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全国知事会では、47都道府県の知事で構成される「新型コロナウイル

ス緊急対策本部」を設置し、新型コロナウイルス感染症への対応状況や

今後の対策に関するニーズ等の情報を把握し、国に対して必要な措置に

ついての要請等を実施している。

都は、刻々と変化する感染状況等を見据え、水際対策や医療提供体制

確保の適切な対応など、全国知事会を通じて国へ働きかけている。

概 要

全国知事会による取組（新型コロナウイルス緊急対策本部）

開催実績

日 付 開催回 第Ⅰ期における取組

令和2年2月25日 第１回
「全国知事会 新型コロナウイルス緊急対策本部」を設置
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の抑制に向けた緊急声明」を発表

令和2年3月5日 第２回
政府との意見交換

「政府要請に係る全国知事会の対応状況及び政府の第2弾緊急対応策に向けての政策提言」を実施

令和2年3月26日 第３回 厚生労働省と全国知事会の意見交換会に関する報告

令和2年4月2日 第４回
「新型コロナウイルス感染症に打ち克つために！～日本と地域を守る全国知事会宣言～」
の取りまとめ
→ 4/2 国への要請活動

令和2年4月8日 第５回
「「緊急事態宣言」を受けての緊急提言」
「 打倒コロナ！危機突破宣言 」の取りまとめ
→ 4/9～4/11 国との意見交換会

令和2年4月17日 第６回
「全国を対象とした「緊急事態宣言」の発令を受けての緊急提言」の取りまとめ
→ 4/17～4/21 国との意見交換会

別添１
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日 付 開催回 第Ⅰ期における取組

令和2年4月29日 第７回
「新型コロナウイルス感染症対策に係る緊急提言」の取りまとめ
→ 4/30～5/5 国との意見交換会

令和2年5月12日 第８回
「新型コロナウイルス感染症対策に係る緊急提言」
「雇用調整助成金等に係る緊急提言」の取りまとめ
→ 5/13～5/15 国との意見交換会

令和2年5月20日 第９回
「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の飛躍的増額に向けた緊急提言」
「新型コロナウイルス感染症対策に係る緊急提言」の取りまとめ
→ 5/20～5/22 国との意見交換会

全国知事会による取組（新型コロナウイルス緊急対策本部）

日 付 開催回 第Ⅱ期における取組

令和2年7月19日 第10回
「新型コロナウイルス感染症に関する緊急提言」の取りまとめ
→ 7/27 国との意見交換会

令和2年8月8日 第11回
「新型コロナウイルス感染症に関する緊急提言」
「大切な「ふるさと」と命を守るために～お盆の帰省について～」の取りまとめ
→ 8/11～8/21 国との意見交換会

令和2年9月26日 第12回
「新型コロナウイルス感染症に関する緊急提言」の取りまとめ
→ 9/29～10/6 国との意見交換会、10/16 国への要請活動

日 付 開催回 第Ⅲ期における取組

令和2年11月23日 第13回
「新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急提言」
「新型コロナ「第３波」警戒宣言！」の取りまとめ
→ 11/24 国との意見交換会

令和2年12月20日 第14回
「新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急提言」
「『ご自身』と『大切な人』と『ふるさと』を守るために~年末年始の過ごし方~」の取りまとめ
→ 12/23 国への要請活動、12/24 国との意見交換会
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全国知事会による取組（新型コロナウイルス緊急対策本部）

日 付 開催回 第Ⅲ期における取組

令和3年1月9日 第15回

「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた緊急提言」
「『新型コロナ感染爆発』絶対阻止宣言！～感染しやすい今、予防のレベルアップを～」
の取りまとめ

→ 1/12～1/14 国との意見交換会

令和3年2月6日 第16回
「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長を受けた緊急提言」
「新型コロナ感染収束に向けて頑張ろう宣言」の取りまとめ
→ 2/9～2/10 国との意見交換会

令和3年2月27日 第17回
「今後の新型コロナウイルス感染症対策についての緊急提言」の取りまとめ
→ 3/2～3/12 国との意見交換会

令和3年3月20日 第18回
「緊急事態宣言解除を受けた今後の対策に係る緊急提言」
「みんなで新型コロナを抑えよう宣言」の取りまとめ
→ 3/25～3/30 国との意見交換会

日 付 開催回 第Ⅳ期における取組

令和3年4月4日 第19回
「第４波の到来を受けた今後の新型コロナウイルス感染症対策についての緊急提言」
「新型コロナ「第４波」をみんなで抑えよう宣言」の取りまとめ
→ 4/6 官房長官等へ要請活動

令和3年4月12日 第20回
「第４波の到来を受けた今後の新型コロナウイルス感染症対策についての緊急提言」
「新型コロナ感染急拡大危機克服宣言」の取りまとめ

令和3年4月24日 第21回
「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた緊急提言」
「移動を控え、大切な「いのち」と「ふるさと」を守ろう」の取りまとめ
→ 4/26～30 国との意見交換
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日 付 開催回 第Ⅳ期における取組

令和3年5月10日 第22回

「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更・期間延長等を受けた緊急提言」
「新型コロナ「変異株」に最大の警戒を！！」の取りまとめ

第４回新型コロナウイルスワクチン接種に関する都道府県調査結果（暫定版）の報告
→ 5/12～19 国との意見交換

令和3年5月29日 第23回
「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の延長を受けた緊急提言」
「総力を挙げて｢新型コロナ(変異株)｣を抑えよう！！」の取りまとめ
→ 6/2～7 国との意見交換

令和3年6月19日 第24回
「９都道府県の緊急事態宣言の解除等を受けた緊急提言」
「みんなで第５波を回避しよう！！」の取りまとめ
→ 6/22～7/1 国との意見交換

令和3年7月11日 第25回
「緊急事態宣言の再発出等を受けた緊急提言」
『「ご自身」と「家族」、「ふるさと」を守る夏に！！』の取りまとめ
→ 7/15～7/19 国との意見交換

令和3年8月1日 第26回
「全国的な感染再拡大を受けた緊急提言」
「感染防止を徹底しみんなで過去最大の危機を乗り越えよう！」の取りまとめ
→ 8/6～10 国との意見交換

令和3年8月20日 第27回
「全国的な爆発的感染拡大を突破するための緊急提言」
『「爆発的感染拡大」を抑えて、みんなで危機を乗り越えよう！』の取りまとめ
→ 8/27～31 国との意見交換

令和3年9月11日 第28回

「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の延長を受けた緊急提言」
「第５波収束に向け、感染防止を徹底して、みんなでコロナを克服していきましょう！」
の取りまとめ
→ 9/14～21 国との意見交換

全国知事会による取組（新型コロナウイルス緊急対策本部）
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日 付 開催回 第Ⅴ期における取組

令和3年10月2日 第29回
「緊急事態宣言等の解除を受けた緊急提言」
「再度の感染拡大を防ぐため、引き続き、感染対策を徹底しましょう！」の取りまとめ
→ 10/5～11/9 日本医師会や国との意見交換

令和3年11月21日 第30回
「第６波への備えと日常生活の回復に向けた緊急提言」
「第６波への備えと日常生活の回復に向けて」の取りまとめ
→ 11/30～12/7 日本医師会や国との意見交換

令和4年1月12日 第31回
「全国的な感染急拡大を受けた緊急提言」
「全国的な感染急拡大を受けて」の取りまとめについて
→ 1/17～20 日本医師会や国との意見交換

令和4年1月28日 第32回
『爆発的感染拡大を抑え 「暮らし」・「健康」を守るための緊急提言』
『みんなができる対策で「暮らしと健康」を守りましょう！』の取りまとめ
→ 2/1～7 国との意見交換

令和4年2月15日 第33回
「全国的な感染拡大の早期抑制に向けた緊急提言」
「 家庭・職場・学校等での感染対策を強化しましょう！」の取りまとめ
→ 2/17～28 国との意見交換

令和4年3月4日 第34回
「全国的な感染拡大の長期化を受けた緊急提言」
「年度末に向けて、改めて基本的な感染対策を！」の取りまとめ
→ 3/14～15 国との意見交換

令和4年3月23日 第35回
「まん延防止等重点措置の解除を受けた緊急提言」
「感染再拡大防止に向けて基本的な感染対策の徹底をお願いします！」の取りまとめ
→ 4/4～7 国との意見交換

令和4年4月26日 第36回
「感染再拡大の抑制と社会経済活動の両立に向けた緊急提言」
『感染再拡大防止に向けて基本的な感染対策の徹底をお願いします！』の取りまとめ
→ 5/11～ 国との意見交換

全国知事会による取組（新型コロナウイルス緊急対策本部）
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日 付 開催回 第Ⅴ期における取組

令和4年7月12日 第37回
「新たな変異株の感染拡大防止に向けた緊急提言」
「更なる感染再拡大の防止に向けて」の取りまとめ
→ 7/26 国との意見交換

令和4年9月1日 第38回

「ＢＡ．５系統等による感染拡大の早期抑制に向けた緊急提言」
「ＢＡ．５による感染拡大の早期抑制に向けて基本的な感染対策の徹底をお願いします！」の取
りまとめ
→ 9/8～9/21 国との意見交換

全国知事会による取組（新型コロナウイルス緊急対策本部）
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１都３県は、生活圏・経済圏を一体としており、人々の往来も多いことから、新型コロナウイルスの

感染拡大を防ぐため、緊密に情報共有や意見交換を行い、連携した取組を展開

概 要

日付 第Ⅰ期における取組

令和2年3月26日 感染拡大傾向の中、爆発的増加回避のため、外出自粛等を１都４県*共同で呼びかけ

令和2年4月25日
～5月 6日

大型連休中の外出を抑制するため、「いのちを守る STAY HOME週間」を設定し、４知事によ
るコメントやビデオメッセージを公表するなど、共同キャンペーンを実施

令和2年5月19日 １都３県のみ緊急事態宣言が継続する中、感染の再拡大が起こらないよう呼びかけ

令和2年5月22日
全国の感染者数が減少傾向の中、次の感染の波に備え、国際空港及び国際港湾を擁する１都３
県から国に対し、水際対策の徹底･強化や入国者の行動追跡の実施等を要望

＊１都４県は、都と隣接する山梨県を含む

日付 第Ⅱ期における取組

令和2年7月10日 直近の新規感染者数の増加を受け、「新しい日常」の習慣を実践するよう呼びかけ

令和2年7月17日 会食等が感染拡大のきっかけとなるため、飲食店へのガイドライン徹底等を呼びかけ

令和2年9月25日
“Go To トラベル”の対象に東京が加わることを前に、感染拡大防止と社会経済活動両立のため
「新しい旅のｴﾁｹｯﾄ」や各都県のお知らせサービス利用を１都４県*で呼びかけ

令和2年10月16日
国際的な往来の再開が本格化するに当たり、西村大臣と４知事が面会し、入国管理・検疫体制
等水際対策の強化・徹底や入国者への確実な行動追跡の実施等を要望

メ 会

※ メッセージ、 国への要望、 テレビ会議(意見交換)メ 要 会

メ

メ 会

要

メ 会

メ 会

メ 会

要

１都３県による共同の取組の経過

取組の一覧

別添２
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日 付 第Ⅲ期における取組

令和2年12月8日 全国的に急速に感染が拡大する中、「ひきしめよう」と基本的な行動徹底を呼びかけ

令和2年12月16日 初詣の混雑回避のため、鉄道事業者･国交省に対し大晦日の終夜運転中止への協力を要請

令和2年12月21日 人の移動が多くなる年末年始を前に「穏やかな新年をみんなで迎えるため」呼びかけ

令和3年1月2日 感染急拡大が続き医療提供体制が逼迫する中、緊急事態宣言発出の検討を大臣に要請

令和3年1月4日 緊急事態宣言発令を前に、人流抑制のための「緊急事態行動」を共同取組として確認

令和3年1月7日 人流抑制対策として、鉄道の終電時刻繰上げの前倒しを鉄道事業者･国交省に要請

令和3年1月10日 緊急事態宣言期間に入り、協力金等の事業者支援や積極的疫学調査の重点化等を要望

令和3年1月12日 緊急事態宣言下で国と一都三県が連携すべく、菅総理と４知事による意見交換を実施

令和3年1月15日 宣言発出後も感染拡大が続く中、外出自粛等を呼びかけ、特措法改正等を国に要望

令和3年1月29日
緊急事態宣言の当初の期限である2/7が迫る中、今後の共同取組を宣言。外出自粛やテレ
ワーク推進、会食時の留意点を呼びかけるとともに、財政上の支援等を国に要望

令和3年2月2日 １都３県の行動指針として、感染拡大防止に全力を尽くす旨の共同声明を発出

令和3年2月5日 宣言延長決定を受け、主に若者に“リモ活”を提唱。「ﾃﾚﾜｰｸ集中実施期間」を設定

令和3年2月23日 3/7までの宣言期間中に感染拡大を抑えるべく、対策のトコトン徹底を呼びかけ

令和3年3月5日 緊急事態宣言の延長を受け、感染防止対策をトコトンやりきるよう呼びかけ

令和3年3月8日 緊急事態宣言の延長を受け、リバウンド対策･変異株対応･ワクチン接種等に関し要望

令和3年3月18日 宣言解除後から3/31までの期間における時短要請等を共同で取り組むことを確認

令和3年3月24日 4/1-21を「リバウンド防止期間」として共同で取り組むことを確認

メ 会

要

会

要

要

メ 会要

メ 会要

メ 会要

１都３県による共同の取組の経過

メ

要

メ

要

会

メ 会

メ 会

要

メ 会要
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日 付 第Ⅳ期における取組

令和3年4月16日 全国的に変異株による感染が急拡大する中、徹底した人流抑制に向けて呼びかけ

令和3年4月28日 大型連休を迎えるにあたり、３つの徹底(ステイホーム、飲食時対策、出勤抑制)を呼びかけ

令和3年5月6日 緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の延長などについて、共同で国に要望

令和3年5月21日 大型連休明けからの人流増加傾向を受け、身近な感染事例を紹介し外出自粛などを呼びかけ

令和3年5月26日 緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の延長などについて、共同で国に要望

令和3年6月11日 地方創生臨時交付金の増額などについて、共同で国に要望

令和3年6月21日 まん延防止等重点措置への移行にあたり、酒類提供に関するルールの順守を呼びかけ

令和3年7月1日 ワクチン接種の加速化に向け、希望する量のワクチン配分について、共同で国に要望

令和3年7月15日 緊急事態宣言の発令等を受け、地方創生臨時交付金の増額などについて、共同で国に要望

令和3年7月21日 夏休みシーズンを迎えるにあたり、リスクの高い行動を徹底的に避けることを呼びかけ

令和3年8月3日 緊急事態宣言の延長を受け、急激に感染拡大している現状を踏まえた対策の徹底を呼びかけ

令和3年9月8日 緊急事態措置が長期に及ぶ中、地方創生臨時交付金の増額などについて、共同で国に要望

令和3年9月16日 シルバーウィークを迎えるにあたり、気を緩めず「今が踏ん張りどころ」と呼びかけ

令和3年9月26日
緊急事態宣言が解除された場合における段階的な緩和措置について、基本的対処方針への明
記を共同で国に要望

令和3年9月29日 10/1-24を「リバウンド防止措置期間」として共同で取り組むことを確認し、コメント発信

令和3年10月22日 10/25から「基本的対策徹底期間」とし、基本的な感染防止対策の継続を呼びかけ

１都３県による共同の取組の経過

メ

要

会

会

会

メ

会メ

要

要

要

メ

メ

要

メ 会

会メ

会要

要

会

会

メ

メ
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日 付 第Ⅴ期における取組

令和3年12月23日
オミクロン株の市中感染が確認される中、入退院措置の考え方の明確化などについて、共同
で国に要望するとともに、年末年始に向けて特に感染防止対策を徹底することを呼びかけ

令和4年1月7日
オミクロン株の感染が拡大している中、オミクロン株の特性の分析及び感染拡大への対応な
どについて、共同で国に要望するとともに、オミクロン株への警戒を行うことを呼びかけ

令和4年1月17日 オミクロン株の各都県の感染状況や病床使用率を情報共有し、共同で国に要望

令和4年1月20日
「まん延防止等重点措置期間」を受け、共同取組を確認するとともに、社会生活を維持しな
がら感染を止めるため、感染事例を紹介し、感染防止対策を徹底することを呼びかけ

令和4年1月20日 「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の措置について」共同で国に要望

令和4年1月22日 「オミクロン株に関する科学的知見を踏まえた対策の明確化」などを共同で国に要望

令和4年2月8日 まん延防止等重点措置の延長に当たって今後の感染症対策について、共同で国に要望

令和4年3月2日 医療提供体制が逼迫している状況を踏まえ、まん延防止等重点措置の延長を国に要望

令和4年3月4日
感染拡大防止と社会経済活動の両立に向け、基本的対策の徹底とワクチン接種への協力を呼
びかけるとともに、高齢者施設・学校・保育所の利用者に対して施設別の感染対策を周知

令和4年3月22日
まん延防止等重点措置期間が終了し、人が集まる機会の多い年度の切替の季節を迎えるに当
たり、基本的対策の徹底とワクチンの追加接種を呼びかけ

令和4年4月14日
まん延防止等重点措置解除後の各都県の状況を共有するとともに、感染拡大防止と社会経済
活動の両立に向けて、基本的対策の徹底と特に若い方へのワクチンの追加接種を呼びかけ

令和4年4月25日 大型連休中の旅行や帰省の際も感染対策を徹底することやワクチンの追加接種を呼びかけ

令和4年8月9日
夏休み期間中の旅行や帰省の際も熱中症に注意した感染対策を徹底することやワクチンの追
加接種を呼びかけ

１都３県による共同の取組の経過

会メ

要

要

メ 会要

会

要

要

メ 会要

要

メ

メ

メ

会メ

メ
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特別区長会や市長会、町村長会議等において、東京都の感染

症対策等について説明、意見交換、必要な情報を迅速に提供す

ることなどにより、区市町村の取組を支援してきた。

また、知事と保健所長の意見交換会等により、各保健所と緊

密に連携し、流行状況を踏まえた疫学調査の重点化など適切に

対応してきた。保健所や区市町村、関係機関とワクチンチーム

を立ち上げ、迅速・円滑な接種のため丁寧に意見交換している。

概 要

区市町村・保健所との連携

内 容

日 付 これまでの取組

令和2年1月24日 新型コロナ発生時の対応について各保健所に通知

令和2年2月7日 感染症法指定後の新型コロナ発生時の対応について各保健所に通知

令和2年2月14日 特別区長会総会で、都本部会議の内容を報告

令和2年7月16日 特別区長会総会で、都事業の内容を説明

令和2年7月22日 市長会全体会で、都事業の内容を説明

令和2年7月28日 町村長会議で、都事業の内容を説明

別添３
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区市町村・保健所との連携

日 付 これまでの取組

令和2年8月24日 市長会全体会で、専用医療施設の設置について説明

令和2年11月17日 東京保健所長会（臨時会）（Web会議）において、知事と保健所長が意見交換

令和3年1月15日 知事と保健所長との情報交換会（Web会議）を実施

令和3年1月22日 流行状況を踏まえた臨時対応（疫学調査の重点化）について各保健所に通知

令和3年2月3日 ワクチンチーム第1回総会開催

令和3年2月26日 流行状況を的確に捉えた対応（疫学調査の臨時対応終了）について各保健所に通知

令和3年3月4日 ワクチンチーム第1回区市町村連絡調整部会開催

令和3年3月25日 ワクチンチーム第2回区市町村連絡調整部会開催

令和3年4月9日 ワクチンチーム第3回区市町村連絡調整部会開催

令和3年4月16日 知事と保健所長との情報交換会（Web会議）を実施

令和3年4月16日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明
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区市町村・保健所との連携

日 付 これまでの取組

令和3年4月22日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和3年4月30日 ワクチンチーム第4回区市町村連絡調整部会開催

令和3年5月10日 ワクチンチーム第2回総会開催（知事出席）

令和3年5月14日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和3年5月24日 町村長会議で、ワクチン接種について説明

令和3年5月25日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和3年5月17日 余剰ワクチンの有効活用について区市町村に通知

令和3年5月20日 ワクチンチーム第5回区市町村連絡調整部会開催

令和3年6月7日 職域接種の開始等に伴う接種券の早期発送について区市町村に通知

令和3年6月10日 ワクチンチーム第6回区市町村連絡調整部会開催

令和3年6月16日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明
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区市町村・保健所との連携

日 付 これまでの取組

令和3年6月22日 ワクチンチーム第3回総会開催（知事出席）

令和3年7月16日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和3年7月20日 町村長会議で、ワクチン接種について説明

令和3年7月21日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和3年8月3日 ワクチンチーム第7回区市町村連絡調整部会開催

令和3年8月6日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和3年8月10日 流行状況を踏まえた臨時対応（疫学調査の重点化）について各保健所に通知

令和3年8月20日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和3年8月25日 妊娠中の方への新型コロナワクチンの接種について区市町村に通知

令和3年9月10日 医療従事者等優先接種者のVRSへの早期登録について区市町村に通知

令和3年9月16日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明
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区市町村・保健所との連携

日 付 これまでの取組

令和3年9月16日 12～16歳の方へのワクチン接種に係る保護者への啓発について区市町村に通知

令和3年10月4日 流行状況を的確に捉えた対応（疫学調査の臨時対応終了）について各保健所に通知

令和3年10月6日 ワクチンチーム第8回区市町村連絡調整部会開催

令和3年10月6日 3回目接種の体制確保について区市町村に通知

令和3年10月15日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和3年10月18日 ワクチンチーム第9回区市町村連絡調整部会開催

令和3年10月25日 町村長会議で、ワクチン接種について説明

令和3年10月26日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和3年11月4日 ワクチンチーム第10回区市町村連絡調整部会開催

令和3年11月4日 在留外国人に対する接種について区市町村に通知

令和3年11月11日 ワクチンチーム第11回区市町村連絡調整部会開催
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日 付 これまでの取組

令和3年11月16日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和3年11月24日 ワクチンチーム第12回区市町村連絡調整部会開催

令和3年11月25日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和3年11月26日 ワクチンチーム第13回区市町村連絡調整部会開催

令和3年11月30日 ワクチンチーム第14回区市町村連絡調整部会拡大部会開催

令和3年12月16日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和3年12月17日 ワクチンチーム第15回区市町村連絡調整部会開催

令和3年12月21日 知事と保健所長との意見交換会（Web会議）を実施

令和3年12月24日 ワクチンチーム第16回区市町村連絡調整部会開催

令和4年1月5日 医療従事者等へのワクチン追加接種の前倒しについて区市町村に通知

令和4年1月7日 ワクチンチーム第17回区市町村連絡調整部会開催
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区市町村・保健所との連携

日 付 これまでの取組

令和4年1月13日 ワクチンチーム第18回区市町村連絡調整部会開催

令和4年1月14日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和4年1月17日 ワクチンチーム第19回区市町村連絡調整部会開催

令和4年1月19日 流行状況を踏まえた臨時対応（疫学調査の重点化）について各保健所に通知

令和4年1月20日 ワクチンチーム第20回区市町村連絡調整部会開催

令和4年1月25日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和4年1月27日 ワクチンチーム第21回区市町村連絡調整部会開催

令和4年1月28日 町村長会議で、ワクチン接種について説明

令和4年1月31日 追加接種の速やかな実施について区市町村に通知

令和4年2月3日 ワクチンチーム第22回区市町村連絡調整部会開催

令和4年2月9日 ワクチンチーム第23回区市町村連絡調整部会開催
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区市町村・保健所との連携

日 付 これまでの取組

令和4年2月16日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和4年2月17日 ワクチンチーム第24回区市町村連絡調整部会開催

令和4年2月17日 町村長会議で、ワクチン接種について説明

令和4年2月24日 ワクチンチーム第25回区市町村連絡調整部会開催

令和4年2月25日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和4年3月3日 ワクチンチーム第26回区市町村連絡調整部会開催

令和4年3月11日 ワクチンチーム第27回区市町村連絡調整部会開催

令和4年3月17日 ワクチンチーム第28回区市町村連絡調整部会開催

令和4年3月25日 ワクチンチーム第29回区市町村連絡調整部会開催

令和4年3月29日 積極的疫学調査実施の考え方（発生場所・発生状況ごとの対応）について各保健所に通知

令和4年3月30日 ワクチンチーム第30回区市町村連絡調整部会開催
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区市町村・保健所との連携

日 付 これまでの取組

令和4年4月11日 ワクチンチーム第31回区市町村連絡調整部会開催

令和4年4月11日 高齢者への3回目接種の接種勧奨について区市町村に通知

令和4年4月15日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和4年4月20日 ワクチンチーム第32回区市町村連絡調整部会開催

令和4年4月20日 4回目接種に向けた準備について区市町村に通知

令和4年4月21日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和4年4月21日 町村長会議で、ワクチン接種について説明

令和4年4月27日 ワクチンチーム第33回区市町村連絡調整部会開催

令和4年5月11日 ワクチンチーム第34回区市町村連絡調整部会開催

令和4年5月16日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和4年5月18日 ワクチンチーム第35回区市町村連絡調整部会開催

令和4年5月25日 ワクチンチーム第36回区市町村連絡調整部会開催
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区市町村・保健所との連携

日 付 これまでの取組

令和4年5月25日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和4年6月1日 ワクチンチーム第37回区市町村連絡調整部会開催

令和4年6月1日 予防接種健康被害救済制度に係る事務処理について区市町村に通知

令和4年6月8日 ワクチンチーム第38回区市町村連絡調整部会開催

令和4年6月15日 ワクチンチーム第39回区市町村連絡調整部会開催

令和4年6月16日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和4年6月22日 ワクチンチーム第40回区市町村連絡調整部会開催

令和4年6月27日 高齢者施設等への４回目接種の早期実施について区市町村に通知

令和4年6月29日 ワクチンチーム第41回区市町村連絡調整部会開催

令和4年7月4日 新型コロナウイルス感染症発生届の改正（都単独様式）について各保健所に通知

令和4年7月6日 ワクチンチーム第42回区市町村連絡調整部会開催

令和4年7月13日 ワクチンチーム第43回区市町村連絡調整部会開催
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区市町村・保健所との連携

日 付 これまでの取組

令和4年7月14日 感染急拡大時の対応（みなし陽性による届出制度の再開）について各保健所に通知

令和4年7月14日 感染拡大期における医療提供体制の確保について各保健所に通知

令和4年7月15日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和4年7月19日 町村長会議で、ワクチン接種について説明

令和4年7月21日 ワクチンチーム第44回区市町村連絡調整部会開催

令和4年7月22日
オミクロン株の特徴を踏まえた今後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
各保健所に通知

令和4年7月25日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和4年7月27日 ワクチンチーム第45回区市町村連絡調整部会開催

令和4年8月3日 ワクチンチーム第46回区市町村連絡調整部会開催

令和4年8月5日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和4年8月10日 ワクチンチーム第47回区市町村連絡調整部会開催

令和4年8月17日 ワクチンチーム第48回区市町村連絡調整部会開催

令和4年8月24日 ワクチンチーム第49回区市町村連絡調整部会開催
21



区市町村・保健所との連携

日 付 これまでの取組

令和4年8月26日 市長会全体会で、ワクチン接種について説明

令和4年8月31日 ワクチンチーム第50回区市町村連絡調整部会開催

令和4年9月7日 ワクチンチーム第51回区市町村連絡調整部会開催

令和4年9月7日 オミクロン株対応ワクチン接種に係る接種券発送について区市町村に通知

令和4年9月７日 療養期間等の見直しについて各保健所に通知

令和４年9月12日 知事と保健所長との意見交換会（Web会議）を実施

令和4年9月14日 ワクチンチーム第52回区市町村連絡調整部会開催

令和4年9月15日 特別区長会総会で、ワクチン接種について説明

令和4年9月21日 ワクチンチーム第53回区市町村連絡調整部会開催

令和4年9月21日 新型コロナウイルス感染症の発生届限定化に伴う都の対応について各保健所に通知

令和4年9月28日 ワクチンチーム第54回区市町村連絡調整部会開催

令和4年9月28日 高齢者施設等の入所者等へのオミクロン株対応ワクチンの接種準備について区市町村に通知
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概 要

専門家や関係団体との意見交換等

内 容

日 付 これまでの取組

令和2年4月6日 都医師会長と東京動画で対談

令和3年1月26日 都医師会長と新型コロナウイルスワクチン接種について意見交換

令和3年2月16日
都医師会長、東京商工会議所会頭と共同会見を行い、新型コロナウイルス感染症対策の徹底した取組に向け
た共同宣言を発表

令和3年2月18日 専門家とモニタリングレポートで救急医療体制について対談

令和3年3月4日 都医師会副会長とモニタリングレポートで医療提供体制について対談

知事が、東京iCDCの専門家や関係団体等と最新の知見や

感染状況等について、随時意見交換を行ってきた。また、

都医師会や東京商工会議所と共同で、徹底した感染症対策

や社会活動・経済活動の維持に向けた協力について呼びか

けを実施してきた。

別添４
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日 付 これまでの取組

令和3年5月6日 東京iCDC専門家ボードメンバーとモニタリングレポートでGWの滞留人口等について対談

令和3年5月20日 東京iCDC専門家ボード座長とモニタリングレポートで新型コロナ対策について対談

令和3年5月21日 日本歯科医師会会長、東京都歯科医師会会長代行と意見交換

令和3年5月24日 非会員歯科医師と意見交換

令和3年5月28日 東京都看護協会会長と意見交換

令和3年6月10日 都医師会副会長とモニタリングレポートでモニタリング指標の見方等について対談

令和3年8月26日 東京産婦人科医会会長と意見交換

令和3年9月24日 ファストドクター株式会社代表取締役及び医療法人社団悠翔会理事長と意見交換

令和3年12月24日 東京iCDC専門家ボード座長と東京動画で対談

令和4年1月27日 都医師会長、東京商工会議所会頭と社会・経済活動の維持に向けた協力についてオンライン会談

令和4年4月22日 都医師会理事と東京動画で対談

令和4年9月12日 都医師会と意見交換

専門家や関係団体との意見交換等
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感染症にかかる調査・分析、情報収集・発信など、

効果的な感染症対策を一体的に担う常設の「司令塔

機能」として令和2年10月1日に東京iCDCを立ち上

げ、モニタリング会議等において、患者の発生動向

等のエビデンスや最新の科学的知見に基づいた提言

や助言、情報発信等を行っている。

概 要

東京 i CDCによる報告・提案

内 容

日 付 第Ⅲ期における取組

令和2年11月12日 ・東京i CDCリスコミチームによる都民意識に関する予備調査の結果

令和2年11月19日
・新型コロナウイルス感染症患者の宿泊施設療養/入院 判断フロー
・今冬の新型コロナウイルスに対する感染予防のポイント

令和2年12月17日
・新型コロナウイルス感染症患者の宿泊施設療養/入院 判断フロー（更新）
・年末年始に向けてのメッセージ
・都民向け感染予防ハンドブック（概要）

令和3年1月14日 ・新型コロナウイルス感染症に対するTEITの活動状況と感染対策のポイント

令和3年1月21日
・都内繁華街滞留人口
・自宅療養者向けハンドブック

別添５
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東京 i CDCによる報告・提案

日 付 第Ⅲ期における取組

令和3年1月28日
・新型コロナウイルス大規模抗体疫学調査の結果
・感染状況の流行を踏まえた臨時対応

令和3年2月4日 ・レジストリを活用した研究、後遺症に関する疫学調査の結果

令和3年2月10日 ・都内繁華街滞留人口

令和3年2月18日 ・実効再生産数の状況

令和3年2月26日 ・感染症流行状況を的確に捉えた新たな対応の考え方

令和3年3月4日

・都内繁華街滞留人口
・緊急事態宣言下の都民意識アンケート調査の結果
・感染再拡大の防止に向けて
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年3月12日
・感染再拡大の防止に向けて（提言）
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年3月18日 ・都内変異株スクリーニング状況

令和3年3月25日 ・都内変異株スクリーニング状況
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東京 i CDCによる報告・提案

日 付 第Ⅳ期における取組

令和3年4月1日
・コロナ対策リーダー研修内容の監修
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年4月8日
・都内繁華街滞留人口
・健安研のゲノム解析による変異株発生状況の報告
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年4月15日
・東京iCDCリスコミチームによる都民意識アンケート調査の結果
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年4月22日 ・都内変異株スクリーニング状況

令和3年4月28日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年5月6日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年5月13日
・都内繁華街滞留人口
・宿泊・自宅療養者の行動等に関するアンケート調査の結果
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年5月20日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年5月27日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株スクリーニング状況
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東京 i CDCによる報告・提案

日 付 第Ⅳ期における取組

令和3年6月4日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年6月10日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年6月17日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株スクリーニング状況
・ワクチン接種状況

令和3年6月24日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株スクリーニング状況
・新型コロナウイルス感染症後遺症リーフレット

令和3年7月1日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年7月8日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年7月15日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年7月21日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年7月29日
・都内繁華街滞留人口
・宿泊・自宅療養者の行動等に関するアンケート調査の結果
・都内変異株スクリーニング状況
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東京 i CDCによる報告・提案

日 付 第Ⅳ期における取組

令和3年8月5日
・都内繁華街滞留人口
・都内ワクチン接種状況
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年8月12日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年8月20日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年8月26日
・都内繁華街滞留人口
・ワクチン接種に関する都民アンケート調査の結果
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年9月2日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年9月9日

・都内繁華街滞留人口
・新型コロナワクチンについて
・抗体カクテル療法実施状況分析
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年9月16日
・都内繁華街滞留人口
・宿泊・自宅療養者の行動等に関するアンケート調査の結果
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年9月24日
・都内繁華街滞留人口
・ワクチン接種率と死亡者数
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年9月30日
・都内繁華街滞留人口
・重症者数と死亡者数の推移
・都内変異株スクリーニング状況
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日 付 第Ⅴ期における取組

令和3年11月11日
・都内繁華街滞留人口
・宿泊・自宅療養者の行動等に関するアンケート調査の結果
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年11月25日

・都内繁華街滞留人口
・ワクチン接種7ヶ月後の抗S1-IgG抗体および中和抗体価測定の結果
・感染防止対策取組状況に関する都民アンケート調査の結果
・抗体カクテル療養実施状況分析
・都内変異株ゲノム解析結果

令和3年12月9日
・都内繁華街滞留人口
・新規陽性者数に占めるブレイクスルー感染者
・都内変異株PCR検査について

令和3年12月23日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況
・換気のポイント

令和4年1月6日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況
・換気の重要性と総合的な感染対策について

東京 i CDCによる報告・提案

日 付 第Ⅳ期における取組

令和3年10月7日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年10月14日
・都内繁華街滞留人口
・高齢者施設等の感染対策事例集
・都内変異株スクリーニング状況

令和3年10月21日
・都内繁華街滞留人口
・換気の重要性、対策等
・都内変異株スクリーニング状況

30



日 付 第Ⅴ期における取組

令和4年1月13日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況

令和4年1月20日

・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況
・学生寮、部活動で集団感染を防ぐためのチェックリスト
・自宅療養者ハンドブック（改訂）

令和4年1月27日

・第5波と第6波の入院患者像の違い
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況
・海外の感染状況について

令和4年2月3日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況
・コロナ後遺症相談窓口の相談データ分析

令和4年2月10日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況
・宿泊・自宅療養者の行動等に関するアンケート調査の結果

令和4年2月17日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況

令和4年2月25日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況

令和4年3月3日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況

令和4年3月10日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況

東京 i CDCによる報告・提案
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日 付 第Ⅴ期における取組

令和4年3月17日
・ワクチン追加接種の効果
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況

令和4年3月24日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況
・都立・公社病院の外来を受診したコロナ後遺症患者の症例データ分析

令和4年4月7日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況

令和4年4月21日

・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況
・抗体保有調査の結果
・東京i CDCリスコミチームによる都民アンケート調査の結果
・若者向けコロナ感染予防チェックリスト

令和4年5月12日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況
・海外のマスク状況、国内専門家発言要旨のまとめ

令和4年5月26日

・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況
・都立・公社病院「コロナ後遺症相談窓口」の相談データ分析
・マスク着用に関する基本的な考え方

東京 i CDCによる報告・提案
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日 付 第Ⅵ期における取組

令和4年6月9日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況

令和4年6月23日

・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況
・オーストラリアにおけるインフルエンザの流行状況
・高齢者施設・障害者施設における換気のチェックリスト
・新型コロナウイルス後遺症オンラインセミナー

令和4年6月30日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況
・熱中症予防啓発

令和4年7月7日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況
・ワクチン３回目接種の効果

令和4年7月14日

・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況
・抗体保有調査結果
・ワクチン接種効果
・基本的な感染防止対策

令和4年7月21日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況

令和4年7月28日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況
・世界各国の新型コロナウイルス感染症にかかる状況

東京 i CDCによる報告・提案
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日 付 第Ⅵ期における取組

令和4年8月4日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況

令和4年8月10日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況
・オミクロン株に対する新型コロナワクチンの有効性

令和4年8月18日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況

令和4年8月25日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況
・都立病院の外来を受診した新型コロナ後遺症患者の症例分析

令和4年9月1日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況

令和4年9月8日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況
・後遺症リーフレット（改訂）

令和4年9月22日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況

令和4年9月30日
・都内繁華街滞留人口
・都内変異株PCR検査実施状況

東京 i CDCによる報告・提案

34



新型コロナウイルス感染症防止に向け、令和２年２月から令

和４年８月の間、経済団体等に対して、計48回の要請等を実施

概 要

経済団体等への要請

要請実績

※要請先の主な経済団体

・日本経済団体連合会 ・経済同友会

・東京商工会議所 ・東京都商工会連合会

・東京都中小企業団体中央会 ・東京経営者協会 など

日 付 主な要請事項等

令和2年2月27日
~3月6日

新型コロナウイルス感染症対策（時差出勤等）・テレワークに関する要請

令和2年3月25日 新型コロナウイルス感染症対策に関する要請（採用内定者への配慮等）

令和2年4月9日 テレワークに関する要請（緊急事態宣言を踏まえたテレワーク等職場環境整備）

令和2年4月23日
～ 4月24日

新型コロナウイルス感染症対策に関する要請（大型連休期間における出勤抑制）※

令和2年5月20日
～ 5月22日

新型コロナウイルス感染症対策に関する要請（感染症を乗り越えるためのロードマップ）※

令和2年6月29日 計画運休時等の出退勤のあり方に関する共同宣言※

要請方法は原則として文書により実施、一部（※）はテレビカンファレンスにて実施

35

別添６



経済団体等への要請

日 付 主な要請事項等

令和2年6月24日 都知事による行政視察

令和2年7月7日 東商会頭・副会頭と知事面会（要望書「小池新都政に望む」手交）

令和2年7月15日 新型コロナウイルス感染症対策（時差出勤）・テレワークに関する要請

令和2年7月31日
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえたテレワーク等の職場環境整備に関する要請に
ついて係る知事と経済団体との意見交換の実施について

令和2年9月14日 「テレワーク東京ルール」に関する共同宣言※

令和2年8月6日 新型コロナウイルス感染症対策に関する要請

令和2年11月26日 都内商工会議所会頭との懇談

令和2年12月3日 新型コロナウイルス感染症対策に関する要請※

令和2年12月25日 新型コロナウイルス感染症対策に関する要請（年末年始の取組）※

令和3年1月7日 テレワークに関する要請（テレワーク強化月間）

令和3年1月14日
～1月15日

テレワークに関する要請（テレワーク強化月間）※

令和3年1月29日 テレワークに関する要請（出勤者数の7割削減）

令和3年2月5日 テレワークに関する要請（出勤者数の7割削減）
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経済団体等への要請

日 付 主な要請事項等

令和3年2月16日 経済団体、医師会と知事との共同宣言

令和3年3月5日 テレワークに関する要請

令和3年3月18日 テレワークに関する要請

令和3年 4月13日、
4月15日～4月16日

新型コロナウイルス感染症対策に関する要請※

令和3年4月23日 新型コロナウイルス感染症対策※・テレワークに関する要請

令和3年5月7日 テレワークに関する要請

令和3年5月31日 テレワークに関する要請

令和3年6月4日 新型コロナウイルス感染症対策に関する要請（早期帰宅徹底）

令和3年6月18日 テレワークに関する要請

令和3年6月29日 テレワークに関する要請

令和3年7月8日 テレワークに関する要請

令和3年7月28日 新型コロナウイルス感染症対策に関する要請

令和3年8月18日 テレワークに関する要請

令和3年8月24日 テレワークに関する要請
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経済団体等への要請

日 付 主な要請事項等

令和3年9月10日 テレワークに関する要請

令和3年9月30日 テレワークに関する要請

令和3年10月22日 テレワークに関する要請

令和3年12月3日 テレワークに関する要請（オミクロン株対策）

令和4年1月7日 テレワークに関する要請（オミクロン株対策）

令和4年1月12日 新型コロナウイルス感染症対策に関する要請（BCPの再点検）※

令和4年1月24日 職場を挙げたＢＣＰの取組等に係る緊急共同宣言※

令和4年1月27日 東商・東京都医師会と連携した社会・経済活動の維持に向けた協力

令和4年2月10日 テレワークに関する要請（オミクロン株対策）

令和4年3月4日 テレワークに関する要請

令和4年3月17日 テレワークに関する要請

令和4年4月7日 新型コロナウイルス感染症に関する要請（ワクチン接種等）

令和4年4月21日 テレワークに関する要請
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経済団体等への要請

日 付 主な要請事項等

令和4年5月16日 ワクチン接種の促進に関する要請

令和4年8月1日 ワクチン接種の促進に関する要請
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 スムーズビズの推進、鉄道終電時間の繰り上げ等、人流の抑制に資する様々な取組に関し、業界団体への
要請等を実施

• 鉄道各社と連携し、車内や駅構内へポス

ター・動画を掲出。また、鉄道各社は、鉄

道の混雑状況についてアプリなどを通じた

配信や、ポイント付与キャンペーンなどを

実施

• 企業等が時差出勤やテレワーク等に集中的

に取り組む期間を４回設定

「冬のスムーズビズ実践期間」

①令和２年１月14日～31日

②令和２年12月１日～令和３年２月28日

「春のスムーズビズ実践期間」

③令和３年３月１日～５月９日

「特にスムーズビズを推進する期間」

④令和３年７月19日～９月５日

• 時差Biz参加企業：3,198社・事業所（令和４年９月30日時点）

• 2020TDM推進プロジェクト

協力者 ：910団体

参加企業：52,202社・事業所 （令和３年９月５日時点）

• 都や国などからの要請に応じ、令和３年１月20

日から鉄道各社17社が一定期間の終電時刻の繰

り上げを実施

• 令和３年３月以降のダイヤ改正により、各社とも

正規ダイヤで継続中

人流の抑制に資する様々な取組に関する業界団体への要請等

• 夜間照明、ネオン等は20時以降消灯（令和３年

４月25日～９月30日）※

• 大規模施設のイルミネーションイベントにおけ

るライトアップの停止等（令和２年12月18日～

令和３年９月30日）※

※令和３年10月1日から10月24日までは21時以降消灯

• 令和３年のＧＷ期間中の平日においては、

鉄道会社15社が鉄道の減便等を実施

スムーズビズの推進 鉄道終電時間の繰り上げ

事業者と連携した取組
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○東京都新型コロナウイルス感染症最新情報（モニタリングレポート）

新型コロナウイルス感染症に関する知事からのメッセージ（日/英）を定期

的にTwitter及びYouTubeで動画配信（令和2年4/3～6/15、7/9～10/21 約210回）

○東京都新型コロナウイルス感染症関連情報（デイリーメッセージ）

新型コロナウイルス感染症に関する情報をTwitterを活用して、動画で発信
(令和3年1/18～6/20 146回)

○知事会見（定例、臨時等）

○SNSを活用した情報発信

• 新型コロナウイルス関連情報を発信するTwitter・Instagramアカウント
を開設・運用

• 新型コロナウイルス感染症に関する情報や、毎日の感染動向をLINE
を活用して発信

• 都が設置する新型コロナウイルスワクチン大規模接種会場に関する情報
をTwitterで発信

都民等に向けた広報、情報発信

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、都民に対して訴求力の高い広報を実施
 新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を迅速に届け、感染の拡大防止を図るともに、必要と
する人に必要な支援情報を提供

感染の拡大防止や都民の不安解消のため、知事会見の他、ウェブ
サイトやSNSを活用し、新型コロナウイルス感染症に関する最新
情報や都民等向けの支援情報などを正確かつ迅速に発信

○新型コロナウイルス感染症対策サイト

最新感染動向等について、グラフや表により
分かりやすく掲載。オープンデータ、ソースコードの
公開により他自治体で活用（55自治体64サイト）

○新型コロナウイルス感染症支援ナビ

都民及び事業者が、東京都及び国の支援策に
ついて、必要とする情報を容易に入手できるよう、
ナビゲーション機能を実装したウェブサイトを構築。
オープンデータ、ソースコードを公開

○街頭アンケート(渋谷駅・原宿駅・新宿駅周辺)の実施(令和３年４/30)

○オンラインアンケートの実施

• 若者全般の外出への意識を調査 (令和３年5/17~18 1,300人)

• ワクチン接種に関する都民意識を調査
(①令和３年7/15~19 1,000人、 ②令和３年7/16~17 1,000人、

③令和３年10/21～22 1,000人)

• GWに繁華街で活動中の若者の実態を直接把握 (480人)

開 設 日：令和２年５月５日
ユーザー数：395万人
P V 数：1107万回

開 設 日：令和２年３月３日
ユーザー数：4913万人
P V 数：1億5089万回

最新情報・支援情報の発信

アンケート調査の実施

○患者の発生状況、医療提供体制等に関する情報を毎日公表
・患者の発生状況（年代別等）
・病床使用率、オミクロン株の特性を踏まえた重症者用病床使用率
・療養者数（入院中、重症者、宿泊療養等）
・死亡者数 等

別添７
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• 都の海外向けSNSや海外メディアを活用し、
新型コロナウイルスに関する都の取組など、
「東京の安全・安心」に関する情報を発信

• 在京大使館等やIOC・IPCに対して、都の
感染状況や取組について情報提供

• 東京都メディアセンターから、国内外のメディア
に対して東京2020大会期間中の都の感染
状況や取組について情報発信

• TOKYO UPDATESにより新型コロナウイルス
に関する都の取組を、外部のライターが取材
して紹介

• 特設サイトにより、訪都外国人観光客に向
けて医療情報、感染対策等の情報を発信

○協定による企業との連携

○インフルエンサーとのコラボレーション

感染拡大防止やワクチン接種促進に関して
インフルエンサーとのコラボレーションにより動画
等を制作し、若い世代にメッセージを発信

• Yahoo!JAPANのサイトに、知事メッセージや
都のワクチン接種状況等を掲載
（ヤフー株式会社）

• Facebook・Instagramに特定の年代や興味
関心を持つ層に対するターゲット広告を掲出
（Facebook Japan 株式会社）

• Twitter社と連携した、若年層向けワクチン接種
キャンペーンを実施

TOKYO UPDATES

若年層や中高年層、在住外国人といったターゲットを意識しながら、
感染状況に応じたタイムリーなメッセージを届けるための広報を展開

○中高生向けコンテンツの制作・配布
学校生活や放課後・休日におけるリスクとなる
シーンやNG行動をまとめた動画・チラシを
制作・配布(公立・私立学校)

○若者をターゲットにした集中広報
ウェブ広告・SNS広告等においてターゲットを
絞ったメッセージ発信を実施

○「出勤者の夜8時帰宅」の呼びかけ
「8時にはみんな帰ろう」を幅広く呼びかけるため、

事業者等で活用可能なコンテンツを制作・配布

○リバウンド防止に向けた広報

中高生向けコンテンツ

• 青いステッカー(感染防止徹底点検済証)を
紹介する動画を制作し、TVCMやウェブ広告、
SNS等で発信

• 感染抑制のための｢攻め｣と｢守り｣の取組を分
かりやすく伝えるイラストを多言語で制作しホー
ムページ・SNS等で発信

• ワクチンについての知識等をPRするマンガを
年代別に制作し、SNSや新聞広告等で発信

• ワクチン接種開始のお知らせや、ワクチン接種券
に関する動画を制作し、TVCMやウェブ広告、
SNS等で発信

Instagram広告

インフルエンサーとの対談

ワクチンについての
知識等をPRするマンガ

Tokyo Govでの発信

「8時にはみんな帰ろう」
コンテンツ

「やさしい日本語」によるイラスト

都民等に向けた広報、情報発信

感染状況に応じたメッセージの発信

ワクチン接種促進に向けた広報

多様な主体との協働

海外への情報発信
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① 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部：特措法第22条第１項に基づき知事が設置し、新型コロナウイルス感染

症対策の総合的な推進に関する事務をつかさどる組織（令和２年１月30日設置、令和２年３月26日法に基づく対策

本部として位置付け）

② 東京都新型コロナウイルス感染症対策審議会：新型コロナウイルス感染症対策の総合的かつ効果的な推進を目的に、

専門的な見地から調査審議を行う付属機関（令和２年４月７日設置）

③ 東京都議会災害対策連絡調整本部：都の地域で大規模な災害が発生した（又は発生するおそれがある）場合に設置

する東京都議会の災害対策に関する応急体制組織（令和２年１月30日第１回本部会議開催）

開催日 主な議事 ① ② ③

令和2年1月30日 新型コロナウイルス関連肺炎に関する対応 ○ ○

令和2年1月31日 新型コロナウイルス関連肺炎に関する対応 ○

令和2年2月3日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 ○

令和2年2月7日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 〇

令和2年2月12日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 〇 ○

令和2年2月14日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 〇

令和2年2月17日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 〇

令和2年2月18日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 〇

令和2年2月21日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 〇

東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議・東京都新型コロナウイルス感染症対策審議会
・東京都議会災害対策連絡調整本部会議

開催状況
（※は書面開催）
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(書面)

(書面)

開催日 主な議事 ① ② ③

令和2年2月26日 新型コロナウイルス感染症に対する集中的取組 〇

令和2年3月3日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 〇

令和2年3月12日 東京都緊急対応策（第三弾） 〇

令和2年3月23日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 〇

令和2年3月27日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 〇 ○

令和2年3月30日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 〇

令和2年4月1日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 〇

令和2年4月2日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 ○

令和2年4月6日 東京都における緊急事態措置案について 〇 ○

令和2年4月7日 特措法第45条１項に基づく外出自粛要請の実施について ○※

令和2年4月7日 東京都における緊急事態措置案について 〇 ○ ○

令和2年4月9日 施設の使用制限・催物の開催の制限等や休業の協力要請の実施について ○※

令和2年4月10日 東京都における緊急事態措置等（案）について 〇 ○※ ○

令和2年4月15日 東京都緊急対策（第四弾）について、緊急事態措置等の実施後の状況について 〇 〇

令和2年4月22日 「いのちを守るSTAY HOME週間」の取組実施について ○※

令和2年4月23日 「いのちを守るSTAY HOME週間」の取組実施について 〇 ○

東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議・東京都新型コロナウイルス感染症対策審議会
・東京都議会災害対策連絡調整本部会議
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(書面)

(書面)

開催日 主な議事 ① ② ③

令和2年4月25日 特措法第45条第２項の規定による施設の使用停止要請について

令和2年5月4日 緊急事態措置等の継続について ○※

令和2年5月5日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 〇 ○

令和2年5月15日 新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ（骨格）について 〇 ○

令和2年5月19日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 〇

令和2年5月21日 新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップについて ○※

令和2年5月22日 新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップについて 〇 ○

令和2年5月25日
新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップにおけるステップの移行に
ついて

〇 ○※ ○

令和2年5月26日 新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップの一部改正について 〇 ○※ ○

令和2年5月28日
新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップにおけるステップの移行に
ついて

〇

令和2年5月29日
新型コロナウイルス感染症乗り越えるためのロードマップにおけるステップの移行に
ついて

〇 ○

令和2年6月2日 モニタリング会議の指標、「東京アラート」の発動について 〇 ○※ ○

令和2年6月11日
新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップにおけるステップの移行、
第２波に備える新たな対応について

〇 〇 ○

令和2年6月30日 今後のモニタリングの方法について 〇 ○※ ○

令和2年7月2日 都内の感染状況及び医療提供体制に関する分析結果について 〇 ○

東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議・東京都新型コロナウイルス感染症対策審議会
・東京都議会災害対策連絡調整本部会議
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(書面)

(書面)

開催日 主な議事 ① ② ③

令和2年7月9日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 〇

令和2年7月15日 都民・事業者への呼びかけについて 〇 ○※ ○

令和2年7月30日 新型コロナウイルス感染症対策条例の一部改正及び営業時間短縮の要請について 〇 〇 ○

令和2年8月27日 営業時間短縮の要請について 〇 〇 ○

令和2年9月3日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 〇

令和2年9月10日 東京都新型コロナウイルス感染症対策条例の改正案について 〇 〇 ○

令和2年9月17日 東京都新型コロナウイルス感染症対策条例の改正について ○※

令和2年10月8日 最近の感染状況及び医療提供体制状況、感染拡大防止に係る各種取組等について ○

令和2年10月30日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 〇 ○

令和2年11月19日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 〇 ○

令和2年11月25日
営業時間短縮・外出自粛の要請について、「Go To Eat」事業について、「もっと
Tokyo」について

〇 〇 ○

令和2年12月2日 「Go To トラベル」事業、「もっとTokyo」について 〇 〇 ○

令和2年12月14日 営業時間短縮の要請、「Go To トラベル」事業について 〇 ○※ ○

令和2年12月17日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 〇 ○

令和2年12月21日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 〇 ○

令和3年1月4日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 〇 ○※ ○

東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議・東京都新型コロナウイルス感染症対策審議会
・東京都議会災害対策連絡調整本部会議
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開催日 主な議事 ① ② ③

令和3年1月7日 東京都における緊急事態措置等（案）について 〇 ○※ ○

令和3年1月20日 営業時間短縮に係る協力金について ○

令和3年2月2日 東京都における緊急事態措置等（案）について 〇 ○※ ○

令和3年2月5日 営業時間短縮の要請の延長に伴う補正予算について 〇 ○

令和3年2月18日 新型コロナウイルス感染症対策に係る補正予算案について 〇 ○

令和3年2月19日 特措法第45条第２項による要請について ○※

令和3年3月5日 東京都における緊急事態措置等（案）について 〇 ○※ ○

令和3年3月18日 段階的緩和期間における東京都の対応（案）について 〇 ○※ ○

令和3年3月24日 リバウンド防止期間における東京都の対応（案）について 〇 ○※ ○

令和3年4月9日 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置（案）について 〇 ○※ 〇

令和3年4月23日 東京都における緊急事態措置等（案）について 〇 ○※ 〇

令和3年5月7日 東京都における緊急事態措置等（案）について 〇 ○※ 〇

令和3年5月26日 新型コロナウイルス感染症に対する都の対応 〇

令和3年5月28日 東京都における緊急事態措置等（案）について 〇 ○※ 〇

令和3年6月18日 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置（案）について 〇 ○※ 〇

令和3年6月30日 特措法第 31 条の６第３項による命令について ○※

東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議・東京都新型コロナウイルス感染症対策審議会
・東京都議会災害対策連絡調整本部会議
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開催日 主な議事 ① ② ③

令和3年7月8日 東京都における緊急事態措置等（案）について 〇 ○※ 〇

令和3年7月30日 東京都における緊急事態措置等（案）について 〇 ○※ 〇

令和3年8月17日 東京都における緊急事態措置等（案）について 〇 ○※ 〇

令和3年9月9日 東京都における緊急事態措置等（案）について 〇 ○※ 〇

令和3年9月28日 東京都におけるリバウンド防止措置（案）について 〇 ○※ 〇

令和3年10月21日 基本的対策徹底期間における対応（案）について 〇 〇 〇

令和3年11月25日 基本的対策徹底期間における対応（案）、都のレベル移行の目安について 〇 ○※ 〇

令和3年12月24日 都民に対する検査受検要請（案）について ○※ ○※

令和4年1月7日 オミクロン株の急速拡大に伴う東京都緊急対応（案）について 〇 ○※ 〇

令和4年1月13日 重点措置等の適用について 〇

令和4年1月18日 レベルの移行について ○※ ○※ 〇

令和4年1月19日 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置（案）について 〇 ○※ 〇

令和4年2月3日 オミクロン株の特性を踏まえた都の新たな指標について ○※

令和4年2月10日 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置（案）について 〇 ○※ 〇

令和4年3月4日 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置（案）について 〇 ○※ 〇

令和4年3月17日 リバウンド警戒期間における取組（案）について 〇 ○※ 〇

令和4年4月21日 リバウンド警戒期間における取組（案）について 〇 ○※ 〇

令和4年5月20日 ５月23日以降の取組（案）について 〇 ○※ 〇

東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議・東京都新型コロナウイルス感染症対策審議会
・東京都議会災害対策連絡調整本部会議
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開催日 主な議事 ① ② ③

令和4年7月15日 今夏の感染拡大への対策に関する方針と取組等について 〇 ○※ 〇

令和4年9月13日 コロナとの共存に向けた都の方針と取組（案） 〇 ○ 〇

東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議・東京都新型コロナウイルス感染症対策審議会
・東京都議会災害対策連絡調整本部会議

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて都と区市町村との連携を図るため、対策本部会議において決定した都の措置内容等に

ついては、区市町村とのテレビ会議において説明、意見交換等を実施
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 当会議では、都における新型コロナウイルスの感染の状況等、専門家に

よる分析結果を基に、現状の評価を行い、都としての必要な対応を検討

 知事、副知事、福祉保健局長、医療体制戦略監を始めとした関係局長等

に加え、専門家によって構成

東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議

開催状況

回 開催日 主な議事

第1回 令和2年7月9日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都の検査体制・医療提供体制、モニタリングレ
ポート配信

第2回 令和2年7月15日 感染状況・医療提供体制の分析報告、医療提供体制の強化

第3回 令和2年7月22日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第4回 令和2年7月30日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第5回 令和2年8月6日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第6回 令和2年8月13日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第7回 令和2年8月20日 感染状況・医療提供体制の分析報告、重症基準

第8回 令和2年8月27日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第9回 令和2年9月3日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第10回 令和2年9月10日 感染状況・医療提供体制の分析報告
50
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東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議

回 開催日 主な議事

第11回 令和2年9月17日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第12回 令和2年9月24日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第13回 令和2年10月1日 感染状況・医療提供体制の分析報告、検査件数、都内感染者の状況

第14回 令和2年10月8日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第15回 令和2年10月15日 感染状況・医療提供体制の分析報告、東京iCDC

第16回 令和2年10月22日 感染状況・医療提供体制の分析報告、高齢者施設における対策強化

第17回 令和2年10月29日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第18回 令和2年11月5日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第19回 令和2年11月12日
感染状況・医療提供体制の分析報告、東京i CDCリスコミチームによる都民意識に関す
る予備調査の結果

第20回 令和2年11月19日
感染状況・医療提供体制の分析報告、新型コロナウイルス感染症患者の宿泊施設療養/入
院判断、今冬の新型コロナウイルスに対する感染予防のポイント

第21回 令和2年11月26日 感染状況・医療提供体制の分析報告、専用医療施設の開設

第22回 令和2年12月3日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第23回 令和2年12月10日 感染状況・医療提供体制の分析報告、死亡症例の傾向
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東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議

回 開催日 主な議事

第24回 令和2年12月17日
感染状況・医療提供体制の分析報告、新型コロナウイルス感染症患者の宿泊施設療養/入
院 判断フロー（更新）、年末年始に向けてのメッセージ、都民向け感染予防ハンド
ブック（概要）

第25回 令和2年12月24日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第26回 令和2年12月30日 感染状況・医療提供体制の分析報告

第27回 令和3年1月7日 感染状況・医療提供体制の分析報告、コロナウイルスワクチン開発

第28回 令和3年1月14日
感染状況・医療提供体制の分析報告、新型コロナウイルス感染症に対するTEITの活動状
況と感染対策のポイント

第29回 令和3年1月21日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、自宅療
養者向けハンドブック

第30回 令和3年1月28日
感染状況・医療提供体制の分析報告、新型コロナウイルス大規模抗体疫学調査の結果、
感染状況の流行を踏まえた臨時対応

第31回 令和3年2月4日
感染状況・医療提供体制の分析報告、レジストリを活用した研究、後遺症に関する疫学
調査の結果

第32回 令和3年2月10日 感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況

第33回 令和3年2月18日 感染状況・医療提供体制の分析報告、実効再生産数の状況

第34回 令和3年2月26日
感染状況・医療提供体制の分析報告、国の指標及び目安、感染症流行状況を的確に捉え
た新たな対応の考え方
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東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議

回 開催日 主な議事

第35回 令和3年3月4日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、緊急事態宣言下の都民意識アンケート調査の結果、感染再拡
大の防止に向けて

第36回 令和3年3月12日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内変異株スクリーニング状況、感染再拡大の防
止に向けて（提言）

第37回 令和3年3月18日 感染状況・医療提供体制の分析報告、都内変異株スクリーニング状況

第38回 令和3年3月25日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内変異株スクリーニング状況、ワクチン接種の
状況

第39回 令和3年4月1日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、コロナ対策リーダー

第40回 令和3年4月8日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、健安研のゲノム解析による変異株発生状況

第41回 令和3年4月15日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、東京i CDCリスコミチームによる都民意識アンケート調査の
結果、全庁的な応援体制

第42回 令和3年4月22日 感染状況・医療提供体制の分析報告、都内変異株スクリーニング状況、死亡症例

第43回 令和3年4月28日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、戦略的検査の実施状況

第44回 令和3年5月6日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、重症例の若年化、若年層の感染経路、下水中に含まれる新型
コロナウイルスの流行状況調査
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東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議

回 開催日 主な議事

第45回 令和3年5月13日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、宿泊・自宅療養者の行動等に関するアンケート調査の結果
、戦略的検査

第46回 令和3年5月20日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況

第47回 令和3年5月27日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況

第48回 令和3年6月4日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況

第49回 令和3年6月10日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況

第50回 令和3年6月17日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、ワクチン接種状況

第51回 令和3年6月24日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、新型コロナウイルス感染症後遺症リーフレット

第52回 令和3年7月1日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、広報媒体を活用した呼びかけ

第53回 令和3年7月8日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況

第54回 令和3年7月15日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況
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東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議

回 開催日 主な議事

第55回 令和3年7月21日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、東京２０２０大会における感染症対策

第56回 令和3年7月29日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、宿泊・
自宅療養者の行動等に関するアンケート調査の結果、都内変異株スクリーニング状況、
東京２０２０大会における感染症対策

第57回 令和3年8月5日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、都内ワクチン接種状況

第58回 令和3年8月12日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況

第59回 令和3年8月20日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況

第60回 令和3年8月26日
新感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内
変異株スクリーニング状況、ワクチン接種に関する都民アンケート調査の結果

第61回 令和3年9月2日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、抗体カクテル療法の促進、感染症法に基づく協力要請

第62回 令和3年9月9日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、新型コロナワクチンについて、感染症法に基づく協力要請

第63回 令和3年9月16日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、宿泊・自宅療養者の行動等に関するアンケート調査の結果
、東京２０２０大会

第64回 令和3年9月24日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、ワクチン接種率と死亡者数、東京２０２０大会（大会時の感
染状況、配水量から見る在宅での観戦状況） 55



東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議

回 開催日 主な議事

第65回 令和3年9月30日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、重症者数と死亡者数の推移

第66回 令和3年10月7日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況

第67回 令和3年10月14日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、高齢者施設等の感染対策事例集

第68回 令和3年10月21日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内変異株スクリーニング状況、換気の重要性、
対策等、感染状況に応じた医療提供体制

第69回 令和3年11月11日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株スクリーニング状況、宿泊・自宅療養者の行動等に関するアンケート調査の結果

第70回 令和3年11月25日

感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、感染防
止対策取組状況に関する都民アンケート調査結果、ワクチン接種7ヶ月後の抗S1-IgG抗
体および中和抗体価測定の結果、感染防止対策取組状況に関する都民アンケート調査の
結果、抗体カクテル療養実施状況分析、都内変異株ゲノム解析結果

第71回 令和3年12月9日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査について、新規陽性者数に占めるブレイクスルー感染者、オミクロン株へ
の緊急対応

第72回 令和3年12月23日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、換気のポイント

第73回 令和4年1月6日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、換気の重要性と総合的な感染対策、年末年始における感染事例、
感染拡大時の保健・医療提供体制
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東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議

回 開催日 主な議事

第74回 令和4年1月13日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、Covid-19 AIシミュレーションプロジェクト

第75回 令和4年1月20日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、学生寮、部活動で集団感染を防ぐためのチェックリスト、自宅
療養者ハンドブック（改訂）

第76回 令和4年1月27日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、第5波と第6波の入院患者像の違い、海外の感染状況、感染状況
に応じた医療提供体制

第77回 令和4年2月3日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、飲食店における時短営業等の状況、コロナ後遺症相談窓口の相
談データ分析

第78回 令和4年2月10日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、宿泊・自宅療養者の行動等に関するアンケート調査の結果

第79回 令和4年2月17日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、都民のワクチン接種状況

第80回 令和4年2月25日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、感染拡大防止・医療提供体制の充実

第81回 令和4年3月3日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、ワクチン接種状況等

第82回 令和4年3月10日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、ワクチン３回目接種
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東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議

回 開催日 主な議事／関係局

第83回 令和4年3月17日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、ワクチン追加接種の効果、新規陽性者と重症者の推移

第84回 令和4年3月24日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、都立・公社病院の外来を受診したコロナ後遺症患者の症例デー
タ分析

第85回 令和4年4月7日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、ワクチン接種の推進、医療提供体制

第86回 令和4年4月21日

感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、抗体保有調査の結果、東京i CDCリスコミチームによる都民アン
ケート調査の結果、若者向けコロナ感染予防チェックリスト、第６波の特徴、ワクチン
接種歴別の新規陽性者及び重症患者

第87回 令和4年5月12日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、海外のマスク状況、国内専門家発言要旨のまとめ

第88回 令和4年5月26日

感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、新型コロナウイルス感染症に係る発生届様式の簡素化、ワクチ
ン３回目・４回目接種の促進、都立・公社病院「コロナ後遺症相談窓口」の相談データ
分析、マスク着用に関する基本的な考え方

第89回 令和4年6月9日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、今後の医療提供体制等の検討

第90回 令和4年6月23日

感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、高齢者施設・障害者施設における換気のチェックリスト、新型
コロナウイルス後遺症オンラインセミナーの開催、医療提供体制、インフルエンザによ
る学年閉鎖、オーストラリアにおけるインフルエンザの流行状況
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東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議

回 開催日 主な議事

第91回 令和4年6月30日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、感染拡大を受けた医療提供体制、夏の感染拡大時における医療
提供体制、熱中症予防啓発

第92回 令和4年7月7日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、ワクチン3回目接種の効果、医療提供体制の確保

第93回 令和4年7月14日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、抗体保有調査結果、ワクチン接種効果、基本的な感染防止対策

第94回 令和4年7月21日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、保健医療提供体制のさらなる強化

第95回 令和4年7月28日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、世界各国の新型コロナウイルス感染症にかかる状況、保健医療
提供体制のさらなる強化

第96回 令和4年8月4日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況

第97回 令和4年8月10日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、オミクロン株に対する新型コロナワクチンの有効性

第98回 令和4年8月18日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、季節性インフルエンザ予防接種助成

第99回 令和4年8月25日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、都立病院の外来を受診した新型コロナ後遺症患者の症例分析

第100回 令和4年9月1日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況
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東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議

回 開催日 主な議事

第101回 令和4年9月8日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、後遺症リーフレット（改訂）、新型コロナ後遺症対応医療機関
の公表

第102回 令和4年9月22日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、発生届の全数届出見直しとワクチン

第103回 令和4年9月30日
感染状況・医療提供体制の分析報告、都内主要繁華街における滞留人口の状況、都内変
異株PCR検査実施状況、今冬の感染拡大に向けた対策の骨子
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○事業継続計画（ＢＣＰ）に基づく既存業務の休止や縮小により、全庁的な応援人員を確保し、宿泊

療養施設等の運営、保健所運営支援、給付金の支給、飲食店等の点検などの感染症対策業務に対応

都職員による応援体制の推移と応援業務別添10

（人）

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

R2.4.1 R2.5.1 R2.6.1 R2.7.1 R2.8.1 R2.9.1 R2.10.1 R2.11.1 R2.12.1 R3.1.1 R3.2.1 R3.3.1 R3.4.1 R3.5.1 R3.6.1 R3.7.1 R3.8.1 R3.9.1 R3.10.1 R3.11.1 R3.12.1 R4.1.1 R4.2.1 R4.3.1 R4.4.1 R4.5.1 R4.6.1 R4.7.1 R4.8.1 R4.9.1

① 特別措置法等に基づく都民・事業者等への要請 ② 宿泊療養施設の運営
③ 無症状者施設の運営 ④ 酸素・医療提供ステーションの運営
⑤ 保健所運営支援 ⑥ ワクチン接種体制の整備（大規模接種含む）
⑦ 事業者に対する給付金支給 ⑧ 本庁危機管理・感染症対策部門の状況（福祉保健局）
⑨ 本庁危機管理・感染症対策部門の状況（総務局） ⑩ その他業務 61



新型コロナウイルス感染症対策イメージ図

増勢

都民・事業者

オミクロン株対策構想案Ver.1（4.1.17現在）
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都民・事業者

家庭
内

オミクロン株対策構想案Ver.2（4.2.10現在）
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都民・事業者

家庭
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オミクロン株対策構想案Ver.3（4.2.24現在）
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ｴｯｾﾝｼｬﾙﾜｰｶｰ

行政検査

検査無料化

発熱相談
センター

基本的感染
防止対策

都率先行動

保健所

各種措置

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ
ｾﾝﾀｰ

診察・検査
医療機関

ﾊﾟﾙｽｵｷｼ
ﾒｰﾀｰ

抗体薬
ｾﾞﾋﾞｭﾃﾞｨ

ｳｴｱﾗﾌﾞﾙ
ﾃﾞﾊﾞｲｽ

巡回診療
(往診)

ﾃﾚﾜｰｸ等

ﾊｲﾘｽｸ層

学校等･子供

若年層

コール
センター

情報発信

BCP

Ⅰ

Ⅱ

増員

増室

【早
期
発
見
】

【意
識
啓
発
】

【感
染
機
会
抑
制
】

感染拡大時療養施設
約350床⇒約1000床

チャットボッ
ト

確保室数：11,000室

約10万件/日
集中検査拡大

最大3万件/日

100⇒150回線

250名⇒600名

約1,600機関

10名⇒36機関

オンライン診
療

確保病床：6,919床⇒7,229床
入院待機ST：46床
酸素医療ST(施設型)：600床
酸素医療ST(病院型)：40床
転退院促進

ﾃﾚﾜｰｸﾘｰﾀﾞｰ
宿泊支援

BCP点検ｻﾎﾟｰﾄ
要員確保ｻﾎﾟｰﾄ
ﾎﾃﾙ利用ｻﾎﾟｰﾄ
BCP事例発信

感染対策助成

自宅療養者
ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ

20万⇒30万台

200回線
集中検査拡大
寮･部活ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
学校対策周知･手引き
子供教室事業
ｼｯﾀｰ活用
代替保育支援
子供の預け先確保

うちさぽ
TOKYO 自宅観察

濃厚接触者

高齢者
宿泊支援

感染対策
支援ﾁｰﾑ

人的支援
強化

検査ｷｯﾄ配布

#1:1/21~2/13
#2:2/14~3/6

濃厚接触者が保健所
に報告する体制

凡例 赤字：新規対策・強化策

食事ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ
直接入所

医療機能強化施設
妊婦支援施設

280回線

高齢者
集中検査拡大
医療・介護支援施設
施設へ人的応援体制

医療人材登録
データベース

ワクチン
追加接種

経口薬

登録医療機関：2,900
発注済み薬局：1,800

治験協力

追加接種前倒し
大規模接種ｾﾝﾀｰ:10ヶ所
ワクチンバス

国の
医療人材

約4,200機関

64

新型コロナウイルス感染症対策イメージ図



国の水際対策

日 付 これまでの取組 フェーズ 波

令和2年2月1日 ・中国湖北省に滞在歴がある外国人等の上陸拒否

令和2年3月9日
・中国・韓国において発給されたビザの効力を停止
・香港・マカオ・韓国の査証免除措置を停止
・中国・韓国からの入国者に指定場所での２週間待機を要請

令和2年3月27日 ・欧州の多くの国へ外国人等の上陸拒否の対象を拡大

令和2年4月3日
・世界の多くの国へ外国人等の上陸拒否の対象を拡大
・全世界からの入国者に指定場所での２週間待機を要請

令和2年6月18日 ・ビジネス上必要な人材等の出入国について特例措置を開始

令和2年12月28日 ・ビジネス上必要な人材等の出入国について特例措置を一時停止

令和3年11月8日 ・ビジネス・留学・技能実習の入国受入再開

令和3年11月30日 ・全世界からの外国人新規入国原則停止

令和4年3月1日 ・観光目的以外の新規入国受入再開

令和4年4月8日 ・外国人等の上陸拒否の対象を大幅に縮小

令和4年9月4日 ・外国人等の上陸拒否を全面解除

令和4年10月11日
・外国人観光客受入全面再開
・ビザ免除措置再開

規制

規制

規制

規制

規制

規制

緩和

緩和

緩和

緩和

緩和

緩和

第１波

第３波

第６波
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