項目一覧
1.劇場、観覧場、映画館、演芸場
2.集会場、公会堂
3.展示会・展示場
4.体育館、水泳場、ボウリング場、運動施設、遊技場
5.博物館、美術館、図書館
6.遊興施設
7.教育施設
8.医療サービス等
9.インフラ運営等
10.飲食料品供給
11.食堂、レストラン、喫茶店等
12.生活必需物資供給
13.生活必需サービス
14.ごみ処理
15.冠婚葬祭
16.メディア
17.個人向けサービス
18.金融
19.物流、運送
20.製造業全般
21.オフィス事務全般
22.企業活動、治安維持
23.行政サービス
※上記のほか、学校、社会福祉施設、社会体育施設、研究施設等については、所管官庁において
ガイドライン等を作成・公表。

その他所管省庁で策定されているガイドライン・手引き等

業種別ガイドラインについて
令和5年1月6日現在

１．劇場、観覧場、映画館、演芸場
担当省庁名

団 体 名

掲載ガイドライン
劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイ

最終更新日

文部科学省

公益社団法人 全国公立文化施設協会

文部科学省

クラシック音楽公演運営推進協議会

文部科学省

緊急事態舞台芸術ネットワーク

文部科学省

一般社団法人全日本合唱連盟

厚生労働省

全国興行生活衛生同業組合連合会（映画館）

映画館における新型コロナウィルス感染拡大予防ガイドライン

2022年12月23日

厚生労働省

全国興行生活衛生同業組合連合会（演芸場）

演芸場における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン

2022年12月23日

ドライン
クラシック音楽公演における新型コロナウイルス感染拡大予防
ガイドライン
舞台芸術公演における新型コロナウイルス感染予防対策ガイド
ライン
合唱活動における新型コロナウイルス感染症拡大防止のガイド
ライン

2022年10月31日
2022年10月7日
2022年12月27日
2022年1月24日

一般社団法人コンサートプロモーターズ協会
経済産業省
文部科学省

一般社団法人日本音楽事業者協会

音楽コンサートにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイ
ドライン

2022年11月4日

一般社団法人日本音楽制作者連盟

２．集会場、公会堂
担当省庁名
文部科学省

団 体 名

掲載ガイドライン

最終更新日

公益社団法人 全国公民館連合会

公民館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン

一般社団法人日本コンベンション協会

新型コロナウイルス感染症禍におけるMICE開催のためのガイド

（MICE）
一般社団法人日本コングレス・コンベンショ

ライン
コンベンション推進機関及びMICE関連事業者等における

ン・ビューロー（JCCB)

新型コロナウイルス（COVID-19）対応ガイドライン

国土交通省

公益社団法人 日本青年会議所

祭り・イベント等開催に向けた感染拡大防止ガイドライン

2021年12月26日

経済産業省

公益社団法人 日本青年会議所

カンファレンス開催ガイドライン

2021年10月4日

国土交通省
国土交通省

2022年11月30日
2022年12月6日
2022年12月6日

３．展示会、展示場
担当省庁名
経済産業省
経済産業省
文部科学省

団 体 名
一般社団法人 日本展示会協会

掲載ガイドライン
展示会業界における COVID-19 感染拡大予防ガイドライン

一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進 ファッションショーにおける新型コロナウイルス感染予防対策
機構
大規模同人誌即売会

ガイドライン
新形コロナウィルス感染症流行下における同人誌即売会の開催
ガイドライン

最終更新日
2022年12月20日
2022年12月15日
2022年11月18日

4.体育館、水泳場、ボウリング場、運動施設、遊技場
担当省庁名
文部科学省

団 体 名
公益財団法人 日本スポーツ協会

掲載ガイドライン

最終更新日

スポーツイベントの開催における感染拡大予防ガイドライン

2022年12月26日

公益財団法人 日本パラスポーツ協会
文部科学省

一般社団法人

文部科学省

公益社団法人 日本プロサッカーリーグ

大学スポーツ協会

文部科学省

一般社団法人 日本女子サッカーリーグ

文部科学省

公益社団法人 日本女子プロサッカーリーグ

新型コロナウイルス感染症対策としての「UNIVAS大学スポーツ
活動再開ガイドライン」
Ｊリーグ 新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン
日本女子サッカーリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイド
ライン
WEリーグ 新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン

2022年12月5日
2022年9月20日
2022年3月11日
2022年10月19日

公益財団法人 日本ゴルフ協会
公益社団法人 日本プロゴルフ協会
文部科学省

一般社団法人 日本女子プロゴルフ協会

日本国内プロゴルフトーナメントにおける新型コロナウィルス感
染症対策ガイドライン

2022年11月21日

一般社団法人 日本ゴルフツアー機構
一般社団法人 日本ゴルフトーナメント振興協
会
文部科学省

公益社団法人日本プロボウリング協会

文部科学省

一般社団法人 日本野球機構

文部科学省

一般財団法人

日本ボクシングコミッション

日本プロボクシング協会
文部科学省
文部科学省
文部科学省

公益財団法人

日本相撲協会

公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・
バスケットボールリーグ
一般社団法人ジャパン・バスケットボール
リーグB3リーグ

プロボウリングトーナメント（ＪＰＢＡ競技会）における新型
コロナウイルス感染症対策ガイドライン
NPB新型コロナウイルス感染予防ガイドライン（有観客開催）
ボクシング興行再開に向けた新型コロナウイルス感染拡大予防
ガイドライン

2022年12月2日
2022年9月12日

2021年7月19日

新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン

2022年12月1日

B.LEAGUE 新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

2022年11月10日

B３リーグ

2021年10月24日

新型コロナウィルス感染症対策ガイドライン

文部科学省

日本社会人アメリカンフットボールXリーグ

NFA新型コロナウイルス感染予防ガイドライン

2021年7月29日

文部科学省

一般社団法人日本バレーボールリーグ機構

V.LEAGUE新型コロナウイルス対策ガイドライン

2022年10月20日

文部科学省

一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン

新型コロナウィルス感染症対応ガイドライン

2022年11月24日

文部科学省

一般社団法人

Tリーグ新型コロナウィルス感染症対策ガイドライン

2022年7月20日

農林水産省

経済産業省

Tリーグ

農のふれあい交流経営者協会
一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会

観光農園（収穫体験）における新型コロナウイルス感染症対応
ガイドライン

2022年11月29日

新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

2022年12月12日

公益社団法人 日本パブリックゴルフ協会
経済産業省

公益社団法人 全日本ゴルフ練習場連盟

新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

2021年10月28日

経済産業省

公益社団法人 日本テニス事業協会

新型コロナウイルス感染症対策 ガイドライン

2022年12月9日

経済産業省

一般社団法人 日本アミューズメント産業協会

経済産業省

公益社団法人 日本ボウリング場協会

経済産業省

スクーバダイビング事業協同組合
一般社団法人

経済産業省

日本スクーバダイビング協会

東日本遊園地協会
西日本遊園地協会 等

ゲームセンターにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイド
ライン
新型コロナウイルス感染症対策 (公社)日本ボウリング場協会ガ
イドライン
新型コロナウイルス感染症対策

ダイビング事業者向けガイドラ

イン

遊園地・テーマパークにおける新型コロナウイルス感染拡大予
防ガイドライン

2022年11月29日
2022年12月12日

2022年12月1日

2022年12月23日

経済産業省

一般社団法人 日本スイミングクラブ協会

経済産業省

一般社団法人 日本フィットネス産業協会

警察庁

一般社団法人 全日本指定射撃場協会

警察庁

全国麻雀業組合総連合会

警察庁

パチンコ・パチスロ産業21世紀会

スイミングクラブにおける新型コロナウイルス感染拡大予防の
ためのガイドライン
FIAフィットネス関連施設における新型コロナウイルス感染拡大
対応ガイドライン
射撃場における新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドライ
ン
マージャン店営業等における新型コロナウイルス感染症の拡大
予防ガイドライン
パチンコ・パチスロ店営業における新型コロナウイルス感染症
の拡大予防ガイドライン

2022年12月13日
2022年12月8日
2022年11月28日
2022年11月25日
2022年11月25日

国土交通省

アクティビティツアー連絡会

アクティビティツアー向け新型コロナウイルス対策ガイドライン

2022年12月6日

国土交通省

体験教室連絡会

体験教室向け新型コロナウイルス対策ガイドライン

2022年12月6日

スキー場における新型コロナウイルス対応ガイドライン

2022年12月6日

国土交通省
国土交通省

一般社団法人

日本スノースポーツ＆リゾーツ

協議会
一般社団法人日本オートキャンプ協会

オートキャンプ場における新型コロナウイルス感染症感染予防
ガイドライン

2022年12月5日

5.博物館、美術館、図書館
担当省庁名

団 体 名

掲載ガイドライン

最終更新日

文部科学省

公益財団法人 日本博物館協会

博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン

2022年9月8日

文部科学省

公益社団法人 日本図書館協会

図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン

2022年12月1日

文部科学省

公益社団法人 全国学校図書館協議会

文部科学省

公益社団法人 日本動物園水族館協会

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策下における学校図書館
の活動ガイドライン
動物園・水族館における新型コロナウイルス感染対策ガイドラ
イン

2022年11月30日
2022年11月20日

6.遊興施設
担当省庁名

団 体 名

掲載ガイドライン

最終更新日

公益社団法人 全国競輪施行者協議会
全国小型自動車競走施行者協議会
公益財団法人 ＪＫＡ
一般財団法人 東日本小型自動車競走会
経済産業省

一般財団法人 西日本小型自動車競走会

競輪・オートレースにおける新型コロナウイルス感染症
感染拡大予防ガイドライン

2022年12月5日

一般社団法人 日本競輪選手会
一般社団法人 全日本オートレース選手会
一般社団法人 全国場外車券売場設置者協議会
一般財団法人 日本サイクルスポーツ振興会
一般社団法人 ナイトクラブエンターテイメン
ト協会
警察庁

西日本クラブ協会
一般社団法人

農林水産省
国土交通省

経済産業省
文部科学省

特定遊興飲食店（ナイトクラブ における新型コロナウイルス感
染拡大予防ガイドライン

2022年11月21日

ミュージックバー協会

地方競馬全国協会

競馬における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン

一般社団法人

モーターボート競走における新型コロナウイルス感染症

全国モーターボート競走施行

者協議会
一般社団法人 日本カラオケボックス協会連合
会
一般社団法人 カラオケ使用者連盟

感染拡大予防ガイドライン

カラオケボックス等の歌唱を伴う飲食の場における新型コロナ
ウイルス感染拡大予防ガイドライン

2022年12月13日
2022年12月19日

2022年12月16日

一般社団法人 全国カラオケ事業者協会
一般社団法人 ライブハウスコミッション
厚生労働省

NPO法人 日本ライブハウス協会

ライブハウスにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラ
イン

2022年12月22日

日本音楽会場協会
厚生労働省

日本ライブレストラン協会

厚生労働省

全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会

ライブレストランにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガ
イドライン
社交飲食業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラ
イン

2022年12月18日
2022年12月16日

７.教育施設
担当省庁名

団 体 名

経済産業省

公益社団法人 全国学習塾協会

経済産業省

一般社団法人 全国外国語教育振興協会

経済産業省

一般社団法人 全日本ピアノ指導者協会

経済産業省

NPO法人日本ネイリスト協会

警察庁

全日本指定自動車教習所協会連合会

警察庁

全国届出自動車教習所協会

文部科学省

特定非営利活動法人 全国検定振興機構

掲載ガイドライン
新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン
民間外国語教育事業者における新型コロナウイルス感染症対策
ガイドライン
ピアノ教室向け感染症対策ガイドライン
ネイルスクールおよびネイルに関する授業・講習等における新
型コロナウイルス感染症対策ガイドライン
指定自動車教習所における新型コロナウイルス感染症の感染防
止のためのガイドライン
〔全自教〕感染症予防ガイドライン（新型コロナウイルス感染
症）
民間検定試験等の実施における新型コロナウイルス感染症対策
ガイドライン

最終更新日
2021年9月27日
2022年12月14日
2022年12月12日
2022年12月26日
2022年12月26日
2021年10月1日
2022年11月30日

(一財）日本語教育振興協会
(一社）全国日本語学校連合会
出入国在留管理庁
文化庁

(一社)日本語学校ネットワーク

日本語教育機関における新型コロナ感染症対策 ガイドライン

2022年11月14日

全国専門学校日本語教育協会
(一社)全国各種学校日本語教育協会
(一社)全日本学校法人日本語教育協議会

8.医療サービス等
担当省庁名

団 体 名

掲載ガイドライン

最終更新日

一般社団法人

日本総合健診医学会

公益社団法人

日本人間ドック学会

公益財団法人

結核予防会

公益社団法人

全国労働衛生団体連合会

公益財団法人

日本対がん協会

公益社団法人

全日本病院協会

一般社団法人

日本病院会

公益財団法人

予防医学事業中央会

厚生労働省

公益社団法人

日本医師会

新型コロナウイルス感染症対策 医療機関向けガイドライン

2022年12月1日

厚生労働省

公益社団法人

日本歯科医師会

新たな感染症を踏まえた歯科診療ガイドライン

2022年12月1日

厚生労働省

公益社団法人

日本薬剤師会

新型コロナウイルス感染症対策 薬局向けガイドライン

2022年12月13日

厚生労働省

厚生労働省

（公社）日本柔道整復師会
（一社）日本柔道整復接骨医学会

厚生労働省

（公社）日本鍼灸師会

健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策につい
て

柔道整復施術所における新型コロナウイルス感染症対策ガイド
ライン

2022年3月18日

2022年11月16日

新型コロナウイルス感染防止ガイドライン

2022年11月30日

新型コロナウイルス感染症ガイドライン

2022年11月18日

（公社）全日本鍼灸マッサージ師会
厚生労働省

全国柔整鍼灸協同組合

９.インフラ運営等
担当省庁名

団 体 名

国土交通省

一般社団法人 建設電気技術協会

国土交通省

公益社団法人 日本下水道管路管理業協会

国土交通省

一般社団法人 日本下水道施設管理業協会

国土交通省

東日本高速道路株式会社

掲載ガイドライン
建設電気技術関係の建設現場における新型コロナウイルス感染
予防対策ガイドライン
下水道管路管理業務における新型コロナウイルス感染症対策ガ
イドライン
下水道施設運転管理業務における新型コロナウイルス感染予防
対策ガイドライン
新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
中日本高速道路（株）における新型コロナウイルス感染予防対

最終更新日
2022年12月6日
2022年12月12日
2021年10月29日
2022年11月11日

国土交通省

中日本高速道路株式会社

国土交通省

西日本高速道路株式会社

新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

2022年11月30日

国土交通省

首都高速道路株式会社

新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

2022年12月2日

国土交通省

阪神高速道路株式会社

阪神高速道路㈱ 新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

2022年12月9日

国土交通省

本州四国連絡高速道路株式会社

新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

2022年12月13日

国土交通省

一般社団法人 全国建設業協会

国土交通省

一般社団法人 日本建設業連合会

国土交通省

一般社団法人 マンション計画修繕施工協会

国土交通省

一般社団法人 住宅生産団体連合会

国土交通省

一般社団法人

日本埋立浚渫協会

一般社団法人

日本海上起重技術協会

一般社団法人

日本潜水協会

策ガイドライン

地域建設業における建設現場の新型コロナウイルス感染症対策
の実践
建設業（建設現場）における新型コロナウイルス感染予防対策
ガイドライン
マンション計画修繕工事における新型コロナウイルス対策ガイ
ドライン
住宅業界における感染予防ガイドライン

港湾空港建設事業の新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防
ガイドライン

2022年12月12日

2022年12月9日
2022年11月21日
2022年12月13日
2021年12月10日

2021年11月1日

日本港湾空港建設協会連合会
全国浚渫業協会
国土交通省

公益社団法人

経済産業省

一般社団法人 全国ＬＰガス協会

経済産業省

全国石油商業組合連合会

総務省
厚生労働省

一般社団法人

日本港湾協会

電気通信事業者協会

一般社団法人日本水道運営管理協会

クルーズ船が寄港する旅客ターミナル等における感染拡大予防
ガイドライン
ＬＰガス販売事業者等における新型コロナウイルス感染予防対
策ガイドラインについて
ガソリンスタンドにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガ
イドライン
電気通信事業分野における新型コロナウイルス感染症対策ガイ
ドライン
水道運営管理業務における新型コロナウイルス感染症対策ガイ
ドライン

2022年11月15日
2022年12月5日
2022年11月25日
2022年12月7日
2021年10月15日

10.飲食料品供給
担当省庁名

団 体 名

農林水産省

一般財団法人 食品産業センター

農林水産省

公益社団法人 中央畜産会

農林水産省

公益社団法人 大日本農会

農林水産省

一般社団法人 日本林業協会

農林水産省

一般社団法人 日本林業協会

農林水産省

全国漁業協同組合連合会
一般社団法人 大日本水産会

掲載ガイドライン
食品製造業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガ
イドライン
畜産事業者における新型コロナウイルス感染防止、感染者が発
生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン
農業関係者における新型コロナウイルス感染者が発生した時の
対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン
林業経営体における新型コロナウイルス感染防止、感染者が発
生した時の対応及び事業継続に関するガイドライン
木材産業事業者における新型コロナウイルス感染防止、感染者
が発生した時の対応及び事業継続に関するガイドライン
漁業者に新型コロナウイルス感染者が発生したときの対応及び
事業継続に関する基本的なガイドライン

最終更新日
2022年11月22日
2022年11月30日
2022年11月17日
2022年11月29日
2022年11月29日

2022年12月2日

全国中央卸売市場協会
全国公設地方卸売市場協議会
全国第3セクター市場連絡協議会
一般社団法人 全国中央市場青果卸売協会
一般社団法人 全国青果卸売市場協会
全国青果卸売協同組合連合会
農林水産省

公益社団法人 日本食肉市場卸売協会

卸売市場における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイ
ドライン

2022年11月30日

東京食肉市場卸商協同組合
一般社団法人 日本花き卸売市場協会
一般社団法人 全国花卸協会
一般社団法人 全国水産卸協会
全国魚卸売市場連合会
全国水産物卸組合連合会
一般社団法人 日本外食品流通協会
農林水産省

全国給食事業協同組合連合会

2022年11月28日
食品卸売業の倉庫等における新型コロナウイルス感染症感染拡
大予防ガイドライン

一般社団法人 日本給食品連合会
農林水産省

一般社団法人 日本加工食品卸協会

2022年11月25日
2022年11月25日

食品卸売業の物流センターにおける新型コロナウイルス感染症
感染拡大予防ガイドライン

2022年11月29日

11.食堂、レストラン、喫茶店等
担当省庁名
厚生労働省

団 体 名
一般財団法人

カクテル文化振興会

一般社団法人

日本バーテンダー協会

一般社団法人

日本ホテルバーメンズ協会

掲載ガイドライン
オーセンティックバーにおける新型コロナウイルス感染拡大予
防ガイドライン

最終更新日
2022年12月16日

一般社団法人日本旅客船協会

国土交通省

屋形船東京都協同組合

屋形船における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

2021年12月23日

東京湾遊漁船業協同組合
江戸屋形船組合
農林水産省
厚生労働省

一般社団法人 全国生活衛生同業組合中央会
一般社団法人 日本フードサービス協会

厚生労働省

全国食鳥肉生活衛生同業組合連合会

厚生労働省

全国氷雪販売業生活衛生同業組合連合会

厚生労働省

全国食肉生活衛生同業組合連合会

財務省

酒類業中央団体連絡協議会

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（改正）に基
づく外食業の事業継続のためのガイドライン
食鳥肉販売業における新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイ
ドライン
氷雪販売業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラ
イ
食肉販売業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラ
イン
酒類業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイド
ライン

2022年12月13日

2022年12月9日
2022年12月1日
2022年12月9日
2021年10月25日

12.生活必需物資供給
担当省庁名

団 体 名

経済産業省

大手家電流通協会

経済産業省

日本書店商業組合連合会

経済産業省

掲載ガイドライン
家電量販店における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラ
イン
書店における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドラ

イン
日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業 レンタル業界における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防
組合

ガイドライン

経済産業省

全国商店街振興組合連合会

商店街における感染症防止対策に向けた基本的な方針

厚生労働省

一般社団法人

日本補聴器販売店協会

補聴器販売店における新型コロナウイルス感染拡大防止のため
のガイドライン

最終更新日
2021年10月22日
2022年12月12日
2022年12月20日
2022年11月1日
2022年12月12日

オール日本スーパーマーケット協会
一般社団法人 全国スーパーマーケット協会
日本小売業協会
一般社団法人 日本ショッピングセンター協会
一般社団法人 日本スーパーマーケット協会
経済産業省
農林水産省

一般社団法人 日本専門店協会
日本チェーンストア協会

小売業の店舗における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防
ガイドライン

2022年11月29日

一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会
一般社団法人 日本DIY・ホームセンター協会
一般社団法人 日本百貨店協会
一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協
会
一般社団法人 日本ボランタリーチェーン協会
環境省

公益社団法人 日本アロマ環境協会

新型コロナウイルス感染防止ガイドライン（ショップ・スクー
ル・サロン共通）

2022年12月6日

13.生活必需サービス
担当省庁名
経済産業省

団 体 名
一般社団法人 日本エステティック振興協議会
特定非営利活動法人 日本エステティック機構
等

掲載ガイドライン
エステティックサロンにおける新型コロナウイルス対応ガイド
ライン
ネイルサロンにおける新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ

最終更新日
2022年12月12日

経済産業省

NPO法人日本ネイリスト協会

経済産業省

一般社団法人 日本リラクゼーション業協会

厚生労働省

全国理容生活衛生同業組合連合会

理容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン

2022年12月12日

厚生労働省

全日本美容業生活衛生同業組合連合会

美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン

2022年12月12日

厚生労働省

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会

厚生労働省

全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会

厚生労働省

一般社団法人

日本ダストコントロール協会

一般社団法人

日本カイロプラクターズ協会

経済産業省
厚生労働省
経済産業省
厚生労働省

カイロプラティック制度化推進会議

農林水産省

一般財団法人 都市農山漁村交流活性化機構

農林水産省

一般社団法人

日本ファームステイ協会

農林水産省

一般社団法人

国土交通省

一般社団法人 日本ホテル協会

全国農協観光協会

ン
リラクゼーションスペース（店舗）における新型コロナウイル
ス感染症（ＣＯＶＩＤ-19）対応ガイドライン

クリーニング所における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイ
ドライン
浴場業（公衆浴場）における新型コロナウイルス感染拡大予防
ガイドライン
ダストコントロール業における新型コロナウイルス感染症予防
対策ガイドライン
カイロプラクティックオフィスにおける新型コロナウイルス感
染症(COVID-19)対策ガイドライン
カイロプラクティック事業所における新型コロナウイルス感染
症対策ガイドライン
ふるさとホームステイ（教育旅行民泊）受入地域団体に求めら
れる「新型コロナウイルス感染拡大予防」の取組
農泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン
農泊 体験交流企画 新型コロナウイルス等感染予防対策ガイドラ
イン
ホテル業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイ
ドライン

2022年12月26日
2022年12月26日

2022年12月14日
2022年12月2日
2022年12月7日
2022年11月30日
2022年12月10日
2022年11月29日
2022年11月29日
2022年11月30日
2022年12月6日

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
厚生労働省
国土交通省

一般社団法人 日本旅館協会

宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン

2022年12月6日

一般社団法人全日本ホテル連盟（ANHA）

14.ごみ処理
担当省庁名
環境省

団 体 名
一般財団法人 日本環境衛生センター
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興セン

掲載ガイドライン
廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン

最終更新日
2021年9月15日

ター

15.冠婚葬祭
担当省庁名
経済産業省

団 体 名
公益社団法人 日本ブライダル文化振興協会

掲載ガイドライン
結婚式場業「新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン

最終更新日
2022年11月28日

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会
経済産業省
経済産業省

経済産業省

日本バンケット事業協同組合

バンケットレセプタント請負業における新型コロナウイルス感

一般社団法人 日本結婚相手紹介サービス協議

染拡大防止ガイドライン
新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた結婚相手紹介サー

会

ビス 業界ガイドライン

全日本葬祭業協同組合連合会
一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会

葬儀業「新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」

2022年11月28日
2022年12月22日

2021年12月13日

16.メディア
担当省庁名

団 体 名

掲載ガイドライン
・番組制作における新型コロナウイルス感染予防対策の留意事

最終更新日

総務省

一般社団法人 日本民間放送連盟

総務省

日本放送協会

日本放送協会 新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン

2022年12月12日

総務省

一般社団法人 衛星放送協会

新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

2022年12月14日

総務省

一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟

新型コロナウイルス対策ガイドライン

2022年12月27日

総務省

一般社団法人 日本コミュニティ放送協会

項

新しい生活様式におけるコミュニティ放送事業者のガイドライ
ン
映画撮影における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライ

経済産業省

一般社団法人 日本映画製作者連盟

経済産業省

一般社団法人 日本音声製作者連盟

音声制作における新型コロナウイルス感染症防止ガイドライン

文部科学省

特定非営利活動法人 ジャパン・フィルムコ

ロケ撮影支援における新型コロナウイルス感染予防対策ガイド

経済産業省

ミッション

ライン

ン

2021年9月10日

2021年9月10日
2022年12月12日
2021年11月1日
2022年11月25日

17.個人向けサービス
担当省庁名

団 体 名

掲載ガイドライン

最終更新日

一般社団法人日本自動車販売協会連合会
一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会
一般社団法人全国軽自動車協会連合会
日本自動車輸入組合
一般財団法人日本自動車査定協会
経済産業省

一般社団法人日本自動車購入協会

自動車販売（小売、卸売）業における新型コロナウイルス感染
予防対策ガイドライン

2021年11月19日

一般社団法人日本オートオークション協議会
全国オートバイ協同組合連合会
一般社団法人中古二輪自動車流通協会
一般社団法人日本二輪車オークション協会
一般社団法人日本ＲＶ協会
経済産業省

協同組合日本写真館協会

経済産業省

一般社団法人日本コールセンター協会

経済産業省

公益社団法人 日本訪問販売協会

環境省

一般社団法人 全国ペット協会

写真館の新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン
コールセンターにおける新型コロナウイルス感染症対策に関す
る指針
ダイレクトセリングにおける新型コロナウイルス感染症対策ガイ
ドライン
ペットショップ等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガ
イドライン

2021年12月23日
2022年11月30日
2022年1月14日
2022年11月30日

18.金融
担当省庁名

団 体 名

金融庁

一般社団法人 全国銀行協会

金融庁

日本証券業協会

金融庁

一般社団法人

掲載ガイドライン
全国銀行協会新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン
証券業界における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライ
ン

全国信用金庫協会

信用金庫における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン
全国信用組合中央協会新型コロナウイルス感染症対策ガイドラ

最終更新日
2022年11月25日
2022年11月15日
2022年11月28日

金融庁

一般社団法人

全国信用組合中央協会

金融庁

一般社団法人

全国労働金庫協会

労働金庫における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

2022年11月30日

金融庁

一般社団法人

生命保険協会

新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

2022年11月30日

金融庁

一般社団法人

日本損害保険協会

新型コロナウイルス感染症対策に関するガイドライン

2022年11月30日

金融庁

日本貸金業協会

日本貸金業協会新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

2022年11月30日

経済産業省

一般社団法人 日本クレジット協会

経済産業省

公益社団法人 リース事業協会

イン

クレジット事業者における新型コロナウイルス感染症感染拡大
予防ガイドライン
リース事業者における新型コロナウイルス感染予防対策ガイド
ライン

2022年12月21日

2022年12月15日
2022年1月26日

19.物流、運送
担当省庁名
国土交通省
国土交通省

団 体 名

掲載ガイドライン

最終更新日

鉄道連絡会（一般社団法人 日本民営鉄道協会

鉄軌道事業における新型コロナウイルス感染症対策に 関するガ

・ JR等）

イドライン（鉄道連絡会）

公益社団法人 日本バス協会

バスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

2022年12月1日

貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン

2022年11月30日

2022年12月6日

貸切バス旅行連絡会

国土交通省

公益財団法人

日本バス協会

一般社団法人

日本旅行業協会

一般社団法人

全国旅行業協会
タクシーにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライ

国土交通省

一般社団法人 全国ハイヤー・タクシー連合会

国土交通省

一般社団法人 全国個人タクシー協会

国土交通省

公益社団法人 全日本トラック協会

経済産業省

一般社団法人 日本自動車リース協会連合会

国土交通省

日本内航海運組合総連合会

国土交通省

一般社団法人 日本旅客船協会

国土交通省

一般社団法人日本船主協会

新型コロナウイルス（COVID-19）に関するガイダンス

2021年11月1日

国土交通省

日本国際クルーズ協議会（JICC）

国際クルーズ運航のための感染拡大予防ガイドライン

2022年11月15日

ン
個人タクシー事業者における新型コロナウイルス感染予防対策
ガイドライン
トラックにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライ
ン
自動車リース事業者における新型コロナウイルス感染予防対策
ガイドライン
内航海運業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラ
イン
旅客船事業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラ
イン

外航クルーズ船事業者の新型コロナウイルス感染予防対策ガイド

2022年12月14日
2022年12月13日
2021年12月6日
2022年2月1日
2021年12月10日
2021年12月23日

国土交通省

一般社団法人

国土交通省

日本船舶代理店協会

新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

2021年10月13日

国土交通省

外航船舶代理店業協会

新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

2021年9月18日

国土交通省

日本外航客船協会

定期航空協会

航空分野における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライ

一般社団法人 全国空港事業者協会

国土交通省

ライン

一般社団法人 日本旅行業協会

ン

2022年11月15日

2022年7月11日

旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン

2022年12月6日

倉庫業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

2021年12月23日

一般社団法人 全国旅行業協会
国土交通省
国土交通省

一般社団法人 日本倉庫協会
一般社団法人 日本冷蔵倉庫協会

冷蔵倉庫業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラ
イン

2021年12月22日

公益社団法人 全国通運連盟

国土交通省

一般社団法人 航空貨物運送協会
一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協

貨物利用運送事業における新型コロナウイルス感染予防対策ガ
イドライン

2021年12月24日

会
日本内航運送取扱業海運組合
国土交通省

全国トラックターミナル協会

国土交通省

一般社団法人

国土交通省

（一社）全国レンタカー協会

総務省

日本港運協会

日本郵便株式会社

トラックターミナル事業における新型コロナウイルス感染予防
対策ガイドライン
港湾運送事業・港湾運送関連事業の新型コロナウイルス感染症
の感染拡大予防ガイドライン
レンタカー事業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイ
ドライン
郵便・物流事業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイ
ドライン

2022年12月14日
2022年11月30日
2022年12月12日
2022年12月7日

20.製造業全般
担当省庁名

団 体 名

掲載ガイドライン

最終更新日

国土交通省

一般社団法人 日本造船工業会

造船所における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

2022年12月1日

国土交通省

一般社団法人 日本中小型造船工業会

造船所における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

2022年12月1日

経済産業省

一般社団法人 日本経済団体連合会

経済産業省

一般社団法人情報サービス産業協会

製造事業所における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラ
イン
情報サービス業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイ
ドライン

2022年6月17日
2021年9月30日

21.オフィス事務全般
担当省庁名

団 体 名

掲載ガイドライン

最終更新日

オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

2022年6月17日

経済産業省

一般社団法人 日本経済団体連合会

国土交通省

一般社団法人

国土交通省

一般社団法人 日本造船工業会

オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

2022年12月1日

国土交通省

一般社団法人 日本中小型造船工業会

オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

2022年12月1日

国土交通省

公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会

新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

2021年9月7日

日本ビルヂング協会連合会

ビル事業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイド
ライン

2022年12月1日

22.企業活動、治安維持
担当省庁名
警察庁
厚生労働省

団 体 名
一般社団法人 全国警備業協会
公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会

掲載ガイドライン
警備業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
ビルメンテナンス業における新型コロナウイルス感染拡大予防
ガイドライン

最終更新日
2022年11月30日
2022年12月6日

23.行政サービス
担当省庁名
法務省

団 体 名
日本公証人連合会

掲載ガイドライン
新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン

最終更新日
2021年10月18日

