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防衛大臣    

（公印省略） 

 

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための防衛省・自衛

隊の活動に関する方針について（通達） 

 

新型コロナウイルス感染症について、国民の命と安全を守ることを目的とす

る防衛省・自衛隊が、その活動によって、これらを脅かすような事態があっては

ならないとの認識の下、これまでも累次の通達等において、他者との接触を低減

する取組を強力に推進してきているところである。 

防衛省・自衛隊は、感染拡大防止対策のために、「新しい生活様式」（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）新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「対処方針」という。）

に記載されている、「三つの密」（対処方針に記載されている、換気の悪い密閉

空間、多数が集まる密集場所及び間近で会話が発生をする密接場面への参加を

いう。以下同じ。）の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなど

の手指衛生をはじめとした基本的な感染対策の継続など、感染拡大を予防する

生活様式をいう。以下同じ。）の実践をはじめとする取組を行うこととする。 

また、緊急事態措置区域（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年

法律第３１号。以下「法」という。）第３２条第１項第２号に掲げる区域をいう。

以下同じ。）においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため

の各種の取組を徹底する。さらに、国防を担う防衛省・自衛隊においてはより一

層慎重な対応が必要であることから、教育訓練及び勤務態勢においては、まん延

防止等重点措置を実施すべき区域（法第３１条の４第１項第２号に掲げる区域

をいう。以下「重点措置区域」という。）とされた都道府県の知事が法第３１条

の６第１項の規定により定めた区域（以下「措置区域」という。）においては、

緊急事態措置区域での取組に準じた取組を行うこととする。 

防衛省・自衛隊の各種活動や職員・隊員個人の行動について、国民の命と安全
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を脅かすような事態を生じさせることのないよう、慎重な対応が求められてい

ることに変わりはない。他方、そうした中にあっても、国民の命と安全を守る使

命を全うするため、部隊等の即応性を確保することにも留意しなければならな

い。いかなる事態においても国民の生命・身体・安全を守り抜く防衛省・自衛隊

は、いわば最後の砦であり、各部隊の精強性を維持し、国民から求められる役割

を十分に果たすために、任務達成に必要不可欠な各種事業について、地域の特性

や感染状況等を踏まえ、必要な感染対策を講じた上で、実施するとともに、新型

コロナウイルス感染拡大防止策を講じていく必要があることを、隊員一人一人

が強く肝に銘じなければならない。 

これらを踏まえ、当分の間の防衛省・自衛隊の活動に関する方針を下記のとお

り定め、令和４年１０月１３日から適用する。 

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための防衛省・自衛隊の活

動に関する方針について（防官文（防）第３１９号。令和４年８月２３日）は、

令和４年１０月１２日をもって廃止する。 

 

               記 

 

１ 基本的な感染症対策の徹底 

（１）隊員の感染は、各種の活動に従事する部隊等の能力発揮に直接影響を及ぼ

すものであり、任務遂行能力に支障を来しかねない。このため、改めて隊員

一人一人は、感染拡大のリスクを高める行動をとった場合には、国民の命と

安全を守るという防衛省・自衛隊の目的の達成に支障を来し、ひいては、国

民の負託に応えることを困難なものとしかねないことを理解し、各自の行動

を厳しく律する必要があることを自覚されたい。 

（２）これまで累次の通達等により感染症対策を指示してきたところであるが、

いわゆる第７波では、全国統計においてオミクロン株の感染者数が過去最多

となり、新型コロナウイルス感染症の感染者数においても過去最多に至った。

その後本年９月３０日現在における防衛省・自衛隊の直近１週間の新規感染

者数は隊員１０万人当たり約２７０人となり、第７波の感染拡大の際の最大

時と比較し約７分の１にまで減少した。 

機関等（防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究

所、特別の機関（自衛隊の部隊及び機関を含む。）、地方防衛局及び支局並び

に防衛装備庁をいう。以下同じ。）の長（防衛省本省の内部部局においては、

官房長及び局長。以下同じ。）は、日常生活との両立を図りつつ、引き続き

新規感染者数の減少を図り、感染の再拡大を防止するため、防衛省・自衛隊

の各種活動時や職員・隊員個人の行動時において、「三つの密」の回避や人

と人との距離の確保、適切なマスクの着用、手洗いなどの手指衛生をはじめ

とした基本的な感染対策の継続などの「新しい生活様式」の実践について、
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改めて厳に徹底を図ることが求められる。また、これまで得られた知見から、

「三つの密」が重なるところは最も感染リスクが高いが、オミクロン株の感

染力を鑑み、そのうちいずれか一つのみに該当する状況についても可能な限

り回避すべきである。特に、マスクを外さざるを得ない状況となる飲食の場

面において、感染対策を徹底するため、不特定多数が集まり、かつ、感染対

策が十分に取られていない場所での飲食を避けること等、職員が飲食店等で

飲食をするに当たっては、対処方針、各自治体による取組等を踏まえた感染

対策を徹底するよう指導する。 

（３）マスクの着用においては、感染予防効果の観点から不織布マスクを推奨す

るものとし、新型コロナ感染症のワクチン（以下「ワクチン」という。）接

種の有無にかかわらず職場におけるマスクの適切な着用の徹底を図る。他方、

屋外で距離の確保ができる場合又は距離は確保できないものの会話をほと

んど行わない場合においてはマスクを着用する必要はなく、特に暑熱環境下

においては熱中症防止の観点から、マスクを外すことを推奨する。 

（４）自衛隊は、集団行動を基本とする組織であることから、部隊等（防衛大学

校及び防衛医科大学校を含む。以下この号において同じ。）において感染者

が発生した場合には、自衛隊の活動基盤を維持するため、当該感染者を起点

とする感染を拡大させないことが肝要である。そのため、部隊等の長（防衛

大学校にあっては防衛大学校長、防衛医科大学校にあっては防衛医科大学校

長）は、当該部隊等における１人目の感染者が確認された時点で、保健当局

による濃厚接触者の指定を待つことなく、部隊等においても自ら可能な範囲

で当該感染者との濃厚接触が疑われる隊員の隔離など所要の措置を確実に

講ずるものとする。一般的に、ワクチンを接種した者については感染しても

無症状又は軽微な発症に留まることに加え、国際機関や諸外国の報告や国内

の感染事例からも、オミクロン株の感染者の大半が無症状又は軽微な症状で

あることが判明していることから、当該隔離に当たっては、当該隔離の対象

者の中にこうした無症状病原体保有者が相当数存在する可能性を踏まえ、同

一の部屋に収容する人数を可能な限り少なくするなど、当該隔離の対象者の

間で感染が拡大する可能性を局限するものとし、この際、２メートルを基準

として、当該隔離の対象者相互の距離の確保等に努めるものとする。当該隔

離を行う場合において、防衛大学校長若しくは防衛医科大学校長又は当該隔

離を必要とする部隊等が所在する駐屯地、基地等における駐屯地司令（分屯

地にあっては分屯地司令）、基地司令（分屯基地にあっては分屯基地司令）

若しくは海上自衛隊の衛生隊司令、沖縄基地隊司令、航空基地隊司令若しく

は海上自衛隊第１術科学校長は、当該隔離のための施設の確保、食堂、浴場

等の共有スペースの利用制限など、感染拡大を局限するために必要な措置を

継続して確実に講ずるものとする。 

（５）これまでワクチンについては、９月３０日現在、約２２万人（約８６％）
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の隊員が３回目の接種を終えている。また、１０月２４日よりオミクロン株

対応２価ワクチン職域接種の開始が予定されており、当該ワクチンの接種は、

オミクロン株に対して一定の重症化予防効果が期待でき、従来のワクチンと

比較して発症予防効果が高いとされていることから、機関等の長は、速やか

に当該ワクチンを接種できるよう職域接種体制を構築するとともに、隊員に

対し、職域接種や自治体における接種を推進するものとする。 

（６）機関等の長及び医官は、前各号に掲げるもののほか、昨今の自衛隊内にお

ける感染者の拡大状況を踏まえ、人事教育局衛生官が定めた病原体検査ガイ

ドラインを参考にすること等について定めた別紙第１を参考に、その他必要

な措置を講ずるものとする。 

（７）機関等の長は、第２項から第５項までに規定する感染症対策を講ずる際に

は、新型コロナウイルス感染症対策について（令和４年１０月６日人事教育

局衛生官）を参照すること。 

 

２ 教育訓練の方針 

（１）別紙第２の範囲の教育（新入隊員を部隊等において受け入れて行う教育を

含む。以下同じ。）及び訓練の実施に当たっては、自衛隊はいかなる状況に

あっても即応性を維持する必要があることを前提として、複数の地域から隊

員が集まるとともに、外国の軍人等と接する機会もあるという教育訓練の特

性を踏まえ、実施の可否について、機関等の長又は教育訓練を実施する部隊

等の長がしかるべく判断するものとする。 

その上で、教育訓練を実施する場合には、機関等の長又は教育訓練を実施

する部隊等の長は、「持ち込まない、持ち込ませない、持ち帰らない」を原

則として、それぞれの教育訓練の特性に応じ、次に例示する措置その他の感

染症対策を十分に講ずることとする。 

ア 教育訓練の実施はもとより、移動先の演習場等の管理部隊等との調整に

際しても、対面する機会を局限するとともに、マスクを着用するなど、「三

つの密」を避けること。 

イ 乗員同士が長時間近距離で接する車内等の移動空間環境をできる限り

避けるとともに、車両等の窓開放などに努めること。 

ウ 移動途中における民間施設（サービス・エリアや道の駅等）等の使用を

行う場合においては、確実にマスクを着用し、当該施設等において手洗い

を確実に実施するとともに、車両等に戻る前に当該車両等外においてア

ルコール消毒等を実施すること。 

エ 感染の疑いのある隊員が確認された場合は、自衛隊病院等で受診した上

でＰＣＲ検査その他の病原体検査（以下「ＰＣＲ検査等」という。）を行

うこと。近傍にＰＣＲ検査等を受検可能な自衛隊病院等がないときは、Ｐ

ＣＲ検査等の受検を念頭において民間医療機関や保健当局等の関係機関
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への連絡を行うこと。 

オ 周囲の感染状況や教育訓練の態様などに応じ、事前及び長期にわたる教

育訓練の場合には適切な時期にＰＣＲ検査等を受検させるなど、それぞ

れの教育訓練の特性に応じた的確な感染症対策を講ずること。 

カ 教育訓練の参加者の中から感染者が発生した場合には、「拡げない」こ

とを至上命題として、ＰＣＲ検査等を受検させるとともに、陽性者等を隔

離するなど、教育訓練への影響を局限化すること。 

（２）緊急事態措置区域及び措置区域（以下「緊急事態措置区域等」という。）

以外の都道府県等が移動自粛を要請している場合には、感染防止策を確実に

講じた上で教育訓練を実施することなどについて、機関等から関係する自治

体等にあらかじめ丁寧に説明するものとする。 

（３）教育訓練の参加者による飲食店等での飲食を含めた外出・移動については、

対処方針、各自治体による取組等を踏まえ、感染対策を徹底の上、教育訓練

を実施する部隊等の長の判断によるものとする。 

なお、教育訓練の参加者に感染者が確認された場合においては、教育訓練

を実施する部隊等の長は、速やかに感染者を隔離する等感染拡大を防止した

上で、他の参加者による飲食店等での飲食を含めた外出の可否について、改

めて判断するものとする。 

（４）複数の地域から隊員が集まる教育の実施に当たっては、第１号に掲げるも

ののほか、次に例示する措置その他の感染症対策を十分に講ずるものとする。 

ア 別紙第３に示すところにより、教育開始の日（新入隊員を部隊等におい

て受け入れる場合には、当該受入れの日）の１４日前又は７日前から、当

該教育への参加予定者に対する健康観察を行い、感染又は感染の疑いがな

いことが確認された者のみを参加させること。また、教育への参加予定者

については、例えば、緊急事態措置区域等に所在する部隊等から教育に参

加する者に対して、教育参加前にＰＣＲ検査等を受検させる等、機関等の

長又は教育を実施する部隊等の長の判断により、感染拡大防止のための措

置を講ずること。 

イ 新入隊員を部隊等において受け入れる場合には、到着前にＰＣＲ検査等

を受検するよう要請することとし、ＰＣＲ検査等によって陽性と判定され

た者については、部隊等への受入れを延期すること。また、受入れの際に

健康状態を確認し、感染が疑われる症状等がある者については、直ちに隔

離するとともに、当該部隊等においてＰＣＲ検査等を受検させ、陽性と判

定された者については、保健当局と連携し、所要の措置を講ずること。 

ウ 教育を実施する部隊等については、教育参加者が様々な地域から集合し、

教育終了後には所属部隊等に戻ることや、教育の実施中は、教育参加者は

基本的に昼夜を問わず同一行動となるため、感染が拡大しやすい状況にあ

ることを踏まえ、教育参加者が、宴会（参加者が大声を出す等喧騒を伴う
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飲酒や食事）を行うに際しては、教育を実施する部隊等の長の承認を得る

ものとする。この場合において、教育を実施する部隊等の長は、当該宴会

に参加する教育参加者に対する事前及び事後の健康観察を特に入念に行

い、感染の疑いが認められた場合には、直ちに感染拡大防止のための措置

を講ずるものとする。 

エ 別紙第３に示すところにより、教育終了の日の１４日前又は７日前から

（教育の期間がこれらの日数以下である場合にあっては、教育の期間中は

常に）、教育参加者への健康観察を実施し、感染の疑いのある隊員が確認

された場合には、保健当局と連携し、感染者及び感染者との接触が疑われ

る隊員が特定されるまでの間、原則として当該教育の全参加者を部隊等に

復帰又は赴任させないこと。特に、参加者に息苦しさ、強い倦怠感、高熱

等の症状が確認されたときは、感染拡大のおそれを十分に考慮し、躊躇な

く全参加者の部隊等への復帰又は赴任を停止すること。 

また、感染者については治療終了後、感染者との接触が疑われる隊員に

ついては、別紙第３に示すところにより１４日間又は５日間の待機後に部

隊等に復帰又は赴任させることとし、１４日間又は７日間は健康観察を行

うこととする。その他の参加者の部隊等への復帰又は赴任の時期について

は、保健当局と連携し、必要な健康観察を行った上で判断すること。 

教育を終えて部隊等に復帰又は赴任する教育参加者については、例え

ば、緊急事態措置区域等から部隊等に復帰等する場合に、教育終了前にＰ

ＣＲ検査等を受検させる等、機関等の長又は教育を実施する部隊等の長

の判断により、感染拡大防止のための措置を講ずること。 

オ 外国における教育において外国の軍人等と直接接触する可能性のある

隊員はＰＣＲ検査を受検するとともに、参加要員については、真にやむを

得ない場合を除き、ワクチンを少なくとも２回接種した隊員を選定するこ

と。 

（５）訓練の実施に当たっては、第１号及び第３号に掲げるもののほか、次に例

示する措置その他の感染症対策を引き続き十分に講ずるものとする。 

ア 訓練の実施に際しては、訓練を実施する部隊等の長の判断により、訓練

開始前後のＰＣＲ検査等の受検や健康観察等の措置を講ずる。 

イ 外国軍隊との訓練を実施する場合は、外国の軍人等と直接接触する可能

性のある隊員については、真にやむを得ない場合を除き、ワクチンを少な

くとも２回接種した隊員から選定するとともに、訓練実施前後にＰＣＲ

検査を受検させるよう努めるほか、宿泊・食事場所の選定、外出条件や行

動範囲の設定等において、他者に感染させないための感染症対策を十分

に実施する。 

（６）予備自衛官及び即応予備自衛官の訓練並びに予備自衛官補の教育訓練

（以下この号において「訓練等」という。）の実施に当たっては、自衛隊
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はいかなる状況にあっても即応性を維持する必要があることを前提とし

て、複数の地域から隊員が集まるという訓練等の特性を踏まえ、実施の可

否について、機関等の長又は訓練等を実施する部隊等の長がしかるべく判

断するものとする。その上で、訓練等を実施する場合には、次に例示する

措置その他の感染症対策を十分に講ずるものとする。また、訓練等の招集

に係る調整を行う部隊等の長は、訓練等実施前に、イに示す措置を講ずる

可能性があることについて、訓練等参加者本人に対し、事前に確実に説明

するものとする。 

ア 別紙第３に示すところにより、訓練等開始の日の１４日前又は７日前

から、当該訓練等への参加予定者に対する健康観察を行い、感染又は感

染の疑いがないことが確認された者のみを訓練等に参加させること。 

イ 訓練等を実施する部隊等の長は、訓練等の期間中は常に当該訓練等参

加者への健康観察を実施し、感染の疑いのある隊員が確認された場合

は、保健当局に通報し、当局の指示に基づき、医療機関等における受診

等の必要な措置を講ずること。また、当該隊員及び当該隊員との接触が

疑われる隊員については、帰宅させる等の感染拡大防止のための措置を

とること。この際、保健当局による濃厚接触者の指定を待つことなく、

所要の措置を講ずること。また、帰宅させる際には、保健当局の指示に

基づき、公共交通機関を使用することのないよう、訓練等を実施する部

隊等において、官用車により帰宅支援を実施する等、所要の措置を講ず

ること。 

ウ 訓練等の参加者について、例えば、緊急事態措置区域等から移動して

訓練等に参加する者や、緊急事態措置区域等における訓練等を終了して

移動する者に対して、ＰＣＲ検査等を受検させる等、機関等の長又は訓

練等を実施する部隊等の長の判断により、感染拡大防止のための措置を

講ずること。 

 

３ 勤務態勢等の方針 

（１）警戒監視、対領空侵犯措置、災害派遣等の任務遂行については、引き続

き万全を期する。 

（２）リモート会議、テレワークを含む在宅勤務、時差出勤、交代制勤務等の

感染拡大防止のための取組については、所掌事務の遂行に支障を生じない

ことを前提に、可能な限り実施する。 

なお、機関等のうち緊急事態措置区域及び重点措置区域に所在するもの

の職員に感染者が確認された場合には、第１項第４号に掲げる措置のほ

か、前号に支障が生じない範囲で、当該感染者が所属する部署（課の単位
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を基本とするが、同一の課において執務室が分かれている場合には、その

勤務する執務室を基本とする。以下同じ。）において、直ちに交代制勤務

を実施する。この場合において、当該部署は、併せて国立感染症研究所に

よる「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」

（令和３年１１月２９日版）における「濃厚接触者」の定義（別紙第４）

を参考に、当該感染者との濃厚接触が疑われる職員の有無について、人事

教育局衛生官その他の衛生担当部局の協力を得て調査を行う。調査の結

果、当該感染者との濃厚接触が疑われる職員が確認されたときは、当該職

員が所属する部署においては、直ちに交代制勤務を実施する。感染者が所

属する部署においては、別紙第３に示すところにより、当該部署において

感染者が最後に確認された日から１４日又は５日が経過した後に交代制勤

務を解除できることとし、当該感染者と濃厚接触が疑われる職員が所属す

る部署においては、別紙第３に示すところにより、当該部署において当該

感染者と濃厚接触が疑われる職員が最後に確認された日から１４日又は５

日が経過した後に交代制勤務を解除できることとする。 

（３）移動に伴う感染拡大リスクを低減する観点から、国内における出張（視察

その他これに類するものを含む。以下この号において同じ。）の実施に当た

っては、「三つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底することとす

る。 

特に、緊急事態措置区域等と緊急事態措置区域等外を往来する出張につい

ては、中止又は延期とすることを原則とした上で、実施時期を含めた必要性

を慎重に判断し、真にやむを得ない場合に限るものとする。 

海外への出張並びに当該出張中における公共交通機関の使用及び用務以

外の外出については、当該出張に係る外国における感染状況等を踏まえ、必

要性を慎重に判断する。 

（４）職員は、飲食店等での飲食を含めた外出・移動に際しては、対処方針、

各自治体による取組等を踏まえ、感染対策を徹底するものとする。また、

機関等の長は、機関等及び所在する地域の特性や感染状況等を踏まえ、飲

食店等での飲食を含めた外出・移動に関し必要と認められる場合には、期

間及び対象を定めて追加的な措置を講ずるものとする。 

なお、かかる追加的措置を講ずるに当たっては、同一の市町村に所在する

他の部隊等の長と緊密に連携し、対応の整合を図るものとする。 

（５）事務官等の採用予定者に対して、採用日前にＰＣＲ検査等を受検すること

及び別紙第３に示すところにより、採用日の１４日前又は７日前から健康観

察を行うことを要請することとし、ＰＣＲ検査等によって陽性と判定された

場合又は感染の疑いがある場合には、登庁を控えさせることとする。なお、

初登庁の際に健康状態を確認し、感染が疑われる症状等がある事務官等につ
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いては、当該機関等においてＰＣＲ検査等を受検させるとともに、直ちに自

宅待機させることとする。さらに、陽性と判定された事務官等については、

保健当局と連携し、所要の措置を講ずることとする。 

 

４ 行事等の開催の方針 

（１）部外者が参加する行事等については、次に掲げる要件の全てを満たした場

合に限って、開催することとする。なお、開催に当たっては、対処方針及び

自治体の要請内容を十分に踏まえるものとする。 

ア 別紙第５及び別紙第６に示す感染症対策を参考として、十分な感染症対

策が講じられていること。 

イ 参加者数及び収容率がそれぞれ５千人及び５０％を超える場合（緊急事

態措置区域及び重点措置区域においては、参加者数が５千人を超える場

合）、「イベント開催等における感染防止安全計画等について」（令和４

年９月８日内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長）の規定

により感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けること。 

  この場合における参加者数及び収容率の上限は次の表のとおりとし、

参加者数又は収容率のうち、少ないものを上限とする。 

 

参加者数 緊急事態措置区域 １万人 

（対象者全員検査等の実施時には、

収容定員まで） 

重点措置区域 

及び 

その他の区域 

収容定員まで 

収容率 １００％ 

 （注）いずれの場合も大声なしの担保が前提 

 

ウ イ以外の行事等の場合、「イベント開催等における感染防止安全計画等

について」の規定により、感染防止策等を記載したチェックリストを作成

し、参加者に周知すること。 

  この場合における参加者数及び収容率の上限は次の表のとおりとする。  

 

参加者

数 

緊急事態措置区域 

及び 

重点措置区域 

５千人 

その他の地域 ５千人又は収容定員５０％の大きい方 

収容率 大声を伴う場合、５０％ 

大声を伴わない場合、１００％ 
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エ 屋外など収容定員が設定されていない場合、参加者間で以下の距離を確

保すること。 

（ア）大声を伴う場合 できるだけ２ｍ（最低１ｍ） 

（イ）大声を伴わない場合 人と人とが触れ合わない程度の距離 

オ 公共交通機関等の密集など、行事等の前後において感染拡大リスクが高

まる場合があることにも留意し、行事等の前後における感染防止策を徹底

するように参加者に対して促すこと。 

カ 行事等における飲食を回避するための方策を徹底すること。ただし、以

下の行事等については、当該行事等を主催する機関等の長（自衛隊の部隊

及び機関にあっては各幕僚長、地方防衛支局にあっては地方防衛局長。）

が、衛生担当部署と調整の上、十分な感染症対策が取られることを確認で

きる場合には、当該機関等の長が承認することにより、飲食の提供を行う

ことができるものとする。その際、当該行事等の参加者の行動に対する管

理を徹底するものとする。 

（ア）外国政府、外国軍隊等との会議等に伴い実施するもの 

（イ）地方自治体の首長その他の地元関係者との会議等に伴い実施するもの 

（ウ）その他業務上必要と認められる会議等に伴い実施するもの 

（２）部内者のみが参加する行事等であっても、多くの参加者を招集して開催す

るものについては、担当部局において、十分な感染症対策を講じた上で、開

催するものとする。 

（３）外国での行事等の開催（飲食の提供を含む）の可否については、在外公館

及び当該外国政府機関とも調整し、外交的意義を損なうことがないよう留意

する。 

（４）前各号の規定により難い場合には、個別に実施の適否等を判断するため、

大臣官房文書課を通じて速やかに防衛大臣に報告するものとする。 

 

５ 部外者の庁舎、駐屯地等への来訪の方針 

（１）「新しい生活様式」の実践が重要であるという認識の下、庁舎、駐屯地

等への来訪を希望する部外者に対して、新型コロナウイルス感染症り患者

発生の状況、各都道府県の取組及び駐屯地、基地等の特性を踏まえ、各駐

屯地司令、基地司令等が、当該部外者の発熱を把握するための取組を適切

に講ずる。この場合において、当該部外者の体温が３７．５度以上である

ことが確認されたときは、立入りを認めない。このほか、来訪を希望する

部外者に対して、人との接触を低減する取組を働きかけるとともに、感染

拡大防止のための取組が適切に行われるよう働きかけるものとする。 

（２）防衛省・自衛隊の中枢機能を有する市ヶ谷地区においては、特に次のア

及びイに掲げる対応をとるものとするが、その実施に当たっては、法令等
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に定められた国民の権利等を制約することのないように留意しなければな

らない。 

ア 部外者（国会議員及びその秘書、報道関係者等を除く。）が来訪する 

場合において、サーモグラフィーによる発熱のスクリーニングを行い、

当該部外者の体温が３７．５度以上であることが確認されたときは、立

入りを認めない。 

イ 担当部局は、実効性のある感染症対策を確実に講ずることを部外者に

要請するものとする。 

（３）前２号の規定にかかわらず、対処方針等に照らして、やむを得ず立入りを

認める必要がある場合には、大臣官房文書課長の示すところにより、立入り

を認めることができる。 

 

６ その他 

対処方針が変更されたとしても本通達の内容に影響がないときは、本通達

に規定する対処方針は、変更後のものと読み替えるものとする。 

 

添付書類：１ 別紙第１ 

２ 別紙第２ 

     ３ 別紙第３ 

     ４ 別紙第４ 

５ 別紙第５ 

６ 別紙第６ 

７ 新しい生活様式の実践例（新型コロナウイルス感染症対策専門

家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」。２０

２０年６月１９日） 

８ 新型コロナウイルス感染症対策について（令和４年１０月６日

人事教育局衛生官） 

９ 「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）厚生労働省新型コロナウイルス

感染症対策推進本部） 

10 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伴う

対策の徹底について（令和４年２月１４日内閣官房内閣人事局人

事政策統括官通知） 

11 イベント開催等における感染防止安全計画等について（改定そ

の７）（令和４年９月８日内閣官房新型コロナウイルス等感染症対



      

  

12 

 

策推進室長）（抜粋） 

12 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（令和４年９月８日内閣官房新型コ

ロナウイルス等感染症対策推進室長）（抜粋） 
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別紙第１ 

 

感染拡大を防止するための更なる対策について 

 

１ 職員の健康観察等 

防衛省・自衛隊における感染拡大を防止するためには、新型コロナウイルス

感染症を疑う症状の早期把握が必須である。ついては、全ての職員にあって

は、課業に就かない日を含め、日々の検温を実施するとともに、発熱、味覚、

嗅覚等の体調の異常の有無の確認をするものとする。 

また、万が一、感染した場合には過去の行動について保健所に通報すること

が求められていることから、平素から自らの行動歴について把握しておくもの

とする。 

 

２ 感染者把握のための病原体検査 

医官は、「防衛省・自衛隊における新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

めの病原体検査ガイドライン」の制定について（防人衛第６２３８号。令和３

年４月１日）を参考とし、新型コロナウイルス感染症患者の把握のため必要と

認めるときは、感染が疑われる軽微な症状の者であっても、積極的かつ速やか

にＰＣＲ検査又は抗原検査を実施するものとする。 
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別紙第２ 

教育及び訓練の範囲について 
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別紙第３ 

教育訓練等における健康観察等の期間 

（注１）健康観察の実施中に、当該健康観察の期間に係る判断の前提となっている要件に変更が生じた場

合は、それに応じて当該健康観察の期間を変更するものとする。 

（注２）「オミクロン株流行地域」とは、「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日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）に示され

ている、Ｌ４５２Ｒ変異株（デルタ株）ＰＣＲ検査の陰性率（判定不能を除く。）が７０％以上となった自

治体をいう。 

（注３）待機期間が５日間とされている場合にあっても、少なくとも７日間が経過するまでの間は、検温

など自身での健康状態の確認等を続けるものとする。 

 
健康観察等の期間 要件 

第２項第４号ア 

（教育開始前の健康観

察） 

第３項第５号 

（事務官等の採用予定

者の健康観察） 

１４日間 

教育参加者の勤務地又は新入隊員（事務官等の採用予定者

を含む）の居住地がオミクロン株流行地域（注２）ではな

い場合 

７日間 
教育参加者の勤務地又は新入隊員（事務官等の採用予定者

を含む）の居住地がオミクロン株流行地域である場合 

第２項第４号エ 

（教育終了前の健康観

察） 

１４日間 教育の実施場所がオミクロン株流行地域ではない場合 

７日間 教育の実施場所がオミクロン株流行地域である場合 

第２項第４号エ 

（感染者又は感染者と

の接触が疑われる隊員

の処置） 

１４日間 

（待機期間は１４日間） 

感染者がオミクロン株であると確認されておらず、かつ教

育の実施場所がオミクロン株流行地域ではない場合 

７日間 

（待機期間は５日間） 

感染者がオミクロン株であると確認された場合又は教育の

実施場所がオミクロン株流行地域にある場合 

第２項第６号ア 

（予備自衛官等の訓練

等開始前の健康観察） 

１４日間 
訓練等参加者の居住地がオミクロン株流行地域ではない場

合 

７日間 訓練等参加者の居住地がオミクロン株流行地域である場合 

第３項第２号 

（感染者が確認された

部署の交代制勤務） 

１４日間 

感染者がオミクロン株であると確認されておらず、かつ感

染者が所属する部署の所在地がオミクロン株流行地域では

ない場合 

５日間 

感染者がオミクロン株であると確認された場合又は感染者

が所属する部署の所在地がオミクロン株流行地域である場

合 
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別紙第４ 

 

「濃厚接触者」の定義について 

 

●「濃厚接触者」とは、「患者（確定例）」（「無症状病原体保有者」を含む。以

下同じ。）の感染可能期間において、当該患者が入院、宿泊療養又は自宅療

養を開始するまでに接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。 

・ 患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）

があった者 

・ 適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察、看護若しくは介護していた

者 

・ 患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能

性が高い者 

・ その他： 手で触れることの出来る距離（目安として 1メートル）で、必

要な感染予防策なしで、「患者（確定例）」と 15分以上の接触があった者

（周辺の環境や接触の状況等個々の状況 から患者の感染性を総合的に判

断する）。 

 

（参考） 

●「患者（確定例）」とは、「臨床的特徴等から新型コロナウイルス感染症が疑

われ、かつ、検査により新型コロナウイルス感染症と診断された者」を指

す。 

●「無症状病原体保有者」とは、「臨床的特徴を呈していないが、検査により

新型コロナウイルス感染症と診断された者」を指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立感染症研究所「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学

調査実施要領」（令和３年１１月２９日版） 
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別紙第５ 
 

多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例 
 

（１）人が集まる場の前後も含めた適切な感染予防対策の実施 
○参加時に体温を測定するとともに症状の有無を確認し、具合の悪い者は参
加を認めない。 

○過去２週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした者は参加しない。 
○感染拡大している地域や国への訪問歴が１４日以内にある者は参加しない。 
○発熱者や具合の悪い者が特定された場合には、接触感染のおそれのある場
所や接触した可能性のある者等に対して、適切な感染予防対策を行う。 

○会場に入る際の手洗い及び行事等の途中においても適宜手洗いができるよ
うな場の確保の実施。 

○主に参加者の手が触れる場所をアルコールや次亜塩素酸ナトリウムを含有
したもので定期的に拭き取る。 

〇飛沫感染等を防ぐための徹底した対策を行う（例えば、「手が届く範囲以上
の距離を保つ」、「声を出す機会を最小限にする」、「咳エチケットに準じて声
を出す機会が多い場面はマスクを着用させる」など）。 

 
（２）クラスター（患者集団）感染発生リスクの高い状況の回避 
○換気の悪い密閉空間にしないよう、換気設備の適切な運転・点検を実施する。
定期的に外気を取り入れる換気を実施する。 

○人を密集させない環境を整備。会場に入る定員をいつもより少なく定め、入
退場に時間差を設けるなど動線を工夫する。 

○大きな発声をさせない環境づくりを実施する（声援などは控える。）。 
〇共有物の適正な管理又は消毒の徹底等を実施する。 

 
（３）感染が発生した場合の参加者への確実な連絡と行政機関による調査への 

協力 
○人が集まる場に参加した者の中に感染者が出た場合には、その他の参加者
に対して連絡を取り、症状を確認し、場合によっては保健所などの公的機関
に連絡が取れる体制を確保する。 

○参加した個人は、保健所などの聞き取りに協力する。また濃厚接触者となっ
た場合には、接触してから２週間を目安に自宅待機の要請が行われる可能性
があることに留意する。 

 
（４）その他 
○食事の提供は、大皿などでの取り分けは避け、パッケージされた軽食を個別
に提供する等の工夫をする。 

○終了後の懇親会は、開催しない・させないようにする。 
 
※ 上記は例であり、様々な工夫が考えられる。 
 
出典：新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染

症対策の状況分析・提言」（２０２０年３月１９日） 
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別紙第６ 
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出典：事務連絡（内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長）「イベント開催等における感染防止安全計画等につ

いて」（改定その７）（令和４年９月８日）  
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事務連絡 

                          令和３年１１月３０日 

                       令和４年１月１９日一部改正 
 

  都道府県 

各 保健所設置市 衛生主管部局御中
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事 務 連 絡

令和４年３月１６日  

令和４年７月２２日一部改正   

 

   都 道 府 県  

各  保健所設置市   衛生主管部（局） 御中 

   特 別 区  

 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

 

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（抜粋） 

 

平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にあり

がとうございます。 

B.1.1.529 系統（以下「オミクロン株」という。）の感染急拡大が確認された

場合の濃厚接触者の取扱等については、令和４年１月５日付け厚生労働省新型

コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「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」等で、積極的疫学調査については、

「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要項」（国立感染

症研究所）等でお示ししてきたところです。 

オミクロン株については、感染・伝播性やその倍加速度が高い一方、重症化率

は低い可能性が示唆されるなど、その特徴が徐々に明らかになってきました。従

来株と比べて潜伏期間と発症間隔が短いオミクロン株の特徴を踏まえ、感染状

況など地域の実情に応じて、自治体の判断により、全ての感染者に対する濃厚接

触者の特定を含む積極的疫学調査を行わない場合は、下記の通り、感染するリス

クの高い同一世帯内や、重症化リスクの高い方が入院・入所している医療機関や

高齢者施設等を対象に濃厚接触者の特定や行動制限を含めた積極的疫学調査を

集中的に実施することとしますので、管内市町村、関係機関等への周知をお願い

いたします。 

現在、BA.5 系統への置き換わりが進む中で、感染者が急増しており、保健所

業務の重点化や社会経済活動の維持の観点から、本事務連絡の考え方の徹底を

お願いいたします。 

なお、本事務連絡は本日より適用することとし、濃厚接触者の待機期間の取扱

いについては、「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」等に関わらず、本事務連絡を適用いたします。 

濃厚接触者の待機期間の見直しを行いました。なお、令和４年７月２２日の

改正による濃厚接触者の見直し（７日間から５日間への短縮等）については、令

和４年７月２２日より適用となり、同日時点で濃厚接触者である者にも適用い
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たします。 

（主な改正箇所は太字下線） 

 

記 

 

１．感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定と行動制限について 

 （１）同一世帯内で感染者が発生した場合 

(略) 

b.具体的な取扱 

  ・特定された濃厚接触者の待機期間は、当該感染者の発症日（当該感染者が

無症状（無症状病原体保有者）の場合は検体採取日）又は当該感染者の発症

等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を０日目として、

５日間（６日目解除）とする（※１）が、２日目及び３日目の抗原定性検査

キット（※２）で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関

わらず、３日目から解除を可能とする。また、この場合における解除の判断

を個別に保健所に確認することは要しない。 

  ・上記いずれの場合であっても、７日間が経過するまでは、検温など自身に

よる健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重

症化リスクの高い方（以下「ハイリスク者」という。）との接触やハイリス

クが多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関（以下「ハイリス

ク施設」という。）への不要不急の訪問（※３）、感染リスクの高い場所の利

用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を求めることとす

る。 

 

  ※１ ただし、当該同一世帯等の中で別の同居者が発症した場合は、改めて

その発症日（当該別の同居者が無症状の場合は検体採取日）を０日目として

起算する。また、当該感染者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その

後発症した場合は、その発症日を０日目として起算する。 

  ※２ 抗原定性検査キットは自費検査とし、薬事承認されたものを必ず用

いること。令和４年１月５日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対

策推進本部事務連絡「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」に基づき、事業者が社会機能維持者に使用するため

に購入した抗原定性検査キットを活用することは差し支えない。なお、無症

状者に対する唾液検体を用いた抗原定性検査キットの使用は推奨されてい

ないため、抗原定性検査キットを用いる場合には鼻咽頭検体又は鼻腔検体

を用いること（なお、自己採取する場合は鼻腔検体を推奨している）。また、

事業主は業務の必要性を適切に判断し、業務に従事させる必要があると判

断する場合には事業主として検査体制を確保するなど、従業員に過度の負

担を強いることのないように配慮すること。 

  ※３ 受診等を目的としたものは除く。 

 

(以下略) 
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