業種別ガイドラインについて
業種

団体名

担当省庁名

ガイドライン掲載URL

1

一般社団法人 建設電気技術協会

国土交通省

https://kendenkyo.or.jp/?post_type=news

2

公益社団法人 日本下水道管路管理業協会

国土交通省

https://www.jascoma.com/topics/2020/coronavirus_disease/index.html

3

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#20211029

4

東日本高速道路株式会社

国土交通省

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

5

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

6

西日本高速道路株式会社

国土交通省

https://www.w-nexco.co.jp/covid19-info/

7

首都高速道路株式会社

国土交通省

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

8

阪神高速道路株式会社

国土交通省

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

9

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/corp_index/

10

一般社団法人 全国建設業協会

国土交通省

http://www.zenken-net.or.jp/guidance/covid-19_guideline

一般社団法人 日本建設業連合会

国土交通省

https://www.nikkenren.com/sougou/covid/index.html

11

インフラ運営等

https://www.umeshunkyo.or.jp/
https://www.kaigikyo.jp/oshirase_covid19/oc_covid19.html

一般社団法人 日本埋立浚渫協会
一般社団法人 日本海上起重技術協会
12

一般社団法人 日本潜水協会

https://www.sensui.or.jp/20170926110210#ttl-kouwantorikumi
国土交通省
http://www.nikkoren.com/

日本港湾空港建設協会連合会
全国浚渫業協会

https://www.zenshun.com/%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83
%B3/

13

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-proposal.html#gideline211210

14

一般社団法人 マンション計画修繕施工協会

国土交通省

https://www.mks-as.net/topics_list28/

15

公益社団法人 日本港湾協会

国土交通省

https://www.phaj.or.jp/guideline/index.html
http://www.yadonet.ne.jp/info/member/index.html

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
16

一般社団法人 日本旅館協会
生活必需サービス

一般社団法人 全日本ホテル連盟

厚生労働省
国土交通省

５／１４，

http://www.ryokan.or.jp/top/2019novelcoronavirus/
https://www.anha.or.jp/news/6748/

17

一般社団法人 日本ホテル協会

国土交通省

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

18

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

https://www.mintetsu.or.jp/association/news/2022/17851.html

19

公益社団法人 日本バス協会

国土交通省

https://www.bus.or.jp/covid-19/#sec04
https://www.bus.or.jp/covid-19/#sec04

貸切バス旅行連絡会
20

(公益財団法人日本バス協会、一般社団法人日本旅行業協会、

国土交通省

http://www.jata-net.or.jp/virus/211122_charterbusguideline.html

一般社団法人全国旅行業協会）
https://www.anta.or.jp/covid-19/#guideline
21

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=3527&a=13

22

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/

23

公益社団法人 全日本トラック協会

国土交通省

https://jta.or.jp/member/anzen/coronavirus_top/coronavirus_guideline.html

24

一般社団法人 日本港運協会

国土交通省

http://www.jhta.or.jp/pg731999.html

25

日本内航海運組合総連合会

国土交通省

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

26

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

27

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

28

一般社団法人 日本外航客船協会（外航旅客船事業）

国土交通省

http://www.jopa.or.jp/

29

一般社団法人 日本外航客船協会（外航クルーズ船事業）

国土交通省

http://www.jopa.or.jp/

30

日本船舶代理店協会

国土交通省

https://www.sendaikyo.org/

外航船舶代理店業協会

国土交通省

http://www.jafsa.jp/

31

物流、運送

定期航空協会

32

一般社団法人 全国空港事業者協会

一般社団法人 日本旅行業協会

33

一般社団法人 全国旅行業協会

５／１５，

http://teikokyo.gr.jp/pressrelease/931/#section-1
国土交通省
http://www.air-terminal.or.jp/information/925/
https://www.jata-net.or.jp/virus/211122_tourguideline.html
国土交通省
https://www.anta.or.jp/covid-19/#guideline

34

一般社団法人 日本倉庫協会

国土交通省

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

35

一般社団法人 日本冷蔵倉庫協会

国土交通省

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

公益社団法人 全国通運連盟
一般社団法人 航空貨物運送協会

36

一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会

http://www.jafa.or.jp/
国土交通省
https://www.jiffa.or.jp/notice/entry-7464.html

日本内航運送取扱業海運組合

https://nihonnaiko-riyo.com/
37

全国トラックターミナル協会

国土交通省

38

一般社団法人 全国レンタカー協会

国土交通省

http://www.zentakyo.jp/
http://www.rentacar.or.jp/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%82%ab%e3%8
3%bc%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e
6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a
4%e3%83%ab%e3%82%b9%e6%84%9f%e6%9f%93-4

39

製造業

一般社団法人 日本造船工業会
一般社団法人 日本中小型造船工業会

https://www.sajn.or.jp/info/view/0f4eabc0e194f70f923e097a9d33a2a278356e52
国土交通省
http://www.cajs.or.jp/03detail.html?id=1696

ボートレースコロナ対策決定本部
【構成団体】
40

遊興施設

・一般社団法人 全国モーターボート競走施行者協議会
・一般財団法人 日本モーターボート競走会

国土交通省

https://www.motorboatracing-association.jp/about/act-1.html

７／１０，

国土交通省

http://www.jboma.or.jp/news/2021/11/5756/

６／２５，

・公益社団法人 日本モーターボート選手会
・一般財団法人 BOATRACE振興会
41

一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会
オフィス事務全般

42

一般社団法人 日本造船工業会
一般社団法人 日本中小型造船工業会

https://www.sajn.or.jp/info/view/e256f5818c4410b2871914cbde628c3dd2525848
国土交通省
http://www.cajs.or.jp/03detail.html?id=1696
https://www.yakatabune-kumiai.jp/info/corona.html

屋形船東京都協同組合
43

食堂、レストラン

東京湾遊漁船業協同組合

喫茶店等

江戸屋形船組合

http://www.tokyowan-yugyosen.or.jp/group/
国土交通省
https://www.edoyakatabune.com/

一般社団法人日本旅客船協会

https://www.jships.or.jp/news_detail.php?id=7640
44

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/

45

一般社団法人 日本コングレス・コンベンション・ビューロー

国土交通省

https://jccb.or.jp/topics/2021/12/22/1081/

46

アクティビティツアー連絡会

国土交通省

https://www.touractivity.org/

47

体験教室連絡会

国土交通省

https://www.touractivity.org/

公益社団法人 日本青年会議所

国土交通省

https://www.jaycee.or.jp/2021/guideline

49

一般社団法人 日本オートキャンプ協会

国土交通省

https://www.autocamp.or.jp/guidline-camping-site2/?p=9871

50

一般社団法人 日本スノースポーツ＆リゾーツ協議会

国土交通省

https://snow.or.jp/actions/#covid

公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会

国土交通省

https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/info/news/corona_guideline_20211013/

集会場、公会堂

体育館、水泳場、
48

ボーリング場、
運動施設、遊技場

51

不動産鑑定士

※上記のほか、学校、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。
1

６／１１，

