が始まった当初
に導入した強力な予防策の実施を継続し、安全性を高めるた
めに新しいプロトコルを展開していただく予定です。状況が改
善するに伴い、サイトのリスクレベルや現地政府の要件に従い
これらの手順を緩和していきます。当社は、世界中のサイトに
おける事業を継続しながら、17か国で働く40,000人の当社の
チームメンバーの健康をモニターし、守っていきます。
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変化を通じてリード
する

「当社は最初から、 
考え方や対応につい 
て他に追従するので 
はなく、リードする 
よう努めました」 
Sanjay Mehrotra
Micron 社長兼 CEO
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Sanjayからのメッセージ
チームメンバー各位、 

私はパンデミック中にチームが示してこられた結束と配
慮を誇りに思っています。当社は最初から、考え方や対
応について他に追従するのではなく、リードするよう努
めてきました。私たちは皆かつて見たことのない困難に
直面していますが、うまく適応し、事業の継続、競争力の
維持、コミュニティへの配慮を行ってきました。

当社は、革新的な考え方とサプライチェーンの丁寧な管
理を通じて製造能力と生産性を維持してきました。当社
のチームは、とてつもない強さと粘り強さを示し、ロック
ダウンや自己隔離(検疫)により人材配置、出荷、勤務スケ
ジュールに困難が生じているなかで卓越した事業運営
を推進しています。また、リモートワークにもすぐに適応
し、連携やつながりを維持するための新しい方法を見つ
け出しました。さらに、皆さんの温かい気持ちにより、支
援を必要としているコミュニティに対して何百万ドルも
の資金援助を行うことができました。

チームメンバーの安全は常に当社の最優先事項です。
当社は、数か月にわたってオンサイト勤務に関する新し
い安全プロトコルを実施した経験に基づき、今後も各サ
イトの計画を適応させ改善していきます。当社のセーフ
ティチームは、業界や医療専門家の推奨事項に十分な
注意を払い、当社があらゆる分野においてベストプラク
ティスを採用できるようにします。

当社は、オンサイト勤務を再開するチームメンバーの人
数を増やせるかどうかを判断し、また安全対策の緩和時
期を見極めるため、当社が事業を展開しているすべての
地域でCOVID-19の感染状況レベルを監視しています。
チームメンバーのオンサイト勤務復帰は、当社の準備計
画、地域の状況、規制、サイトの安全性を勘案して段階的
に進めます。オンサイト勤務によるメリットが職務上最
大であるチームメンバーの復帰を優先します。当社の将
来の競争力を守ることが非常に重要です。そのため、重

変化を通じてリードする



変化を通じてリードする

要なプログラムの健全性を引き続き監視し、必要に応じ
て必要不可欠なチームメンバーを拡充して、マイルスト
ーンが確実に達成されるようにします。 

チームメンバーが徐々にオンサイト勤務に復帰するの
に伴い、フィジカルディスタンシング（他の人との距離）
をさらに広く取りリスクを最小限に抑えるため、シフトや
オフィスレイアウトの見直しを引き続き評価していきま
す。このような対策の効果を上げるには、私たち一人ひ
とりが新しいガイドラインに誠実に従わなくてはなりま
せん。 

これまでと同様に、質問がある場合やさらなる改善が図
れる分野があると思われる場合は、フィードバックを寄
せてください。この数か月の困難な時期にMicronのチー
ムの強さは輝きを放ちました。そして当社を今後数か月
導いていくのはその強さなのです。

Go Micron! 

Sanjay Mehrotra 
Micron 社長兼 CEO

チームメンバーの安 
全は常に当社の最優 

先事項です。
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Micron & COVID-19

コロナの禍中にあっ 
ても当社の価値に忠実に
今後数か月当社の舵をとるなかで、当社は日々の業務や決定の基礎である
Micronの価値に忠実であり続けます。 
Micronの価値
人： お互いを気遣います  

協力： ひとつのチームとして働きます 

顧客中心： お客様を知ることが成功の秘訣です  

イノベーション： 世界の未来を形作るソリューションを開発します 

粘り強さ： 私たちの固い決意は、何があっても揺るぎません 

COVID-19基本理念
当社のリーダーシップチームはまた、当社の価値が反映された基本理念にコミットしています。この基本理念は職場
およびチームメンバー準備計画の中核をなすものです。   

 � 当社は、チームメンバーの健康と安全を優先し、十分な注意を払います。
 � 当社は、オンサイト勤務によるメリットが職務上最大であるチームメンバーを優先し、オンサイト勤務復帰を段階的
に進めます。

 � 当社は、データの傾向、COVID 19感染の科学的知識、および医療専門家の推奨事項を継続的に監視してオンサイト
勤務復帰のタイミングと各サイトで必要な安全対策レベルを見定めます。

 � 当社は、オンサイト勤務をするチームメンバーの規模を拡大する前に、各サイトで詳細な職場準備計画と安全対策
のチェックを実施します。

 � 当社は、特別な考慮が必要なチームメンバー、または特別な状況にあるチームメンバーに配慮します。懸念事項が
ある場合はスーパーバイザーおよび人事部門（HR）にご相談ください。

 � 当社は、Live Safeのマインドセットを前向きに取り入れし、積極的に指導し、受けた指導を前向きに受け入れます。

変化を通じてリードする
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変化を通じてリードする

データに基づいた意 
思決定のための主要な監視項目
当社は、オンサイト勤務復帰のタイミングと各サイトで必要な安全対策レベルを見
定めるため、データの傾向、COVID 19感染の科学的知識、および医療専門家の推
奨事項を継続的に監視しています。
主要なデータと監視項目には、各地域における感染傾向や、地方自治体や国レベルの規制などがあります。主要な
監視項目の値が悪化した場合やリスクが上昇傾向にある場合、Micronのサイトでは安全プロトコルを厳しくし、パン
デミック緊急時準備計画（PEPP）レベルを以前のレベルに戻します。以下に当社が監視している5つの主要な監視項
目とその重要性をまとめます。 

主要な監視項目
PEPP*
レベル 6

PEPP
レベル 5

PEPP
レベル 4

PEPP
レベル 3

PEPP
レベル 2

PEPP
レベル 1

PEPP
レベル 0

地域のロックダウン状況 
地域の状況がコント 
ロールされていると 
いう安心感を提供

ロックダ
ウン中ま
たは制限
の修正

ロックダ
ウン中

解除後数
週間

パンデミ
ック状況
ではない

サイトの確定診断者数 
Micronのチームメン 
バーとコミュニティ 
が健康であることを数値化

あり（過去
7日間）

あり（過去
14日間）

数週間感
染者なし

市内に感
染者なし

人口100万人当たりの1日の
新規感染者数 
感染状況がコントロールさ
れているかどうかを示す。検
査能力が低い場合に過少
報告のリスクがある

深刻また
は上昇
傾向

多いまた
は上昇
傾向

減少中 感染者
なし

検査陽性率 
検査能力と新規感染者数の
増加を示し、率が低い場合
は、検査能力が高く新規感
染者が少ないことを表す 

深刻 高い 中程度 感染者
なし

100万人当たりの現感染
者数 
人口当たりの既知の 
リスクの度合を示す

深刻また
は上昇
傾向

多いまた
は上昇
傾向

減少中 感染者
なし

*パンデミック緊急時準備計画 (PEPP)
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変化を通じてリードする

オンサイト勤
務復帰への
道のり 特定の生産、装置、ラボ施設への

アクセス、非常に重要なプロジェク
トでオンサイト勤務を最も必要とし
ているチームメンバー職場のレディネス

(準備性)
オンサイト勤務者のための計
画および準備

オンサイトへのアクセスによるメリ
ットが職務上高いチームメンバー

在宅勤務で対応可能な職務の
チームメンバーの段階的復帰 

完全 
オンサイト勤務
 復帰

グループ1のオンサイト・トレーニング

職場のレディネス
(準備性)
監視および変更

1
グループ

2
グループ

3
グループ

チェックポイント グループ2のチームメンバーはオンサイ
ト勤務再開前にトレーニングを完了し、
チェックリストを準備する

サイトはグループ2向け
の職場準備を完了する

Live Safeのマ
インドセット 

デイリーチェッ
クリスト

チームメンバーのレディネス(準備性)

チェックポイント グループ3のチームメンバーはオンサイト
勤務再開前にトレーニングを完了し、チェ
ックリストを準備する

サイトはグループ3向けの
職場準備を完了する



職場のレディネス
（準備性）

「当社は、数か月にわたってオンサイト
勤務に関する新しい安全プロトコルを
実施した経験に基づき、今後も各サイト
の計画を適応させ改善していきます」 
Sanjay Mehrotra
Micron 社長兼 CEO
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職場のレディネス（準備性）

クイックガイド

チームメンバーのレディネス（準備性）
具合が悪いときは自宅待機 
具合が悪いときは、家から出ず、自分の健康を中心に考え、他人にウ
イルスを拡散しないようにしてください。
入口での体温測定* 
入場前に全員がサーマルスキャナーを通過する必要があります。この
スクリーニングにより、熱がある人がサイトに入場することがないよう
にします。 
勤務開始前：健康状態とトラベル履歴に関する「サイト入場のた
めのオンライン審査」*
すべてのチームメンバーとコントラクターは、オンサイト勤務か在宅
勤務かを問わず、勤務開始前にデイリーチェックインを完了するよう
求められます。オンサイト勤務者はデイリーチェックインが必須です。
この調査には体温、症状、移動、その他の潜在的な感染リスクに関す
る質問が含まれます。マイクロンのサイトに入るには、セキュリティ担
当者に結果を提示する必要があります。 
体温のミッドデイチェックも必須* 
オンサイト勤務者は1日に2回体温測定をする必要があります。1回目
の体温測定は建物入口のサーマルスキャンステーションで非接触タ
イプの体温計を使用して測定することも可能です。2回目の体温測定
は勤務時間の途中でご自分の体温計を使用して測るか、サーマルス
キャンステーションの体温計を利用して行ってください。 

移動後の健康管理のための自己隔離（検疫）  
出張か個人的な旅行かを問わず、過去14日以内に近隣地域外に飛行
機、船舶、鉄道、またはバスで移動したすべての人は、14日間の自己隔
離（検疫）をしなければならず、マイクロンのサイトに立ち入ることは
できません。出張または旅行後5日目に検査を受けることを選択し、7
日目以降に検査結果が陰性で症状がない場合は職場に復帰できま
す。自己隔離（検疫）は、COVID-19感染者に接触した可能性がある、ま
たはCOVID-19の兆候や症状がある人と濃厚接触があったすべての
人にも適用されます。
サイト内では全員マスクを着用 
すべてのサイトにおいて、オンサイト勤務者は3層サージカルマスク
の着用が必須です（参加サイトではマイクロンブランドの布マスクを
着用します）。
大規模な会合の禁止 
各サイトやチームは、サイトでのイベント、全員参加型のミーティン
グ、イベント、カンファレンスなど、公共の場に大人数が集まる大規模
なミーティングや会合を制限、キャンセルまたは延期するようお願い
します。
手洗い（再度のお願い） 
頻繁に手を洗うことを忘れないでください。石鹸と水で20秒間手を洗
ったり、手指消毒剤を使用したりする簡単な衛生習慣は、あなたを守
り、ウイルスの拡散を抑制します。 

安全でない行動や環境の報告 
常にマスクを着用するなど、安全のためのベストプラクティスに関
するチームメンバーからのフィードバックを受け入れてください。
安全でない行動はEHS、HRまたはスーパーバイザーに報告するか、

「Good Catch」プログラムまたはコンプライアンスホットラインを通
じて報告してください。 
チームメンバー向けリソース
最新情報、ガイダンス、Q&A、その他の情報は、MicronNow COVID-19
リソースページをご覧ください。各サイトに関するご質問は、マネー
ジャーまたはEHS/HR担当の代表者にお問い合わせください。

職場のレディネス（準備性）
リスクのある人の特定に役立つ接触者の追跡 
環境・健康・安全（EHS）担当およびHR担当の代表者は、感染確認およ
び検査結果待ちのチームメンバーに関する調査を、診断後24時間以
内に実施します。また、リスクがあると特定された個人は通知を受け、
自宅待機を求められ、注意深く監視されます。 
時差勤務で感染リスクを限定
サイトは、フィジカルディスタンシングを確保し、チームの感染リスク
を減らすため、時差勤務や交代制勤務を導入します。

多くの人が利用するエリアに清掃プロトコルを掲示 
清掃回数を増やします（特に共用スペースや定期的に人が触れる
物）。また、トイレや共用エリアに清掃スケジュールを掲示します。 
すべての職場を再設計し、フィジカルディスタンシングを確保 
チームメンバーのワークスペースの間に安全な距離を確保し、うっか
り接触することを防止するため、すべての職場を再設計します。可能
な限り一方通行を実施し、廊下、階段、エレベーターやフィジカルディ
スタンシングが求められる場所では掲示物や床のマーキングなどの
設置を進めています。運用レベルの制限が厳しい間は（PEPPレベル5
、4、3または2）、2メートルの距離を確保するか、飛沫が隣のワークス
ペースに届かないように仕切りを設置する予定です。 

会議室の座席数の制限 
会議室や集会室の定員を減らし、2メートルの間隔を確保できるよう
にします。
休憩室および食堂の配置を変更し、フィジカルディスタンシング
を確保 
休憩室と食堂の配置を変更し、サービス提供者や他のチームメンバ
ーとの物理的な接触を減らします。  
換気に関するベストプラクティスを採用 
換気、ろ過、建物に関するシステムは、空気の品質についての一流の
専門家が定めたガイダンスとベストプラクティスに従い、安全を確保
するために最適化されます。

COVID-19 
の症状 

 � 発熱（グローバル：体温37.5℃以上、 
中国：体温37.3℃以上） 

 � 呼吸道症状（咳嗽、呼吸困难） 
 � 悪寒
 � 筋肉痛

 � 喉の痛み 
 � 味覚または嗅覚の喪失 
 � 後にこのウイルスに関係があると判定さ

れたその他の症状

以下のような症状はありますか？COVID-19の症状がみられる人はMicronのサイトへの入場が禁じられています。 

* 適用される法令で認められるところに従って実施します。
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職場のレディネス（準備性）

安全な環境の確保 
Micronのサイトでは、チームメンバーとコントラクター全員の健康と安全を守るた
め、職場全体で強力な感染予防策を実施してきました。感染の可能性を減らし、さ
らにオンサイト勤務復帰を増やせるようサイトの準備を整えるための対策には以
下のようなものがあります。
パンデミック緊急時準備計画および職場準備計画を実施
世界中のMicronの各サイトでは、事業継続計画、パンデミック緊急時準備計画（PEPP）、職場準備計画を実施してい
ます。当社の優先事項は、職場環境を誰にとっても安全に保つことです。

状況が改善し、リスクレベルが下がるに伴い、必要に応じてより多くのチームメンバーが安全にオンサイト勤務でき
るようになり、顔を合わせて行う会議にもより多くの人数の参加が認められるようになります。スケジュールは各サイ
トにより異なりますが、チームメンバーとコントラクターのオンサイト勤務再開は少しずつ段階的に実施されます。
最も重点を置くのはチームメンバーの安全で、次に主要な監視項目、そして職場での感染リスクとコミュニティでの
拡散の可能性を最小限に抑えるその他の対策が重視されます。  

サイト安全対策の実施 
各サイトは、リスクレベルや地域の状況に基づき、新規および改訂された管理手順と防御策に関する最新情報をチ
ームメンバーに対し定期的に提供しています。PEPPのほとんどのレベルにおいて、職場でのマスク着用が義務付け
られ、時差勤務や勤務時間の分離によりチームメンバーを物理的に離す必要があります。さらに、すべてのサイトで
以下の防御策を実施しています。 

 � 当社サイトに入る全員にスクリーニングを実施する
 � オンサイト勤務者全員にサージカルマスクを支給する
 � すべてのトイレに石鹸、手指消毒剤などの手指衛生用品を設置する
 � すべての入口とエレベーターの横に手指消毒剤を設置し、施設に入る全員に手指消毒剤を使用するよう促す
 � セキュリティ審査チームに個人防護具を着用することを義務付ける
 � 階段、エレベーター、ドアノブなど接触が多い場所では、1日に最低1回、追加の清掃を実施する
 � カフェテリアおよび調理スタッフに、すべての食品を適切に調理し、温度を適切に保つよう周知徹底する
 � 安全な距離を確保するため、すべての職場を再設計する
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職場のレディネス（準備性）

安全対策
PEPP
レベル 6

PEPP
レベル 5

PEPP
レベル 4

PEPP
レベル 3

PEPP
レベル 2

PEPP
レベル 1

PEPP
レベル 0

オンサイトで勤務する
チームメンバーとコン
トラクター

オンサイトで
の特定の生
産、設備、ラ
ボ施設にアク
セスする必要
がある職務の
従業員、およ
び重要なプロ
ジェクトに必
要な職務の
従業員

特定の生産、
装置やラボ
施設へのアク
セス、非常に
重要なプロジ
ェクトでオン
サイト勤務を
最も必要とし
ているチーム
メンバー

オンサイト勤
務によるメリ
ットが職務上
高いチームメ
ンバー

在宅勤務で
対応可能な
職務のチーム
メンバーの段
階的復帰

在宅勤務で
対応可能な
職務のチーム
メンバーの段
階的復帰

完全オンサイ
ト復帰の可
能性

完全オンサイ
ト復帰

ディフェンスライン1 
COVID-19保有者がMicronのサイトに入場するリスクを最小限に抑える

トラベルと健康状態の
申告およびスクリーニ
ング*

毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 追って通知 追って通知

ビジターとサプライヤ
ーの入場

厳禁 禁止 制限あり 制限あり 制限あり 許可 許可

ディフェンスライン2 
コミュニティでの拡散リスクを最小限に抑える

マスクの着用 サイトでは常
時着用

サイトでは常
時着用

サイトでは常
時着用

サイトでは常
時着用

移動中およ
び会議中は
着用

推奨 不要

フィジカルディスタン
シング

2 m ** 2 m ** 2 m ** 2 m ** 1 m 1 m 追って通知

オンサイト勤務のチー
ムメンバーの分離と時
差勤務

あり あり あり あり あり、修正版 あり、修正版 追って通知

顔を合わせて行う会議 5名以下で物
理的な距離
を確保、60分
以内

5名以下でフ
ィジカルデ
ィスタンシン
グ***

10名以下でフ
ィジカルディ
スタンシング

10名以下でフ
ィジカルディ
スタンシング

25名以下でフ
ィジカルディ
スタンシング

50名以下でフ
ィジカルディ
スタンシング

許可

除染プロトコル 2時間ごと 1日4回 1日2回 1日2回 1日2回 1日2回

マイクロンが後援する
コミュニティのボランテ
ィア活動

サイト内外で
のボランティ
ア活動なし

サイト内外で
のボランティ
ア活動なし

サイトリーダ
ーの裁量

サイトリーダ
ーの裁量

許可 許可 許可

具合が悪いときは自宅にいましょう！
* 検査の実施は、各地域において医療従事者の対応能力により異なります。
**座席間のフィジカルディスタンシングは2メートルとします。2メートルを確保できない場合、仕切りを設置するか、その他の技術的管理策を講じる必要があります。
*** EHSの承認を受け、かつ物理的距離を十分に確保できる広さがある場合は、10人以下の集まりが許可されます。集まりに使用する部屋は専用とする必要があります。



安全な距離を確保するため、すべての職場
を再設計  
当社は、オンサイト勤務をするチームメンバーの人数を
増やす前に、各サイトで詳細な職場準備計画と安全対策
のチェックを実施しています。

健康・安全担当マネージャーは、密集を避け、最適なフィ
ジカルディスタンシングを確保するため、十分な配慮を
しながら職場の再設計を行いました。これにより、従業
員間の距離は地域のガイドラインに応じて2メートル以
上が確保され、不注意による接触の防止を図ります。

当社のチームは、安全な距離を確保するため、間取りを
すべて見直しました。また、可能な限り一方通行を実施し
ます。進行方向を示す掲示物を床や壁に設置し、廊下、
階段、エレベーターにおける新しい一方通行のルールの
徹底を図ります。

すべてのワークステーションの間隔は推奨されている2
メートルとし、ワークスペースやラボなどの合計収容人
数を減らしました。ロビー、カフェテリア／社員食堂、コラ
ボレーションスペース、会議室、その他の共用エリアに対
しても変更を実施します。また、フィジカルディスタンシ
ングを確保し、チームの感染リスクを減らすため、サイト
によっては時差出勤や交代制勤務を導入する場合もあ
ります。

当社は、オンサイト勤務をするチームメンバーの人数を
増やす前に、各サイトで詳細な職場準備計画と安全対
策のチェックを実施します。このチェックリストの各カテ
ゴリーには、サイトが完了すべきさまざまな項目が含ま
れます。

職場のレディネス（準備性）
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サイトの実施チェックリスト –カテゴリ
ー例

 � 職場の換気
 � エレベーターの調査および変更
 � HVACの機構変更
 � 会議室
 � 休憩室
 � カフェテリア
 � 清掃業務 
 � トイレ
 � ラボ
 � コミュニケーションおよび変更管理
 � 緊急時の手順
 � サイトで感染者が特定された場合の対応



職場のレディネス（準備性）

サーマルスキャンステーションの導入  
ほとんどのサイトで、適用される法令で認められるところ
に従い施設の入口にサーマルスキャナーを設置しまし
た。職場に入る前に全員がサーマルスキャナーを通過す
ることが義務付けられます。このスクリーニングにより、
発熱（グローバル：体温37.5℃以上、中国：体温37.3℃以
上）がある人がサイトに入場することがないようにしま
す。サーマルスキャンステーションがないサイトに入場
する人は、そのサイトの健康状態とトラベルの申告プロ
トコルに従うことが求められます。  

会議室の収容人数を制限 
会議室の定員を減らします。会議室の収容人数を制限
し、推奨される個人間の距離である2メートルの間隔を
維持できるようにします。一部の会議室は使用不可とな
る場合があります。各部屋の最大利用人数を記載した掲
示物を確認するか、会議室を予約するときにOutlookカ
レンダーのリソースで詳細を確認してください。 

休憩室とカフェテリアでの接触を削減 
休憩室とカフェテリアは、サービス提供者やチームメン
バーとの接触が少なくなるような配置とします。フィジカ
ルディスタンシングの要件以外にも、仕切りやハンズフ
リーの支払いシステムの利用も増やします。コーヒー、
紅茶、水などのサーバーでも、物理的な接触を最小限に
します。休憩室、カフェテリア、共有エリアの床には、適切
なフィジカルディスタンシングを表示し、機械のボタンに
触れた後はボタンをふき取り消毒するように指示する掲
示物が用意されます。 

共有エリアに清掃の手順とスケジュールを
掲示   
清掃回数を増やし（特に共用スペースや定期的に人が
触れる物）、ラボおよびその他の共用スペースの清掃手
順を掲示します。また、よく触れる場所が消毒済みである
ことをチームメンバーに知らせて安心してもらうため、ト
イレや共用エリアに清掃スケジュールを掲示します。チ
ームメンバーがよく触れる場所を少なくするため、安全
が確保できる場合は、トイレなどのスペースのドアは開
けたままとします。 
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換気に関するベストプラクティスを採用 
リースのサイトも含めMicronのすべての建物およびワーク
スペースでは、HVAC換気システムを最適化し、室内空気の
質を高め、チームメンバーに健康で安全な作業環境を提供
しています。機能強化の取り組みは、各国および国際建築基
準のベストプラクティスとガイドライン、業界のベストプラク
ティス、空気の品質についての一流の専門家（米国疾病予防
管理センター、 米国暖房冷凍空調学会 （ASHRAE）、米国環
境保護庁など）の推奨事項に従って行われています。導入さ
れるベストプラクティスと機能強化には以下のようなものが
あります。 

 � メーカーの推奨事項と業界のガイドラインに基づいて定
期的なメンテナンスを実施する

 � フィルターの交換、冷却コイルと表面のクリーニング、給気
ディフューザーのクリーニングなど、HVACシステムの追加
クリーニングを実施する 

 � HVACのろ過効率を検証し、ろ過効率のよいo MERV 13 フ
ィルターに可能な限りアップグレードする 

 � 外気換気レベルを検証し、可能であれば換気によるワーク
スペースへの外気供給を増やす

 � HVACシステムを24時間365日稼働し、換気により外気が常
に供給されるようにする

 � ワークスペースの気温と湿度を最大限に安全かつ快適な
レベルに制御する

職場のレディネス（準備性）

https://www.ashrae.org/File%20Library/Technical%20Resources/ASHRAE%20Journal/2020JournalDocuments/72-74_IEQ_Schoen.pdf
https://www.grainger.com/know-how/equipment-information/kh-what-is-merv-rating-air-filter-rating-chart?ef_id=CjwKCAjwqpP2BRBTEiwAfpiD-8gXIYuTifSysKkNzpvTnBCauIBNbUJ5weliq0nuJv1Flt8bFvVWsBoC8boQAvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!2966!3!380017044231!b!!g!!&cm_mmc=PPC:+Google+PPC


職場のレディネス（準備性）

感染リスクの特定
当社では、感染が疑われる、または感染が確認されたチームメン
バーがいることが判明した際に、COVID-19関連の問題に対処し、
接触者を追跡するための組織的なプロセスを作成しています。ま
た、Micronのエグゼクティブチームとサイトのリーダーシップチー
ムは、各サイトで感染が確認された場合には発表するようコミット
しています。
接触者の追跡
接触者の追跡とは、COVID-19ウイルスに感染していることが確認された従業員に接触した可
能性のある個人を特定するプロセスです。環境・健康・安全（EHS）担当およびHR担当の代表
者は、さまざまな方法でリスクのある人々の特定に努めています。例えば、面接の実施、サイト
の監視ビデオの視聴、会議出席者の確認などを行います。リスクがあると特定された人は通
知を受け、注意深く監視されます。このようなリスクのある人は、早期に治療を行い、他人への
感染を防ぐために隔離されることがあります。このごく一部の担当者により実施される接触者
追跡プロセスは、感染確認の診断後24時間以内に完了させます。  
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職場のレディネス（準備性）

COVID-19の症状 
COVID-19の症状がみられるチームメンバー、ビジター、
コントラクター、サプライヤーは、Micronのサイトへの入
場が禁じられています。 

 � 発熱（グローバル：体温37.5℃以上、中国：体温37.3℃
以上）

 � 呼吸疾患（咳、息切れ）
 � 悪寒
 � 筋肉痛
 � 喉の痛み
 � 味覚または嗅覚の喪失
 � 後にこのウイルスに関係があると判定されたその他の
症状 

COVID-19の症状がみられるチームメンバーやビジター
は、ただちに医療機関を受診し、Micronの施設やその他
公共の場所への出入りを避けてください。感染した方は
直属のスーパーバイザーと連携して、必要な業務の調整
を行う必要があります。

COVID-19検査に対する当社の姿勢
マイクロンでは、専門のタスクフォースを設け、検査機会
の確保に努めています。特に、新たに市場にもたらされ
るテクノロジー、ワクチン開発、地元コミュニティ内の検
査、政府の関与、検査における雇用主の全体的な役割と
いった分野について引き続き注視していきます。また、
マイクロンとして専門的な助言を求める医療コンサルタ
ントも置いています。 

現在マイクロンは、利用可能な場合、特定の状況に応じ
て、サイトにてCOVID-19の検査オプションを提供してい

ます。当面の間は状況の成り行きを積極的に監視し、地
域の衛生当局および政府関係者と連携しながら、必要に
応じてチームメンバーへの検査を実施する最善の方法
を決定していきます。

COVID-19感染の疑いがある場合の健康
に関するシナリオと報告手順 
マイクロンでは、社内で新型コロナウイルスへの感染
が疑われたり、陽性が判明した場合の報告手順の理解
に役立つものとして、健康に関するシナリオを用意して
います。最新の健康に関するシナリオは、MicronNowの
COVID-19リソースサイトでご覧いただけます。

COVID-19関連の問題への対応について組織的なプロ
セスを策定してあります。 EHSおよびHR担当の代表者
は、スーパーバイザーや影響を受けるチームメンバーへ
の内部通知、地方自治体への外部通知などの当社プロ
セスを管理します。感染が疑われる、または感染が確認
されたチームメンバーがMicronのサイトにいることが
判明した場合は、サイトのEHS担当者がサイトの担当者
と協力して清掃（除菌・消毒）を行います。

自身の検査や感染リスクに関する健康情報を報告する
チームメンバーのプライバシーを保護することは重要で
す。COVID-19の影響を受けていると報告したチームメン
バーの名前は機密情報として保護され、接触者の追跡プ
ロセスや政府が義務付ける報告の一部として、関係者の
みで極秘に議論されます。

濃厚接触とは、24時間以内に合計15分、感染の可能性
が高い人または感染が確認された人と2メートル未満の
距離で向き合って接触していることと定義されています。
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チームメンバー
の準備

「このような対策の効果を上げるには、
私たち一人ひとりが新しいガイドライン
に誠実に従わなくてはなりません」  
Sanjay Mehrotra
Micron 社長兼 CEO



チームメンバーの準備

チームメンバーの準 
備チェックリスト
チェックリストの準備 
サイトの安全チームおよびファシリティチームは、皆さんのオン
サイト勤務復帰準備に懸命に取り組んできました。次は皆さん
の努力が必要です。以下に皆さんが準備を進めるにあたり役立
ついくつかの項目を紹介します。 

 � 所属するサイトのトレーニングを受けてください。オンサ
イト勤務再開前に変更点や新しい規定に関するトレー
ニングを完了するようチームメンバーに通知されます。

 � オンサイトでの働き方が変更される場合がありますの
で、所属する地域のサイトから通知される新しい健康・
安全プロトコルを確認してください。

 � 出社日と出社時間をマネージャーと調整してください。
サイトによっては入口が混雑しないように時差出勤が必
要となります。

 � 自分のバッジの色を理解しておいてください。サイトによ
っては交代制勤務やフィジカルディスタンシングに色分
けを用いています。

 � オンサイト勤務復帰初日の出社前までにデイリーチェッ
クイン入場審査*の回答方法を確認してください。リマイ
ンダーを設定し、回答の練習をしておいてください。

 � 通勤手段を検討してください。現段階では、可能な限り
公共交通機関や車の相乗りでの通勤は避けてください。

 � オンサイト勤務で必要となるIT機器や事務用品を返却し
てください。柔軟な勤務形態に対応するために自宅で使
用する機器類が別に必要な場合、機器類の必要性につ
いてマネージャーと話し合い、承認を得てください。

デイリーチェックリスト 
当社の優先事項は職場環境を誰にとっても安全に保つことであ
り、これには皆さんの協力が必要です。サイト内での働き方や移
動方法がこれまでとは異なります。変更を徹底するために皆さん
に毎日実践していただきたいことを以下に示します。以下を遵守
するようお願いいたします。

 � 具合が悪いときは外出しないでください。
 � サイトのプロトコルに従って、サイト入場前にデイリーチ
ェックイン審査*に回答してください。

 � 飲食時以外は常にマスクを着用してください。
 � サイトのクリーニングステーションで機器の消毒をして
ください。

 � フィジカルディスタンシングを保ち、掲示物に示されてい
る進行方向に従ってください。

 � 会議室の収容人数制限を遵守してください。
 � 各サイトのプロトコルに従って、勤務時間の途中で体温

測定*し、ミッドデイチェックイン審査*に回答してくださ
い。

 � 1日を通して必要に応じ石鹸と水を使った20秒間の手洗
いを頻繁に行うか、手指消毒を実施してください。

 � グローバルまたは各サイトのプロトコルの最新情報を
確認してください。

 � EHS、HR、またはスーパーバイザーに安全でない行動や
環境を報告してください。

 � 自分の健康と幸せを第一に考えてください。
 � MicronNowのCOVID-19ページを確認し、最新情報やそ

の他の情報を入手してください。
* 適用される法令で認められるところに従って実施します。
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Micronを安全な職場にす
るための皆さんの役割
サイト内での働き方や移動方法は、感染予防手順とフィジカ
ルディスタンシング措置の強化によりこれまでと違ったものに
なります。チームメンバーとコントラクターの皆さんには、サイ
ト、健康およびトラベルに関する新しいプロトコルを理解し受
け入れ、従っていただく必要があります。これらの変更すべて
を導入するには、一人ひとりが行動を変え、根気強く取り組む
必要があります。そうすることで全員にとって安全な職場環境
を引き続き確保することができます。お互いを大切に思い合っ
ているからこそ実現できることです。私たちはひとつです。
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チームメンバーの準備

具合が悪いときは自宅待機 
具合が悪いときは、家から出ず、自分の健康を中心に考
え、他人にウイルスを拡散しないようにしてください。医
薬品（季節性アレルギーや医学的な診断を受けたその
他の病気の薬を除く）を使用せずに一切の症状がみら
れなくなってから72時間経過するまでは自宅で待機して
ください。病欠に関するご質問は、マネージャーまたは
HRビジネスパートナーに問い合わせるか、チームメンバ
ーの代表者にご相談ください（相談内容は極秘扱いとな
ります）。 

サイト内では全員マスクを着用 
ウイルス拡散に対する保護対策として、すべてのサイト
でオンサイト勤務者が3層サージカルマスクを着用す
る必要があります（当社の安全要件を満たしており3層
サージカルマスクと同等の性能があることから、参加サ
イトではマイクロンブランドの布マスクを着用します）
。Micronは、コントラクターも含めたすべてのオンサイト
勤務者に対して入口でこのマスクを配布しており、家か
ら持ち込んだマスクは使用できません。Micronの施設
内では、人との距離の近さにかかわらず、必ずマスクを
着用しなければなりません（閉鎖型オフィスや会議室に
いる場合を含みます）。チームメンバーの安全と健康に
役立つ 「フェイスマスクの着用方法」ガイドおよび動画 
がMicronNowからご覧いただけます。 

また、当社では米国疾病予防管理センターや各地域の
公衆衛生当局の推奨事項に従い、自宅から出る際には
サージカルマスク、布マスク、またはスカーフを着用する
ことを推奨しています。 

デイリーチェックイン：勤務開始前の健康
と移動に関する質問
すべてのチームメンバーとコントラクターの皆さんに、
オンサイト勤務か在宅勤務かを問わず、適用される法
規制に従い、勤務開始前に必ずデイリーチェックインに
参加するようお願いしてきました。デイリーチェックイン
は、オンサイト勤務のチームメンバーやコントラクター
については必須です。この調査には体温、移動、その他
の潜在的な感染リスクに関する質問が含まれます。調査
の最後に、入場が可能かどうか通知されます。マイクロ
ンのサイトに入るには、セキュリティ担当者に結果を提
示する必要があります。  

オンサイト勤務者は、1日2回の体温測定の手順に従っ
て、シフトの途中に2回目のチェックインを受けるように
求められます。勤務中に体温が高い（グローバル：37.5℃
以上、中国：37.3℃以上）と感じたチームメンバーは、サ
イトの入口にあるサーマルスキャンステーションを利用
できます。サーマルスキャン装置を備えていないサイト
に勤務するチームメンバーとコントラクターは、各サイト
のプロトコルに従う必要があります。 

http://フェイスマスクの着用方法」ガイドおよび動画
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飛行機、船舶、またはバスでのトラベル後
に義務付けられる自己隔離（検疫）
マイクロンは、トラベルや健康に関するスクリーニング 
をすべての国において実施しています。過去14日間に 
近隣地域外に飛行機、船舶、またはバスで移動したす
べ てのチームメンバー、コントラクター、サプライヤー
また はビジターは、自己隔離(検疫)をしなければなりま
せ ん。鉄道および車による移動は自己隔離の対象では
ありません。これは出張と個人的なトラベルの両方に適
用され ます。

該当者は14日間の自己隔離が義務付けられ、マイクロ
ンのサイトへの立ち入りが禁止されます。出張後5日目
に検査を受けることを選択し、7日目以降に陰性結果を
受けて症状がない場合は復帰できます。旅行から戻っ
た次の日を1日目として計算します。通勤に関してこの方
針に対するサイト独自の例外を定める場合は、CEOの
直属スタッフの承認が必要です。

自宅待機は、感染した可能性のあるチームメンバー、コ
ントラクター、サプライヤー、またはビジターにも適用
されます。この対象者には、飛行機、船舶、またはバスで
近隣地域外から直接戻ってきた人が含まれます。こうし
た人には感染リスクがあり、出社するべきではありませ
ん。

また、サイトに立ち入る必要のあるチームメンバー、コ
ントラクター、サプライヤーが飛行機、船舶、バスで近隣
地域外に移動した場合、またはこのような移動をした者
に接触したことが分かっている場合、直属のスーパーバ
イザーまたはマイクロンホスト（受け入れ先）に報告す
ることが義務付けられます。

マイクロンの旅行に関する自己隔離の要件は、旅行す
る地域のPEPPレベルに基づきます。PEPPレベルが3以
上の近隣地域外への旅行（航空機、船舶、またはバス）
については、自己隔離が必要となります。PEPPレベルが
2以下の地域での旅行については、マイクロンのサイト
に立ち入るための自己隔離は求められません。マイクロ
ンは現地政府のすべての旅行関連規制を遵守します。

出張および個人的なトラベル 
各地域や各国の状況は進展、改善していますが、マイク
ロンの出張は、ビジネス上重要で不可欠であるとみな
されるものに限定されます。必要となる承認レベルは、
出張者の居住地、乗り継ぎ地、目的地の各地域PEPPレ
ベルに基づいて決まります。

 � 国内出張は、居住地、乗り継ぎ地、および目的地の
PEPPレベルが3以下で、バイスプレジデントが承認し
た場合に許可されます。この要件は、飛行機、船舶、ま
たはバスを利用した近隣地域外への出張に適用さ
れ、車または鉄道による宿泊を伴う出張も含まれま
す。

 � 国際出張は、居住地、乗り継ぎ地、および目的地の
PEPPレベルが2以下で、バイスプレジデントが承認し
た場合に許可されます。この要件は、飛行機、船舶、ま
たはバスを利用した近隣地域外への出張に適用され
ます。

 � PEPPレベルがより高い地域への出張は例外とみなさ
れ、CEOの直属スタッフによる承認が必要となります。

 � 通勤に関しては、出張の承認は必要ありません。通勤
とは、近隣地域内における個人の日常の標準的な通
勤の一環として、フェリー、バス、または車により移動
することをいいます。

 � すべての出張者は、現地政府および健康と安全に関
する各サイトの要件を遵守しなければなりません。こ
れには自己隔離（検疫）プロトコルも含まれます。 

出張に関する最新のガイダンスは、COVID-19関
連リソースサイト、またはマイクロンの出張サイト

（MicronNowで「出張」を検索）でご覧いただけます。

休日または家族での休暇に個人的なトラベルを計画し
ているチームメンバーは、所属する地域のサイトまた
は国のガイダンスをきちんと理解していることが重要で
す。地域のサイトが飛行機、船舶、鉄道、またはバスによ
る近隣地域外への移動に制限を設けている場合、帰宅
後に自己隔離（検疫）期間の遵守が求められ、自宅待機
や在宅勤務となる場合があります。決断するのは皆さん
ですが、トラベルの必要性を判断する際には、常に最新
情報を入手し、現地当局からのガイダンスに従い、すべ
ての要素を検討することが奨励されます。

出張および個人的なトラベルについて十分な情報に基
づいた判断を行うため、世界保健機関、米国疾病予防
管理センター、インターナショナルSOSなどの公的機関
からの移動ガイダンスを参考にしてください。 

チームメンバーの準備



チームメンバーの準備

Micronのサイトへの訪問者 
当社の顧客、コントラクター、サプライヤー、ビジターに
よるすべての不要不急の訪問は、地域を問わず、業務の
許す限り延期することを推奨します。このガイダンスには
ビジネスミーティングのために当社のサイトを訪れる人
々も含まれます。オンラインまたはビデオ会議によりミ
ーティングを行うことができる場合、利用できるオンライ
ンツールを使用して業務を実施することを推奨します。
訪問者は健康およびトラベルに関する情報を申告する
必要があるほか、マイクロンのサイトを訪れる前に、現
地の管理手順に応じて自己隔離（検疫）が必要となる場
合があります。これには、飛行機、船舶、バスによる近隣
地域外への移動も含まれます。 

大規模な会合の禁止 
各サイトやチームは、サイトでのイベント、全員参加型の
ミーティング、カンファレンスなど、公共の場に大人数が
集まる大規模なミーティングや会合を制限または延期す
る必要があります。

ビジネスミーティングが必要な場合であっても、短時間
かつ少人数で（所属するサイトの管理手順レベルおよ
び国のガイダンスに従って）行わなければなりません。
参加者が直接会って行うミーティングの代替になるの
は、Zoomまたはウェブキャストリソースを利用したリモ
ート会議です。

また、チームメンバーは、可能な限り会議への出席をキ
ャンセルまたは延期し、組織内での出席要請については
CEOのスタッフエグゼクティブの指示に従ってください。
この要請は、しばらくの間継続します 。

フィジカルディスタンシングに関するガイダ
ンスの遵守 
サイトでのフィジカルディスタンシングの確保をさらに
推し進めるため、ガイダンスを提供する掲示物やマーキ
ングに従ってください。また、廊下、入口、カフェテリア、休
憩室に集まるのを避け、隣にいる人との会話もなるべく
控えるようお願いします。 

手洗い 
頻繁に手を洗うことを忘れないでください。石鹸と水で
20秒間手を洗ったり、手指消毒剤を使用したりする簡単
な衛生習慣は、あなたを守り、ウイルスの拡散を減少さ
せます。

積極的に指導し、指導を受け入れる 
安全は当社の「人」に関するバリューの最も重要な側面
であり、私たち全員が当事者として関与すべき要素です。
常に自分自身と同僚の安全を考えるよう努め、安全に関
する懸念事項が生じた場合、全てのチームメンバーが積
極的に指導し、また指導されなければなりません。こうし
たプロトコルの遵守は、皆さんとチームメンバーの安全
確保に役立ちますが、慣れるまでに少し時間がかかり、
誰もが間違えることがあるでしょう。他の人が安全な慣
行を実践するのを助け、常にマスクを着用するなど正し
い実践方法についての指導を積極的に受け入れてくだ
さい。 

安全でない行動や環境の報告 
安全でない行動、環境、状況について、EHS、HRまたはス
ーパーバイザーに報告することができます。Good Catch
プログラムまたはコンプライアンスホットラインを通じ
て報告することも可能です。 
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当社から皆さんへの継続的な
コミットメント  
COVID-19の感染拡大が始まった当初から、皆さんの健康と幸せ
は当社の最優先事項です。当社は皆さんのことを大切にしており、
これからも皆さんの健康と安全を優先し、十分な注意を払います。
私たち全員がこのパンデミックを経験するなかで、医療に関するこ
とから扶養している両親や子どものことまで、抱えている懸念や状
況は私たち一人ひとりとその家族によって異なります。懸念事項が
ある場合はスーパーバイザーや人事部にご相談ください。あなた
は一人ではありません。 
事態は常に変化しているため、リーダーとの連絡を密に保ち、チームとも定期的に連絡を取
り、常に最新情報を入手するようにしてください。この困難な時期を乗り切るために利用可能
な現段階で用意されているさまざまなリソースを以下に記載します。
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経済的困難にある方向けに助成金を用意 
チームメンバー助成基金は、特に困窮しているチーム
メンバーを対象に資金サポートを行うものです。基金の
運営資金は、Micron Givesポータルを通じたチームメン
バーの寄付でまかなわれます。詳細は、チームメンバー
の代表者に問い合わせてください（MicronNowで「代表
者」を検索してください）。

401(k)からの借入
米国内のチームメンバーは401(k)基金からの直接貸付
を受けることができます。違約金がなく、返済期限も期間
限定で延長されています。先日、米国政府が打ち出した
コロナウイルス支援法案により新たに実現したプログラ
ムです。詳細については、Fidelityの NetBenefitsまでお
問い合わせください。

相談先を必要とする方へのサポート 
まずは GuidanceResources Online の従業員支援プロ
グラムをご利用ください。秘密厳守の相談、資金援助、
法的支援や家族支援など、さまざまなサービスをあな
たとあなたの家族が利用できます。初めてご利用の方
は、Web IDをMICRONとしてご登録ください。 

また、チームメンバー支援者(advocate)も支援や情報、
アドバイスを提供しています。質問がございましたら、ぜ
ひお問い合わせください。連絡する場合はMicronNowで

「advocate」を検索してください。 

健康と幸せを最優先 
皆さんが自分自身の健康全般を意識できるよう
に、Micronグローバルウェルネスでは健康的な習慣
を促すグローバルプログラムをサイトレベル、コミュ
ニティ、オンラインで提供しています。myHRのChoose 
Well, Live Wellページにアクセスし、地域に適したグ
ローバルプログラムをご利用ください。また、メールや
MicronNowで紹介する健康を最優先する新しい方法も
ご覧ください。  

ジムに行けなくても大丈夫です。Zoomフィットネスクラ
スでMicronのフィットネスインストラクターと一緒にエ
クササイズできます。クラスを確認するにはMicronNow
で「ウェルビーイング」を検索してZoomグループミーテ
ィングを選択してください。  
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必需物資援助の利用または提供 
物資が必要ですか？物資を寄付しますか？従業員リソースグ
ループ（ERG）が必需物資を収集してチームメンバーに配布
しています。各サイトの法的および地理的な制限の範囲内
で、ERGチームから寄付された必需物資を入手する方法につ
いては、ダイバーシティ、平等、インクルージョン担当バイス
プレジデントのシャーローン・コナーズまでメールでお問い
合わせください。 

つながりやコネクションの維持 
在宅勤務のチームメンバーをサポートするため、IT部門はリ
モートアクセス能力を拡大し強化しました。また、新しく在宅
勤務リソースサイトを立ち上げて皆さんが効率的に作業でき
るよう支援しています。MicronNowで「WFH」を検索して、サ
ポートサービスへのアクセス方法、リソース、機器申込などの
情報をご覧ください。ヒントやコツも紹介されています。 

人間工学に基づいたワークスペースで怪我や
苦痛を防止 
当社のオフィスエルゴノミクストレーニング・評価ツールで
あるErgopointは、ワークスペースの環境を改善し、職場、
自宅、外出先での安全性と効率性を高めるためのヒントを
提供します。自己評価に対する回答に基づいて、リスクスコ
アが割り当てられます。リスクスコアに基づいて追加の支
援策が特定された場合は、エルゴノミクス担当者があなた
に連絡し、ワークステーションの設定についてサポートしま
す。MicronNowで「HomeErgo」を検索してErgopointやその
他のエルゴノミクスガイダンスをご利用ください。 

他の人を支援してくださる方へ、その方法をご
紹介 
事実上のボランティアの機会は豊富にあります。孤立したコ
ミュニティの方と電話でおしゃべりしたり、語学力を生かして
難民を支援したり、民間のケアへの移行について退役軍人に
助言したり、他にもまだあります。ボランティアへのご登録は
Micron Givesからお願いします。

最新情報の入手 
MicronNowで提供されているCOVID-19関連リソースサイト
は情報の入手やつながりの維持に役立ちます。このサイトで
はCOVID-19関連の最新ニュース、質問の投稿ができるフォー
ラム、タウンホールミーティングのスケジュールをご覧いただ
けるほか、Zoomグループへの参加ができます。チームのバ
ーチャルハッピーアワーの写真を投稿することもできます。

チームメンバーの準備

https://microncorp.sharepoint.com/_forms/default.aspx
https://collab.micron.com/corp/globalehs/safety/SitePages/Office%20Ergonomics.aspx


MicronのCOVID-19グローバル対応 
Micronは、チームメンバーと世界各地のコミュニティを大切にしています。新型コロナウイルス感染症により甚大な影響を受けた人々を支援するMicronのコミ
ットメント、そして世界各地の人々に対するサポートについての詳細は、 micron.com/COVID-19をご覧ください。
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詳しくは、micron.com/COVID-19をご覧ください

https://www.micron.com/covid-19-global-response
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