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はじめに

１ 高野光二郎事務所

平素より、何かとお世話になり誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症に於いて、お亡くなりになられた皆様に対し心からお悔や
み申し上げ、感染された皆様に対し、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。

又、様々な被害や影響により、不安を抱えられている国民の皆様に対しお見舞い
申し上げます。

さて、政府は、国難である新型コロナウイルス感染症への対策･対応として、

①令和２年度第1次補正予算、25兆6,914億円の緊急経済対策が4月30日に成立。
②第2次補正予算、過去最大の31兆9,114億円の緊急経済対策が6月12日に成立。

③本年1月28日に、令和2年度第3次補正予算が成立。19兆1,761億円。
令和2年度の歳出が一般会計と合わせ、175兆円超。

④「15ヶ月予算」として令和2年度第3次補正に併せて、令和3年度予算を編成して
おり、切れ目無く新型コロナウイルス感染症に対応するために、取り組んでいます。

このような対応策を、より多くの方に知っていただくために、高野光二郎事務所は、
国の支援策を「誰に･何を･どのように･いつから。」の目線で、

①の第1次補正予算のHOW TO BOOKを作成。(令和2年4月17日)
②の第2次補正予算(第1次補正予算に追加)を作成。(令和2年６月17日随時更新)
そしてこの度、
③の第3次補正予算に対応したHOW TO BOOKを作成しました。

併せまして、「ワクチンQ＆A」を弊事務所で作成しました。ワクチンについては、
未だ情報が不透明ですが、弊事務所が国民の皆様からいただいたご意見や、ご質問に

また、今後、新たな情報が入り次第、精査を重ね、精度を高めながら、適宜、SNSや
ホームページ等で情報を更新し、公開して参ります。

※本資料は、国の支援策の全てを網羅しきれていないことを、ご了承ください。

ご家族やご友人、お知り合いにも、国や都道府県･市区町村の各支援策をご紹介
いただければ、幸いです。よろしくお頼み申し上げます。

対し、政府に情報を求め、事実確認をしております。
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☆本冊子は、国の令和2年度第3次補正予算コロナ対策･対応の施策や
事業メニューを弊事務所で選抜、抽出してご紹介させていただいています。
つきまして、本冊子に記載されていない、他の国の支援策･補助金等も
ございます。
下記の各省庁の支援策メニューについても、ぜひご覧いただき、最大限に
活用していただけますと、幸いです。

経済産業省
(中小企業庁含)

厚生労働省
農林水産省
(分割版)

文部科学省

観光庁 文化庁
※「○○省 令和2年度第3次補正」と

検索いただきますと、検索結果の
トップページに表示されます。
スマートフォンからは、上記の
QRコードよりアクセスできます。
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ひとり親世帯臨時特別交付金(★再支給)

何を

高野光二郎事務所

令和2年12月11日時点で未だ基本給付(2次補正)の
申請を行っていない方についても、基本給付(再支給分)を

併せて申請することにより支給

個人 子育て世代の方

４

誰に

どのように

いつからいつまで

申請期限：令和３年２月28日
※自治体によって異なる。

問い合わせ先

【追加支給額】
1世帯あたり5万円、第２子以降は(1人につき)＋３万円

★が第３次補正です。

各市町村窓口にご相談下さい。
コールセンター 0120-400-903
検索キーワード「ひとり親世帯 臨時特別給付金」

①令和2年6月分の児童扶養手当受給者
②公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の

児童扶養手当の支給を受けていない方
③新型コロナの影響で家計が急変し、収入が児童扶養手当を

受給している方と同じ水準となっている方



緊急特別無利子貸与型奨学金(★延長)

個人 学生の方

５ 高野光二郎事務所

家計が急変するなどしても、学生等が進学･修学
できるように無利子奨学金による経済的支援を行う。

※第二種奨学金(有利子)制度を活用しつつ、
利子分を国が補填し、実質無利子にて貸与

【支援対象】大学、短大、大学院、高等専門学校(4･5年生)
専修学校高等課程の学生

【貸与月額】学生等が自分で選択できる。
(例) 大学の場合

月額20,000円～120,000円(10,000円刻み)

日本学生支援機構 0570-666-301
検索キーワード「無利子奨学金」
在学の学校にご相談ください。

誰に

何を

どのように

お問合せ先

★が第３次補正です。

いつからいつまで

貸与期間：令和3年3月末まで

新型コロナウイルス感染症の影響により、アルバイト収入等
が大幅に減少し、学生生活への経済的な影響が大きい学生



★高校生等奨学給付金

世帯区分
給付額(年額)

上乗せ額
国公立 私立

非課税世帯
全日制等(第1子)

84,000円
→110,100円

103,500円
→129,600円 +26,100円

非課税世帯
全日制等(第2子以降)

129,700円
→141,700円

138,000円
→150,000円

+12,000円

非課税世帯
通信制・専攻科

36,500円
→48,500円

38,100円
→50,100円 +12,000円

個人 学生の方

6高野光二郎事務所

生活が困窮している世帯の高校生･高等専門学校･
中等部後期課程･専修学校高等課程等が対象

(国立･公立･私立を問わない)※特別支援学校は除く

学校に通うための資金を支援することを通じて、
高校生等の学びを支える。

令和2年度高校生等奨学給付金受給者(住民税非課税世帯)に、
以下の追加支援
① 家庭でのオンライン学習に必要な通信費相当額の特例の追加支給と

して、住民税非課税世帯に対して通信費相当額(1万円)を
特例的に追加支給を行う。都道府県に所要額を補助(補助率10/10)

② 上乗せ支給(以下の通り)

支援内容→

どのように

誰に

何を

お問合せ先

★が第３次補正です。

各問合せ先→
(各都道府県ごとに
問い合わせ窓口が
あります。)

検索キーワード「高校生等奨学給付金」

3月頃からの実施予定
いつからいつまで



住居確保給付金(★延長)

誰に

何を

問い合わせ先

休業による収入減でもしくは、離職･廃業後2年以内の方

原則３ヶ月、最大9ヶ月の家賃相当額を支援
※自治体によって額が変わります。

【収入要件】
世帯収入合計額が、市区町村民税均等割が非課税となる
収入額の1/12＋家賃額を超えないこと。
(東京都特別区の目安)

単身世帯：13.8万円、２人世帯：19.4万円、3人世帯：24.1万円
【資産要件】

世帯の預貯金の合計額が、以下を超えないこと。
(東京都特別区の目安)

単身世帯：50.4万円、２人世帯：78万円、3人世帯：100万円
【求職活動等要件】

誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
(ハローワークへの求職申込は不要)

※令和3年1月1日以降は最長で補助期間を12ヶ月まで延長できます。
(令和2年度中に新規申請して受給開始した方のみ)

※3か月分を再受給することができます。

高野光二郎事務所

個人 低所得者･収入減の方

７

コールセンター 0120-235-572
検索キーワード「住居確保給付金」

どのように

★が第３次補正です。

申請期限：令和3年3月末日まで

いつからいつまで



個人向け緊急小口資金の特例措置(★拡充)

どのように

個人 低所得者･収入減の方

８高野光二郎事務所

休業･失業等のために収入が減少し、
緊急かつ一時的に貸付を必要とする世帯

非正規雇用の方や個人事業主の方を含めて、
休業･失業等による資金不足を支援

【貸付上限】20万円以内(従来上限額10万円から拡充)
【利子･連帯人】なし･不要

※新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があれば、
休業状態になくても対象となる。

コールセンター 0120-461-999
検索キーワード「緊急小口資金 特例措置」

新規貸付申請期限：令和３年３月31日まで
※令和４年３月末日以前に償還が開始となる貸付については、

令和４年３月末日まで措置期間を延長

誰に

何を

いつからいつまで

お問合せ先

★が第３次補正です。



総合支援資金貸付の特例措置(★拡充)

どのように

個人 低所得者･収入減の方

９ 高野光二郎事務所

休業･失業等のために収入が減少し、
生活が困窮し、生活の維持が困難になっている世帯

非正規雇用の方や、個人事業主の方を含めて、
休業･失業等による資金不足を支援

【貸付上限】(2人以上)月20万円×3か月以内
(単身)月15万円×3か月以内

【貸付期間】原則３月以内だが、支給が終了した方には、
さらに３ヶ月間再支給

【利子・保証人】なし･不要
返済期限：10年以内(措置1年以内)

※緊急小口資金と総合支援資金双方を併せた貸付上限が、
2人以上世帯200万円、単身世帯155万円へと拡充

コールセンター 0120-461-999
検索キーワード「総合支援資金貸付 特例措置」

お問合せ先

新規貸付申請期限：令和３年３月31日まで
※返済開始時期については、令和４年３月末日以前に返済時期が

到達する予定の貸付に関しては、令和４年３月末日まで延長

誰に

何を

いつからいつまで

★が第３次補正です。



大企業･中堅企業･中小企業･
小規模事業者･フリーランス
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新型コロナウイルス感染症に対する
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大企業 中小企業 小規模事業者

製造業･建設業･
運輸業･その他

300人以上
資本金3億円以上

300人以下
3億円未満

20人以下

卸売業
100人以上
資本金1億円以上

100人以下位
1億円未満

5人以下

サービス業
100人
資本金5,000万円以上

100人以下
5,000万円以下

5人以下

小売業
50人
資本金5,000万円未満

50人以下
5,000万円以下

5人以下

※参考

※中堅企業…資本金1億円以上10億円未満



①令和2年4月～6月(追加)、②令和2年10月～12月、
③令和3年1月～緊急事態宣言が全国で解除される月の翌月末

迄の休業に対し、賃金を補償。

事業主の指示で休業したが、休業手当を受けていない
中小企業の全ての労働者＋

大企業のシフト勤務等非正規労働者(追加)

新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金･給付金(★延長)

問い合わせ先

どのように

高野光二郎事務所11

誰に

何を

【支給額】
(休業前の１日あたりの平均賃金×80％) × 休業日数
※令和2年4月～6月の休業については、賃金の60％で計算。

【支給上限額】日額上限：11,000円(月額上限：33万円)

【申請対象期間】
緊急事態宣言が解除された翌月末まで(3月中に解除→4月末)

【支給対象･締切期間】
・令和2年10月～12月分→令和3年3月31日
・令和3年 1月～ →対象期間の3ヶ月後
(例：申請対象が4月末日までの場合、7月末日が締切)

いつからいつまで

★が第３次補正です。

中小企業

コールセンター 0120-221-276
検索キーワード「休業支援金」

大企業



小学校等の臨時休校に伴い、労働者に休暇を取得させた
事業者や、就業できなかったフリーランス

小学校休業等対応助成金･支援金(★拡充)

誰に

何を

どのように

問い合わせ先

高野光二郎事務所

【支給額】
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額 × 10/10 

【日額上限】
1日15,000円 フリーランス：１日7,500円

小学校等の臨時休校に伴い、有給の休暇を労働者に
与えた場合に係る費用や、委託を受けて個人で仕事をする方が、
契約した仕事が出来なくなったときに減少する収入の補填を支援

子育て世代の方

12

コールセンター 0120-60-3999 
検索キーワード「休業等対応助成金」

【対象・申請締切期間】
令和2年10月1日～12月31日分→締切: 令和3年3月31日
令和3年 1月1日～ 3月31日分→締切: 令和3年6月30日

いつからいつまで

★が第３次補正です。

事業主(フリーランスを含む)



業況悪化から資金繰り支障を来している、
旅館業･飲食店･喫茶店等を営む方

★衛生環境激変対策特別貸付

誰に

感染症の発生による衛生環境の激変に起因して、
衛生水準の維持向上に、著しい支障をきたしている、

生活衛生関係営業者の安定を図るための特別の貸付制度

何を

どのように

問い合わせ先

【対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
飲食店営業者、喫茶店営業者及び旅館業を営む者

【限度額】飲食関係業者：1,000万円
旅館業：3,000万円

【貸付･据置期間】7年以内･2年以内
【利率】2.16～2.45% 等

※担保有無により、利率変化、審査あり

高野光二郎事務所

事業主(フリーランスを含む)

13

現在実施中。令和3年3月31日申請終了。

日本政策金融金庫 0120-154-505
お近くの支店までお問い合わせ下さい。

★が第３次補正です。

いつからいつまで

検索キーワード「衛生環境激変対策特別貸付」



★大規模感染リスクを低減するための
高機能換気設備等の導入支援

誰に

新型コロナウイルス感染症の拡大を低減するために、
高機能換気設備をはじめとする、高効率機器等の導入を支援

何を

どのように

問い合わせ先

高野光二郎事務所 14

環境省 温暖化対策事業室 0570-028-341
検索キーワード「高機能換気設備 支援」

飲食店等の不特定多数の人が利用する
施設等を対象として、高機能換気設備及び、
同時に導入する空調設備の導入に係る経費を補助。

【補助率】1/2 【上限額】調整中

★3次補正で補助対象等が変更予定
詳細は3月下旬に決定予定

★が第３次補正です。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、
不特定多数の人が集まる飲食店や

小売店･ホテル･旅館･サービス業等の業務用施設

いつからいつまで

事業主(フリーランスを含む)



★中小事業者に対する一時金

中小企業

15 高野光二郎事務所

緊急事態宣言に伴う、飲食店の時短営業や外出自粛により、
売り上げが減少した中堅企業･中小企業

売り上げが減少した事業者の資金繰りを支援

要件①: 宣言発令地域の飲食店と直接･間接の取引がある
(農業者･漁業者･飲食料品･割り箸･おしぼりなど
飲食業に提供される財･サービスの供給者を想定)

要件②: 外出自粛等による直接的影響を受けた(観光施設･土産物屋･
旅館･タクシー事業者等の、人流減少の影響を受けた者を想定)

①②の事により、令和3年1月～3月のいずれかの売上高が
対前年比50%以上減少している。

支給額：法人は60万円以内、個人事業者等は30万円以内
※算出方法：前年1月及び2月の事業収入 – (前年同月比50%以上の月の事業収入×2)

★３月上旬に電子申請での受付を開始予定

誰に

何を

どのように

いつからいつまで

「事業確認」は地域の商工会議所･信金等が実施
検索キーワード「中小企業 一時金」

★が第３次補正です。

中堅企業

お問合せ先



★産業雇用安定助成金

誰に

何を

問い合わせ先

高野光二郎事務所

共同事業主として、支給申請した出向事業元事業主と、
出向先事業主に対し、出向中に要する経費の一部を助成

16

休業等で不安を抱える在職型出向のある企業の従業員の方々
※事業者への支給を通じて雇用を維持

どのように

令和3年2月5日 制度創設
※令和3年1月1日以降の出向経費が対象

いつからいつまで

中小企業

中小企業 中小企業以外

出向元が労働者の解雇等
を行っていない場合

9/10 3/4

出向元が労働者の解雇等
を行っている場合

4/5 2/3

上限額(出向元・先の計) 12,000円/日

★が第３次補正です。

各都道府県労働局にお問い合わせ下さい。
検索キーワード「産業雇用安定助成金」

小規模事業者



★業務改善助成金の拡充

お問合せ先

中小企業

17 高野光二郎事務所

各都道府県労働局にお問い合わせ下さい。
検索キーワード「業務改善助成金」

生産性を向上させ、事業場内最低賃金の
引き上げを図る、中小企業･小規模事業者

事業場内最低賃金を一定以上引き上げ、設備投資
(機械設備･コンサルティング導入や人材育成･教育訓練)等を

行った場合に、その費用の一部を助成

誰に

何を

【対象事業場】以下2つの条件を満たす事業場
・事業場内最低賃金を地域別最低賃金の差額が30円以内
・事業場規模100人以下

【助成率】
・事業場内最低賃金900円未満 4/5、9/10
・事業場内最低賃金900円以上 3/4、4/5

令和3年2月1日より受付開始

いつからいつまで

どのように

★が第３次補正です。

小規模事業者



★事業再構築促進事業

補助金額 補助率

中小企業(通常枠) 100万円以上6,000万円以下 2/3

中小企業(卒業枠*1) 6,000万円超1億円以下 2/3

中堅企業(通常枠) 100万円8,000万円以下
1/2

(4,000万円超は
1/3)

中堅企業
(グローバルV字回復枠*2)

8,000万円超1億円以下 1/2

中小企業

18高野光二郎事務所

中小企業庁 技術･経営革新課 03-3501-1816
検索キーワード「事業再構築促進事業」

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
中小企業や中堅企業等

新規事業分野への業態転換･事業再編等への取組を支援
中小企業から中堅企業に成長する取組を特に支援

補助対象：直近6ヶ月間中任意の3カ月の合計売上高が、コロナ以前の
同３ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。

*1= 組織再編や設備投資等で資本金又は従業員を増やし、中堅企業へ成長する事業者向け
*2= 要件より売上高が減少(15%以上)していてグローバル展開を果たそうとする企業

誰に

何を

どのように

お問合せ先

実施に向けて詳細を検討中

いつからいつまで

★が第３次補正です。

中堅企業

次P特別枠



★事業再構築促進事業(特別枠)

補助上限 補助率

5人以下 500万円
中小企業：3/4
中堅企業：2/3

6～20人 1,000万円

21人以上) 1,500万円

中小企業

19 高野光二郎事務所

中小企業や中堅企業等

新規事業分野への業態転換･事業再編等への取組を支援
中小企業から中堅企業に成長する取組を特に支援

・通常枠の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出･移動
の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1～3月のいずれかの月の売上高
が対前年(対前々年)同月比で30％以上減少していること。

・事業規模に応じて補助上限を設定した上で、
補助率を中小企業3/4(通常：2/3)

中堅企業2/3(通常枠：1/2)に引き上げ

・通常枠より迅速な診査･採択を行うとともに特別枠で不採択の場合でも
通常枠で再診査を受けることは可能。

※通常枠･特別枠共にjGrants(電子申請システム)での申請受付を予定。

誰に

何を

どのように

お問合せ先

いつからいつまで

次P活用例

★が第３次補正です。

検索キーワード「事業再構築促進事業」
中小企業庁 技術･経営革新課 03-3501-1816

中堅企業

3月募集開始予定



中小企業等事業再構築促進事業の活用イメージ

喫茶店経営
➡飲食スペースを縮小し、
新たにコーヒー豆や焼き菓
子のテイクアウト販売を

実施。

飲食業

居酒屋経営
➡オンライン専用の注文

サービスを新たに開始し、
宅配や持ち帰りの需要に

対応

飲食業

レストラン経営
➡店舗の一部を改修し、

新たにドライブイン形式で
の食事のテイクアウト

販売を実施

飲食業

弁当販売
➡新規に高齢者向けの食事
宅配事業を開始。地域の
高齢化のニーズに対応。

飲食業

衣服販売業
➡衣料品のネット販売やサ
ブスクリプション形式の

サービス事業に業態を転換

小売業

ガソリン販売
➡新規にフィットネスジム
の運営を開始。地域の健康

増進ニーズに対応。

小売業

ヨガ教室
➡室内での蜜を回避するた
め、新たにオンライン形式

でのヨガ教室の運営を開始。

サービス業

高齢者向けデイサービス
➡一部事業を他社に譲渡。
病院向けの給食、事務等の
受託サービスを新規に開始。

サービス業

半導体製造装置部品製造
➡半導体製造装置の技術を
応用した洋上風力設備の部

品製造を新たに開始。

製造業

伝統工芸品製造
➡百貨店などでの売り上げ
が激減。ECサイト(オンラ
イン上)での販売を開始。

製造業

航空機部品製造
➡ロボット関連部品･医療
機器部品製造の事業を新規

に立上げ

製造業

タクシー事業
➡新たに一般貨物自動車運
送事業の許可を取得し、食

料等の宅配サービスを開始。

運輸業

和菓子製造・販売
➡和菓子の製造過程で生成
される成分を活用し、新た

に化粧品の製造･販売を
開始。

食品製造業

土木造成・造園
➡自社所有の土地を活用し
てオートキャンプ場を整備
し、観光事業に新規参入。

建設業

画像処理サービス
➡映像編集向けの画像処理
技術を活用し、新たに医療
向けの診断サービスを開始。

情報処理業

建物費、建物改修費、設備費、外注費(加工、設計費)、研修費(教育訓練費等)、
技術導入費知的財産権導入に係る経費)広告宣伝費･
販売促進費(広告作製、媒体掲載、展示会出店等)等

【注】補助対処企業の従業員の人件費及び従業員の旅費は補助対象外です。

補助対象経費の例

20高野光二郎事務所



★事業承継･事業引継推進事業

誰に

何を

どのように

問い合わせ先

高野光二郎事務所

中小企業

21

事業承継･事業引継ぎを行う中小企業･小規模事業者

事業承継･引継ぎを契機とする業務転換や、
多角化を含む新たな取組、廃業に係る費用、
事業引継時の士業専門家の活用費用等を支援

中小企業庁 財務課 03-3501-5803
検索キーワード「事業継承 事業引継推進事業」

★が第３次補正です。

支援類型 補助率 補助上限額
上乗せ額

※廃業を伴う場合

創業支援型 2/3 400万円 200万円

経営者交代型 2/3 400万円 200万円

M＆A型 2/3 800万円 200万円

専門家活用型 2/3 400万円 200万円(売り手のみ)

①事業承継･引継ぎを契機とする新たな取組や廃業に係る費用の補助
･創業支援型…他の事業者が保有している経営資源を引き継いで創業した事業者への支援
･経営者交代型…親族内承継等により経営支援を引き継いだ事業者への支援
･M＆A型…M＆A(株式譲渡、事業譲渡等)により経営資源を引き継いだ事業者への支援
②事業引継ぎ時の士業専門家の活用費用の補助
･専門家活用型

実施に向けて詳細検討中

いつからいつまで

小規模事業者



★雇用調整助成金の特例措置(延長)

中小企業

22高野光二郎事務所

コールセンター 0120-60-3999
検索キーワード「雇用調整助成金 特例措置」

新型コロナウイルス感染症の影響によって、
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主

労働者に対して、一時的に休業等を行い、労働者の
雇用を図った場合に、休業手当相当額を助成

【現在】助成金上限 15,000円(月額上限33万円)
(※通常は日額上限8,370円)

中小企業 休業時の助成率：4/5 解雇しない場合：10/10
大企業 休業時の助成率：2/3 解雇しない場合：3/4

3月中に全国で緊急事態宣言が解除された場合、
【今後】①まん延防止等重点措置の対象地域で

時短営業に協力する飲食店等、または、直近3ヶ月の
売上が昨年対比30％以上減少した企業(全国で対象)
→現在の特例措置が本年6月末まで続く。

② ①の条件に当てはまらないその他の企業
→5月1日より、助成金の上限を13,500円へ。

助成率：最大で中小企業 90％ 大企業 75％

どのように･いつからいつまで

何を

誰に

お問合せ先

★が第３次補正です。

大企業



新型コロナウイルス感染症特別貸付

中小企業

23 高野光二郎事務所

新型コロナウイルス感染症により、
売上が減少したが、中長期的に業況の回復が見込まれる中小企業者

以下①②のいずれも当てはまる方を支援
①最近1ヶ月間等の売上高または、過去6ヶ月の平均売上高が

前3年のいずれかの年の同期に比し、5％以上減少していること。
②中長期的にみて業況が回復し、かつ、発展が見込まれること。

【融資限度額】直接貸付6億円
【返済期間】設備資金20年以内(うち措置期間5年以内)

運転資金15年以内(うち措置期間5年以内)
【担保】無担保

各地域の日本政策金融公庫支店にお問合せください。
検索キーワード ｢新型コロナウイルス感染症特別貸付｣

どのように

誰に

何を

★が第３次補正です。

現在実施中。終了予定は未定。

いつからいつまで

お問合せ先



★生産性革命推進事業

補助上限・補助率 通常枠 低感染リスク型ビジネス枠

ものづくり補助金
(設備導入、システム構築)

1,000万円
1/2 (小規模: 2/3)

1,000万円
2/3

持続化補助金
(販路開拓等)

50万円
2/3

100万円
3/4

IT導入補助金
(IT導入)

450万円
1/2

450万円
2/3

中小企業

24高野光二郎事務所

新規特別枠である「低感染リスク型ビジネス枠」を新たに創設

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業･小規模事業者

感染対策と経済活動の両立に資する設備導入や、
販路開拓への投資、テレワーク等に対応したITツールの導入等を支援

(下記表の通常枠は令和2年12月で募集終了済み)

詳細は次P以降に掲載

誰に

何を

どのように

★詳細は次P以降に掲載

お問合せ先

★が第３次補正です。

検索キーワード「生産性革命推進事業」

いつからいつまで

小規模事業者



ものづくり補助金(生産性革命推進事業)

何を

どのように

問い合わせ先

高野光二郎事務所25

新商品･サービスの開発や
生産プロセス改善等のための設備投資を支援

★新規特別枠として「低感染リスク型ビジネス枠」を創設
【上限補助】1,000万円
【補助率】2/3(通常1/2)

中小企業

いつからいつまで

★が第３次補正です。

中小企業庁 技術･経営革新課 03-3501-1816
検索キーワード「ものづくり助成金」

誰に
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者で、
以下の要件を満たす全ての方(QRコード内に詳細記入)

要件1 付加価値額 +３％以上/年
要件2 給与支給総額 +1.5％以上/年
要件3 事業場内最低賃金 地域別最低賃金 +30円

令和３年度内にも複数回の締切を設け、随時審査･採択発表

小規模事業者



何を

どのように

問い合わせ先

高野光二郎事務所 26

小規模事業者

いつからいつまで

持続化補助金(生産性革命推進事業)

新型コロナウイルス感染症の影響を
乗り越えるための販路開拓や、設備投資を支援

令和3年度の事業実施に向けて詳細を検討中

★新規特別枠として「低感染リスク型ビジネス枠」を創設
【上限補助】100万円
【補助率】3/4

★が第３次補正です。

中小企業庁 小規模企業振興課 03-3501-2036
検索キーワード「持続化補助金」

新型コロナウイルスの影響を受けている小規模事業者

誰に



どのように

問い合わせ先

高野光二郎事務所27

中小企業

いつからいつまで

IT導入補助金(生産性革命推進事業)

経営状況を「見える化」したり、
業務を自動化したり働き方を改革する補助

★新規特別枠として「低感染リスク型ビジネス枠」を創設
【上限補助】450万円
【補助率】2/3

実施に向けて詳細を検討中

★が第３次補正です。

商務・情報サービスG 03-3580-3922
検索キーワード「IT導入補助金」

バックオフィス業務の効率化や、新たな顧客獲得等、
付加価値向上に繋がるITツールの導入を考えている事業者

※飲食･宿泊･小売･運輸･医療･介護･
保育等のサービス業等･製造業や建設業等も対象

誰に

何を

小規模事業者



働き方改革推進支援資金

中小企業

28高野光二郎事務所

各地域の日本政策金融公庫支店にお問い合わせ下さい。
検索キーワード「働き方改革推進支援資金」

※小規模･個人事業者の方は
国民生活事業担当にお問い合わせください。

事業所内の働き方改革に取り組む中小･小規模事業者

非正規雇用の処遇改善や、長時間労働の是正のための
業務効率･生産性向上への取組を支援

【事業例】
・非正規雇用の処遇改善
・事業場内最低賃金引上げ
・従業員の長時間労働是正
・障害者・外国人労働者雇用の推進
・事業者内に保育施設の整備

お問合せ先

誰に

何を

どのように

★が第３次補正です。

【融資限度額】直接貸付7億2千万円
【返済期間】設備資金20年以内

運転資金7年以内
【担保】相談の上決定
【保証人】必要

現在実施中。終了予定は未定。

いつからいつまで



★国内投資促進事業費補助金

事業者

29 高野光二郎事務所

経済産業省 地域産業基盤整備課 03-3501-1677
検索キーワード「国内投資促進事業費補助金」

国内に生産拠点を移そうとする事業者

サプライチェーン強化のため、
国内に生産拠点を移すor強化することを支援

・海外に生産拠点が集中していることなどから、サプライチェーンの
途絶が危惧される、国民生活に重要な製品･部素材の生産拠点を、
国内に移設･拡大しようとするときに、その設備導入等を支援

・事業イメージ
① 生産拠点の集中度が高い製品等の供給途絶リスク解消のための

生産拠点整備 (例) 海外拠点を国内に整備する。
② 国民が健康な生活を営む上で重要な製品･部素材の生産拠点等

整備 (例) 国内生産ラインを増設する。

・補助率：大企業=1/2以内～1/4以内、中小等=2/3以内～1/4以内

誰に

何を

どのように

お問合せ先

★が第３次補正です。

現在実施中。終了予定は未定。

いつからいつまで



農林水産業

30高野光二郎事務所

新型コロナウイルス感染症に対する
国のHOW TO BOOK



★経営継続補助金

31 高野光二郎事務所

農林漁業者(個人及び法人)
※常時従業員数が20人以下の事業者

誰に

感染拡大防止対策を行いつつ、販路回復･開拓や
事業継続のための設備投資等を支援(※給付金ではなく補助)

何を

① 農協、森林組合、漁協等により計画作成から実施まで伴走
支援を受けた以下の経営継続に向けた取組

【補助率: 3/4 (補助上限額100万円)】
１．国内外の販路回復・開拓
２．事業の継続･回復のための生産･販売方式確立･転換
３．円滑な合意形成の促進等

② 事業活動別本格化のための業種別ガイドライン等に即した
感染防止対策
【補助率:定額 (①の補助額が上限、但し50万円まで)】

農林水産省 経営政策課 03-6744-0576
検索キーワード「農林水産業 経営継続補助金」

お問合せ先

★が第３次補正です。

農林水産業

どのように

いつからいつまで

実施に向けて詳細を検討中



★農林水産業担い手確保･育成

32高野光二郎事務所★が第３次補正です。

農林水産業

就職氷河期世代を含む、幅広い世代を対象とした
農林水産業に就業を希望する方

誰に

何を

経営局 担い手総合対策室 03-3502-6444
検索キーワード「農林水産 担い手確保･育成」

いつからいつまで

お問合せ先

実施に向けて詳細を検討中

どのように

【農業】農業大学校等の研修に必要な資金を交付
農業法人等が就農希望者に実施する研修に対する支援

【林業】就業ガイダンスの開催、トライアル雇用の実施
多技能化に対応した人材育成･新たな研修手法の開発･実施

【漁業】リカレント教育の受講、漁業現場での長期研修の支援
就農相談会の開催、漁業学校で学ぶ者に対する資金交付

新規就農者確保加速化対策
「緑の雇用」新規就農者育成推進事業
漁業担い手確保緊急支援事業
担い手確保･経営強化支援事業

詳細はこちら

複数の支援



★国産農林水産物等
販路多様化緊急対策事業

33 高野光二郎事務所 ★が第３次補正です。

農林水産業

○販売促進･販路多様化等の支援(※上限額は事務局公募について)
外食･インバウンド等の需要減少で販路を失った事業者が、
生活新様式に対応した販売促進･販路多様化等への取組を支援

①消費者向け新たな販路確立(インターネット販売)
→(定額, 1/2)(上限5,000万円)

②宅配・デリバリーを活用した多様な販路確立
→(1/2)(上限5,000万円)

③創意工夫による多様な販路の確立→(1/2)(上限5,000万円)
④学校給食･子ども食堂等への食材提供→(定額)(上限10,000万円)

○ 国産農林水産物の消費拡大を推進するため、メディア･SNS等を
活用して、農林漁業者等による地域の様々な取組を発信

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける、
農林漁業者、加工業者、飲食業者、販売業者等

誰に

何を
外食･インバウンド等の需要減少の影響を受ける、
農林漁業者や加工業者等の、販路多様化等を支援

お問合せ先

農林水産省 大臣官房政策課 03-6744-2089
検索キーワード「販路多様化緊急対策事業」

どのように

令和3年2月22日 申請締切(事務局の公募)
同年3月上旬より事業実施開始

いつからいつまで



新型コロナウイルスの影響を受けた、
高収益作物農家で次期策に前向きな事業者

高収益作物次期作支援交付金(★延長)

誰に

次期策に前向きな生産者の生産体制の強化
何を

どのように

高野光二郎事務所

① 次期作に前向きに取り組む生産者への支援
【定額支援：10a 当たり 5万円】

野菜･果樹･花き･茶等…10aあたり5万円
施設花き等…10aあたり80万円
施設果樹…10aあたり25万円

★事業開始(4月30日)から10月30日までの次期作にむけて、新たに
機械･施設の整備、資材の購入等を行った生産者に減額分を支援

②新たな品種や新技術の導入等の取組を支援
【定額支援：10aあたり2万円×取組数】(運用見直し対象外)

③ 厳選出荷に取り組む生産者への支援
花きや茶等の高品質な者を厳選して出荷する取組を支援

【定額支援：1人･1日あたり2,200円】

※収入保険等に加入することが要件です。

34★が第３次補正です。

農林水産業

いつからいつまで

問い合わせ先

実施に向けて詳細を検討中

【野菜等関係】03-6738-7423
【花き関係】 03-6738-6162
【茶関係】 03-6744-2117

検索キーワード「高収益作物次期作支援交付金」

★運用見直しで交付金が
減額したりゼロになった
生産者に対して機械や
施設の取得費等を支援



特定水産物供給平準化事業(★延長)

誰に

水産物の買取･冷凍保管等に対する経費を助成
何を

どのように

問い合わせ先

高野光二郎事務所35 ★が第３次補正です。

農林水産業

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける、漁業者団体等
(全漁連･漁水加工連･県レベルの団体等)

【対象となる水産物】
①需要量が減少、又は取引価格が低下しているもの
②生産面での調整が困難なもの
③凍結後に対象水産物の価格が大きく低下しないと見込まれるもの
④保管在庫を使った需要回復につなげられると見込まれるもの

【補助対象】※上限無し
2020年4月1日以降に発生した以下の経費
(1)実施団体が保管等を行うために民間金融機関から借り入れた買取･

冷凍保管等に必要な資金の金利相当分 (実質無利子化)※補助率：定額
(2)保管在庫を順次売却するまでの間、保管料、入出庫料、加工料、運搬料

※補助率：2/3以内

水産庁 加工流通課 03-6744-2350
検索キーワード「平準化事業」

現在実施中。終了日時は未定。

いつからいつまで



医療･介護･福祉等関係

36高野光二郎事務所

新型コロナウイルス感染症に対する
国のHOW TO BOOK



新型コロナ患者の
入院受入医療機関への緊急支援(★延長)

誰に

何を

どのように

問い合わせ先

高野光二郎事務所

医療関係の方

37

病床が逼迫している都道府県において、新型コロナ患者･
疑い患者の受入病床を、割り当てられている医療機関

○確保病床に応じた補助
①コロナ患者の重症者病床数×1,500万円
②コロナ患者のその他病床数×450万円
③協力医療機関の疑い患者病床数×450万円

〇緊急事態宣言が発令された都道府県
→新たに割り当てられた確保病床数×450万円を加算

〇上記に該当しない都道府県
→新たに割り当てられた確保病床数×300万円を加算

以上により、緊急的に一床最大1,950万円を補助

コールセンター 0120-336-933
検索キーワード「入院受入医療機関 緊急支援」

新型コロナ患者の受け入れる、入院機関に対しての緊急支援金

申請期限：令和3年2月28日(必着)

いつからいつまで

★が第３次補正です。



新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入
れて診療を行う医療機関体制確保事業

誰に

何を

どのように

高野光二郎事務所 38

新型コロナ疑い患者を診療する医療機関として、
都道府県に登録された救急医療･

周産期医療･小児医療のいずれかを担う保健医療機関

以下の額を上限として、感染拡大防止や診療体制確保等に
要する費用実費を補助
・許可病床199床以下1,000万円
・許可病床200床ごとに200万円を追加
・新型コロナ患者入院受入割当医療機関の場合は上限額に

1,000万円追加

問い合わせ
先

コールセンター 0120-336-933
検索キーワード「コロナ 医療機関体制確保事業」

感染防止対策や診療体制確保等に要する費用実費を補助

医療関係の方

申請期限：令和3年2月26日(当日消印有効)

いつからいつまで

★が第３次補正です。



★医療機関薬局等に
おける感染拡大防止等支援事業

誰に

何を

どのように

問い合わせ先

高野光二郎事務所39

院内感染等で感染拡大を防ぐための取組を行う
保健医療機関･険薬局･指定訪問看護事業者･助産所

【補助基準額】以下の額を上限として実費を補助
・病院･有床診療所(医科･歯科)     25万円+5万円×許可病床数
・無床診療所(医科･歯科) 25万円
・薬局、訪問看護事業者、助産所 20万円

【対象経費】
令和2年12月15日～令和3月31日までにかかる費用
(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者は対象外)

コールセンター 0120-786-577
検索キーワード「医療機関 感染拡大防止等支援」

医療関係の方

いつからいつまで

医療機関･薬局等において、
院内等での感染拡大防止対策等に要する費用の補助

★が第３次補正です。

QRコード内P3参考
↓

令和3年2月28日(当日消印有効)



医療・福祉事業に対する
無利子・無担保等の危機対応融資(★延長)

誰に

どのように

問い合わせ先

高野光二郎事務所 40

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける医療機関等

①福祉貸付
・融資率…100％(通常70～80％)
・限度額…無し
・無担保…6,000万円(超えると0.2％)
・償還期間…15年以内
・措置期間…5年以内

医療関係の方

いつからいつまで

★が第３次補正です。

(独)福祉医療機構による
無利子･無担保の優遇融資を政府から出資支援

②医療貸付
・融資率…100％(通常70～80％)
・限度額…7.2億円
・無担保…6億円
・償還期間…15年以内
・措置期間…5年以内

現在実施中。終了日時は未定。

独立行政法人福祉医療機構にお問い合わせ下さい。
検索キーワード「医療福祉 無利子無担保融資」

QRコード内P8参考
↓

何を



障害者支援施設等における
個室化改修等支援事業(★拡充)

どのように

問い合わせ先

高野光二郎事務所41

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける
障害者支援施設等

医療関係の方

いつからいつまで

★が第３次補正です。

新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、
多床室の個室化に要する改修経費を支援

【事業例】
・多床室の個室化や小舎化
・簡易陰圧装置の設置･換気設備の設置等

受付終了。追加の措置の可能性有。

誰に

何を

【補助額】
国1/2、都道府県･指定都市･中核市1/4、設置者1/4

【上限額】個別で相談

検索キーワード「障害者支援施設 個室化改修」

QRコード内P15参考
↓



児童福祉施設等における新型コロナウイルス
感染拡大防止対策に係る支援(★延長)

誰に

何を

どのように

問い合わせ先

高野光二郎事務所 42

①医療機関や感染症専門家等による相談窓口の設置･派遣指導、
職員のメンタルヘルス相談窓口の設置などの支援

②マスクや消毒液等の衛生用品や備品に対する支援
③職員の感染症対策の徹底に必要な経費(研修受講･かかり増し経費等)
④児童養護施設等で受け入れを行う際、健康観察等の個別的な対応の充実

関係機関との連携を図るために看護師の配置･派遣等を支援

①【補助基準額】都道府県：22,396千円、市区町村：16,797千円
②【補助基準額】③とあわせて1施設当たり：500千円
③【補助基準額】②とあわせて1施設当たり：500千円
④【補助基準額】1自治体当たり：13,308千円

【実施団体】都道府県【補助割合】10/10

放課後児童健全育成事業等、保育所等、児童養護施設等、
子供の生活学習支援事業等、産後ケア事業等

医療関係の方

★が第３次補正です。

検索キーワード「厚生労働省 児童福祉施設」

現在実施中。終了日時は未定。

いつからいつまで
QRコード内P16参考

↓



★保育所等におけるマスク購入等の
感染拡大防止対策に係る支援(★延長)

誰に

何を

どのように

高野光二郎事務所43

①職員が感染症対策の徹底を図りながら保育を継続的に
実施していくために必要な経費(かかり増し経費、研修受講費)

②保育所等へのマスクや消毒液等の配布、感染防止用の備品購入

保育所、幼保連携認定こども園、地域型保育事業所、
認定外保育施設、児童厚生施設

【補助基準額】
①及び②の合計1施設当たり
（1）定員※19人以下 300千円以内
（2）定員※20人以上59人以下 400千円以内
（3）定員※60人以上 500千円以内
（4）児童厚生施設及び許可外の居宅訪問型保育事業

※(許可の)居宅訪問型保育事業は定員ではなく、月初日における利用児童数

医療関係の方

【補助割合】国1/2、市区町村等1/2

★が第３次補正です。

検索キーワード「厚生労働省 保育所」

問い合わせ先

3月上旬に公募開始予定

いつからいつまで
QRコード内P17参考

↓



★児童養護施設等が感染症策の徹底を図りながら
業務を継続的に実施していくための支援(★延長)

誰に

何を･どのように

いつからいつまで

問い合わせ先

高野光二郎事務所 44

(１)マスクの購入や消毒に必要になる経費、個室化に要する経費等の支援
【補助率】国1/2【補助基準額】1施設当たり：8,000千円(里親：1,000千円)

①マスク等購入費
②児童養護施設等の消毒経費
③広報･啓発経費
④個室化に要する改修費等
⑤職員が感染症対策の徹底を図るために必要な経費

(2)医療機関や感染症専門家等による相談窓口の設置･派遣指導、職員の
メンタルヘルス相談窓口の設置等の支援

【補助率】国1/2【補助基準額】1自治体当たり：11,860千円
(3)一時保護所や児童養護施設等で個別的な対応の充実や症状が出た場合

の看護師などの配置派遣を支援
【補助率】定額(国10/10)【補助基準額】1自治体当たり：13,308千円

児童養護施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、乳児院、
児童心理治療施設、婦人保護施設、婦人相談所の一時保護所、
自律援助ホーム、ファミリーホーム、里親、児童家庭支援センター、
児童相談所、児童相談所一時保護所等

医療関係の方

★が第３次補正です。

検索キーワード「厚生労働省 児童養護施設」

QRコード内P18参考
↓

実施に向けて詳細を検討中



★新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた
妊産婦･幼児への総合的な支援

誰に

何を

どのように

問い合わせ先

高野光二郎事務所45

【事業内容】
①ウイルスに感染した妊産婦への支援
②不安を抱える妊産婦への分娩前の検査
③オンラインによる保健指導等
④育児等支援サービスの提供

新型コロナウイルスに感染した妊産婦等

【実施団体】①②都道府県等 ③④市区町村等
【補助割合】①②国1/2 ③④国1/2、市区町村1/2
【限度額】①1人1日15,000円 ②20,000円(1回を限度)

③1自治体あたり1,900千円
④10,000円(1世帯につき、月4回を限度)

医療関係の方

★が第３次補正です。

公募締切：令和3年2月19日
※延長･繰越の可能性有

検索キーワード「厚生労働省 妊産婦」

いつからいつまで
QRコード内P20参考

↓



文化芸術に関係する方

46高野光二郎事務所

新型コロナウイルス感染症に対する
国のHOW TO BOOK



★文化施設の感染拡大予防･
活動支援環境整備事業

47 高野光二郎事務所 ★が第３次補正です。

文化芸術

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、
劇場･音楽堂等･博物館等の文化施設、講演や展覧会等開催会場等

感染症予防対策のガイドラインを踏まえた取組や、
コロナ禍の「新たな活動」に向けた、

文化施設の配信等に必要な機材等の環境整備の支援

誰に

何を

【事業内容】
感染の恐れのある発熱者確認の為の赤外線カメラや、
会場の換気を行うための空気清浄機等の感染症予防経費、
施設内の清掃等の施設管理、文化施設のチケットレス･
キャッシュレス環境整備、空調・抗菌設備等の改修経費等を支援

【補助率】1/2 ※上限は調整中

どのように

お問合せ先

公募：3月下旬～5月上旬(予定)

文化庁 03-5253-4111 (代表)
検索キーワード「文化施設 環境整備事業」

いつからいつまで



★子供の文化芸術の鑑賞･
体験等総合パッケージ

48高野光二郎事務所

コロナ禍において子供たちが劇場･音楽堂や学校等で
多様な文化芸術の鑑賞･体験等が享受できる機会を支援する

劇場･音楽堂等の舞台公演、芸術団体や実行委員会等

誰に

何を

【支援内容】
①子供のための文化芸術鑑賞･体験支援事業
②子供たちのための伝統文化の体験機会回復事業
③劇場･音楽堂等の子供鑑賞体験支援事業

【補助率･上限】
①国定額補助、上限なし ②③詳細検討中

どのように

①4月～5月で公募予定
②③実施に向けて詳細を検討中

いつからいつまで

★が第３次補正です。

文化芸術

文化庁 03-5253-4111 (代表)
検索キーワード「子供の文化芸術の鑑賞･体験」

お問合せ先



★ARTS for the future!

49 高野光二郎事務所

不特定多数に公開することによって収入を上げる事を
前提とした積極的な活動をすることを条件に補助

新型コロナウイルスにより、文化芸術活動の自粛を
余儀なくされた文化芸術関係団体･文化施設

誰に

何を

【取組】※申請時に下記の様な｢積極的な行動｣が含まれている事を確認
①公演･演奏会･コンサート･ライブ･展覧会等を開催すること。
②下記のような文化芸術活動のイノベーションを図る取組をすること。

・他の文化芸術団体とコラボレーションし、公演すること。
・新たな専門性を有する実演家等を招聘し公演を実施すること。
・これまで訪問したことのない地域や文化施設(劇場･音楽堂)で公演を

実施すること。
・オンライン配信やYouTubeの投稿等、これまで実施していなかった

客層へアプローチすること。
【補助率･上限】

定額補助(緊急事態宣言下のキャンセル料等含む)、上限は調整中

どのように

実施に向けて詳細を検討中

いつからいつまで

★が第３次補正です。

文化芸術

文化庁 03-5253-4111 (代表)
検索キーワード「ARTS for the future!」

お問合せ先



観光関連産業

50高野光二郎事務所

新型コロナウイルス感染症に対する
国のHOW TO BOOK



観光関連の民間事業者、地方公共団体等

★訪日外国人旅行者受入環境整備
緊急対策事業

誰に

どのように

問い合わせ先

高野光二郎事務所51

実施に向けた詳細検討中

観光需要を回復させるために、
観光施設の感染症対策推進、魅力あるコンテンツの造成、

訪日外国人の受入環境整備等を支援

何を

観光地における、一体的･面的な訪日外国人旅行者の
受入環境整備を支援
(例)多言語表記、ICTを利用した案内標識の整備等

【補助率】1/3、1/2 等【上限】調整中

いつからいつまで

★が第３次補正です。

観光関連産業

観光庁 外客受入参事官室 03-5253-8972
検索キーワード「訪日外国人旅行者受入環境整備」



★国立公園･温泉地等での
滞在型ツアー･ワーケーション推進事業

52高野光二郎事務所

新型コロナウイルス感染症により甚大な影響がでている、
国立･国定公園及び国民保養温泉地等を支援

誰に
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた

国立公園･国定公園･温泉地等

【事業イメージ】
① 国立･国定公園での滞在型ツアーの推進
② 国立･国定公園、温泉地でのワーケーションの推進
③ 国内外向け企画プロモーション

【補助上限】①800万 ②③250万円
【補助率】1/2、2/3等

何を

環境省 国立公園課 03-5521-8277
検索キーワード「ツアーワーケーション推進事業」

3月上旬より公募開始予定

★が第３次補正です。

観光関連産業

どのように

いつからいつまで

お問合せ先



★既存観光拠点の再生･
高付加価値化推進事業

53 高野光二郎事務所

観光施設を再生するために、新たな補助制度を創設して、
観光施設全体が再生できるような施設改修や廃屋の撤去等を支援

誰に
観光施設全体

※宿泊施設･飲食施設･土産物店･公共施設(公園･文化施設)等

【事業イメージ】
・観光施設全体の上質な滞在環境実現
・廃屋の撤去等による観光地として景観改善
・宿泊事業者を核とした連携･協業等の促進
・公共施設への民間活力の導入促進
・感染拡大防止策

【補助上限】1施設5億円まで
【補助率】国 1/2

何を

観光庁 観光産業課 03-5253-8330
検索キーワード「観光再生 ３次補正」

3月下旬から公募開始予定

★が第３次補正です。

観光関連産業

どのように

いつからいつまで

お問合せ先

QRコード内P4参考
↓



首相官邸HP

新型コロナワクチンについて

厚生労働省HP

新型コロナワクチンについて
https://www.kantei.go.jp/jp/headline

/kansensho/vaccine.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakuni

tsuite/bunya/vaccine_00184.html

ワクチン Q＆A

(令和3年2月12日時点情報)

1高野光二郎事務所

〈新型コロナウイルス感染症に対するワクチンのQ&Aについて〉
新型コロナウイルス感染症が全世界で感染拡大し、猛威を振るう中、ワクチンの

接種が希望の光となっております。
しかし、これまでに前例のない大規模な接種であるため、すでに様々な疑問等が

出ていると存じます。
高野光二郎事務所では、そのような多くの疑問や不安の声を皆様からお伺いしており

ます。つきましては、現時点での「最新情報」を、政府に聴取し、確認した情報を分か
りやすくまとめました。

〈新型コロナウイルス感染症に対するワクチンQ&Aの使い方〉
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種において、国･地方自治体･医師会等、

関係機関が連携し、一日でも早く皆様に接種いただけるよう努めております。
そのためにも、このQ&Aでは、国民の皆様に、安心して接種していただくために、

使う人の立場に立った情報を高野光二郎事務所において、集めました。

※現時点での最新情報ですが、適時更新されています。
SNSやHP等にて随時、ご確認のほど、宜しくお願い致します。

◎総理官邸・厚生労働省ホームページ
(最新のワクチンの情報を確認していただけます)



目 次

2 高野光二郎事務所

第１集 生産･効果について(製造の観点) ＜5P～6P＞

Q１ 種類について
Q２ 予防接種を2回行う必要性
Q３ 薬事承認の時期
Q４ 効果について
Q５ 種類は選択できるか
Q６ 接種後の免疫等について
Q７ 副作用が発生する可能性
Q８ 副作用の症状
Q９ 副作用が出現した場合の救済制度
Q10     最新情報が掲載されたホームページ
Q11     接種の目的等

第２集 流通･接種優先順位について
(国と地方自治体の連携観点) ＜7P～9P＞

Q12 配送体制について
Q13 保存方法について
Q14 分配について
Q15 接種が全員に行き届く時期について
Q16 接種の順番について
Q17 基礎疾患のある方とは
Q18  医療従事者等の接種の優先順位について
Q19     接種の年齢制限について
Q20     配送時に注意すべき点とは
Q21     離島の移送体制

○その他の意見･質問について



第3集 接種の実施体制について
(高知県を含む地方自治体の観点) ＜10P～12P＞

Q22 自治体の構えるべき接種場所の数について
Q23 自治体が準備しなければならないこと
Q24 接種する場所について
Q25 訪問診療で接種可能か
Q26 接種に必要な金額について
Q27 接種費用2,070円の内訳について
Q28    複数の市町村で接種体制を構築可能か
Q29 接種に向けての課題
Q30 接種時の医療体制の構築にかかる費用について

○その他の意見･質問について

第4集 接種時の予約や会場での流れについて
(接種を受ける方の観点) ＜13P～19P＞

Q31 P C R検査で陰性の場合でも接種は受けるのか
Q32  陽性の方も接種が必要なのか
Q33  接種の相談が必要な方について
Q34 必要な手続きや接種までの流れについて
Q35 接種予約可能な医療機関の探し方
Q36  住民票がある地域とは別の地域での接種について
Q37 必要な金額について
Q38 接種時の持ち物について
Q39     接種に必要な接種券を無くした場合、接種可能か
Q40  接種当日行けなくなった場合について
Q41  接種会場での流れ
Q42  接種券の再交付方法について
Q43  接種時の目安時間について
Q44  接種後に感染確認された場合について
Q45 接種後のアレルギー反応が表れた場合の処置方法
Q46     アレルギー反応が表れた場合、接種場所での副作用治療について
Q47    接種人数での注意点など
Q48     接種部位について
Q49     筋肉注射に対しての医療関係者の対応について
Q50     相談窓口について
Q51     ワクチン接種後のマスク着用について
Q52     諸外国と比較しての対策やスピード感について
Q53     ファイザー社のワクチン回数について

○その他の意見･質問について 3高野光二郎事務所



新型コロナワクチンが接種されるまでの流れ
～令和3年2月12日時点～

製作会社

日本

国 内 倉 庫
(ディープ
フリーザー)

市 区 町 村
拠 点 病 院

(ディープ
フリーザー)

接 種 会 場

・ファイザー(米) ・・・保存温度マイナス75℃
・モデルナ(米) ・・・保存温度マイナス20℃
・アストラゼネガ(英) ・・・保存温度2～8℃

※万が一副作用が出た時は

①接種会場で対応してもらう

②都道府県の窓口に相談する

③コールセンター設置予定

・病院
・診療所
・体育館
・特設会場

接種券持参で二回接種！

冷凍輸送
(ファイザー社
を想定)

冷凍輸送

冷凍輸送

冷蔵輸送
保冷ボックス

+
ドライアイス

・接種順位の決定

・国民へ情報提供

・効果の実証

・必要分量の確保

←冷凍庫2万台
←(各1万台)
を国で確保済み

住民
政府が

ＳＮＳにて情報を
随時発信中！!

国

・業者との調整

・市町村との調整

・医療従事者への接種

・専門的相談

都道府県

・住民への接種

・健康被害救済の受付

・接種会場確保

居住する
市町村

①接種券到着
②自身で予約
(電話orインターネット)

③接種券持参で
接種会場へ

④計二回接種

4 高野光二郎事務所



第1集 生産・効果について(製造の観点)

Q1.種類は？(開発国・日本が技術連携している会社等)

A1.ファイザー社(米国)、モデルナ社(米国)…武田薬品が製造、申請、流通を担う。
アストラゼネカ社(英国) 計：３社

Q2.なぜ予防接種を2回行う必要があるのか？

A2.１回だけの接種だと効果が不十分な可能性が指摘されており、２回接種することで十分な

免疫が構築されると考えられているため。

フ ァ イ ザ ー ：1回目の接種後、3週間期間を空ける。

モ デ ル ナ：1回目の接種後、4週間期間を空ける。

アストラゼネカ：1回目の接種後、4～12週間期間を空ける。

Q4.効果はどれくらいあるのか？

A4.完全な安全を保障することはできないが、現在、ワクチンによって、発症のリスクを

下げるという事は他国のデータではあるが、途中段階として報告されている。

ファイザー社のワクチンに関しては95％の発症予防効果。
モデルナ社…94.1％の発症予防効果。 アストラゼネカ社…62.1％の発症予防効果。

Q5.種類は選択できる？

A5.原則として、選択はできない。医療機関や市町村単位ごとにワクチンは割り振られる。

4月初旬から始まる高齢者のワクチン接種に関してはファイザー社のワクチン使用される

ことが濃厚。

Q3.薬事承認は、いつされるのか？

A3.ファイザー社は2月14日に厚生労働省が正式認定予定。正式承認の後、速やかに

予防接種法に基づき、接種できる対象者やワクチンの使用開始日などを自治体に

指示することにしている。

ファイザー社 アストラゼネカ社 武田／モデルナ社

規模
1.44億回分
(7,200万人×2回接種)

1.2億回分
(2回接種が想定されており、
その場合6,000万人分に相当)

5,000万回分
(2,500万人×2回接種)

Q6.接種後、すぐに免疫がつくのか？感染はしないのか？

A6.すぐに免疫機能がつくわけでは無い。感染の可能性はあるが、感染に対するリスクを

減少させ、仮に感染しても重症化にいたる確立が低くなる。

5高野光二郎事務所



Q8.副作用は？

Q8.ワクチンを接種すると体内に異物が入るため、注射した部位の痛みが66％～83％の確率
で認められている。また、一部で頭痛、倦怠感、筋肉痛などの症状が発生したとの報告が
ある。
2回目の接種後についても、11～16％の確率で38度の発熱した例が挙がっている。
(例)想定される副作用
呼吸器系：息切れ、咳、呼吸が荒くなる 皮膚の異常：蕁麻疹、かゆみ、ひふが赤くなる
粘膜症状：唇、舌、口の中が腫れる ※血圧低下、意識消失、失禁

症状が発生した場合、早めにアドレナリンや酵素を投与すれば深刻な事態になりにくいと
言われている。そのため、接種会場では15分～30分程度、経過観察スペースで待機して
症状の有無を観察する。(詳細は13ページに記載)

Q7.副作用が発生する可能性は？

A7.副作用(アレルギー症状)であるアナフィラキシーは、アメリカの疾病対策センターの報告に
よると、ファイザー製では20万回に1回の割合で発生している。
(モデルナ製は100万回に2.8回)

Q9.副作用が出現した場合の救済制度は？

A9.仮に、副作用が出現した場合でも、ワクチン接種では、副反応による健康被害に対して、
国の救済制度が設けられている。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、
医療機関での治療が必要になったり、障害が残った場合に、予防接種法に基づく救済
(医療費・障害年金等の給付)が受けられる。

Q10.接種について安心できる情報等が掲載されたホームページ等はあるか？

A10.ネット上において、厚生労働省では、
「新型コロナワクチンの有効性･安全性について」
というページを作成し、ワクチンの有効性や海外の
情報等を発信している。

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yuukousei_anzensei.html)

QRコード読取で、
ページにアクセスできます。

Q11.接種を行うのは義務なのか？目的は？

A11.ワクチンの接種は努力義務になっている。希望者は無料で受けられる。より多くの
国民が受けることにより、死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、社会全体で
新型コロナウイルス感染症まん延の防止を図る。
ワクチンによって、重症化や発熱などの症状を防ぐ効果があることが海外の治験で
証明されており、より多くの国民が接種することで、重症者や死亡者を減らして、
医療体制の健全な機能を維持、確保することが目的。

6 高野光二郎事務所



○接種は、国の指示のもと、都道府県の協力により、市町村において実施する。

Q12.配送はどのように行うのか？

A12.国で購入したワクチンは超低温冷凍庫を保有する国内倉庫に移送。その後、各自治体
の超低温冷凍庫を保有する接種施設に移動し適時接種会場に配送されていく。

配送方法
※一部例

Q13.保存方法は？

A13.各社によって、保存方法は異なる
日本で最初に接種予定となっているファイザー社のワクチンに関しては
超低温冷凍庫(ディープフリーザー)での保管が必要。

※冷凍庫配備予定
(２月に配備)   高知県：13台

徳島県：13台
※随時追加予定

保存温度
2020月12月18日

確保台数

2021月1月26日

確保台数

ファイザー社 -75℃ 3,000台 10,000台

モデルナ社 -20℃ 7,500台 10,000台

アストラゼネカ社 2～８℃

増 量

※冷凍庫は人口規模に応じて、市町村に振り分けられる予定。2月1日より冷凍庫(-75℃)の
配送作業が開始されている。 先行接種を行う病院に1台ずつ配送予定となっている。

第2集 流通･接種優先順位について(国と地方自治体の連携)

Q14.分配の流れは？

A14. 具体的な時期は未定だが、流れとしては以下の模様。
①国が都道府県に割り当てる量を調整。
②都道府県が市町村などの割当量を調整。
③市町村は医療機関の割り当てを調整。
年齢層などを考慮し自治体によって、供給の時期は少々ばらつきが生じる可能性が有る。
(感染者の多い地域を優先する考えはなく、供給量の差別は起こらないよう努める。)

Q15.いつになったら全員に行き届くことができるのか？

A15.全国民の接種完了に関しては現時点において未定。政府としては65歳以上の高齢者の
接種を最速4月1日以降から開始、6月末までの完了を目指している。
接種に関しては市町村毎に接種体制を作り、運用するため、開始時期が異なる可能性が
有る。全国民に接種完了となるのはその後となる。
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Q18.医療従事者でも、国立病院等の公立病院からなのか？民間病院からも接種可能なのか？

A18.先行接種として、公立病院にて約2万人の医療従事者が接種を行い、
次に公立(県立･公立)病院→民間病院･診療所の順で約370万人の医療従事者の接種を
行う。(基本的に規模順で接種を実施)
この医療従事者の中には、新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員や
海上保安庁職員、自衛隊職員も含まれる。また、新型コロナウイルス感染症患者に
接する機会のある医療機関で、実習を控えた学生･専門学生も含まれる。

Q16.誰から優先して接種するのか？

A16.2月17日より国立、労災、独立行政病院に所属する医療従事者(2万人)に

安全性の確認のため先行接種開始。

ワクチン接種の現時点の想定スケジュールは下図の表となっている。

ワクチン接種の想定されているスケジュール

いつ 誰が 接種人数(想定)

2月17日から 国立、労災、独立行政病院に所属する医療従事者等 ２万人

3月中旬から 新型コロナウイルスに関わる医療従事者 370万人

最速で4月1日から 65歳以上の高齢者 3,600万人

その後
基礎疾患のある方・高齢者施設従業員

(※ワクチンの確保量次第で60∼65歳)

最速で5月下旬～ 順次全国民へ(16歳以上)※16歳未満・妊婦は治験が無いため未定。

※今後、仕事等の関係によって時間的に接種が困難である人向けに会社やオフィスにて

接種を行うなどといったことも検討されている。

Q19.接種に年齢制限等はあるのか？

A19.現在接種の対象としては16歳以上の国民とされている。
16歳以下･妊婦は治験が無いため現時点においては未定としている。

以下の病気や状態で通院入院している人(一部抜粋)
・慢性の呼吸気の病気や心臓病、腎臓病、肝臓病 ・糖尿病 ・血液の病気
・免疫機能が低下する病気 ・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
・ステロイドなど、免疫機能を低下させる治療を受けている ・染色体異常
・重症心身症 ・睡眠時無呼吸症候群
・疾患や治療に伴う免疫抑制状態(悪性腫瘍、関節リウマチ・膠原病、肥満を含む

内分泌疾患、消化器疾患、HIV感染症など)

※基準(BMI30以上)を満たす肥満の人

Q17.基礎疾患のある方とは？

A17.

※接種前に基礎疾患の有無を証明する書類は不要で、接種会場で医師に説明するだけでよい。
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Q20.ディープフリーザーを配置する基本型接種施設からサテライト型接種施設・連携型

接種施設へのワクチンについて、配送時に注意すべき点等は？

A20.ワクチンの配送は、現時点では、各市町村の自治体が卸業者に依頼し、接種箇所まで

の配送を依頼する予定で、超低温冷凍庫に保管されているワクチンを保冷バッグに

入れ、原則3時間以内に接種会場に運ぶ必要がある。ただし、配送時の振動を懸念し

て、ワクチンが安定した状態で運ぶことが必要なため、厚生労働省はバイクや自転車

の使用を避けるよう自治体に求める方針を固めた。

Q.21.離島であっても3時間以内に移送完了しなければならないのか？

A21.ワクチンの移送に要する時間は原則3時間以内だが、離島等の特別な事情がある場合
でも12時間以内である。また、政府は、離島に限り、先行する高齢者と同時期に、
他の全住民も一緒に接種する考えを示している。
加えて、高齢者人口が500人程度未満の市町村についても、接種を希望する人数を
上回る供給が得られた場合、高齢者の接種時期であっても接種順位に関係なく
摂取しても良い。

以下のご意見は、過日、高知県内の市町村長様にワクチン接種に関する疑問点等を
聞き取らせていただいた際に出た意見です。以下の部分についても、早急に取り組みます。

・関係機関との調整、会場の確保及び物品調達等の準備においては、接種計画の策定が急務
であるが、そのためにはワクチンの供給量や供給時期、接種時間等を早急に示していた
だきたい。クーポン券の印刷、封緘作業など変更があると発送時期が遅れる可能性がある
ので、早期に情報提供をお願いしたい。

・補助金の自治体向け説明会、手引き等が示されているが、国からの指示やQ＆Aが頻繁に
変わり、実施まで時間の余裕がないため混乱する。(補助対象にならない→なる 等)

・従来の予防接種業務に加え、コロナワクチン接種業務やV-SYSを始めとするシステムや
新たな導入されるシステムのデータ入力作業が見込まれ、業務の全体像がつかめず、体制
の構築が難しい。国は、マイナンバーを活用した全国統一のコロナワクチン管理システム
を 構築するとしているが、具体的な内容や運用が分らない。全国の市町村にはそれぞれ
既存の予防接種管理システムがあり、既にシステム改修に取りかかっている。また、これ
とは別に、コロナワクチン在庫管理システム(V-SYS)も全国のシステムとして立ち上
がっている。市町村の事務負担がこれ以上増えないようにしていただきたい。

・V-SYSについて早期に運用範囲について説明や各市町村が進めている予約システムとの
連携をとれるスキームをつくることをお願いしたい。

その他の意見・質問について
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Q24.接種できる場所は？

A24.病院･体育館･診療所･サテライト型接種施設で接種予定。住民票所在地に場所に関して

は所在する医療機関等で接種を受けることを原則としている。

しかし、例外(※下図)もあり単身赴任の方や遠方にて長期療養棟で入院している人は

“全国共通の接種券”を申請し、受け取ると住民票所在地以外でも接種可能になる。

Q23-1.接種会場に必要なスタッフの人数は？
Q23-2.自治体が接種までに準備を行わなければならないものは？
Q23-3.自治体が行う支払いなどはどうなる？

A23-1.現時点では1会場15人程度スタッフが必要。過疎地域においては人員確保が必要。
派遣で支援を行う施設、医療従事者等を募っている

A23-2.接種会場の人員の確保(医師･看護師･事務作業員等)接種会場の確保
A23-3.接種費用に関しては国が全負担している。

Q22.自治体でどのくらいの数の接種場所を構えるべきか？

A22.人口別によって確保する場所は変化する。
(厚生労働省の通達としては、1施設以上/人口15万人目安として。超低温冷凍庫を
有する拠点病院を設置し、基本型施設から3時間以内の場所に連携施設やサテライト型
接種施設を設置する。原則として同一都道府県内)

Q25.接種会場まで行くことができない。訪問診療で接種できないか？

A25.訪問診療にて自宅に訪問してワクチン接種を行う事は、現時点では予定はない。ただし
診療所での個別接種や介護老人保健施設･介護療養型医療施設等が、地域のサテライト
型接種施設となることで、当該施設で接種は可能。有料老人ホームやサービス付き
高齢者住宅等においても、かかりつけの往診医がおり、サテライト型接種施設の所属で
あれば、当該施設内で接種可能。
(家族が身近にいる状況で、医療機関の受診が可能な身体状況であれば、自身で接種施設
を選択できる。

※「練馬区モデル」練馬区は独自のワクチン接種体制を報告インフルエンザの予防接種
と同じく診療所での個別接種を行う姿勢を明らかにした。

第3集 実施体制について(高知県を含む地方自治体の観点)

※例外：やむえない理由で“全国共通の接種券”を申請できる者の例
〇市町村への申請の必要な方

・出産のために里帰りしている妊産婦

・遠隔地へ下宿している学生

・単身赴任者 等

(例：高知市に住民票がある20代男性が

単身赴任中の東京都新宿区で在住の

場合、新宿区に届け出が必要。)

〇市町村への申請の必要が無い人

・入院や入所をしている方

・基礎疾患を持つ方が、主治医の下で

予防接種しなければいけない場合

・災害による被害にあった場合

・拘留もしくは留置されている者や受刑者

等
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Q26.ワクチンのみ無償提供なのか？その他の物品(注射器等)は提供してくれるのか？

A26.注射器等の物品も無償。全て国が負担することとなっている。
全国統一の単価とし、接種１回目、接種２回目とも共通の2,070円とする。
(ワクチン代については、国が確保供給するため接種費用に含めない。) 
移送に使用する保冷バッグ等(保冷バッグ･保冷剤･蓄熱材･バイアルホルダー等)は
国が購入し、超低温冷凍庫の配置場所1箇所当たり4セット程度配送することを想定。
また、ワクチン本体の他にも、ワクチンの希釈に用いる生理食塩水、接種用注射針
及びシリンジ、接種シール等の付属品も合わせて配送予定。

Q29.接種に向けての課題等は？

A29.従来、ワクチン接種は、各自治体ごとに予防接種台帳に入力･管理されるが、
いつ誰がどこで何のワクチンを打ったか？等の情報把握には、通常2～3ヶ月間要する。
今回はスピード感が必要なため、接種の情報を各会場ごとに貯め、画像で読み取るか、
パソコン等から入力して新しいデータベース化を検討している。

Q28.複数の市町村で接種体制を構築することは可能か？

A28.病院や人口数の観点から、近隣市町村で共同で接種体制を構築することは可能。
その場合、当該市町村相互間で、住民が他の市町村の医療機関で接種できる。
この場合、住所地外接種のための申請は不要。

Q27.接種費用2,070円の内訳は？

A27.予診費用1,540円＋事務費180円＋接種費用(注射料)350円=2,070円
(一般的な事務費のほか、感染防止対策やV－SYS入力手数料等を勘案。)
市町村が接種会場において集団的に接種を実施する場合に必要となる接種費用に
ついても、
・医療従事者や誘導のための人員、
・接種会場(待合室等を含む)の確保
・接種に要する器具等の確保 等
の経費を、2,070円／回を上限として国が負担する。
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A.30.接種に必要な費用はすべて国費で負担することとなっている。
以下、菅義偉総理大臣･河野太郎ワクチン担当大臣の予算委員会での答弁等を記載。

＜2021年2月4日 衆議院予算委員会＞
政府が今月中旬の開始に向けて準備を進めているワクチンの接種について
「自治体が財政的な理由で必要な体制整備を躊躇することがないように、財政力の差に

よって進捗に差が生じることがないように、国が万全の体制をとるべきだ。」
との質疑に対して、

・菅義偉内閣総理大臣
「すべての国民に安心して接種いただけるよう、徹底した準備を進めている。

接種の実務を担うのは市町村であり、財政力の違いで準備に支障が生じることがないよう、
接種に必要な費用はすべて国費で負担する。各自治体で万全の体制を確保できるよう、
引き続き全力で支援していく」と述べた。

＜2021年1月26日 衆議院予算委員会＞
・河野太郎ワクチン担当大臣

新型コロナウイルスのワクチン接種に関し、実施に当たる地方自治体で会場確保などの
費用が想定以上にかさんだ場合は「国が全額費用を持つ」と明言。

Q30.接種時の医療体制の構築にかかる費用について

以下のご意見は、過日、高知県内の市町村長様にワクチン接種に関する疑問点等を
聞き取らせていただいた際に出た意見です。以下の部分についても、早急に取り組みます。

・ワクチン接種について、接種者の安全面、医療関係者の負担面等、自治体の体力面も
考慮されたより現実的な仕組み(スキームの提供)を国から示していただきたい。

・公立病院や市内クリニックの先生方には依頼しているが、高齢者の予防接種を３カ月で
終える体制には程遠い。医師会は協力する体制であるものの、個々のクリニックの先生
の考え方には、少なからず違いがあり、医師・看護師確保に困難を感じる。

・医師や看護師数の少ない診療所は、診療所自体の休診を余儀なくされるので、報酬単価
で計算すると赤字になる場合があり協力を得られない病院もある。

・医療機関に支払う接種費用(2,070円)では、通常診療を休止してまで協力できる金額
ではないとの声がある。非常事態での接種なので、通常の診療報酬の体系での設定では
なく、医療機関が参加(協力)を得られやすい金額設定を望む。

・広域連合の仕組みが理解されておらず、度々、仕組みを説明しなければならず、時間を
要する場合が多い。

その他の意見・質問について
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第4集 接種時の予約や会場での流れについて(接種を受ける方)

Q31.PCR検査で陰性の方も接種しなければならないのか？

A31.陰性の方は、接種した場合感染する確率を低くすることにつながるため、
可能な限り接種した方が良い。

Q34.接種のために必要な手続きや接種までの流れは？

A34.①接種を受けるのに必要な「接種券」が自治体から順次、自宅に郵送される。
この「接種券」を持参すると、無料で接種を受けることができる。

②接種券を受け取った後、電話、インターネット、LINE等で接種日を予約。
(接種会場：医療機関･公民館･体育館等) ※予約の手法は、各自治体で異なる。

③集団接種会場では、まず受付で自治体から届く接種券を提示。
運転免許証や保険証などで本人確認が行われる。

④健康状態や、これまでにかかった病気などを予診票に記入。
接種が可能かどうかを判断する医師による「予診」がある。

⑤問題がなければワクチンの接種を受けられる。

Q35.接種予約できる医療機関は、どのように探したらよいか？

A35.コロナワクチン接種案内サイト「コロナワクチンナビ」において、居住地でワクチン
接種を受けられる医療機関や、扱っているワクチン、その医療機関の予約状況等の
情報を取得することで、円滑な接種体制を構築する。
コロナワクチンナビは、本年3月中旬より順次公開予定。

Q36.住民票がある地域とは別で、ワクチンの接種をしたいがどのように申し込めばよいか？

A36.接種を希望する場所の自治体に申請し、その後、自治体から接種券が配布される。
河野太郎ワクチン担当大臣：
「マイナンバーを用いて個人の接種記録を管理するシステムを検討する。」
国として現時点、マイナンバーを情報共有にて使用し、効率的に接種体制を整えたいと
考えている。

Q32.コロナに感染、陽性の方も接種が必要なのか？

A32.陽性者に関しても、再感染のリスクを少なくするために可能であれば接種する。

Q33.ワクチンの禁忌について(投薬するべきではない方)

A33.ポリエチレングリコール(PEG)を含む薬剤または、ポリソルベールに即時
アレルギーが出現する方。上記以外の、その他のワクチンで即時アレルギーの既往が
あった場合、禁忌ではない。リスクを考慮しかかりつけ医と相談の上接種を行う。
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Q39.接種に必要な接種券をなくした場合接種可能？

A39.接種は可能。その場合事前予約した日より接種が遅れる可能性が有る。

Q40.接種当日にもし行けなくなった場合どうすれば良いの？

A40.各自治体に相談窓口が設置されているので相談。(Q.50に関連)

Q38.接種時に持っていくものは？

A38.郵送にて送られてきた接種券と身分証明書(運転免許証、保険証)が必要。

Q37.接種に必要な金額は？

A37.ワクチン接種は公費で行われるため無料で接種可能。(価格として、本来はワクチン
接種料2,070円/回(Q27内訳記載)：自治体が負担するため実質無料になる。
自治体は国に対して負担金･補助金を請求する。)
全額無料であるため、有料等の声掛けに関しては詐欺等の危険性があり、注意が必要。

③予診票を確認

⑨経過観察スペース(15分以上)

⑤医師が接種可否を判断(予診)

⑧
接
種
済
証

な
ど
交
付

④
待
機

ス
ペ
ー
ス

⑥
待
機
ス
ペ
ー
ス

⑦
接
種

出口

①受付

入口

Q41.接種会場ではどのような順番で接種が進んでいくのか？

A41.以下のようなレイアウトで調整中。

②体調等を
予診票に記入
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Q44.接種した後に感染確認された場合どのようにすればよいか？

A44.地域の保健所に連絡の上、入院可能な病院へ入院となる。その後、症状によって
各保健所の調整により自宅、もしくは宿泊施設に移動となる。

Q43.接種する時にかかる目安時間はどのくらい？

A43. ワクチンの接種には1人あたり1、2分程度かかると見込まれている。
接種を終えた人は日付などが記された「接種済証」を受け取る。

※「接種済証」には、どのワクチンを接種したかなどの情報が記載されていて、
2回目の接種を受ける際に必要になる。
そのため、全体の時間では受付→予診票の確認→予診→接種→接種済証の交付

→接種後の副作用の確認(15～30分程度)計算をたてている。

Q45.接種後、アレルギー反応が出現した場合の明確な処置の方法は？

A45.接種後の状態観察を行うため、接種を終えた人たちは、会場に設けられた専用のスペー
スで15分以上待機する。アレルギーが出現した場合、エピネフリン(アドレナリン剤)
や酸素を投与すれば深刻な状態になりにくい。

Q46.アレルギー反応が出た場合接種した場所(病院や体育館)で副作用の治療を受けるのか？

A46.症状によって接種会場にて対応→保健所に連絡→対応可能病院にて対応する。

※副反応が出現した場合、副反応に対しての治療はアドレナリン剤の投与や酸素吸入と
いった対応になる。費用に関しては、全額国が負担する。

推定5分程度

Q42.接種券の再交付の方法は？

A42.紛失した場合、原則住民票所在地の市町村が接種券の再交付を行うため各自治体への
申請が必要。申請方法は、①郵送申請、②窓口申請、電話による申請、
➃WEBによる申請がある
現時点ではV-SYS(※ブイシス)による情報管理はされているが紛失した
場合は各自治体の相談窓口等に相談。現在マイナンバーでの管理方法も検討されている
接種券は本人のみ利用可能。他の人に譲ることはできない。
※V-SYS(ブイシス)：ワクチン接種円滑システム

情報を収集し、ワクチンの分配量の決定や接種者の管理等を行うシステム。
現時点情報処理の方法を拡充している。

Q47.1日の接種人数で注意すべき点等は？

A47.ファイザー社の場合は、1バイアルあたりの接種回数を有効活用できるよう、
5の倍数で予約を取るのが良い。35人だと、7バイアルで丁度(1バイアル5回×7)だが、
38人だと3回分余ってしまう。一度溶解すると、日をまたぐ保管が出来ないため。
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Q.48.接種部位は？

A48.インフルエンザワクチンのような皮下注射と異なり、筋肉注射で接種を行う。
ワクチンを浅く斜めに針を刺す皮下注射が主流の国は日本とその他わずかのみで、
世界的にはワクチンは筋肉注射で打つことが主流。効果と副作用の面から筋肉注射の
方が優れた接種方法であるとされている。筋肉注射は肩の近くの三角筋という筋肉の
部分に接種する。
針をより深くに刺すが、痛みが特別に強いということはない。

Q49.日本では主流でない筋肉注射に対して、医療関係者の対応は問題ないか？

A49. 筋肉注射に慣れていない医師や看護師が多いとの指摘が医療関係者からあり、

厚生労働省の研究班が投与法の説明動画を3月中までに作成･公開する予定。

Q50.相談窓口はあるの？

A50.地方自治体に相談窓口は一部設置されているが、ワクチンに関して等の具体的内容に
関しての相談窓口は厚生労働省や各自治体が設置を進めている。LINEを使った
相談窓口もある。

〈厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター〉
電話番号：0120-76-1770(フリーダイヤル)
受付時間：9時00分～21時00分(土日・祝日も実施)

〈新型コロナウイルス感染症に関する厚生労働省の電話相談窓口〉
電話番号：0120-56-5653(フリーダイヤル)
受付時間：・日本語、英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語

9時00分～21時00分(土日・祝日も実施)
・タイ語：9時00分～18時00分
・ベトナム語：9時00分～18時00分

例：東京都では「新型コロナ対策パーソナルサポート」といったLINEアプリ の
相談窓口を設けている。内容としては体調等をアンケート方式で回答できることや、
情報の提供を行っている。

※参考：今後、LINEによるワクチン接種予約システムが提供予定。
各自治体のLINE公式アカウントを通じ、自治体から通知される接種券の
券番号等を入力することで、ワクチン接種の会場や日時等を与薬・変更が
可能となる。現時点で、全国約100の自治体で導入を決定・検討している。
(サービス開始は、令和３年3月24日(予定))

Q51.ワクチン接種後もマスクはつけないといけないの？

A51.ワクチンは感染の確率を低下させるもので、他人への感染の予防等はまだ結果は無い
ため引き続きマスクの着用、手洗い、うがい、手指消毒、3密(密集･密接･密閉)の
励行をよろしくお願いします。
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Q52.諸外国と比べて、日本の新型コロナウイルスに対しての対策や、
接種に対してのスピード感等は？

A52.イスラエルが世界で一番接種率が高い。(国民の3割が1回目の接種終了)
日本は現在ワクチン接種の為の準備期間中。4月から接種できるように準備を進めている。
※イスラエルの接種が早い理由として、全国民が健康維持機構に加入することが義務と

されており、国民のネットワークやデジタルデータを保有していることが早期接種の
促進に貢献されていると考えられている。

Q53.米ファイザーのコロナワクチンが5回分しか接種できない理由(当初6回分の想定)

A53. ファイザーのワクチンは、1回の接種ごとにバイアルと呼ばれる容器から、注射器で
1回分の量を吸い出して接種することになっている。しかし、欧米を中心とする海外で
の注射器と日本国内で使用されている注射器の構造が、微妙に違うため、日本国内で
の注射器は1回分の正規量より、多めに吸い出すこととなる。
そのため、本来なら丁度6回分のバイアルから、日本では5回分しか取ることが
できない。 (丁度5回分＋微妙な量が残る)

厚生労働省は、ファイザーから年内に7,200万人分の供給を受ける契約を結んでいる
が、今回の計算違いにより、最大1,200万人相当のワクチン量が減る可能性がある。
しかし、厚生労働省は、2月17日より、医療従事者から始める接種計画の遅れには
つながらないとの認識を示した。国として必要な量のワクチンを供給するよう、
厚生労働省がファイザーと交渉を進めている。

以下のご意見は、過日、高知県内の市町村長様にワクチン接種に関する疑問点等を
聞き取らせていただいた際に出た意見です。以下の部分についても、早急に取り組みます。

・関係機関との調整、会場の確保及び物品調達等の準備においては、接種計画の策定が
急務であるが、そのためにはワクチンの供給量や供給時期、接種時間等を早急に示して
いただきたい。接種券の印刷、封緘作業など変更があると発送時期が遅れる可能性が
あるので、早期に情報提供をお願いしたい。

・従来の予防接種業務に加え、コロナワクチン接種業務やV-SYSを始めとするシステムや
新たな導入されるシステムのデータ入力作業が見込まれ、業務の全体像がつかめず、
体制の構築が難しい。国は、マイナンバーを活用した全国統一のコロナワクチン管理
システムを構築するとしているが、具体的な内容や運用が分らない。全国の市町村には
それぞれ既存の予防接種管理システムがあり、既にシステム改修に取りかかっている。
また、これとは別に、コロナワクチン在庫管理システム(V-SYS)も全国のシステム
として立ち上がっている。

・V-SYSについて早期に運用範囲について説明や各市町村が進めている
予約システムとの連携をとれるスキームをつくることをお願いしたい。

その他の意見･質問について
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＜接種の実施体制＞

・ワクチン接種について、接種者の安全面、医療関係者の負担面等、自治体の体力面も
考慮されたより現実的な仕組み(スキームの提供)を国から示していただきたい。

・公立病院や市内クリニックの先生方には依頼しているが、高齢者の予防接種を３カ月で
終える体制には程遠い。医師会は協力する体制であるものの、個々のクリニックの
先生の考え方には、少なからず違いがあり、医師･看護師確保に困難を感じる。

・医師や看護師数の少ない診療所は、診療所自体の休診を余儀なくされるので、
報酬単価で計算すると赤字になる場合があり協力を得られない病院もある。

・接種体制が不透明な部分が多い。

・全国的にマイナンバー連携含めデータ管理をすすめるにあたっては、財政的に厳しい
自治体と他の自治体との格差につながらないよう、システム導入からの支援、なお莫大な
保守費用も必要となることから、改修費用･保守費用への支援もいただきたい。

・ワクチン接種事務における補助金対象メニューとして正職員の時間外手当や備品の
補助対象の範囲を拡大していただきたい。

・医療機関に対し接種費用とは別に個別接種の実施に対する協力金の支払いについて、
接種体制の構築のために必要となる医療機関等に対する支援に要する経費については、
補助金の対象となる(令和３年２月１日事務連絡)とQ＆Aで回答があった。

対象となるのであれば、診療時間を割いてご協力いただいている町内医療機関様に対し、
協力金の支払いを検討しておりますが、自治体によって差が生じないように一定の基準や
単価をお示しいただきたい。

・広域連合の仕組みが理解されておらず、度々、仕組みを説明しなければならず、時間を
要する場合が多い。

・補助金申請業務や医療機関や介護保険施設等との調整業務に追われているのが現状である。

・国の接種計画が流動的なため、自治体は見通しが立てにくい状態である。
本市は４月中旬に接種を開始する計画で進めているが、ワクチンが供給されず、
住民を混乱させてしまわないか、大変不安を感じている。

その他の意見・質問について
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＜接種時の予約や会場での流れについて＞

・限られた施設を利用するしかないため、施設内が狭い場合は、密を避けることが
難しいので、かなり工夫が必要となる。

・土日での集団接種を予定しているが、医師会の理解もあり、一定協力いただけると
考えているが、全員が同じように協力いただくことは現実的には難しく、
一部の先生に負担がかかることも想定される。長期間の集団接種は難しいと考える。
(ワクチンの性質上個人接種は現在のところ難しい)

・一度に多数の接種が必要な集団接種の会場設定や確保が困難。医師とのスケジュール調整
から土日に会場を確保する必要とあるが、スペースのある体育館等は既に大きな大会等の
予約も入っており、断念せざるをえない。保健センターや地域の公民館、集会所等で対応
する予定としているが、密を防ぐ事も必要なため危惧している。

・移動手段を持たない高齢者などの接種会場までの移動手段の確保も課題である。

・会場設営や接種券の郵送など、業務委託できる補助金があり非常にありがたい。
接種事業は長期的になると考えるので、十分な額を確保していただきたい。

・町内の住民は散在して生活しており、高齢により足腰が弱りバス停まで辿り着くことが
できない方が多数見込まれるため、タクシー等の借り上げを検討しており、
集団接種の場合に期間も短いため、必要なタクシーの台数の確保が心配。
また、バス等の交通機関を使用した場合も接種会場まで、密を避けて安全に
輸送できるかが心配。

<厚生労働省推奨コロナ感染症予防対策アプリ〉
新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA) COVID-19 Contact-Confirming Application

・厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するよう、新型コロナウイルス
感染症対策テックチームと連携して、新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA※)を
開発しました。

・ご自身のスマートフォンにインストールして、利用いただきますようお願いします。
・本アプリは、利用者本人の同意を前提に、スマートフォンの近接通信機能(Bluetooth)を

利用して、お互いに分からないようプライバシーを確保して、新型コロナウイルス感染症
の陽性者と接触した可能性について、通知を受けることができます。

・利用者は、陽性者と接触した可能性が分かることで、検査の受診など保健所のサポートを
早く受けることができます。利用者が増えることで、感染拡大の防止につながることが
期待されます。

Google Play App Store

その他の意見･質問について

19高野光二郎事務所



②お問い合せ専用メール
koujiro.takano@gmail.com
☆お写真や資料を送付頂ける

場合は、こちらが便利です。

＜お願い＞
○頂いた貴重なご意見に対して、正確にご返答させていただきたいため、

問い合わせフォーム･メールどちらも、氏名･住所･メールアドレス･
電話番号の入力は、必須でお願い致します。

○個人情報につきましては、厳重に管理し、目的外利用は行いません。
(問い合わせフォーム上に、プライバシーポリシーを掲載しています。)

国会事務所
〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1参議院議員会館421号室

TEL : 03-6550-0421  FAX : 03-6551-0421

高知事務所
〒780-0870 高知県高知市本町5-6-35 つちばしビル2階

TEL:088-855-5223                  FAX:088-855-5224

①お問い合わせフォーム
http://www.kohjiro.jp/inquiry/

☆項目に沿って、入力いただく
ため、簡単に送信できます。

お問合せフォーム

【お問い合せ先】

①②どちらからも送信できます！

【お願い】

本冊子をHP上にて公開しております。
是非とも、ご家族･ご友人･知人･所属団体･
所属企業の皆様に、ご紹介頂けますと幸いです。

http://www.kohjiro.jp/wp-content/uploads/2021/02/howtobook-ver5.pdf


