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新型コロナウイルス感染症に関する政府の対応措置等リンク 
 

一般社団法人 
ナノテクノロジービジネス推進協議会 

https://www.nbci.jp 
 

◇リンク更新◇ 
 

基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限、業種別ガイドライン等の取組の廃止に

当たっての留意事項について 

https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_20230427.pdf 

 

マスク着用の考え方の見直し等について 
https://corona.go.jp/news/pdf/kihon_r2_050210.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和 3年 11月 19日（令和５年２月 10日変更） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20230210.pdf 

（参考）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（新旧対照表） 
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20230210.pdf 

 

 
○首相官邸 
新型コロナウイルス感染症対策 

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

 

BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡大への対応 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_040715_1.pdf 

 

新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について（令和 3 年 9 月 9 日新型コロナウイ

ルス感染症対策本部） 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030909_2.pdf 

 

6 月 21日以降における取組（令和 3 年 6月 17 日新型コロナウイルス感染症対策本部） 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030617_1.pdf 
 
新型コロナワクチンの職域接種の総合窓口 

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

 

新型コロナワクチンの職域接種のお問い合わせ総合案内 

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

 

職域接種の申請から接種まで 

https://www.kantei.go.jp/jp/content/000083462.pdf 

 

 

○内閣官房 
新型コロナウイルス感染症対策推進室 

（緊急事態宣言、まん延防止等重点措置、対策本部等資料、感染の再拡大防止特設サイト、 

関係省庁各種支援一覧等） 

https://corona.go.jp/ 
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政府のコロナ感染防止対策の最新情報 

https://corona.go.jp/news/ 
 

基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限、業種別ガイドライン等の取組の廃止に

当たっての留意事項について 

https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_20230427.pdf 
 

マスク着用の考え方の見直し等について 
https://corona.go.jp/news/pdf/kihon_r2_050210.pdf 

 

年末年始の感染対策についての考え方 

（令和４年 12 月９日新型コロナウイルス感染症対策分科会とりまとめ） 
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai21/taisaku.pdf 

 

今秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合に想定される対応 
（令和４年 11 月 11 日新型コロナウイルス感染症対策分科会） 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai20/taiou.pdf 
 

今秋以降の感染拡大期における感染対策について 

（令和４年 10 月 13 日新型コロナウイルス感染症対策分科会提言） 
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai19/kansentaisaku.pdf 
 

With コロナに向けた政策の考え方  
https://corona.go.jp/withcorona/ 
 

第 7 波に向けた緊急提言 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai17/7thwave_teigen.pdf 

 

効果的に感染拡大を防止しながら、社会経済活動を維持していくための検査の活用について 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai17/kensa_katuyou.pdf 

 

感染拡大防止のための効果的な換気について 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai17/kanki_teigen.pdf 

 

水際対策強化に係る新たな措置（25） 

https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku6_20220114.pdf 

 

水際対策強化に係る新たな措置（24） 

https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku5_20220111.pdf 

 

水際強化に係る新たな措置（23）「オミクロン株に対する水際措置の強化の継続」 

https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku5_20211228.pdf 

 

水際強化に係る新たな措置（22）「オミクロン株に対する水際措置の強化（3）」 

https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku3_20211209.pdf 

 

水際強化に係る新たな措置（21）「オミクロン株に対する水際措置の強化（2）」 

https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku4_20211203.pdf 
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水際対策強化に係る新たな措置（20） 

https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku1_20211129.pdf 

 

水際対策強化に係る新たな措置（17） 

https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwakyouka_area_20210917.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症水際対策の概要 

https://corona.go.jp/news/news_20211105_01.html 

 

ニュース検索による業態別の集団発生の状況 

https://www.nbci.jp/file/b2.pdf 

 

在留外国人に係る新型コロナウイルス感染予防のための支援策の強化に関する関係省庁会合資料（抜粋） 

https://www.nbci.jp/file/b3.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました！ 

https://corona.go.jp/emergency/pdf/henken_sabetu_20210212.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン接種について 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/wakuchin_sesyu.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症対策本部等資料 

https://corona.go.jp/expert-meeting/ 

 

緊急事態宣言解除後の地域におけるリバウンド防止策についての提言 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/ribaundoboushisaku_teigen.pdf 

 

感染再拡大（リバウンド）防止に向けた指標と考え方に関する提言 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai2/kansensaikakudaiboushi_sh

ihyou_teigen.pdf 

 

オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について 

（令和 4 年 2 月 4 日新型コロナウイルス感染症対策分科会提言） 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai12/gijisidai_4.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示 

https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20220317.pdf 

 

沖縄県を訪問する方への検査受検の呼びかけ等について 

https://www.nbci.jp/file/R40415kanbou.pdf 

 

地方自治体及び民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai14/vt_torikumi_interim.pdf 
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和 3年 11月 19日（令和５年２月 10日変更） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20230210.pdf 

（参考）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（新旧対照表） 
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20230210.pdf 
 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和３年 11月 19日（令和４年 11月 25日変更） 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_041125.pdf 

（参考）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（新旧対照表） 
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20221125.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針令和 3 年 11 月 19日（令和 4 年 9月 8日変更） 
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220908.pdf 

（参考）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（新旧対照表） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220908.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針令和 3 年 11 月 19日（令和 4 年 7月 15 日変更） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220715.pdf 

（参考）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（新旧対照表） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220715.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和 3年 11 月 19 日（令和 4年 5月 23 日変更） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220523.pdf 

（参考）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（新旧対照表） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220523.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和 3年 11 月 19 日（令和 4年 3月 17 日変更） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220317.pdf 

（参考）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（新旧対照表） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220317.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 

https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20220304.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和 3年 11 月 19 日（令和 4年 3月 4 日変更） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220304.pdf 

（参考）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（新旧対照表） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220304.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和 3年 11 月 19 日（令和 4年 2月 10 日変更） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220210.pdf 

（参考）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（新旧対照表） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220210.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和 3年 11 月 19 日（令和 4年 2月 3 日変更） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220203.pdf 

（参考）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（新旧対照表） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220203.pdf 
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和 3年 11 月 19 日（令和 4年 1月 25 日変更） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220125.pdf 

（参考）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（新旧対照表） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220125.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和 3年 11 月 19 日（令和 4年 1月 19 日変更） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220119.pdf 

（参考）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（新旧対照表） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220119.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和 3年 11 月 19 日（令和 4年 1月 7 日変更） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220107.pdf 

（参考）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（新旧対照表） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220107.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和 3 年 11 月 19 日新型コロナウイルス感染症対

策本部決定） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_031119.pdf 

（参考 1）基本的対処方針の見直しのポイントについて 

（第 18 回新型インフルエンザ等対策推進会議基本的対処方針分科会：参考資料 1）（P49～52） 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/taisyo/dai18/gijishidai.pdf 

（参考 2）基本的対処方針見直し（概要） 

（第 18 回新型インフルエンザ等対策推進会議基本的対処方針分科会：参考資料 2）（P53） 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/taisyo/dai18/gijishidai.pdf 

 

基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について（P8～10） 

https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimu_event_kansenboushi_anzenkeikaku.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了（令和 3年 9 月 28 日発出） 

https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_houkoku_20210928.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示（令和 3年 9 月 28 日） 

https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20210928.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更 

https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_houkoku_20210909.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示（令和 3 年 4 月

1 日（令和 3 年 9 月 9 日変更）） 

https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_202100909.pdf 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和 2年 3月 28 日（令和 3 年 9月 28 日変更） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210928.pdf 

（参考）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（新旧対照表） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20210928.pdf 
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https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220119.pdf
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220119.pdf
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220107.pdf
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220107.pdf
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_031119.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/taisyo/dai18/gijishidai.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/taisyo/dai18/gijishidai.pdf
https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimu_event_kansenboushi_anzenkeikaku.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_houkoku_20210928.pdf
https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20210928.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_houkoku_20210909.pdf
https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_202100909.pdf
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20210928.pdf
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和 2年 3月 28 日（令和 3 年 9月 9日変更）） 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030909.pdf 

【参考】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（令和 3 年 9月 9 日）（新旧対照表） 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和 2年 3月 28 日（令和 3 年 8月 25 日変更）） 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210825.pdf 

【参考】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和 3年 8月 25 日）新旧対照表 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和 2年 3月 28 日（令和 3 年 8月 17 日変更）） 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030817.pdf 

【参考】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の抜粋 

【参考】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 新旧対照表 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和 2年 3月 28 日（令和 3 年 7月 30 日変更）） 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030730.pdf 

 

6 月以降の緊急事態宣言期間における取組 

https://corona.go.jp/emergency/pdf/kinkyujitaitorikumi_20210528.pdf 

 

5 月 28 日付け事務連絡：基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意

事項について 

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210528.pdf 

 

5 月 21 日付け事務連絡：沖縄県における緊急事態宣言の公示に伴う、催物の開催制限、施設の使用

制限等に係る留意事項等について 

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210521.pdf 

 

5 月 14 日付け事務連絡：基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意

事項について 

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210514.pdf 

 

5月 14日付け事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事

項等について」の補足について 

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_hosoku_20210514.pdf 

 

5 月 7 日付け事務連絡：基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事

項について 

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210507.pdf 

 

4 月 27 日付け事務連絡：特定都道府県及び重点措置区域以外の地域における催物の開催制限等に

係る留意事項について 

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210427.pdf 

 

4 月 23 日付け事務連絡：基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意

事項について 

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210423.pdf 

 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030909.pdf
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20210909.pdf
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20210825.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030817.pdf
https://www.nbci.jp/file/file0805sankou.pdf
https://www.nbci.jp/file/030805taisyou.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030730.pdf
https://corona.go.jp/emergency/pdf/kinkyujitaitorikumi_20210528.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210528.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210521.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210514.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_hosoku_20210514.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210507.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210427.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210423.pdf
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4 月 16 日付け事務連絡：基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴー

ルデンウィーク」に向けた取組等に係る留意事項等について 

https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210416.pdf 

 

4月 9日付け事務連絡：3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設

の使用制限等に係る留意事項等について 

https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf 

 

4 月 1 日付け事務連絡：基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事

項について 

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401.pdf 

 

2 月 26 日付け事務連絡：基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意

事項等について 

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf 

 

2月 4日付け事務連絡：緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等

について 

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf 

 

令和 2年 11月 12日付け事務連絡：来年 2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大

防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について 

https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf 

 

令和 2年 9月 11 日付け事務連絡：11 月末までの催物の開催制限等について 

https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf 

 

 

○厚生労働省 

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

 

新型コロナウイルス・季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応（厚生労働省特設ウェブサイト） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00003.html 

重症化リスクの高い方（高齢者・基礎疾患を有する方・妊婦）、小学生以下の子どもと保護者の方 

向けのリーフレット 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001006234.pdf 

重症化リスクの低い方向けのリーフレット 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001006235.pdf 

直近の感染状況及び医療提供体制の状況 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001029437.pdf 

救急車利用マニュアル（消防庁ウェブサイト） 

https://www.fdma.go.jp/publication/portal/post2.html 

救急外来や救急車の利用に関するリーフレット（年末年始版） 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001029585.pdf 

 

新型コロナウイルスに関する Q&A（企業の方向け）ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱い 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html 

https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210416.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001006234.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001006235.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001029437.pdf
https://www.fdma.go.jp/publication/portal/post2.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001029585.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
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リーフレット：新型コロナワクチン接種 オミクロン株に対応した２価ワクチン接種開始 
第 2報 https://www.mhlw.go.jp/content/000999261.pdf 
第 3報 https://www.mhlw.go.jp/content/001004214.pdf 

 

新型コロナウイルス・季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応（厚生労働省特設ウェブサイト） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00003.html 

同時流行リーフレット 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001006229.pdf 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001006234.pdf 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001006235.pdf 

新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース開催要領 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001002380.pdf 

新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001000988.pdf 

新型コロナ・インフルエンザの同時流行を見据えた感染状況に応じた国民の皆様への呼びかけ 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001002492.pdf 

新型コロナウイルス感染拡大防止へのご協力をお願いします（リーフレット） 
https://www.mhlw.go.jp/content/000884713.pdf 

 

職場における検査等の実施手順（第３版）について 
https://www.nbci.jp/file/syokubakensa03.pdf 

 

マスクの着用について（日英サイト） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html 
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/mask.html 

 

オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・ 

保健所の負担軽減等について 
https://www.mhlw.go.jp/content/000968058.pdf 

 

水際対策強化に係る新たな措置（28）（一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000941163.pdf 

 

企業・大学等の単位での団体接種の実施と都道府県主導による希望する企業等の大規模接種会場等

での接種の受入調整について（依頼） 

（令和 4 年 5 月 9 日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000934965.pdf 

 

「B.1.1.529 系統（オミクロン株）が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚

接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」 

（令和 4 年 3 月 16日（令和 4年 7月 22 日一部改正）） 
https://www.mhlw.go.jp/content/000968056.pdf 

 

「B.1.1.529 系統（オミクロン株）が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚

接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」 

（令和 4 年 3 月 16日（令和 4年 3月 22 日一部改正）） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000916891.pdf 

※一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00296.html 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000999261.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001004214.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001006229.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001006234.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001006235.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001002380.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001000988.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001002492.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000884713.pdf
https://www.nbci.jp/file/syokubakensa03.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/mask.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000968058.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000941163.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000934965.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000968056.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000916891.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00296.html
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「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」 

（令和 4 年 1 月 5 日（令和 4 年 1月 28 日一部改正）） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000889667.pdf 

 

緊急事態措置区域として東京都が追加されたこと等を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症対

策の徹底について（令和 3年 7 月 13 日） 

https://www.nbci.jp/file/mhlw01.pdf 

・【資料一覧】参考資料一覧（HP アドレス、QR コード） 

 

職場における積極的な検査等の実施手順（第 2版） 

https://www.nbci.jp/file/syokubakennsa-dai2han.pdf 

・【別紙 1】「初動対応における接触者」の自主的な特定の基準 

・【別紙 2】感染拡大地域の積極的疫学調査における濃厚接触者の特定等について 

・【別紙 3】抗原簡易キットを使用した検査実施体制に関する確認書 

・【別添 4】医療用抗原簡易キットについて 

・医療従事者の不在時における新型コロナウイルス 抗原定性検査のガイドライン 

https://www.mhlw.go.jp/content/000798073.pdf 

・医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン 

<理解度確認テスト> 

https://www.mhlw.go.jp/content/000798074.pdf 

○抗原簡易キットを購入する場合の報告用リンク 

https://www13.webcas.net/form/pub/cas/form01 

・【別添 5】職場における積極的な検査等の実施手順に関するQ&A 

 

人との接触を 8割減らす、10のポイント 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00116.html 

 

新しい生活様式の実践例 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html 

～事業場で留意すべき「取組の 5つのポイント」の実践例を拡充し、更なる感染予防の働きかけ～ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18234.html 

 

職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00226.html 

 

指定国・地域及び本件措置の概要 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

 

海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について 

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

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000889667.pdf
https://www.nbci.jp/file/mhlw01.pdf
https://www.nbci.jp/file/mhlw01URL.pdf
https://www.nbci.jp/file/syokubakennsa-dai2han.pdf
https://www.nbci.jp/file/b01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000788884.pdf
https://www.nbci.jp/file/b03.pdf
https://www.nbci.jp/file/b04.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000798073.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000798074.pdf
https://www13.webcas.net/form/pub/cas/form01
https://www.nbci.jp/file/fileb05.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00116.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18234.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00226.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html
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○外務省 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html 

 

人の往来に関する制度全般に関して 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html 

 

日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等向け特設サイト 

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html 

・よくあるご質問 

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine_QA.html 

 

 

○経済産業省  

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

 

国際的な人の往来再開の段階的措置について 

https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html 

 

出勤者数の削減に関する実施状況の公表・登録 

https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html 

 

新型コロナワクチンの職域接種に関する相談窓口 

https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210604009/20210604009.html 

 

職場における積極的な検査等の実施手順 

https://www.nbci.jp/file/b1.pdf 

 

 

○国税庁 

https://www.nta.go.jp/ 

 

FAQ（従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合のされない範囲やその計算方法をわかり 

やすく解説） 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf 

 

 

○地方自治体ほか 

職場における積極的な検査等の実施手順_compressed 

https://www.nbci.jp/file/20210604T.pdf 

 

感染リスクが高まる「5 つの場面」 

https://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/documents/risiku5tu.pdf 

 

IT導入補助金（テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金） 

https://www.it-hojo.jp/ 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine_QA.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210604009/20210604009.html
https://www.nbci.jp/file/b1.pdf
https://www.nta.go.jp/
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
https://www.nbci.jp/file/20210604T.pdf
https://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/documents/risiku5tu.pdf
https://www.it-hojo.jp/
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IT活用促進資金 

（日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用） 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html 

以上 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--NBCI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

一般社団法人ナノテクノロジービジネス推進協議会 

〒101-0062 千代田区神田駿河台 1-8-11東京 YWCA会館 3階  https://www.nbci.jp 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html
https://www.nbci.jp/

