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新型コロナウイルスに関連した感染症について 

関係省庁における対応状況一覧 

＜令和５年＞ 

 

令和５年 2月 28日（火） 

 

（１）内閣官房 

＜令和５年＞ 

・1月 27日、新型コロナウイルス感染症対策本部にて、「新型コロナウイ

ルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針につい

て」が決定されたことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策本部に

て、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更 

・２月 10日、「マスク着用の考え方の見直し等について」が決定されたこ

とを踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策本部にて、「新型コロナウイ

ルス感染症対策の基本的対処方針」を変更 

 

 

（２）内閣府 

＜令和５年＞ 

・１月 30 日、企業主導型保育事業実施者に対し、事務連絡「令和５年２

月以降の新型コロナウイルス感染症対策に伴う企業主導型保育施設の

利用料減免に係る支援について」について、実施機関を通じて周知。 

 

 

（３）警察庁 

＜令和５年＞ 

・２月 13日、「マスクの着用の考え方の見直し等について」を踏まえた業

種別ガイドラインの見直し」について関係団体へ周知。 

 

 

（４）金融庁 

＜令和５年＞ 

・１月 30 日、金融機関（銀行分）における貸付条件の変更等の状況につ

いて公表 

・２月 17 日、金融機関（協金分）における貸付条件の変更等の状況につ

いて公表 
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・２月 28 日、金融機関（銀行分）における貸付条件の変更等の状況につ

いて公表 

 

 

（５）消費者庁 

＜令和５年＞ 

 

 

 

（６）復興庁 

＜令和５年＞ 

 

 

 

（７）総務省 

＜令和５年＞ 

 

 

 

（８）消防庁 

＜令和５年＞ 

・１月 20日（金）、厚生労働省から各都道府県衛生主管部（局）等に対し

て救急医療のひっ迫回避に向けた取組が改めて周知され、地域の実情に

応じて取組を進めるよう要請されたことを踏まえ、各都道府県消防防災

主管部（局）及び各消防本部に対して、関係者との連携を図り、必要な

対応を求める事務連絡を発出 

 

 

（９）法務省 

＜令和５年＞ 

 

 

 

（10）出入国在留管理庁 

＜令和５年＞ 

・１月 20 日、新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入
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れ機関への支援策（令和５年１月１日現在）を取りまとめ、日本語版及

びやさしい日本語版を出入国在留管理庁外国人生活支援ポータルサイ

トに掲載、Twitter、Facebookに投稿、メール配信サービスにて配信 

・２月 15 日、新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入

れ機関への支援策（令和５年２月１日現在）を取りまとめ、日本語版及

びやさしい日本語版を出入国在留管理庁外国人生活支援ポータルサイ

トに掲載、Twitter、Facebookに投稿、メール配信サービスにて配信 

 

 

（11）外務省 

＜令和５年＞ 

 

 

 

（12）財務省 

＜令和５年＞ 

 

 

 

（13）文部科学省 

＜令和５年＞ 

・１月５日、各大学に対して、無症状濃厚接触者の受験の際にタクシー等

の利用を可能とする条件を整理し、周知 

・１月６日、各都道府県・指定都市教育委員会等に対して、無症状濃厚接

触者の受験の際にタクシー等の利用を可能とする条件を整理し、周知 

・２月８日、各都道府県・指定都市教育委員会等に対して、学校保健安全

法に基づく児童生徒等の健康診断の実施等に係る対応について周知 

・２月 10 日、各都道府県・指定都市教育委員会等に対して、卒業式にお

けるマスクの取扱いに関する基本的な考え方について周知 

・２月 13 日、各都道府県・指定都市教育委員会等に対して、令和４年度

中に実施される令和５年度高等学校入学者選抜等におけるマスク着用

の考え方について周知 

 

 

（14）厚生労働省 

＜令和５年＞ 
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・１月６日、「「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその

疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改

正について（周知）」を発出 

・１月６日、「「季節性インフルエンザ同時流行に備えた体制整備に係る医

療用物資の配布について」の一部改正について」を発出 

・１月 11 日、「With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見

直しについて」を発出 

・１月 13日、「医療機関・健康フォローアップセンターからの日次報告の

方法について（再周知）」を発出 

・１月 17日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（ゾ

コーバ錠 125mg）の医療機関及び薬局への配分について」を発出 

・１月 17日、「高齢者施設等での検査について」を発出 

・１月 19日、「医療機関における救急医療のひっ迫回避に向けた取組につ

いて」を発出 

・１月 20日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（ゾ

コーバ錠 125mg）の使用にあたっての注意喚起について」を発出 

・１月 20日、「武田社ワクチン（ノババックス）による令和４年秋開始接

種に係る接種後の健康状況に関する調査について」を発出 

・１月 23 日、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）

の病床確保料の適正な執行および調査について」を発出 

・１月 23 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）に関するＱ＆Ａ（第９版）について」を発出 

・１月 25日、「ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンの有効期限

の取扱いについて」を発出 

・１月 27日、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更

等に関する対応方針について（情報提供）」を発出 

・１月 31日、「高齢者施設等における面会の再開・推進にかかる高齢者施

設等の職員向け動画及びリーフレットについて」を発出 

・２月３日、「新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査におけるゲノ

ム解析及び変異株 PCR検査について（要請）」を発出 

・２月８日、「今後の新型コロナワクチン接種について（その２）」を発出 

・２月 10日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

（医療分）変更交付決定額一覧【令和 5 年 2 月 10 日付変更交付決定】」

を発出 

・２月 10日、「マスク着用の考え方の見直し等について」を発出 

・２月 10日、「パキロビッドパックの使用期限の取扱いについて」を発出 
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・２月 10 日、「「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・

第 9.0版」の周知について」を発出 

・２月 10日、「ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンの有効期限

の取扱いについて」を発出 

・２月 10 日、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関す

る手引き」の改訂について」を発出 

・２月 10 日、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施につい

て（指示）」の一部改正について」を発出 

・２月 10日、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整

備に関する省令附則第四項の規定によりなおその効力を有するものと

された同令第三条の規定による改正前の予防接種実施規則の一部を改

正する省令の公布について」を発出 

・２月 14日、「マスク着用の考え方の見直し等（特に医療機関における取

扱い）について」を発出 

・２月 15日、「新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症状に関する研

究への協力について」を発出 

・２月 16日、「医療用物資の国備蓄品の売却について」を発出 

・２月 16日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（パ

キロビッド®パック）の医療機関及び薬局への配分について（別紙 、質

疑応答集の改正）」を発出 

・２月 16日、「ファイザー社の５歳から 11歳用の新型コロナワクチン（オ

リジナル株とオミクロン株（BA.4/5）の２価ワクチン）の配送等につい

て」を発出 

・２月 17日、「新型コロナウイルス感染症に対するファビピラビルに係る

観察研究における医薬品の適正な使用・管理状況等の確認結果について」

を発出 

・２月 17 日、「「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・

第 9.0版」の一部訂正について」を発出 

・２月 17日、「武田社ワクチン（ノババックス）による令和４年秋開始接

種に係る接種後の健康状況に関する調査について（その２）」を発出 

・２月 17日、「「新型コロナワクチン 予診票の確認のポイント Ver9.1」

について」を発出 

・２月 20日、「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に悩む方の診療を

している医療機関の選定及び公表等について（依頼）」を発出 

・２月 21日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
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（医療分）執行状況（令和４年 12月 31日時点）」を発出 

・２月 22 日、「今後の新型コロナワクチン接種について（その３）」を発

出 

・２月 24日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（ゾ

コーバ錠 125mg）の使用にあたっての注意喚起に係る追加の情報提供」

を発出 

・２月 27日、「外国船籍国際クルーズ船の運航再開に係る自治体における

対応について」を発出 

・２月 28日、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関

への配分について（別紙及び質疑応答集の修正）」を発出 

・２月 28日、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲ

ビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について（質疑応答集の

修正）」を発出 

・２月 28 日、「ロナプリーブ注射液セット 300 及び同注射液セット 1332

の使用期限の取扱いについて」を発出 

・２月 28 日、「ゼビュディ点滴静注液 500mg の使用期限の取扱いについ

て」を発出 

 

 

（15）農林水産省 

＜令和５年＞ 

・１月２７日、基本的対処方針（令和５年１月２７日変更）の変更に伴う

事務連絡の発出について、省内関係部局に通知 

・１月２７日、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更に

ついて、省内関係部局、関係団体に通知 

・２月１０日、基本的対処方針（令和５年２月１０日変更）の変更に伴う

事務連絡の発出について、省内関係部局に通知 

・２月１０日、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更に

ついて、省内関係部局、関係団体に通知 

 

 

（16）経済産業省 

＜令和５年＞ 

・1月 16日、事業再構築補助金の公募要領（第 9回）を公表。 

・1 月 25 日、電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予等の柔

軟な対応を図るべく、託送供給約款等について、講じていた特例措置を
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延長するための認可を実施。 

・２月 28 日、電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予等の柔

軟な対応を図るべく、託送供給約款等について、講じていた特例措置を

延長するための認可を実施。 

 

 

（17）国土交通省 

＜令和５年＞ 

・1月 27日 第 100回新型コロナウイルス感染症対策本部において｢新型

コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針｣が変更されたことを受け、

基本的対処方針の変更、催物の開催制限、施設の使用制限に関する留意

事項等の変更について、国土交通省関係局より所管事業者、団体等へ周

知。 

・2月 13日 第 100回新型コロナウイルス感染症対策本部において｢新型

コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針｣が変更されたことを受け、

基本的対処方針の変更、催物の開催制限、施設の使用制限に関する留意

事項等の変更について、国土交通省関係局より所管事業者、団体等へ周

知。 

 

 

（18）環境省 

＜令和５年＞ 

 

 

 

（19）海上保安庁 

＜令和５年＞ 

・２月 20日、関係業界団体に対し、「新型コロナウイルス感染症対策の

基本的対処方針（２月 10日）」を踏まえた対策の徹底について周知 

 

 

（20）防衛省 

＜令和５年＞ 

・１月１日、海上自衛隊第２２航空群のＵＨ－６０が、上甑ヘリポートか

ら鹿児島市内までの間、新型コロナウイルス感染症患者１名を空輸 

・１月６日、海上自衛隊第２２航空群のＳＨ－６０が、壱岐空港から大村
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航空基地までの間、新型コロナウイルス感染症患者１名を空輸 

・１月９日、海上自衛隊第２２航空群のＵＨ－６０が、下甑ヘリポートか

ら鹿児島市内までの間、新型コロナウイルス感染症患者１名を空輸 

・１月１３日、海上自衛隊第２２航空群のＵＨ－６０が、下甑ヘリポート

から鹿児島市内までの間、新型コロナウイルス感染症患者１名を空輸 

・１月１３日、陸上自衛隊第１５旅団のＣＨ－４７が、沖永良部島から那

覇空港までの間、新型コロナウイルス感染患者１名を空輸 

 

 

（21）デジタル庁 

＜令和５年＞ 

 

 


