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業

種

団

体

名

担当省庁名

ガイドライン掲載URL

1

公益社団法人 全国公立文化施設協会

文部科学省

https://www.zenkoubun.jp/covid_19/index.html

2

全国興行生活衛生同業組合連合会（映画館）

厚生労働省

https://www.zenkoren.or.jp/news-pdf/0514_COVID-19_guideline.pdf

3

全国興行生活衛生同業組合連合会（演芸場）

厚生労働省

https://www.zenkoren.or.jp/news-pdf/0529_COVID-19_guideline.pdf
http://www.acpc.or.jp/pdf/COVID-19/20200527_01.pdf

一般社団法人コンサートプロモーターズ協会

https://www.acpc.or.jp/pdf/COVID-19/20200710_01.pdf
http://www.jame.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/covid-

①劇場、観覧場、
4

映画館、演芸場

経済産業省
一般社団法人日本音楽事業者協会

文部科学省

19_guideline20200525.pdf

https://www.jame.or.jp/information/%e9%9f%b3%e6%a5%bd%e3%82%b3%e
3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ab%e3%81%8a%e3
%81%91%e3%82%8b%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%
83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e6%84%9f%e6%9f
%93-2/

一般社団法人日本音楽制作者連盟

http://www.fmp.or.jp/information/?p=947

5

クラシック音楽公演運営推進協議会

文部科学省

https://www.classic.or.jp/2020/06/blog-post.html

6

緊急事態舞台芸術ネットワーク

文部科学省

http://jpasn.net/stage_guideline0630a.pdf

7

公益社団法人 全国公民館連合会

文部科学省

https://www.kominkan.or.jp/file/all/2020/20200514_02guide.pdf

一般社団法人日本コンベンション協会（MICE）

国土交通省

https://jp-cma.org/news/5146/

公益社団法人 日本青年会議所

経済産業省

http://www.jaycee.or.jp/

一般社団法人 日本展示会協会

経済産業省

https://www.nittenkyo.ne.jp/

8

②集会場、公会堂

9
10

③展示場

公益財団法人 日本スポーツ協会

11

文部科学省

公益財団法人 日本障がい者スポーツ協会

https://www.japan-sports.or.jp/news/tabid92.html?itemid=4173
https://www.jsad.or.jp/news/detail/20200529_002159.html

12

公益社団法人 日本プロサッカーリーグ

文部科学省

https://www.jleague.jp/news/article/17425/

13

一般社団法人 日本女子サッカーリーグ

文部科学省

http://www.nadeshikoleague.jp/news/upload_file/covid-19_guideline.pdf

一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会

14

http://www.golf-ngk.or.jp/news/2020/corona/golfcoronaguideline.pdf

経済産業省

公益社団法人 日本パブリックゴルフ協会

http://www.pgs.or.jp/data/CT_20200514105508_efe4fec0-db18-4ba8-a81f915f6cc880e5.pdf

15

公益社団法人 全日本ゴルフ練習場連盟

経済産業省

https://www.jgra.or.jp/wp1902/wp-content/uploads/2020/05/JGRA2020年5月14日

16

公益社団法人 日本テニス事業協会

経済産業省

https://www.jtia-tennis.com/2020_05_14_tennis_guideline.pdf

ガイドライン改訂版-第三版-1.pdf

https://jaia.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e3%82%b2%e3%

17

一般社団法人 日本アミューズメント産業協会

経済産業省

83%bc%e3%83%a0%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ab%e
3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad
%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e6%84%9f%e6%9f%
93/

18

一般社団法人 全日本指定射撃場協会

警察庁

http://shajoukyo.ciao.jp/

19

全国麻雀業組合総連合会

警察庁

https://www.zenjanren.com/

20

パチンコ・パチスロ産業21世紀会

警察庁

http://www.zennichiyuren.or.jp/

④体育館、水泳場、
ボーリング場、
21

運動施設、遊技場

公益財団法人 日本ゴルフ協会

http://www.jga.or.jp/jga/jsp/championship/news_detail_17425.html

公益社団法人 日本プロゴルフ協会

http://www.pga.or.jp/2020/05/post_2391.html#more

一般社団法人 日本女子プロゴルフ協会

文部科学省

https://www.jgto.org/pc/JgtoInformationDetail.do?administerNo=581&public

一般社団法人 日本ゴルフツアー機構

Day=20200520

一般社団法人 日本ゴルフトーナメント振興協会

http://www.golf-gtpa.or.jp/covid19_guideline

22

公益社団法人 日本ボウリング場協会

経済産業省

23

公益社団法人日本プロボウリング協会

文部科学省

24

https://www.lpga.or.jp/news/info/40755

一般社団法人 日本レジャーダイビング協会

経済産業省

スクーバダイビング事業協同組合

1

https://bowling.or.jp/

https://www.jpba1.jp/assets/pdf/Tournament/2020/AntivirusGuidelineForT
ournament.pdf
https://diving.or.jp/
http://www.sd-kumiai.org/
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団

体

名

担当省庁名

一般社団法人 日本野球機構

文部科学省

ガイドライン掲載URL
https://npb.jp/npb/20200617_coronavirus_guideline.pdf
https://npb.jp/npb/20200707_guideline_for_2020season_games.pdf

一般財団法人

26

日本ボクシングコミッション

文部科学省

日本プロボクシング協会
東日本遊園地協会

27

https://www.jbc.or.jp/
https://www.e-yuenchi.com/pdf/amusement_park_guideline.pdf

経済産業省

西日本遊園地協会 等

https://www.nagashima-onsen.co.jp/spaland/wpcontent/uploads/sites/7/2020/05/COVID-19_guideline.pdf

28

一般社団法人 日本スイミングクラブ協会

経済産業省

http://www.sc-net.or.jp/pdf/COVID19_Guidelines.pdf

29

一般社団法人 日本フィットネス産業協会

経済産業省

https://www.fia.or.jp/public/19525/

30

公益財団法人

日本相撲協会

文部科学省

http://sumo.or.jp/Watching/guide/Jul/room/600/

31

公益財団法人 日本博物館協会

文部科学省

https://www.j-muse.or.jp/02program/pdf/jam_covid_guideline_20200525.pdf

公益社団法人 日本図書館協会

文部科学省

http://www.jla.or.jp/home/news_list/tabid/83/Default.aspx?itemid=5320

33

公益社団法人 全国学校図書館協議会

文部科学省

https://www.j-sla.or.jp/pdfs/sla-guideline20200619.pdf

34

地方競馬全国協会

農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html#gl_gyoushubetsu

32

⑤博物館、美術館、
図書館

一般社団法人 ライブハウスコミッション

http://lhc.tokyo/

NPO法人 日本ライブハウス協会

35

厚生労働省

飲食を主体とするライブスペース運営協議会
日本音楽会場協会

36

https://www.japan-mva.com/

全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会

厚生労働省

一般社団法人 日本カラオケボックス協会連合会
37

経済産業省

一般社団法人 カラオケ使用者連盟

文部科学省

一般社団法人 全国カラオケ事業者協会
⑥遊興施設

https://zensyaren.net/
http://www.jkba.or.jp/uploads/news/a2e082c81b7de927a865d1d5048c8ba7.pdf
https://www.kua.or.jp/pdf/guideline.pdf
http://www.karaoke.or.jp/img/guideline.pdf

公益社団法人 全国競輪施行者協議会

http://www.zenrin.or.jp/

全国小型自動車競走施行者協議会
公益財団法人 ＪＫＡ

https://www.keirin-autorace.or.jp/NEWS/20200529.html

一般財団法人 東日本小型自動車競走会

38

http://j-livehouse.org/guideline/

経済産業省

一般財団法人 西日本小型自動車競走会
一般社団法人 日本競輪選手会

http://keirin-jpcu.org/news.php?@DB_ID@=992

一般社団法人 全日本オートレース選手会
一般社団法人 全国場外車券売場設置者協議会
http://nce.or.jp/

一般社団法人 ナイトクラブエンターテイメント協会
西日本クラブ協会

39

警察庁

https://wca-official.com/

ミュージックバー協会
40

ボートレースコロナ対策決定本部

国土交通省

https://www.motorboatracing-association.jp/

41

公益社団法人 全国学習塾協会

経済産業省

https://jja.or.jp/wp-content/uploads/2020/07/guidelinever.3.pdf

42

特定非営利活動法人 全国検定振興機構

文部科学省

https://www.zenken.or.jp/newsletter/1549.html

一般社団法人 全国外国語教育振興協会

経済産業省

https://zengaikyo.jp/zgkinfo/inf-2211/

一般社団法人 全日本ピアノ指導者協会

経済産業省

http://www.piano.or.jp/info/news/2020/05/31_26095.html

43
44

⑦自動車教習所、
学習塾等

45

全日本指定自動車教習所協会連合会

警察庁

http://www.zensiren.or.jp

46

全国届出自動車教習所協会

警察庁

http://www.zenjikyo.com

47

⑧医療サービス

一般社団法人

日本総合健診医学会

https://jhep.jp/jhep/sisetu/covid_19.jsp#coronavirus6

公益社団法人

日本人間ドック学会

https://www.ningen-dock.jp/covid19_dock

公益財団法人

結核予防会

https://www.jatahq.org/

公益社団法人

全国労働衛生団体連合会

公益財団法人

日本対がん協会

公益社団法人

全日本病院協会

https://www.ajha.or.jp/hms/medicalcheckup/

一般社団法人

日本病院会

https://www.hospital.or.jp/docu/index.html

厚生労働省

2

http://www.zeneiren.or.jp/
https://www.jcancer.jp/about_cancer_and_checkup
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予防医学事業中央会

ガイドライン掲載URL
http://www.yobouigaku-chuo.or.jp/

48

一般社団法人 建設電気技術協会

国土交通省

http://kendenkyo.or.jp/pdf/kendenkyo_guidelines.pdf

49

一般社団法人 全国ＬＰガス協会

経済産業省

https://www.japanlpg.or.jp/info/data/20200514.pdf

50

全国石油商業組合連合会

経済産業省

http://www.zensekiren.or.jp/20200414

51

公益社団法人 日本下水道管路管理業協会

国土交通省

https://jascoma.com/index.html

52

一般社団法人 日本下水道施設管理業協会

国土交通省

https://www.gesui-kanrikyo.or.jp/contents/01-01news.html

53

東日本高速道路株式会社

国土交通省

https://www.e-nexco.co.jp/

54

中日本高速道路株式会社

国土交通省

https://www.c-nexco.co.jp/topics/1121.html

55

西日本高速道路株式会社

国土交通省

https://www.w-nexco.co.jp/

56

首都高速道路株式会社

国土交通省

https://www.shutoko.jp/inquiry/prevention/

57

阪神高速道路株式会社

国土交通省

https://www.hanshin-exp.co.jp/company/

58

本州四国連絡高速道路株式会社

国土交通省

https://www.jb-honshi.co.jp/

59

一般社団法人 全国建設業協会

国土交通省

http://www.zenken-net.or.jp/

60

一般社団法人 日本建設業連合会

国土交通省

https://www.nikkenren.com/

61

一般社団法人 マンション計画修繕施工協会

国土交通省

http://www.mks-as.net/

62

一般社団法人 住宅生産団体連合会

国土交通省

https://www.judanren.or.jp/activity/demand-

⑨インフラ運営等

63

proposal/pdf/covid_guideline_20200521.pdf

一般社団法人

日本埋立浚渫協会

https://www.umeshunkyo.or.jp/

一般社団法人

日本海上起重技術協会

http://www.kaigikyo.jp/

一般社団法人

日本潜水協会

国土交通省

http://www.sensui.or.jp/

日本港湾空港建設協会連合会

http://www.nikkoren.com/

全国浚渫業協会

https://www.zen-shun.com/

64

一般社団法人

電気通信事業者協会

総務省

65

一般財団法人 食品産業センター

農林水産省

https://www.shokusan.or.jp/news/3694/

66

公益社団法人 中央畜産会

農林水産省

http://jlia.lin.gr.jp/archives/3079

67

公益社団法人 大日本農会

農林水産省

http://www.dainihon-noukai.jp/news01/2270/

68

一般社団法人 日本林業協会

農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html#gl_gyoushubetsu

全国漁業協同組合連合会
69

https://www.tca.or.jp/

https://www.zengyoren.or.jp/information/detail.php?type=press&id=152

農林水産省

一般社団法人 大日本水産会

https://suisankai.or.jp/news/%e3%80%8c%e6%bc%81%e6%a5%ad%e8%80%85%e3
%81%ab%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6
%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e6%84%9f%e6%9f%93%e8%80%85%e3%81%
8c%e7%99%ba%e7%94%9f%e3%81%97%e3%81%9f/

全国中央卸売市場協会
全国公設地方卸売市場協議会
全国第3セクター市場連絡協議会
一般社団法人 全国中央市場青果卸売協会
一般社団法人 全国青果卸売市場協会
全国青果卸売協同組合連合会
70

⑩飲食料品供給

公益社団法人 日本食肉市場卸売協会

農林水産省

東京食肉市場卸商協同組合
一般社団法人 日本花き卸売市場協会

http://www.seika-oroshi.or.jp/
http://www.zenseioroshiren.or.jp/

一般社団法人 全国花卸協会

https://mmb.jmma.or.jp/common/news/200514_新型コロナ

一般社団法人 全国水産卸協会

売市場）.pdf

3
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全国魚卸売市場連合会

ガイドライン掲載URL
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html#gl_gyoushubetsu

全国水産物卸組合連合会
71

一般社団法人 日本加工食品卸協会

農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html#gl_gyoushubetsu

72

一般社団法人 日本外食品流通協会

農林水産省

http://www.gaishokukyo.or.jp/

73

全国氷雪販売業生活衛生同業組合連合会

厚生労働省

https://www.icenet.or.jp/

74

全国食肉生活衛生同業組合連合会

厚生労働省

http://www.zenniku-seiren.or.jp/

75

全国食鳥肉生活衛生同業組合連合会

厚生労働省

https://www.zenchoren.jp/

76

全国給食事業協同組合連合会

農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html#gl_gyoushubetsu

77

一般社団法人 日本給食品連合会

農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html#gl_gyoushubetsu

78

酒類業中央団体連絡協議会

79

80

⑪食堂、レストラン
喫茶店等

財務省

一般社団法人 全国生活衛生同業組合中央会

農林水産省

一般社団法人 日本フードサービス協会

厚生労働省

一般財団法人

カクテル文化振興会

一般社団法人

日本バーテンダー協会

一般社団法人

日本ホテルバーメンズ協会

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html#gl_gyoushubetsu

http://cocktail.or.jp/pdf/covid19_guideline.pdf

厚生労働省

http://www.bartender.or.jp/
https://8d68bba1-e89f-47d0-af10c5deec5f4e39.filesusr.com/ugd/75d272_c85f9caf48f944d3b0fec40622ca1814.pdf

一般社団法人日本旅客船協会

https://www.jships.or.jp/

屋形船東京都協同組合

81

http://ajlma.or.jp/policy/guideline529.pdf

国土交通省

東京湾屋形船組合
江戸屋形船組合

https://www.edoyakatabune.com/

オール日本スーパーマーケット協会
一般社団法人 全国スーパーマーケット協会
日本小売業協会

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html#gl_gyoushubetsu

一般社団法人 日本ショッピングセンター協会
一般社団法人 日本スーパーマーケット協会
82

一般社団法人 日本専門店協会

経済産業省

日本チェーンストア協会

農林水産省

日本チェーンドラッグストア協会

http://www.super.or.jp/?p=11151

一般社団法人 日本DIY・ホームセンター協会
⑫生活必需物資供給

http://www.ajs.gr.jp/?mode=whatsnew&page=index&year=2020#526

https://japan-retail.or.jp/

一般社団法人 日本百貨店協会

http://www.jsa-net.gr.jp/

一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会

https://www.diy.or.jp/news-all/top-news/409-2020-05-14.html

一般社団法人 日本ボランタリーチェーン協会

https://www.jfa-fc.or.jp/particle/3017.html
https://www.vca.or.jp/topics/2020/05/post-9.html

83

大手家電流通協会

経済産業省

https://www.joshin.co.jp/info/0513guideline.pdf

84

日本書店商業組合連合会

経済産業省

http://www.n-shoten.jp/images/coronavirusguide.pdf

85

日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合

経済産業省

http://www.cdvnet.jp/modules/information/index.php/page96.html

86

全国商店街振興組合連合会

経済産業省

http://www.syoutengai.or.jp/news/topics.cgi

87

一般社団法人

厚生労働省

http://www.jhida.org/pdf/guidelines/Guidelines_COVID-19_JHIDA.pdf

厚生労働省

http://www.ryokan.or.jp/top/news/detail/298

日本補聴器販売店協会

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
一般社団法人 日本旅館協会

88

国土交通省

一般社団法人 全日本シティホテル連盟

https://www.jcha.or.jp/news/203

89

一般社団法人 日本ホテル協会

国土交通省

https://www.j-hotel.or.jp/association/pressroom/association/66801

90

一般財団法人 都市農山漁村交流活性化機構

農林水産省

https://www.kouryu.or.jp/service/kodomo.html

91

一般社団法人

農林水産省

https://jpcsa.org/info/

経済産業省

http://esthe-npo.lekumo.biz/blog/2020/05/ver30-88c4.html

一般社団法人 日本エステティック振興協議会

92
93

日本ファームステイ協会

特定非営利活動法人 日本エステティック機構等
⑬生活必需サービス

全国質屋組合連合会

警察庁

4

http://www.zenshichi.gr.jp
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94

NPO法人日本ネイリスト協会

経済産業省

https://www.nail.or.jp/information/coronavirus/guideline/index.html

95

全国理容生活衛生同業組合連合会

厚生労働省

http://www.riyo.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/ilovepdf_merged.pdf

96

全日本美容業生活衛生同業組合連合会

厚生労働省

http://www.biyo.or.jp/news/guildline.html

97

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会

厚生労働省

https://www.zenkuren.or.jp/news/4831

98

全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会

厚生労働省

http://www.1010.or.jp/zenyoku/img/zenyoku_guideline.pdf

99

一般社団法人 日本リラクゼーション業協会

経済産業省

http://www.relaxation-net.jp/information/news/7573

100

一般社団法人

厚生労働省

http://www.dust-control.or.jp/data/file/info/200629.pdf

101

一般財団法人 日本環境衛生センター
⑭ごみ処理

102

105

https://www.jesc.or.jp/library/tabid/373/Default.aspx

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
公益社団法人

環境省

全国産業資源循環連合会
経済産業省

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会
⑮冠婚葬祭

https://www.bia.or.jp/guidelines/
https://www.zengokyo.or.jp/news/1980/

日本バンケット事業協同組合

経済産業省

https://www.j-banquet.com/index.php

一般社団法人 日本結婚相手紹介サービス協議会

経済産業省

http://www.jmic.gr.jp/

全日本葬祭業協同組合連合会

106

https://www.jwnet.or.jp/info/chousa/index.html

https://www.zensanpairen.or.jp/disposal/standards/

公益社団法人 日本ブライダル文化振興協会

103
104

日本ダストコントロール協会

経済産業省

一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会

https://www.zensoren.or.jp/
https://www.zengokyo.or.jp/news/1988/

107

一般社団法人 日本民間放送連盟

総務省

https://www.j-ba.or.jp/category/broadcasting/jba103834

108

日本放送協会

総務省

https://www.nhk.or.jp/info/otherpress/pdf/2020/20200514.pdf

109

一般社団法人 衛星放送協会

総務省

https://www.eiseihoso.org/

110

一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟

総務省

https://www.catv-jcta.jp/topics/detail/1760

一般社団法人 日本コミュニティ放送協会

総務省

https://www.jcba.jp/community/index.html

111

⑯メディア

112

一般社団法人 日本映画製作者連盟

経済産業省

http://www.eiren.org/

113

一般社団法人 日本音声製作者連盟

経済産業省

https://onseiren.com/wp/wp-content/uploads/Japa_Guideline-1.pdf

114

特定非営利活動法人 ジャパン・フィルムコミッション

115

協同組合日本写真館協会

経済産業省

https://www.shashinkan.com/

116

一般社団法人日本コールセンター協会

経済産業省

https://ccaj.or.jp/

117

公益社団法人 日本訪問販売協会

118

一般社団法人 全国ペット協会

⑰個人向けサービス

文部科学省
経済産業省

経済産業省
環境省

https://www.japanfc.org/wp-content/uploads/2020/06/20200625_1.pdf

http://jdsa.or.jp/covid19guidelines/?%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%82%92%
E8%AA%AD%E3%82%80=%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%82%92%E8%AA%A
D%E3%82%80
http://zpk.or.jp/news/archives/172

一般社団法人日本自動車販売協会連合会

http://www.jada.or.jp/wp-content/uploads/0f9dc46083cd36256950c94098a0a555.pdf

一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会

https://www.jucda.or.jp/covid-19/guideline/

一般社団法人全国軽自動車協会連合会

https://www.zenkeijikyo.or.jp/info-5232

日本自動車輸入組合

http://www.jaia-jp.org/news/report2005272/

一般財団法人日本自動車査定協会

http://www.jaai.or.jp/jaaiimage/pdf/corona200708/corona-annai-200708.pdf
http://www.jpuc.or.jp/cp_news/200526_1700%e3%80%90%e3%82%bb%e3%

119

経済産業省

一般社団法人日本自動車購入協会

83%83%e3%83%88%e7%89%88%e3%80%91%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb
%8a%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%
8b%e6%84%9f%e6%9f%93%e4%ba%88%e9%98%b2%e5%af%be%e7%ad%96/

一般社団法人日本オートオークション協議会

http://nak-hp.info/

全国オートバイ協同組合連合会

http://www.ajac.gr.jp/news.php?id=88

一般社団法人中古二輪自動車流通協会

https://umda.or.jp/post-3333/

一般社団法人日本二輪車オークション協会

http://jaba-au.or.jp/?p=1041

一般社団法人日本ＲＶ協会

https://www.jrva.com/jrvamembers/
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120

一般社団法人 全国銀行協会

金融庁

https://www.zenginkyo.or.jp/news/2020/n051401/

121

日本証券業協会

金融庁

http://www.jsda.or.jp/shinchaku/coronavirus/files/20200514coronagl.pdf

122

一般社団法人

全国信用金庫協会

金融庁

https://www.shinkin.org/news/pdf/20200515guideline.pdf

123

一般社団法人

全国信用組合中央協会

金融庁

https://www.shinyokumiai.or.jp/pdf/news20200515.pdf

124

一般社団法人

全国労働金庫協会

金融庁

https://all.rokin.or.jp/important/file/koronaguideline.pdf

一般社団法人

生命保険協会

金融庁

https://www.seiho.or.jp/data/billboard/disaster05/pdf/01.pdf

126

一般社団法人

損害保険協会

金融庁

https://www.sonpo.or.jp/news/covid-19/index.html

127

日本貸金業協会

金融庁

https://www.j-fsa.or.jp/topics/association/covid19_guideline.php

128

一般社団法人 日本クレジット協会

経済産業省

https://www.j-credit.or.jp/

129

公益社団法人 リース事業協会

経済産業省

https://www.leasing.or.jp/docs/guide20200529.pdf

130

鉄道連絡会（一般社団法人 日本民営鉄道協会 ・ JR等）

国土交通省

http://www.mintetsu.or.jp/association/news/2020/15261.html

131

公益社団法人 日本バス協会

国土交通省

http://www.bus.or.jp/news/covid-19guideline_v3.pdf

125

⑱金融

貸切バス旅行連絡会
（公益財団法人

132

日本バス協会、

一般社団法人

日本旅行業協会、

一般社団法人

全国旅行業協会）

国土交通省

http://www.bus.or.jp/news/index.html
http://www.jata-net.or.jp/virus/
http://www.anta.or.jp/covid-19/

133

一般社団法人 全国ハイヤー・タクシー連合会

国土交通省

http://www.taxi-japan.or.jp/content/?p=article&c=3111&a=13

134

一般社団法人 全国個人タクシー協会

国土交通省

http://www.kojin-taxi.or.jp/

135

公益社団法人 全日本トラック協会

国土交通省

http://www.jta.or.jp/info/coronavirus_guideline.html

136

一般社団法人 日本自動車リース協会連合会

経済産業省

http://www.jala.or.jp/

137

日本内航海運組合総連合会

国土交通省

http://www.naiko-kaiun.or.jp/

138

一般社団法人 日本旅客船協会

国土交通省

https://www.jships.or.jp/news_detail.php?id=7554

139

一般社団法人日本船主協会

国土交通省

http://www.jsanet.or.jp/covid-19/index.html

140

一般社団法人 日本外航客船協会

国土交通省

http://www.jopa.or.jp/document/covid19-guidelines.pdf

141

日本船舶代理店協会

国土交通省

https://www.sendaikyo.org/

142

外航船舶代理店業協会

国土交通省

http://www.jafsa.jp/

143
144

⑲物流、運送

定期航空協会

国土交通省

一般社団法人 全国空港ビル事業者協会
一般社団法人 日本旅行業協会

国土交通省

一般社団法人 全国旅行業協会

http://teikokyo.gr.jp/
http://www.air-terminal.or.jp/

https://www.jata-net.or.jp/virus/
http://www.anta.or.jp/covid-19/

145

一般社団法人 日本倉庫協会

国土交通省

https://www.nissokyo.or.jp/index.php

146

一般社団法人 日本冷蔵倉庫協会

国土交通省

http://www.jarw.or.jp/

147

公益社団法人 全国通運連盟

http://www.t-renmei.or.jp/

一般社団法人 航空貨物運送協会

http://www.jafa.or.jp/

国土交通省

一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会

https://www.jiffa.or.jp/

日本内航運送取扱業海運組合
148

全国トラックターミナル協会

149

日本郵便株式会社

150

一般社団法人

151

一般社団法人 日本経済団体連合会

国土交通省
総務省

日本港運協会

6

http://www.zentakyo.jp/
https://www.post.japanpost.jp/

国土交通省

http://jhta.or.jp/docs/corona20200518.pdf

経済産業省

https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040.html
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一般社団法人 日本造船工業会

国土交通省

https://www.sajn.or.jp/

153

一般社団法人 日本中小型造船工業会

国土交通省

http://www.cajs.or.jp/01detail.html?id=1451

154

一般社団法人情報サービス産業協会

経済産業省

https://www.jisa.or.jp/

155

一般社団法人 日本経済団体連合会

経済産業省

https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040.html

一般社団法人

国土交通省

http://www.jboma.or.jp/

警察庁

http://www.ajssa.or.jp/

156
157
158
159

⑳製造業全般

㉑オフィス事務全般

㉒企業活動、治安維持

㉓行政サービス

日本ビルヂング協会連合会

一般社団法人 全国警備業協会
公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会

厚生労働省

日本公証人連合会

法務省

※１ 上記のほか、学校、医療機関、社会福祉施設、社会体育施設、研究施設、建設業等については所管省庁においてガイドライン等を作成・公表。
※２ 令和2年7月31日更新時のガイドライン公表数は159。

7

https://www.j-bma.or.jp/covid-19-guideline

http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20200514.html

