
 

令和３年４月８日 

経済再生担当 

全世代型社会保障改革担当 

内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

西村 康稔 殿 

                                   

                                東京都知事 

                           小池 百合子 

          

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく 

まん延防止等重点措置に関する要請について 
 

都内では現在、新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数の増加傾向が続

いており、昨日の新規陽性者数も５５５人と５００人を超える状態となって

いる。 

また、変異株の拡大によっては、より急速に感染が拡大する恐れがあり、早

急な対策が必要となっている。 

さらに、医療現場には、長期にわたり多大な負担がかかり続けており、この

ままの感染拡大が続けば、新型コロナウイルス感染症への対応のみならず、通

常医療にも大きな影響を及ぼす恐れがある。 

都はこれまでも、都内の実情に応じた様々な感染拡大防止対策を実施して

きたところであるが、変異株の脅威も含めた現下の状況に鑑み、都と国などが

より一層連携した大都市圏間の往来自粛の呼びかけや、実効性ある人流抑制

施策の実施、飲食店へのガイドライン遵守の徹底など、更なる感染拡大防止策

を直ちに強化することが必須である。 

そこで、まん延防止等重点措置の手続きに速やかに入っていただくよう、新

型インフルエンザ等対策特別措置法第 31条の 4第 6項に基づき要請する。 

なお、感染状況によっては、都に対する緊急事態宣言の発出についても検討

していただくことも要望する。 

併せて、まん延防止等重点措置以外の地域に対する財政支援や、事業規模に

応じた協力金の支給については、中小企業の申請に係る負担を十分留意して、

企業現場の実態に応じて対応するよう要望する。 



令和３年４月２１日  

 

行政改革担当 

国家公務員制度担当 

内閣府特命担当大臣（規制改革・沖縄及び北方対策） 

 河野 太郎 殿 

 

 厚生労働大臣 

   田村 憲久 殿 

 

東京都知事 

 小池 百合子 

 

 

 

新型コロナウイルスワクチンの配分に関する要望 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を一刻も早く食い止める

ためには、限られたワクチンを効果的に各自治体に配分し、迅速に

接種を進めていくことが重要である。 

しかし、現在の配分方法は、納入希望量の算定基準を国が示して

いないことから、自治体ごとの調整に差が生じ、都道府県に示され

た割当量は、各自治体の実態を反映しているとは言い難いものとな

っている。 

このため、今後のワクチンの配分に当たっては、対象期間や接種

回数など、納入希望量の算定基準を国が明確に示すこと。また、各

自治体への割当量の調整に当たっては、高齢者人口に加え、例えば、

累計感染者数の全国比等、感染状況を勘案するなど、ワクチンが感

染の全国的な拡大の防止や、重症化リスクの軽減に最大限の効果を

発揮する仕組みとするよう要望する。 



 

令和３年４月２１日 

経済再生担当 

全世代型社会保障改革担当 

内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

西村 康稔 殿 

                                   

                                東京都知事 

                           小池 百合子 

          

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく 

緊急事態宣言の発出に関する要望について 
 

現在、都内では感染力の強いＮ５０１Ｙなどの変異株が急増しており、新規

陽性者数の増加傾向が続いている。 

本日の新規陽性者数も８００人を超えており、急速に感染が拡大する中、医

療現場への負担の増大などにより、通常医療への影響も危惧されている。 

都は、今月 12 日よりまん延防止等重点措置を実施し、措置区域における飲

食店等への営業時間の短縮要請等を行うとともに、「徹底点検 TOKYO サポ

ートチーム」の取組を展開するほか、街頭での呼びかけや、広報車を活用した

宣伝活動等により、日中も含めた不要不急の外出自粛の要請を行うなど、徹底

した感染防止対策を進めている。 

しかしながら、人流については十分な抑制には至っておらず、関西圏でのＮ

５０１Ｙによる急激な新規陽性者数の増加による危機的な状況を踏まえると、

都においても、関西圏と同様に、より早期に、強力な人流抑制対策等が必要で

ある。 

人の流れが大きく変化するゴールデンウィークを控えたこの時期に、都と

国等が一層連携し、徹底した人流の抑制や感染リスクが高い施設への適切な

対応など、より厳しい外出自粛や、使用制限等を視野に入れた措置が不可欠で

ある。 

そこで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を速

やかに発出されることを要望する。 

併せて、緊急事態措置実施に係る事業者への財政支援については、今後の措

置内容に応じた支援となるよう対応を要望する。 



 

令和３年５月６日 
経済再生担当 
全世代型社会保障改革担当 
内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 
西村 康稔 殿 

埼玉県知事 
大野 元裕 

千葉県知事 
熊谷 俊人 

東京都知事 
小池 百合子 

神奈川県知事 
黒岩 祐治 

 
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言及び 
まん延防止等重点措置の延⾧に関する共同要望について 

 
現在、東京都においては４月２５日から緊急事態措置を、埼玉県、千葉県、

神奈川県においては４月２０日からまん延防止等重点措置を、それぞれ５月
１１日までの期間で実施しており、措置の内容等について、一都三県で緊密に
連携し、それぞれ感染防止対策に全力で取り組んでいる。 
しかし、一都三県では、感染力の強い変異株の割合も急速に拡大しており、

予断を許さない厳しい状況が続いている。 
一都三県はこれまでも、地域の実情に応じた様々な感染拡大防止対策を連

携しながら実施してきたところであるが、現下の状況を踏まえ、引き続き、現

在の緊急事態措置及びまん延防止等重点措置について継続することが必要で

ある。 
このため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言及

びまん延防止等重点措置について、５月３１日まで継続されること、事業者へ

の財政支援については現行の運用拡大措置を継続すること及び即時対応分を

含めその裏付けとなる確実な財源措置を要望する。 

 また、措置内容の協議に当たっては、地域の実情に応じた弾力的な対応を要

望する。 



令和３年５月７日  

 

総務大臣 

   武田 良太 殿 

 

 厚生労働大臣 

   田村 憲久 殿 

 

東京都知事 

 小池 百合子 

 

 

高齢者への新型コロナウイルスワクチン接種に関する要望 

  

国においては、現在、希望する高齢者の方々に対して、７月末を

念頭に各市区町村が２回の接種を終えることができるよう、取組を

進めている。 

都においても、高齢者への接種を加速化するため、医療機関に対

する支援策を検討しているが、接種主体である市区町村が実施する

医療機関への支援は国庫補助の対象であるのに対し、接種主体でな

い都が、直接医療機関に対し行う支援及び市区町村を通じて行う支

援のどちらも国庫補助の対象とはされていない。都内の接種体制確

保に必要な経費について、接種主体であるか否かに関わらず、国庫

補助の対象とするよう要望する。 

また、ワクチン配送に関し、現状では、ワクチンの配送日が直前

に通知されるため、市区町村における具体的な接種実施に際し支障

が生じている。市区町村が策定した実施計画に沿って、確実かつ円

滑にワクチン接種が実施できるよう、ワクチンの配送については、

配送日時を速やかに確定し、早期に市区町村に対し通知するよう要

望する。 



 

 

令和３年５月１１日 
経済再生担当 
全世代型社会保障改革担当 
内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 
西村 康稔 殿 
 
一億総活躍担当 
まち・ひと・しごと創生担当 
内閣府特命担当大臣（少子化対策、地方創生）  
坂本 哲志 殿 
 
総務大臣 
武田 良太 殿 
 
厚生労働大臣 
田村 憲久 殿 
 
経済産業大臣 
梶山 弘志 殿 
 

                                    東京都知事 
                             小池 百合子 

  

新型コロナウイルス感染症対策に関する要望について 

 

東京都では、新規陽性者数・重症者数ともに高い水準で推移しており、流行

の主体も感染力の強い変異株に急速に置き換わりつつあるなど、新たな厳し

い事態に直面している。 

こうした中、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言

の延長が決定されたところであるが、この新たな難局を乗り越えるためには、 

大規模施設等に対する休業要請の継続など、地域の感染状況等を踏まえた、実

効性ある対策を迅速かつ的確に講じていくことが不可欠である。 

 国との緊密な連携の下、感染を早期に収束させ、都民、ひいては国民の命と

生活を守ることは、我々の責務である。 

そこで、以下の事項について、特段の措置を早急に講じられるよう、強く要

望する。 

 

 



 

 

要  望 

 

１ 大規模施設等協力金の財源措置について 

 

感染の収束を図るためには、「徹底した人流抑制策」が最も重要な対策で

あり、そのためには、1,000㎡を超える百貨店やショッピングセンター等の

大規模施設に対する休業要請の継続は不可欠である。 

こうした中、国は、５月７日付の通知により、急遽、大規模施設等に対す

る協力金の算定方法や負担割合の見直しを行った。 

これまで休業要請の対象としてきた大規模施設等に対しては、５月 12日

以降、地域の感染状況を踏まえ、都道府県が独自に休業要請等の上乗せ措置

等を継続できることとなっている。その際、当該休業要請の実効性を担保す

るためには、国による十分な財政支援が必要である。 

しかしながら、今回の国の通知によれば、都道府県が休業要請等の上乗せ 

に伴い協力金を支給する場合、国の補助は６割となっている。 

都道府県が地域の感染状況を踏まえ休業要請を行い、国の仕組みに基づい

て協力金を支給するにもかかわらず、従来の国の財政支援を下回る措置とな

っているのは、極めて不合理である。このままでは国が求める規模に応じた

協力金の支給は事実上不可能となり、休業要請の実効性自体に支障をきたす

ことにもなりかねない。 

このため、今般の大規模施設等の規模に応じた協力金の負担割合について

は、飲食店等に対する規模別協力金と同様、国が責任を持って財源を措置す

るよう、早急に見直しを行うべきである。ついては、 

 

（１）今般の国の通知において、大規模施設等協力金について「都道府県が独

自に引き続き休業要請等の上乗せ措置を要請し、これに応じた事業者に国

の仕組みに基づき協力金を支払う場合には、その６割を協力要請推進枠か

ら支援する」としているが、これまでの飲食店等に対する規模別協力金と

同様のスキームにより、財源を措置すること。具体的には、協力要請推進

枠により８割を支援するとともに、措置した８割の協力要請推進枠交付金

の 25％のうち、即時対応特定経費交付金により 95％を措置すること。 

 

 

 



 

 

（２）万が一、大規模施設等協力金の協力要請推進枠を６割とする措置を今後

変更しない場合は、即時対応特定経費交付金等により、協力要請推進枠交

付金の 65％を措置するなど、全体として、地方負担をこれまでの飲食店等

に対する規模別協力金と同割合とすること。 

 

（３）上記（１）又は（２）について、緊急事態措置の延長期間が開始される

５月 12 日の前に早急に決定すること。 

 

２ 事業規模に応じた協力金の申請・審査の簡素化について 

 

国においては、「飲食店への規模別協力金」では店舗ごとの売上高に応じ

て、また、「大規模施設等協力金」では休業面積に応じて、それぞれ支給額

を算出することとしている。 

これらは、事業実態を踏まえた支給につながるものと考えられる一方、

国の通知に即した申請及び審査を実施すると、申請者の負担増加が懸念さ

れる上、審査に要する時間も膨大なものとなり、迅速な支給の実現に大きな

支障が生じかねない。 

このため、事業者の負担軽減の観点から簡素な申請を可能とし、円滑な

審査・支給につながるよう、適切な対応を図るべきである。ついては、 

 

（１）規模別協力金については、 

 

〇飲食業売上高の確認方法については、都道府県が定める任意様式による

申告を申請者に求めるとともに、根拠資料とする売上帳等については申

請者に保存を求める形も可とすることを認めること。 

 

〇審査において必要となる営業実態等の確認については、都内の全店舗へ

の見回りを前提とした場合、協力金の迅速な支給に支障が生じることが

懸念されるため、提出書類等による確認など地域の実情に応じた対応を

認めること。 

 

（２）大規模施設等協力金の支給については、 

〇５月７日付事務連絡において、休業面積の規模によって変動する制度に

変更されたことにより、大規模施設とテナントの契約関係や、テナントの



 

 

数、個々のテナントの面積・休業の有無など多くの確認事項が想定される。

このため、迅速な支給に向けて、行政と大規模施設が連携して取り組むこ

とが重要である。具体的には、それに必要な情報を管理している大規模施

設側が一括で取りまとめて申請する仕組みを構築することとし、その実

現に向けて業界団体等に対し協力を働きかけること。 

 

〇また、事業規模に応じた支給額算定のベースとなる休業面積の定義を始

めとして制度内容全般について未だ不明確な点が多いことから、詳細を

早急に明示すること。 

 

３ イベント関連事業者への支援について 

 

（１）イベントの開催制限や施設の休業や無観客開催要請に伴い中止となっ

たイベントに対して、経費の一部を支援する経済産業省の J LOD live 事

業について、海外向け動画作成を要件から外すなど、事業者の実態に即

して活用しやすいものに見直すこと。 

 

４ ワクチン接種について 

   

国においては、現在、希望する高齢者の方々に対して、７月末を念頭に

各区市町村が２回の接種を終えることができるよう、取組を進めている。

ついては、 

 

（１）高齢者への接種を加速化するため、都道府県が医療機関に対する支援

策を検討するにあたり、接種主体である市区町村が実施する医療機関へ

の支援は国庫補助の対象であるのに対し、接種主体でない都道府県が直

接医療機関に対し行う支援、及び市区町村を通じて行う支援のどちらも

国庫補助の対象とはされてはいない。接種体制の確保に必要な経費につ

いて、接種主体であるか否かに関わらず、国庫補助の対象とすること。 

 

（２）ワクチンの配送に関して、現状では、配送日が直前に通知されるため、

市区町村における具体的な接種実施に際して支障が生じている。市区町

村が策定した実施計画に沿って、確実かつ円滑にワクチン接種が実施で

きるよう、ワクチンの配送については、配送日時を速やかに確定し、早

期に市区町村に対し通知すること。 



 

 

５ 水際対策について 

   

現在も世界中で新型コロナウイルス感染症の流行は収束に至っておら

ず、また、世界の複数地域から変異株の発生報告が寄せられており、国内

各地においても、Ｎ５０１ＹやＬ４５２Ｒなど変異株が猛威を奮っている

状況にある。ついては、 

 

（１）世界各国での変異株の確認状況等を踏まえ、国内外での変異株の検出・

伝播を常時監視するとともに、各国からの入国制限や入国時の待機期間

等の条件を必要に応じて見直すなど、水際対策を強化・徹底すること。ま

た、国の責任において、帰国者・入国者等の一時滞在施設の確保や陽性と

判明した者の入院又は施設での療養の徹底、健康監視対象者等の入国後

の情報の確実な把握、保健所へ迅速な連絡を行う体制の確立など必要な

対策を講じること。 



 

 

令和３年５月２６日 

経済再生担当 

全世代型社会保障改革担当 

内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

西村 康稔 殿 

埼玉県知事 

大野 元裕 

千葉県知事 

熊谷 俊人 

東京都知事 

小池 百合子 

神奈川県知事 

黒岩 祐治 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言及び 

まん延防止等重点措置の延長に関する共同要望について 

 

現在、東京都においては緊急事態措置を、埼玉県、千葉県、神奈川県におい

てはまん延防止等重点措置を、それぞれ５月３１日までの期間で実施してい

る。措置の実施に当たっては、一都三県で緊密に連携し、感染防止対策に各都

県全力で取り組んでいる。 

５月中旬以降、各都県で新規陽性者について減少傾向が見られるものの、依

然として高い水準で推移していることや、感染力の強い変異株に流行の主体

が置き換わっていることなど、予断を許さない厳しい状況が続いている。 

こうした状況を踏まえると、一都三県は、引き続き、地域の実情に応じた感

染拡大防止対策を多面的に実施するとともに、都県域の連坦性なども踏まえ、

密接に連携した人流抑制対策を実施していく必要がある。 

このため、現在、一都三県に対して発出されている新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づく緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置については延

長されること、並びに、影響を受ける事業者等への財政支援については、即時

対応分を含めその裏付けとなる措置が国において確実に講じられることを要

望する。 

 また、措置内容の協議に当たっては、地域の実情に応じた弾力的な対応を要

望する。 



 

令和３年５月２６日 

 

経済再生担当 

全世代型社会保障改革担当 

内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

西村 康稔 殿 

 

東京都知事 

小池 百合子 

 

 

緊急事態宣言の延長に伴う基本的対処方針の変更に係る要望について 

 

 

６月１日以降の措置等に係る基本的対処方針の変更にあたっては、東

京都の緊急事態措置の実効性を確保する上で不可欠な、下記の事項にご

留意いただくよう、要望する。 

 

記 

 

１ 人流抑制の必要性 

現在、都では、新規陽性者数が漸減傾向にあるものの、一方で、ゴー

ルデンウィーク以降、繁華街等における人流の再増加が見られ、特に、

土日及び夜間の人流増加が課題となっている。 

こうしたことから、国においても人流の抑制は引き続き重要である

との認識を改めて示した上で、人流・感染状況に応じて、施設に対する

休業や時短の強化など、必要な対策を明確にしていただきたい。 

 

 

２ 都道府県知事による措置権限の留保 

人流の増加やインド株等による感染再拡大の傾向が見られる場合に

は、地域の実態を熟知している都道府県知事が、機動的に対策を強化で



 

きることが不可欠である。 

現行の基本的対処方針等では、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県

知事の判断により、施設に対する休業等の使用制限を含め、施設管理者

等に対して必要な協力を要請できることとされており、この仕組みを

必ず維持していただきたい。 

 

 

３ 酒類提供を再開する場合における公正・公平性の確保 

都では、飲食店等に対し、国が各自治体に対して導入を促進している

第三者認証制度の要件を具備しているプロジェクトを実施しており、

順次、認証済み店舗の拡大を図っていく予定である。 

現在、要請に応じて休業中の店舗についても働きかけを行い、点検を

着実に実施している。 

今後、酒類提供再開にあたり認証の取得を要件とした場合、未点検の

店舗から一斉に点検・認証を求める要望が都に殺到し、公正・公平な制

度の運用が不可能となることから、酒類提供再開の際には、十分な配慮

をお願いしたい。 

 

 

４ 事業者等に対する従業員の早期帰宅の徹底 

  現在、特定都道府県は、事業者に対して、テレワークの活用などによ 

り、出勤者数の７割削減を目指すよう働きかける旨、基本的対処方針に

記載されている。これに加え、夜間の人流を抑制する観点から、出勤し

ている従業員の遅くとも２０時までの終業・帰宅などに徹底して取り組

むよう働きかける旨、追記していただきたい。 

 

 

５ 支援にかかる財源措置 

 影響を受ける事業者等に対して都が行う支援については、その裏付け

となる財源措置を国において確実に講じられたい。 



 

令和３年６月１日  

 

行政改革担当 

国家公務員制度担当 

内閣府特命担当大臣（規制改革・沖縄及び北方対策） 

 河野 太郎 殿 

 

総務大臣 

   武田 良太 殿 

 

 厚生労働大臣 

   田村 憲久 殿 

 

東京都知事 

 小池 百合子 

 

 

 

ワクチン接種記録システム（ＶＲＳ）に関する要望 

 

 

新型コロナワクチンを安全かつ早期に接種するためには、国民一

人ひとりのワクチン接種状況を正確に把握することが重要である。 

全国の自治体で、国が提供するワクチン接種記録システム（以下

「ＶＲＳ」という。）の活用を一層進めることにより、例えば、被

接種者が転居した場合でも接種時期や接種回数、副反応の有無等に

ついて長期間にわたって追跡することが可能となるなど、その有用

性が期待される。さらに、機能拡張を加えれば、電子カルテとの連

携や既往症の記録など全国民を対象としたパーソナルヘルスレコ

ード（ＰＨＲ）普及の将来可能性を秘めているものである。 

現在、東京都と区市町村は、希望する高齢者の方々が、７月末ま

でに２回の接種を終えることができるよう取組を進めているとこ



 

ろであるが、現場でＶＲＳを利用している都内区市町村から、早急

に改善を求める声が多数寄せられており、国において抜本的な改善

を速やかに講じるよう要望する。 

 

 

記 

 

 

 １ タブレット端末での接種記録読み込みについて、バーコード

での読み取りができず、時間を要する上、読み込み精度が低いこ

とから、読み込み精度の向上や、シートフィードスキャナーの導

入など、抜本的な改善を図ること。 

 

２ 端末に医師名やワクチンのロット番号等をプリセットする仕

組みであり、変更が生じる場合はプリセット情報を変更するか

個別に入力しなければならない。そのため、複数の医師が従事

する接種会場等においては予診票を分類しないと読込作業が困

難であることから、複数の情報をプリセットできよう改善を図

ること。また、副反応報告時に予診票の情報を活用できるよう、

ワクチン接種シールを含む予診票全体を読み込み対象とすると

ともに医療機関からも参照できるようにすること。 

 

 ３ 医療従事者等の接種記録登録事務が大きな負担となっている

ことから、予診票の情報をデータ化して区市町村に提供する仕

組みとなるよう改善を図ること。 

 

４ 氏名を検索する際、氏と名とが結合されて氏に登録されてい

る場合も多く、２度の作業が必要になる場合が多いことから、１

度の操作で可能となるよう、検索方法を見直すこと。 

 

 ５ 登録した情報が業務に活用できるよう、接種会場メニューで

前日までの登録情報を参照可能とすること。 



 

 

 ６ ＶＲＳとワクチン接種円滑化システム（Ｖ－ＳＹＳ）、ＶＲＳ

と予防接種台帳及び住民基本台帳とがあり、それぞれ両システ

ム間の連携が図られておらず、現場での負担が大きいことから、

各システム間の接続・連携を進めること。 

 



令和３年６月１１日 

 

 経済再生担当 

 全世代型社会保障改革担当 

 内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

 西村 康稔 様 

 

 

                     埼玉県知事  大 野 元 裕 

                     千葉県知事  熊 谷 俊 人  

                     東京都知事  小池百合子 

                     神奈川県知事  黒 岩 祐 治 

 

 

   新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額等について 

 

 現在、一都三県の新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数は減少傾向にあ

るものの、Ｎ５０１Ｙの変異株に置き変わりが進み、更により感染力が高いと言

われているＬ４５２Ｒの変異株の感染者が確認されるなど、感染の急拡大がい

つ起こってもおかしくない状況が続いている。 

 こうしたことから引き続き、一都三県で緊密に連携し効果的な感染防止対策

に全力で取り組み、爆発的な感染拡大を阻止しなければならない。 

 一方で、これまでの度重なる休業要請や営業時間短縮要請等の措置により、事

業者等は極めて厳しい経営状況に置かれており、協力の後退が顕在化すれば感

染拡大の防止を困難にさせることから、今後も事業者に同様の協力を求めてい

くためには、経営状況に応じた適切な支援が不可欠である。 

 しかしながら、令和３年度の地方税収にも影響が見込まれるなど、各都県の財

政状況が非常に厳しい中、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

（以下、「臨時交付金」という。）の地方単独事業分、事業者支援分は不足してお

り、実効性のある対策を講じることが困難となりかねない。 

 そのため、国において、留保している事業者支援分２，０００億円を早期に 

交付するとともに、臨時交付金の地方単独事業分、事業者支援分を速やかに増額

するよう要望する。 



 また、即時対応特定経費交付金の期限撤廃、規模別協力金の下限単価の増額、

地方の裁量に応じた事業者支援に対する協力要請推進枠の拡充、特に大規模施

設等協力金について、都道府県が休業要請等の上乗せに伴い協力金を支給する

場合の国の負担割合の引上げや事務費の措置など、国による全面的な財政措置

を要望する。 



 

 

令和３年６月１６日  
 

行政改革担当 

国家公務員制度担当 

内閣府特命担当大臣（規制改革・沖縄及び北方対策） 

 河野 太郎 殿 
 

総務大臣 

   武田 良太 殿 
 

 厚生労働大臣 

   田村 憲久 殿 
 

東京都知事 

 小池 百合子 

 

新型コロナウイルスワクチン接種を担う医療人材確保に関する要望 

  

新型コロナウイルスワクチンについては、希望する高齢者の方々

に対して、７月末を念頭に２回の接種を終えることができるよう、取

組を進めているところであるが、接種主体である市区町村では、接種

を担う医療従事者の確保が課題となっている。 

こうした中、国においては、時限的・特例的な取扱として、歯科医

師によるワクチン接種について法的な整理をしたところであるが、

高齢者への接種だけでなく、その後の多数の国民に対するワクチン

接種を、迅速かつ円滑に進めていくためには、接種を担う医療従事者

の人材のさらなる確保が急務である。 

このため、新型コロナワクチンの接種において、獣医師、薬剤師な

ど、幅広い職種の医療人材がワクチンの接種を担えるよう、現行制度

の改善を要望する。 



 

 

令和３年６月１６日  
 

行政改革担当 

国家公務員制度担当 

内閣府特命担当大臣（規制改革・沖縄及び北方対策） 

 河野 太郎 殿 

 

総務大臣 

   武田 良太 殿 

 

 厚生労働大臣 

   田村 憲久 殿 

 

東京都知事 

 小池 百合子 

 

 

武田／モデルナ社ワクチンの確保、供給に関する要望 

  

現在、都内各自治体においては、７月末の高齢者接種完了及びその

後のワクチン接種の加速化に向けて積極的に検討を進めているとこ

ろである。  

一方で、これまで、高齢者をはじめとした住民向けのワクチン接種

については、ファイザー社ワクチンを主として使用しており、その供

給量は、４月から６月の計１億回から、７月から９月には 7 千万回

に減少すると聞いている。 

区市町村においては、地域の実情に応じて、接種促進に向け新たに

集団接種の体制確保も進めつつあり、高齢者接種以降についても相

当量のワクチン配分要望が寄せられているが、このままでは、ワクチ

ンの供給不足により、体制に応じたワクチン接種の加速化が進まな

い事態も懸念される。 

ついては、都内各自治体がワクチン接種を円滑かつ迅速に進めて

いけるよう、国において、ファイザー社ワクチンの供給減少を補うた

め、武田／モデルナ社ワクチンを確実に確保、供給するよう要望する。 



令和３年６月２３日  
 

行政改革担当 
国家公務員制度担当 
内閣府特命担当大臣（規制改革・沖縄及び北方対策） 
河野 太郎 殿 
 

 

厚生労働大臣 
田村 憲久 殿 
 

 
      東 京 都 副 知 事  

多羅尾 光睦 

 

 

大規模接種施設における 

ワクチンの確保に関する緊急要望 

 

 

本日、厚生労働省より都が新規に立ち上げる大規模接種施設で使用す

る武田／モデルナ社ワクチンについて、予定日に供給することができ

ず、その後の供給見通しも立たない旨の連絡があった。 

都は、これまで国に対してワクチン確保に向け、万全を期すことを強

く求めてきた。 

ワクチンは新型コロナウイルス感染症の感染拡大を抑える決め手であ

り、人口が集中し、感染者数も多い東京においては、ワクチン接種を一

刻も早く進めなければならない。このことは、日本全体の感染拡大を防

ぐためにも極めて重要な取組である。 

そこで、以下の事項について、特段の措置を早急に講じられるよう、

強く求める。 

 

記 

 

１ 都が大規模接種施設で活用することとしている武田／モデルナ社ワ

クチンを確実に確保し、迅速に供給すること 

 

２ 今後の供給量やスケジュールを早急に示すこと 



 
令和３年６月２４日  

 
 
行政改革担当、国家公務員制度担当 
内閣府特命担当大臣（規制改革・沖縄及び北方対策） 
河野 太郎 殿 
 
 
厚生労働大臣 
田村 憲久 殿 
 

東 京 都 副 知 事  
多羅尾 光睦 

 

 

区市町村が実施する大規模接種（集団接種）会場 

におけるワクチンの確保に関する緊急要望 

 

 

現在、都内各自治体においては、７月末の高齢者接種完了とその後のワ

クチン接種の加速化に向けて取組を進めているところであるが、住民向け

のワクチン接種の主体であるファイザー社ワクチンの供給量については、

４月から６月の計１億回から、７月から９月には 7 千万回に減少すると聞

いている。 

併せて、昨日、厚生労働省より都内区市町村が新規に立ち上げる大規模

接種（集団接種）施設で使用する武田／モデルナ社ワクチンについて、予

定日に供給することができず、その後の供給見通しも立たない旨の連絡が

あり、武田／モデルナ社ワクチンを活用して企業が行う職域接種及び自治

体が行う大規模接種等の新規申請を一旦停止するとともに、既に申請のあ

った案件についても精査を行うこととしている。 

こうした状況では、区市町村がこれまで検討を重ねてきた接種計画の大

幅な見直しや住民への周知のやり直しなど、大きな混乱が生じることが予

想される。 

そこで、下記の事項について、特段の措置を早急に講じられるよう要望

する。 

 

 

 

 

 



記 

 

 

 

１ ファイザー社ワクチン及び武田／モデルナ社ワクチンの今後の供給量

やスケジュールを早期に示すこと 

 

２ ファイザー社ワクチンについて、現状の都内区市町村の接種体制、接

種能力に応じた必要十分な供給量を今後も安定的に確保・配分するよう

努めること 

 

３ 国は、ファイザー社ワクチンの代替として武田／モデルナ社ワクチン

を活用した大規模接種会場の設置についての積極的な検討を自治体に要

請していたことから、都内区市町村が都を通じ既に申請した集団接種会

場で使用する武田／モデルナ社ワクチンを確実に確保し配送すること 

 

 

 



令和３年７月１日 

 行政改革担当、国家公務員制度担当 

 内閣府特命担当大臣      

 （規制改革・沖縄及び北方対策）河野 太郎 様 

 

 厚生労働大臣        田村 憲久 様 

 

 

 

                      埼玉県知事 大野 元裕 

                      千葉県知事 熊谷 俊人 

                      東京都知事 小池百合子 

                      神奈川県知事 黒岩 祐治  

 

  

 政府におかれては、新型コロナウイルスワクチンの確保に関し、ご尽力をい

ただき感謝を申し上げる。 

 一都三県では、再び新型コロナウイルス感染拡大の兆しが見えており、ワク

チン接種のスピードをさらに上げて、一人でも多くの方にワクチンを接種して

いただくことが、次の大きな感染の波を防ぐ上で、何より重要であると思料す

るところである。 

 他方、7月以降のファイザー社製のワクチンの供給量が大幅に目減りすること

や自治体の大規模接種会場や職域接種での活用が推奨されていた武田／モデル

ナ社製のワクチンについて、新規の申請を休止することが発表されたことで、市

区町村は、一般接種の接種計画の見直しを迫られている。 

 このままでは一般接種の予約開始ができず、全国民を 11月までに接種すると

いう政府の見通しも困難と思料される。 

 そこで、下記の事項について特段の措置を早急に講じられるよう要望する。 

 

記 

１ 今後のワクチンの配分にあたっては、地域の感染状況を考慮し、感染拡大

リスクがより高い地域に重点的に配分していただきたい。 

 

２ 第８クールまでに市区町村に配分されたワクチンは既に高齢者用として接

種の予約が済んでいるワクチンであり、いわゆる「在庫」として接種予定のな

いワクチンは一切ない。したがって一般接種の開始に向けて、ワクチン配分量



が決まらなければ、市区町村は予約枠の設定もできない状況である。一刻も早

く第 11クール以降の配分計画を示していただきたい。今後の接種可能回数は、

接種能力の掘り起こしにより、これまでの接種実績より数段多くなっている

ことから、掘り起こした接種能力を最大限に活用するためにも市区町村が希

望する量のワクチンの配分をいただきたい。 

 

３ 武田／モデルナ社製のワクチンの活用については、まずは自治体の大規模

接種会場、続いて職域接種への拡大が国の方針として示されている。この方針

の趣旨を踏まえ、国は自治体が設置する大規模接種会場に対し、希望する量の

ワクチンの配分をしていただきたい。 



 

令和３年７月７日 

 

経済再生担当 

全世代型社会保障改革担当 

内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

西村 康稔 様 

 

厚生労働大臣 

田村 憲久 様 

 

東京都知事 

小池 百合子 

 

今後の措置等に係る要望について 

 

７月１２日以降の措置等に関しては、下記の事項について要望いたします

ので、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 基本的対処方針の変更 

（１）措置の位置付けと実効性の強化 

   現下の感染状況等を踏まえ、今後の措置の実施にあたっては、措置の態

様に関わらず、実効性のある一層強力な措置内容とし、対処方針にその位

置付けを明確に記述した上で、都民、国民に強く発信していただきたい。 

 

（２）ワクチン接種の進捗状況を考慮した措置等の考え方の明確化 

現在、政府は、ワクチン接種をコロナ対策の最重要課題と位置づけ、国

や都道府県、区市町村及び職域を挙げて、全力で接種の推進に取り組ん

でいる。 

その結果、高齢者の新規陽性者数は一定程度抑えられるなど、感染状況

に変化が見られる。今後のステージ指標や措置のあり方については、こ

うした感染状況等の質的変化を踏まえる必要がある。 

しかし、現行の基本的対処方針においては、ワクチン接種の進捗状況等

を考慮した措置等の考え方が示されていないことから、以下の項目につ

いて記述をお願いしたい。 

ア 我が国のワクチン接種の現状 

イ 諸外国のワクチン接種状況、感染状況を踏まえたワクチン接種の効果 

ウ ワクチン接種の進捗と今後の措置の考え方 

 

（３）酒類提供の停止の原則化 

酒類提供の停止は、飲食店等に対する影響が極めて大きく、国民、都民



 

の理解も必要である。また、広域的な対応が不可欠である。このため、

国として、酒類提供の停止が原則である旨を基本的対処方針において明

記されたい。さらに、飲食店等に対して長期に渡り負担を求めているこ

とから、国としても特段の配慮をお願いしたい。 

 

（４）第三者認証済飲食店の継続的感染防止対策 

   都においては、職員等が各飲食店を訪問し、点検・認証を行っていると

ころであるが、認証済飲食店における継続的な感染防止対策の徹底を図

っていくためには、職員等による訪問点検に加え、利用者等の声も活用す

る仕組みが必要である。 

こうした仕組みについては、現在、国において制度化が検討されている

とのことであるが、円滑な運用には飲食店からの理解と協力が不可欠で

あることにご留意の上、制度を構築されたい。 

 

（５）中高年層等に対するワクチン接種の促進 

   高齢者へのワクチン接種の進捗により、高齢者層の新規陽性者数等が

抑えられている一方、ワクチン接種が行き渡っていない他の世代、特に社

会や企業等の中核を担う５０歳代の重症者の発生が急速に増加している。 

   このため、５０歳代に対するワクチン接種を集中的に進める必要があ

り、職域接種を行う各企業等への働きかけをお願いしたい。 

なお、若年層に対しても、ワクチンに関する正しい知識の普及を図り、

接種を一層加速されたい。 

 

２ 財政措置の継続 

飲食店等に対する規模別協力金については、これまでと同様に、協力要請

推進枠に加え、即時対応特定経費交付金を継続するとともに、都道府県知事

の判断による時短要請等に伴う大規模施設協力金についても、飲食店等に

対する協力金と同様のスキームによる、国の全面的な財政措置をお願いし

たい。 

また、臨時交付金のうち、国が留保している２，０００億円の事業者支援

分については、事業者数や感染状況等に応じて、早期に都道府県に交付する

ようお願いしたい。 

 

３ 中高年層のワクチン接種進捗状況の把握 

都として、中高年層のワクチン接種進捗状況の把握が可能となるよう、現

在、国が保有している年齢別の接種状況について、情報提供をお願いしたい。

また、各企業等が保有している年齢別の職域接種状況に係る情報の提供を

お願いしたい。 

 

以上 



令和３年８月２日 
経済再生担当 
全世代型社会保障改革担当 
内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 
西村 康稔 様 
 
総務大臣 
武田 良太 様 
 
経済産業大臣 
梶山 弘志 様 
  

東京都知事 小池 百合子  

 （公印省略）   

 

企業・経済団体等による人流抑制策の推進について 
 
 都内では、より感染性が高いとされる変異株（デルタ株等）への置き換わり

が急速に進み、これまでにないスピードで新規陽性者が増え続けております。 

ワクチンの接種効果によって、新規陽性者数に占める高齢者の割合が顕著に低

下する一方で、３０代以下の若い世代での感染が拡大しており、４０代、５０

代の重症者が増加傾向にあるなど、働く世代の方々の感染が深刻化している状

況にあります。 

こうした感染の拡大を食い止めるためには、ワクチン接種の促進とともに、

これまで以上に職域における人流抑制のための取組が重要となっています。 

都では、企業・経済団体等に対して、テレワークの実施を強化し、時差出勤等

と組み合わせて、出勤者数を 7 割削減することや、都県境を越える出張の自粛

をお願いしているところです。 

企業・経済団体等による取組を推進するため、国においても、下記の事項に

ついて、企業・経済団体等に対する働きかけや、政府広報など多様なメディア

を通じた呼びかけ等を広く実施していただきますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

 

記 

 

１ 出勤者や出張者の抑制に向けたテレワークやオンラインによる会議、商

談の一層の推進 

 

２ 従業員に対する夏季休暇の計画的かつ長期的な取得の促進 

 

３ 従業員に対するお盆休みにおける帰省や旅行の自粛の呼びかけ 

 

４ お盆明けや夏季休暇後においても、上記「１」の取組の定着 



令和３年８月６日 

  

 厚生労働大臣 田村 憲久 様 

 

                      埼玉県知事 大野 元裕 

                      千葉県知事 熊谷 俊人 

                      東京都知事 小池百合子 

                      神奈川県知事 黒岩 祐治  

 

 

新型コロナウイルス感染症対策に関する要望 

 

 平素より新型コロナウイルス感染症対策に関する各種支援策の整備などに御

尽力いただいていることに感謝を申し上げる。 

 一都三県を含む全国の自治体では、一日も早く感染症を収束させるべく多岐

に渡る対策に懸命に取り組んでいる。 

 具体的には受入病床への空床補償や仮設の専用医療施設の整備を始め、軽症

者の宿泊療養先の確保や自宅療養体制の整備、更にはワクチンの接種体制の整

備など緊急に必要となる感染拡大防止や医療提供体制の整備等を促進するた

め、貴省所管の「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」を活用して

いる。 

 同交付金は、今後の感染状況については見込み難いことから、当面の対応と

して令和３年９月末までとされ、１０月以降は今後の感染状況や執行状況等を

踏まえて検討することとされている。一方、仮に、同交付金が令和３年度末ま

で延長されたとしても、例えば、仮設の専用医療施設については、プレハブ施

設の解体や受入患者の転院・退院までの期間を考慮すると、感染拡大のリスク

がある１２月には運用を終了せざるを得ない。また、医療機関や宿泊療養施設

等についても、原状復帰やゾーニング解除等が必要となるが、令和３年度末ま

で患者の受入れを行う場合、翌年度の対応となることが見込まれる。 

 これまでの懸命な対策にもかかわらず、感染の再拡大の勢いが止まらない状

況であり、一都三県では再び緊急事態宣言が発令された。感染力が強いと言わ

れているデルタ株への急速な置き換わりが進んでおり、実効性のある対策を継

続的に実施しなければならない。 

 そこで、下記の事項について特段の措置を早急に講じられるよう要望する。 

 

記 

 

１ 令和３年１０月以降について同交付金の継続を決定し、対象経費などの詳

細を各自治体に示すとともに、対策に必要な財政措置を講じること。 

 

２ 同交付金の対象期間や補助対象経費については、今後の感染状況及び事業

の性質等に応じた柔軟な措置を講じること。 



令和３年８月１３日 

 

新型コロナウイルス感染症対策副本部長 

経済再生担当 

全世代型社会保障改革担当 

内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

西村 康稔 殿 

 

埼玉県新型コロナウイルス感染症対策本部長 

埼玉県知事  大野 元裕 

千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部長 

千葉県知事  熊谷 俊人 

東京都新型コロナウイルス感染症対策本部長 

東京都知事  小池 百合子 

新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部長 

神奈川県知事 黒岩 祐治 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく 

緊急事態措置の強化に関する要請について 

 

首都圏の１都３県に緊急事態宣言が発出されて 11日が経過した。 

この間、１都３県では、政府の基本的対処方針に基づき、都民・県民への 

外出自粛要請やテレワークの推進、飲食店に対する休業や時短要請などの緊 

急事態措置を実施してきた。 

また、人流につながる大規模集客施設に対しては、２０時までの時短要請 

の他、混雑回避のための入場整理などの基本的感染防止対策の徹底を繰り返 

し要請するなど、現在の対処方針の下で出来る限りの措置を講じている。 

しかし、現在においても、新規感染者の激増は継続し、夏場における救急 

医療需要の高まりと相まって、救急医療も含めた医療体制のひっ迫は極めて 

深刻になっている。 

また、大規模商業施設や運動施設、教育施設など、幅広い業種でクラスタ 

ーの発生が続いている他、感染拡大は、首都圏のみならず全国に及んでいる。 

現在の極めて厳しい状況を打開し、感染力が強いデルタ株の脅威から、都 

民・県民の命を守るためには、昨年の春の緊急事態宣言時のような危機意識を都

民・県民が共有し、実効性のある対策を講じる必要がある。他方、現在の基本的

対処方針に基づく措置には限界があるため、対処方針の変更を検討する必要が

ある。 

ついては、政府においては、次の事項について、速やかに対応するよう要請す

る。 



１ 昨日の政府分科会提言にある、例えば、百貨店の地下の食料品売り場やショ

ッピングモールなどへの人出を強力に抑制することなど、最新の知見に基づ

き、人流抑制につながる有効な措置を実施できるようにすること。その際には、

国の責任及び統一的な方針の下で実効的な措置となるよう、基本的対処方針

の変更を検討すること。 

 

２ 上記に基づき、新たに実施する人流抑制のための措置については、都道 

府県の過度な財政負担が生じないよう、国において全面的に財政措置を講じる

こと。 

 

３ 都道府県間をまたぐ長距離移動を減らすため、航空機や鉄道などの公共交

通機関の利用抑制について、必要な移動、物流にも配慮しつつ、国の責任にお

いて、実効性のある人流抑制策を講じること。 

 



令和３年８月２３日 

経済再生担当 

全世代型社会保障改革担当 

内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

西村 康稔 殿 

 

東京都知事  小池 百合子 

 

感染拡大防止のための業種別ガイドラインの見直し 

に関する要望について 

 

 

現下の新型コロナウイルス感染症のまん延状況は、感染力の極めて強いデル

タ株への置き換わりにより、従前の感染防止対策では不十分なものとなってい

るところもあり、最新の科学的知見に基づいて、より厳しい感染防止対策に、業

界全体で早急に取り組む必要があります。 

現在、都では、大規模商業施設等の事業者と連携した「人流５割削減・連携推

進事業」により、人と人との距離１．８ｍの確保や、入場整理の徹底など、業界

団体や大規模商業施設等との連携のもと、より実効性のある感染防止対策に取

り組んでおります。 

貴職におかれては、各種業界団体等が策定している現行の業種別ガイドライ

ンについて、関係省庁と連携のもと、速やかに全面的な見直しに向けた取組を強

化するよう要望いたします。 

なお、デルタ株について今後新たな知見があれば、速やかに必要な対応をとる

よう重ねて要望いたします。 



 

令和３年８月２６日  

 

行政改革担当 

国家公務員制度担当 

内閣府特命担当大臣（規制改革・沖縄及び北方対策） 

 河野 太郎 殿 

 

 厚生労働大臣 

   田村 憲久 殿 

 

 

東京都知事 

   小池 百合子 

 

 

ファイザー社及び武田/モデルナ社ワクチンの配分に関する要望 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のためには、ワクチン接種が極め

て有効であることは論を待たないが、現在の都の感染状況を踏まえると、

国から示されている第１３・１４・１５クールの都へのファイザー社ワク

チン配分量は、不十分なものと言わざるを得ない。区市町村は第１２クー

ルまでの基本配分計画を念頭に接種計画を策定しており、ワクチンが集

中的、重点的に配分されても、それに即応できる接種体制となっている。 

こうした点も十分考慮し、感染拡大リスクがより高い、緊急事態宣言が

発令されている地域については、国の調整枠を活用して優先的にワクチ

ンを配分するなど、都内区市町村の接種体制・接種能力に応じた必要十分

な量のファイザー社ワクチンを配分することを要望する。 

あわせて、武田/モデルナ社ワクチンの配分予定量につき一定の目処が

立ち、新たに配分できる見込みとなったことを踏まえ、都内の大規模接種

会場で使用する武田/モデルナ社ワクチンについても、都及び都内区市町

村の希望に応じた必要十分な量を配分するよう要望する。 



 

 

令和３年９月２６日 

 

新型コロナウイルス感染症対策副本部長 

経済再生担当 

全世代型社会保障改革担当 

内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

 西村 康稔 殿 

 

 

埼玉県新型コロナウイルス感染症対策本部長 

 埼玉県知事  大野 元裕 

千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部長 

 千葉県知事  熊谷 俊人 

東京都新型コロナウイルス感染症対策本部長 

 東京都知事 小池 百合子 

新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部長 

 神奈川県知事 黒岩 祐治 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に係る要望について 

 

令和 3 年 9 月 9 日、新型コロナウイルス感染症対策本部長による「新

型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更」により、

一都三県の緊急事態措置を実施すべき期間が 9 月 30 日までと変更され

た。 

一都三県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 18条第 1項に

規定する基本的対処方針に基づき、都民・県民への外出自粛要請やテレワ

ークの推進、飲食店や大規模商業施設に対する営業時間短縮要請などの

緊急事態措置を実施してきた。 

一都三県においては、長きにわたる徹底した感染拡大防止対策により、

新規陽性者数は２週間以上にわたり継続して安定的に下降傾向である。 

その一方、医療への負荷は改善傾向にあるものの依然として厳しく、予

断を許さない状況にある。医療提供体制の早期の正常化やリバウンドに



 

 

よる再度の医療ひっ迫を避けるためにも、地域の感染状況等に応じて、柔

軟かつ強力な感染拡大防止対策を引き続き推進し、新規陽性者を一層減

少させていく必要がある。 

仮に、緊急事態宣言が解除された場合、緊急事態措置区域から除外され

た地域における取組については、上記趣旨を踏まえ、飲食店等に対して短

縮を要請する営業時間、認証店の取扱い、その実施期間など、段階的な緩

和に係る具体的内容について、基本的対処方針に明記されることを要望

する。 

また、事業者への財政支援等については、地域の実情に応じた支援がで

きるようにするとともに、その裏付けとなる確実な財源措置を要望する。 



 令和３年１１月９日  

 

厚生労働大臣 

   後藤 茂之 殿 

 

東京オリンピック競技大会・ 

東京パラリンピック競技大会担当 

ワクチン接種推進担当大臣 

 堀内 詔子 殿 

 

東京都知事 

   小池 百合子 

 

 

新型コロナウイルスワクチンの追加接種に関する要望 

 

現在、都及び都内区市町村においては、新型コロナウイルスワクチンの

追加接種に関し、本年１２月からの接種開始を想定して様々な検討を行

っているところである。 

こうした中、国においては、１１月中旬に、ファイザー社ワクチンの追

加接種について、対象者等を定める省令改正等を厚生科学審議会に諮問

するとしている。 

今後の追加接種の実施に当たっては、国と都、区市町村がそれぞれの役

割を果たしつつ、円滑に追加接種を進めていけるよう連携して取り組む

ことが不可欠である。このため、下記の事項について、国において特段の

措置を講じられるよう要望する。 

 

記 

 

１ 自治体の接種体制を計画的に構築するとともに、長期にわたって予

約枠を開放できるよう、追加接種終了までの長期的なワクチンの供給

計画を早急に示すこと。 



 

２ ２回目接種から概ね８か月以上としている接種間隔について、経時

的に重症化予防効果が減少するとの報告がある高齢者に対し、当該期

間を短縮（前倒し）して追加接種するなど、一定程度の弾力的運用を認

めること。 

 

３ 追加接種が迅速かつ効率的に進められるよう、大企業における職域

での追加接種実施の働きかけを行うこと。 

 

４ 追加接種の円滑な実施のため、ワクチンの種類や接種１回当たりの

量など、追加接種に関する詳細な内容について、速やかに情報提供する

こと。 

 

５ 追加接種の費用については、これまでと同様、地方負担が生じないよ

う、国において確実に財政措置を行うこと。 



 

 

令和３年１１月１８日 
 

経済再生担当 
新しい資本主義担当 
新型コロナ対策・健康危機管理担当 
全世代型社会保障改革担当 
内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 
山際 大志郎 殿 
 
厚生労働大臣 
後藤 茂之 殿 
 
東京オリンピック競技大会・ 
東京パラリンピック競技大会担当 
ワクチン接種推進担当大臣 
堀内 詔子 殿 

       
              東京都知事 

小池 百合子 
       

今後の新型コロナウイルス感染症対策の 
基本的対処方針等に係る要望について 

 
 今般、新型コロナウイルス感染症対策分科会において、「新たなレベル
分類の考え方」が示され、医療逼迫の状況等に応じて設定されたレベルご
とに、各都道府県が必要な対策を講じることが提言された。また、住民が
ＰＣＲ等検査を受検した場合の費用の無料化について、現在、国において
制度の検討がなされているところである。 
これらの制度を円滑に運用することができるよう、下記事項について

要望する。 
 

記 
 
１ レベル移行の判断に資する明確な指標・目安等を設定し、基本的対処
方針等に明記すること。 

 
２ 各レベルにおいて都道府県知事が講じるべき原則的な措置内容等に
ついて、基本的対処方針等に明記すること。 

 
３ ＰＣＲ等検査の無料化における、無症状者に対する検査の考え方、検
査対象である「感染不安に感じる無症状者」の定義等を明確にし、基本
的対処方針等に明記すること。 

 
４ 今後、都道府県が、事業者に対する協力金の支給や、検査の無料化等
の支援を実施する場合には、都道府県の負担が生じないよう、国におい
て確実かつ全面的に財源措置を講じること 

 
５ ３回目のワクチン接種の接種間隔については、２回目の接種から８
か月後を原則としつつも、地域の感染状況等に基づく自治体の判断を
踏まえ、６か月後からの接種についても、政府内で連携を図り、機動的
かつ弾力的に実施できるようにすること 

以上 



 令和３年１１月２４日  

 

厚生労働大臣 

   後藤 茂之 殿 

 

東京オリンピック競技大会・ 

東京パラリンピック競技大会担当 

ワクチン接種推進担当大臣 

 堀内 詔子 殿 

 

東京都知事 

   小池 百合子 

 

新型コロナウイルスワクチンの追加接種に関する要望 

 

現在、新型コロナウイルスの感染状況は落ち着きを見せているが、今後

の第６波の到来を見据え、来月から開始となる追加接種を着実に進めて

いくことは重要である。 

先週、国においては、追加接種の間隔を原則８か月以上とする方針が示

されたが、都が独自で行った抗体保有調査では、ワクチン接種後７か月程

度経過すると、抗体価がすべての年代で低下し、年齢が高くなるに伴って

低い値となっている。 

こうしたことを踏まえ、今後、追加接種を円滑に実施していくことがで

きるよう、下記の事項に関し、特段の措置を取られるよう要望する。 

 

記 

 

１ 現在、ファイザー社ワクチンを中心に接種体制を整備している区市

町村が混乱なく接種を進めていけるよう、ファイザー社ワクチンにつ

いて、必要な量を安定的に供給すること。 



 

２ 今後予想される交互接種について、１、２回目と異なるｍＲＮＡワク

チンを追加接種した際の効果や副反応などについて、広く国民に対し

わかりやすく情報発信を行うこととともに、地方自治体に対して必要

な情報を迅速に提供すること。 

 

３ ワクチンの接種間隔について、都の調査結果等も参考に、重症化リス

クの高い高齢者などに対しては、地域の状況や感染リスクに応じた柔

軟かつ弾力的な対応ができるよう検討すること。 



 

 令和３年１１月２９日 

内閣総理大臣 

 岸田 文雄  殿 

 

              東京都知事  

            小池 百合子  

  

今後の新型コロナウイルス感染症対策に関する要望  

  

現在、新型コロナウイルスの感染状況は落ち着きを見せているが、都

においては、今後の第６波の到来を見据え、ワクチン追加接種のほか、

いざという時の医療提供体制や感染防止対策の強化などの準備を着実に

推進するとともに、 社会経済活動の再生・回復に繋がる事業者への支援

にも取り組んでいる。 

こうしたことを円滑に実施していくことができるよう、下記の事項に

関し、特段の措置を取られるよう要望する。  

  

記  

１ ワクチンの追加接種 

（１）現在、ファイザー社ワクチンを中心に接種体制を整備している区 

市町村が混乱なく接種を進めていけるよう、ファイザー社ワクチン 

について、必要な量を安定的に供給すること 
  

（２）今後予想される交互接種について、１、２回目と異なるｍＲＮＡ 

ワクチンを追加接種した際の効果や副反応などについて、広く国民 

に対しわかりやすく情報発信を行うこととともに、地方自治体に対 

して必要な情報を迅速に提供すること 
  

（３）ワクチンの接種間隔について、都の調査結果等も参考に、重症化 

リスクの高い高齢者などに対しては、地域の状況や感染リスクに応 

じた柔軟かつ弾力的な対応ができるよう検討すること 

 

（４）追加接種が迅速かつ効率的に進められるよう、大企業における職

域での追加接種実施の働きかけを行うとともに、自治体での接種計

画に反映できるよう早急に実施規模を示すこと 

 



２ 水際対策の更なる強化 

  国内の感染状況が落ち着いている今こそ、海外における感染の再拡

大や南アフリカで発見された新たな変異株の発生状況も踏まえた水際

対策の更なる強化を図ること 

 

３ ＰＣＲ等検査無料化 

（１）検査を円滑に進めるためにも、無症状者に対する検査の考え方、 

検査対象である「感染不安に感じる無症状者」の定義などを早急に 

明らかにすること 
  

（２）都道府県が検査無料化等の支援を実施する場合には、都道府県の 

負担が生じないよう、国が確実かつ全面的な財源措置を講じること 

 

４ 経口薬 

新たな治療の選択肢として実用化が期待される経口薬について、必

要な患者に滞りなく届くよう、十分な量を確保するとともに、迅速に

投与できるよう、円滑な供給体制を構築すること 

 

５ 感染状況に応じた対応 

今後、各都道府県は、新たなレベル分類ごとに必要な対策を講じる 

ことになるが、都において感染が拡大した場合は、全国的な感染拡大 

につながる恐れがあるなど、その影響は極めて大きい。このため、都

は、感染の状況を注視し、感染拡大の兆候を捉えた場合には、医療提

供体制の確保や都民・事業者への要請等について、先手を打って対策

を講じることとしている。国においては、こうした趣旨を踏まえ、都

と連携して感染防止対策に取り組むこと。 

 

６ 経済対策関係 

（１）都が、事業復活支援金と連携した施策を展開できるよう、同支援

金の受付の開始やその審査等を迅速に行うこと 

 

（２）資金繰り支援について、コロナ対応の借入金の返済が始まり、そ

の負担に苦慮する事業者も見受けられるため、国から金融機関に対

し、返済猶予や借換えなどの要請に柔軟に対応するよう指導を行う

とともに、保証料補助の負担軽減について国による財政支援を行う

こと。 

 



（３）Go To トラベル事業については、実施スケジュールや内容の詳細

を速やかに明らかにするとともに、複雑な仕組みとならない工夫を

行うこと。 

 

（４）雇用調整助成金や休業支援金等の制度について、今後の感染状況

や経済・雇用情勢等を踏まえて柔軟に運用すること。また、新規学

卒者の不当な内定取り消しが発生しないよう経済団体や企業へ働き

かけを行うこと。  

 

７ 財政措置の実施 

   地方自治体は、感染再拡大の防止と社会経済活動の両立を促すな

ど、経済を再生・回復の軌道に乗せるための取組を加速していく必要

がある。特に東京都には、長期の行動制限等の影響を受けた事業者が

多く、事業者の収益力向上への支援など、都の財政需要は大きい。 

そのため、今般の補正予算で措置された「新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金」や「新型コロナウイルス感染症緊急包括

支援交付金」の配分に際しては、財政力指数等による割落としなどを

用いることなく、都の財政需要を踏まえた確実かつ十分な規模の支援

を講じること。 



 令和３年１２月１４日 

厚生労働大臣 

 後藤 茂之  殿 

       東京都知事  

         小池  百合子  

  

新たな変異株「オミクロン株」の対策に関する要望  
  

新型コロナウイルスとの厳しい闘いが始まってから２年が経とうとす
る現下の感染状況は落ち着きつつあるが、世界各地では新たな変異株
「オミクロン株」が拡がりつつある。 
国内の空港検疫においても、入国者１７名の陽性が確認されており、

そのうち１名は、空港検疫では陰性と判定され、自宅待機となったもの
の、その後オミクロン株陽性となるなど、濃厚接触者からもオミクロン
株陽性者が発生している。 
都では、濃厚接触者全員に対する宿泊療養施設への入所勧奨や２日に

１回の検査の実施など健康観察を徹底している。また、陽性者の検体の
ゲノム解析に加え、新たに構築した変異株ＰＣＲ検査手法を活用するな
どして、都内の監視体制を一層強化している。 
新たな変異株「オミクロン株」の国内流入を抑えるためには、水際対

策の実効性をさらに高めていく必要があること、更には現在の感染状況
等を維持するためにはワクチンや経口薬を十分確保する必要があること
から、下記の事項に関し、特段の措置を取られるよう要望する。  

記 

１ 海外からの入国者について、すべての同乗者の陰性が判明するま

で、検疫内又は検疫施設に待機させること 

２ 濃厚接触者について、検疫施設での待機期間が終了した後も、引き

続き待機期間が終わるまで国の検疫施設で待機できるようにすること 

３ 陽性者の発生した航空機に同乗している濃厚接触者の名簿を、保健

所だけでなく宿泊療養施設を運営する都にもすみやかに提供すること 

４ ワクチンについて、前倒し接種を具体化し、そのための必要量を確

保するとともに、経口薬についても必要な地域に十分配分されること 

なお、上記１及び２の措置に必要となる宿泊施設の確保について

は、都としても宿泊療養施設の提供など、必要な協力を行う。 

以 上 



 令和３年１２月１６日  

 

厚生労働大臣 

   後藤 茂之 殿 

 

東京都知事 

   小池 百合子 

 

新たな変異株「オミクロン株」の水際対策に関する要望 

 

 本日、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染者が

都内で初めて確認された。 

このケースでは、海外から帰国された方が、空港検疫における抗原定量

検査では陰性と判定され、一旦自宅待機となったものの、その後の都の変

異株ＰＣＲ検査、ゲノム解析によりオミクロン株陽性と判定されたもの

である。 

都では、濃厚接触者全員に対する宿泊療養施設への入所勧奨や２日に

１回の検査の実施など健康観察を徹底しているが、そもそも入国者がオ

ミクロン株濃厚接触者として特定されるまでの期間、自宅待機となるケ

ースがあり、家族や一般市民と接触する恐れがある。 

オミクロン株の国内流入、感染の拡大を抑えるためには、水際対策の実

効性をさらに高めていく必要があり、下記の事項に関し、特段の措置を取

られるよう要望する。 

記 

１ 全ての入国者について、オミクロン株検査結果が確認できるまで 

検疫内又は検疫施設に待機させること 

２ 濃厚接触者について、検疫施設での待機期間が終了した後も、引き続

き待機期間が終わるまで当該待機施設で待機できるようにすること 

  なお、上記１及び２の措置に必要となる宿泊施設の確保については、

都としても宿泊療養施設の提供など、必要な協力を行う。 

以 上 



 令和３年１２月１６日  

 

厚生労働大臣 

   後藤 茂之 殿 

 

東京オリンピック競技大会・ 

東京パラリンピック競技大会担当 

ワクチン接種推進担当大臣 

 堀内 詔子 殿 

 

東京都知事 

   小池 百合子 

 

新型コロナウイルスワクチンの追加接種の前倒し等に関する要望 

 

現在、国においては、新型コロナウイルスの感染の動向や、全国の自治

体の準備状況、ワクチンの供給力などを踏まえ、追加接種の前倒しの範囲

や方法について検討されているところである。 

ついては、新たな変異株の発生等による第６波への備えとして、混乱が

生じない範囲で、接種間隔を前倒しして追加接種を実施できるよう、下記

の事項に関し、特段の措置を取られるよう要望する。 

 

記 

 

１ 医療従事者等については、医療提供体制の維持のため、現在自治体が

保有しているワクチンを活用した前倒し接種を可能とすること。併せ

て、高齢者施設の入所者や施設従事者についても、重症化の防止やクラ

スターの発生予防の観点から、同様の運用を認めること。 

 



２ 施設入所者以外の一般の高齢者については、重症化の防止や医療提

供体制の負担増加予防のため、ワクチンの追加供給等の措置を講じる

ことで、自治体の対応力に応じた前倒し接種を可能とすること。 

 

３ 東京の都市活動や都市機能を維持するため、警察・消防関係者などの

エッセンシャルワーカーについては、前倒し接種の対象に含むよう検

討すること。 

 

４ 前倒し接種を可能とするため、現在、自治体への配分が決まっていな

い 2021 年確保分の武田/モデルナ社製ワクチンについては、2022 年 1

月中に供給を行うこと。また、2022 年１月から２月に供給予定のワク

チンについても、現在示されている配送時期の前倒しを検討すること。 

 

５ 自治体における円滑な接種体制の確保等に資するよう、追加接種用

のワクチンに関する 2022 年３月以降の供給計画を早期に示すこと。 

 

６ 交互接種の効果や副反応などについて、科学的根拠に基づいたわか

りやすい情報発信を速やかにかつ効果的に行うこと。 

 

７ 接種券なしで接種する際の事務手続きの簡素化など、追加接種の前

倒しを想定して、接種関係者の負担に配慮した新たな事務処理方法を

示すこと。 

 

以上 



 令和３年１２月２８日  

 

外 務 大 臣 

 林  芳 正 殿 

厚生労働大臣 

   後 藤  茂 之 殿 

防 衛 大 臣 

   岸  信 夫 殿 

在日米軍兼第５空軍司令部司令官 

   リッキー Ｎ．ラップ 中将殿 

東京都知事 

     小 池  百 合 子 

 

 

在日米軍基地における「オミクロン株」の感染拡大防止に関する要望 

 

世界各地で新たな変異株であるオミクロン株が広がり、大きな脅威となっている。 

都内においても、１２月２４日に、海外渡航履歴と関連が無く、接触経路不明であ

り、市中での感染が疑われる事例が発生している。 

いま、オミクロン株の感染拡大を防ぐためには、水際対策を徹底することが必要で

あり、都では国と連携して積極的疫学調査を幅広に実施するほか、濃厚接触者の宿泊

療養施設への入所や健康観察を徹底するなど、封じ込めに全力を挙げているところで

ある。 

こうした中、沖縄県の在日米軍基地において大規模な感染が明らかとなり、他の米

軍基地でも感染が確認されている。感染力が強いと言われるオミクロン株の感染拡大

を防止する観点から、横田基地をはじめとする在日米軍基地を有する都としても、基

地周辺住民への感染拡大を懸念している。 

オミクロン株の国内流入・感染拡大を抑え込むには、国内空港や港湾施設における

水際対策だけでなく、在日米軍においても地元自治体と連携しながら、基地に直接入

国する軍人、軍属などへの取組を徹底していく必要がある。 

そこで、下記の事項に関し速やかに実施するよう要望する。 

 

 



 

 

記 

 

（１）在日米軍基地に向けて米国を出発する際及び基地到着の際には、新型コロナウ

イルス感染症の検査実施を徹底すること。 

（２）海外の調査では、オミクロン株の高い感染力や再感染のリスクが示唆されてい

ることを踏まえ、感染者や濃厚接触者の隔離、濃厚接触者に対する健康観察、

入国者の移動制限、米軍関係者に対する指導、地元保健所と米国基地の医療機

関との情報交換など、感染防止について迅速かつ万全な措置を講じること。       

（３）米軍基地には、多くの駐留軍等労働者が通勤しており、基地の内外を移動して

いる。軍人、軍属及びその家族はもとより、これら労働者や、基地に出入りす

る契約業者等の感染防止にも万全を期すこと。 

（４）地元自治体が、より幅広い疫学調査を実施するため、発生状況、感染者や濃厚

接触者の行動履歴、米軍が講じている行動制限や隔離等の措置状況等に関して、

必要かつ詳細な情報提供を行うこと。 

（５）（１）～（４）の実施徹底のため、米軍において、早期にゲノム解析を実施し、

オミクロン株を早期に特定すること。なお、米軍において、実施が困難な場合

は、都に検体を持ち込み、都独自の変異株ＰＣＲ検査やゲノム解析により、オ

ミクロン株を早期に特定すること。 

 

 

以 上 



令和４年１月６日 

内閣総理大臣 

 岸田 文雄 殿 

 

東京都知事  

小池 百合子 

  

今後の新型コロナウイルス感染症対策に関する要望 

  

 年明け以降、都内での新規陽性者数は急増しており、そのうちオミクロ

ン株による新規陽性者が約半数に及ぶなど、急速に置き換わりが進んで

いる。 

オミクロン株については、その特性が明らかになっていないものの、感

染力の強さによる感染急拡大が懸念されており、今後、時機を逸すること

なく、必要な対策を円滑に実施するため、下記の事項に関し、特段の措置

を取られるよう要望する。 

 

記 

 

１ オミクロン株の特性についての分析 

  政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会や、厚生労働省の新型

コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード等の専門家の知見等

の活用により、オミクロン株の特性を早急に分析し、明らかにすること 

 

２ オミクロン株による感染拡大への対応方針等 

（１）１１月に公表された「次の感染拡大に向けた安心確保のための取組

の全体像」は、過去の感染状況等を踏まえ、今後の感染拡大に備えた

ものであるが、現在、全国各地でこれまでに経験したことのない速度

で感染が拡大している。オミクロン株への急速な置き換わりによる

感染拡大状況を踏まえた今後の対応方針を早急に明らかにすること 

 

（２）現行の基本的対処方針やレベル移行の基準、医療需要の予測ツール

について、オミクロン株の特性等を踏まえた見直しを行い、早急に明

らかにすること 

 

 



３ ワクチン・経口薬・中和抗体薬の早期の確保・確実、重点的な供給 

  ワクチンについて、前倒し接種を具体化するための必要量を早期に

確保し、確実に供給すること 

また、経口薬やオミクロン株に対しても有効な中和抗体薬についても、

必要量を早期に確保し、確実に供給すること 

なお、全国に感染を拡大させないため、感染が拡大している大都市部

に、ワクチン、経口薬、中和抗体薬を重点的に供給すること 

 

４ 国に提供している宿泊療養施設の活用 

  水際対策の見直しを行うにあたっては、都から国に提供している検

疫用の宿泊施設を、感染者を受け入れる都の宿泊療養施設として使用

できるようにすること 

 

５ 在日米軍基地における感染拡大防止 

   米軍基地における関係者の感染拡大防止対策の徹底を図ると共に、

地元区市町村を含めて、情報提供を適切におこなうことについて働き

掛けること 



  令和４年１月７日 
外務大臣 
 林 芳正 様 
 
厚生労働大臣 
 後藤 茂之 様 
 
防衛大臣 
 岸 信夫 様 
 
経済再生担当 
新しい資本主義担当 
新型コロナ対策・健康危機管理担当 
全世代型社会保障改革担当 
内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 
 山際 大志郎 様 
 
東京オリンピック競技大会・ 
東京パラリンピック競技大会担当 
ワクチン接種推進担当大臣 
 堀内 詔子 様 
 
 
 

埼玉県知事 
 大野 元裕 
千葉県知事 
 熊谷 俊人 
東京都知事  
小池 百合子 
神奈川県知事 
黒岩 祐治 

                   
  

新型コロナウイルス感染症対策に関する要望について 
  
 年明け以降、全国各地の新規陽性者数がこれまで経験したことのない
スピードで急増し、流行の主体も感染力の強いオミクロン株へ急速に置
き換わりつつある。 
 一都三県においてもオミクロン株の市中感染が相次ぎ確認されており、
このままでは感染拡大が急激に加速化し、医療提供体制のひっ迫だけで
なく、社会活動の停滞が懸念される。 
 こうした強い危機感の下、今後、時機を逸することなく、一都三県が必
要な対策を円滑に実施するため、下記の事項に関し、特段の措置を取られ
るよう要望する。 



記 
 
 
１ オミクロン株の特性についての分析 
  政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会や、厚生労働省の新型
コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード等の専門家の知見等
の活用により、オミクロン株の特性を早急に分析し、明らかにすること。 

 
２ オミクロン株による感染拡大への対応 
（１）オミクロン株による感染拡大を抑え込むためには、時機を逸するこ

となく、実効性ある対策を速やかに講じることが必要であり、知事の
要請に応じて、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置を迅速かつ機
動的に発出すること。 

 
（２）１１月に公表された、感染リスクを引き下げながら継続的な経済社

会活動を可能とする「次の感染拡大に向けた安心確保のための取組
の全体像」は、過去の感染状況等を踏まえ、今後の感染拡大に備えて
取りまとめたものである。しかし、現在、全国各地でこれまでに経験
したことのないスピードで感染が拡大しており、オミクロン株への
急速な置き換わりによる感染拡大状況を踏まえた、今後の対応方針
を早急に明らかにすること。 

 
（３）現行の基本的対処方針やレベル移行の基準、医療需要の予測ツール、

ワクチン・検査パッケージ制度について、オミクロン株の特性等を踏
まえた見直しを行い、早急に明らかにすること。 

 
（４）現在、全ての自宅療養者について、原則として一日一回の健康観察

が求められているところである。これまでの知見を踏まえ、計画の想
定を超えて感染が急拡大した際には、健康観察の頻度・方法や内容を
緩和するなど、保健所のリソースを効果的に活用できる方針を示す
こと。 

 
（５）今後、入院患者等が急増する場合に備えて、オミクロン株のウイル

ス生成量の推移の特徴も踏まえ、療養・隔離期間の短縮を含む見直し
について検討すること。 

 
（６）抗体カクテル療法（ロナプリーブ）がオミクロン患者に推奨されず、

経口薬も発症後速やかな投与が求められていることに鑑みると、全
ゲノム解析の時間が取れず、全ての陽性者をオミクロン株と想定し
て対応する必要がある。 
現在、オミクロン株の知見が少ないにも関わらず、新たな経口薬

の処方をはじめとする治療や療養について、もっぱら医師に判断が
委ねられているため、知見を共有するとともに、特に自宅療養者に
対する判断の基準を示すこと。 

 



（７）オミクロン株の新たな脅威に対しては、医療体制の整備に加え、都
民・県民一人ひとりの感染対策が鍵となる。このため、全ての国民が
危機感を持ち、徹底して用心するよう、自治体と連携して強く呼びか
けを行うこと。 

 
３ ワクチン・経口薬・中和抗体薬の早期の確保・確実な供給等 
  ワクチンについて、職域接種を含めた前倒し接種を具体化するため
の必要量を早期に確保し、確実に供給すること。 
経口薬やオミクロン株に対しても有効な中和抗体薬についても、必要

量を早期に確保し、確実に供給すること。また、供給状況や利用状況を
都道府県に速やかに情報提供すること。 
なお、全国に感染を拡大させないため、感染が拡大している大都市部

に、ワクチン、経口薬、中和抗体薬を重点的に供給すること。 
また、モルヌピラビル等の経口薬については、処方する医療機関等に

処方後のフォローアップの方法を明確にすること。併せて、宿泊療養施
設で健康観察にあたっている看護師等のサポートを可能とすることも
検討すること。 

 
４ 国に提供している宿泊療養施設の活用 
  水際対策の見直しを行うにあたっては、各都県から国に提供してい
る検疫用の宿泊施設を、感染者を受け入れる各都県の宿泊療養施設と
して使用できるようにすること。 

 
５ 在日米軍基地における感染拡大防止 

   米軍基地における関係者の感染拡大防止対策の徹底を図ると共に、
地元区市町村を含めて、情報提供を適切に行うことについて、米国側に
強く働き掛けること。 



令和４年１月１２日 

厚生労働大臣 

 後藤 茂之 殿 

 

東京都知事  

小池 百合子 

  

今後の新型コロナウイルス感染症対策に関する要望 

  

 年明け以降、都内での新規陽性者数は急増しており、オミクロン株への

置き換わりが急速に進んでいる。 

オミクロン株については、感染力の強さによる感染急拡大やそれに伴

う医療提供体制のひっ迫、さらには社会活動そのものが停止することが

懸念されている。 

今後、時機を逸することなく、必要な対策を円滑に実施するため、下記

の事項に関し、特段の措置を取られるよう要望する。 

 

記 

 

１ オミクロン株感染者の入院措置及び入院期間の見直し 

オミクロン株感染者（疑いを含む）の入院措置に当たっては、全員個

室隔離を原則とし、陰圧管理を行うことが望ましいとされている。 

また、現時点ではオミクロン株の患者とデルタ株の患者の同室での入

院療養は認められていない。 

この取り扱いでは、感染が拡大している状況において、個室が不足し

病床の逼迫を招く恐れがあるため、科学的知見を踏まえ取扱いの見直し

を図ること。 

入院を要する場合の期間についても、科学的知見を踏まえ、見直しを 

図ること。 

 

２ 療養解除基準の見直し 

ワクチン未接種者の患者や無症状で経過する患者の療養解除基準に

ついて、科学的知見に基づいた見直しを図ること。 

 

３ 濃厚接触者の待機に係る取扱いの変更 



  現在、濃厚接触者の待機期間について、最終暴露日から１４日間とさ

れているが、科学的知見に基づいた見直しを図ること。 

また、濃厚接触者となった医療従事者について、毎日検査等により勤

務できるよう取扱いを改めて周知するとともに、社会機能全体を維持す

るため、医療従事者のみならず、エッセンシャルワーカーについても同

様の取り扱いとすること。 

 

４ 医療従事者間の院内感染防止 

医療従事者間の院内感染を防ぐため、入院重点病院や高齢者に対応す

る療養、精神などの病院職員等に対するスクリーニング検査などの感染

拡大防止に必要な財源を、国の責任において措置すること。 

 

５ ワクチン・経口薬・中和抗体薬の早期の確保・確実な供給等 

ワクチンについて、職域接種を含めた前倒し接種を具体化するため 

の必要量を早期に確保し、確実に供給すること。医療従事者、高齢者の

みならず、エッセンシャルワーカーについても迅速な接種を可能とする

こと。 

経口薬やオミクロン株に対しても有効な中和抗体薬についても、必要 

量を早期に確保し、確実に供給すること。また、供給状況や利用状況を 

都道府県に速やかに情報提供すること。 

なお、全国に感染を拡大させないため、感染が拡大している大都市部 

に、ワクチン、経口薬、中和抗体薬を重点的に供給すること。 

 



令和４年１月 17日 

経済再生担当 

新しい資本主義担当 

新型コロナ対策・健康危機管理担当 

全世代型社会保障改革担当 

内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

 山際 大志郎 様 

 

埼玉県知事 

 大野 元裕 

千葉県知事 

 熊谷 俊人 

東京都知事 

 小池 百合子 

神奈川県知事 

 黒岩 祐治 
                   

  

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく 

まん延防止等重点措置の適用に関する要請について 

  

 現在、感染力の強いオミクロン株への急速な置き換わりを背景とした、

これまでに経験したことのない感染の急拡大が全国各地で発生している。 

一都三県においても、共同メッセージの発出などにより、都民・県民に対

する基本的感染防止対策の徹底の呼びかけ等に努めてきたところである

が、このままの感染の急拡大が続けば、医療提供体制の逼迫に加え、社会

インフラの基盤が揺らぐことも懸念されている。 

 そこで、一都三県に対して、まん延防止等重点措置適用の手続きを速や

かに行うよう、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 31条の 4第 6項

に基づき要請する。 



令和４年１月２２日 
文部科学大臣 
教育再生担当 
 末松 信介 様 
 
厚生労働大臣 
 後藤 茂之 様 
 
経済再生担当 
新しい資本主義担当 
新型コロナ対策・健康危機管理担当 
全世代型社会保障改革担当 
内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 
 山際 大志郎 様 
 
東京オリンピック競技大会・ 
東京パラリンピック競技大会担当 
ワクチン接種推進担当大臣 
 堀内 詔子 様 
 

埼玉県知事 
大野 元裕 

千葉県知事 
熊谷 俊人 

東京都知事  
小池 百合子 

神奈川県知事 
黒岩 祐治 

  

今後の新型コロナウイルス感染症対策に関する要望 

 

 新型コロナウイルス感染症の新規感染者は、圧倒的な感染力を持つオ

ミクロン株によって、わずかな期間で激増し、一都三県では、1 月 21 日

から２月 13日までの間、まん延防止等重点措置を適用することとされた。 

今後、時機を逸することなく、必要な対策を円滑に実施するため、下記

の事項に関し、特段の措置を取られるよう要望する。 

 

記 

 

１ 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 

 地方公共団体は、国の基本的対処方針の下、国民や事業者の協力を得



ながら、まん延防止等重点措置の適用を始め、感染拡大防止に取り組ん

できたところである。しかし今般、オミクロン株に対しては「人流抑制

より人数制限」が有効であるとの基本的対処方針と異なる考え方が報

道されたことにより、現場に混乱を来たしている。感染拡大防止には、

国民の理解の下で感染対策を進める必要があることから、国民が混乱

しないよう、国と地方、専門家等の関係者がワンボイスで、分かりやす

く丁寧に発信し、協力を求めること。 

 

２ 感染者の療養解除期間及び濃厚接触者の健康観察期間の短縮 

  年明け以降、全国各地の新規陽性者数がこれまで経験したことのな

いスピードで急増し、既に医療現場では濃厚接触者などの欠勤により

医療提供体制に支障が生じつつある。このままでは医療だけでなく、社

会活動そのものが停滞することが懸念される。 

感染拡大防止と社会活動の継続を両立し、医療提供体制を維持する

ため、海外の先行事例や科学的知見を踏まえつつ、感染者の療養解除期

間、濃厚接触者の健康観察のあり方や期間を速やかに見直すこと。 

また、一般病床とコロナ病床がともにひっ迫することのないよう、病

床の効率的な運用について、病床単位で病床を活用する場合の院内感

染対策の手法など、具体的な内容を明らかにすること。 

さらに、新型コロナの受け入れ病床の確保に当たり、一般医療の制限

を行う場合には、明確な基準を示すこと。 

 

３ ワクチン・経口薬・中和抗体薬（３点セット）の早期確保、確実な 

供給 

ワクチンの追加接種について、希望者全員の早期接種完了に向け、職

域接種を含めたさらなる前倒し接種の具体化のため、国としてのワク

チン供給計画を示すこと。 

医療従事者が濃厚接触者になるリスクを減らすため、その家族に対

して速やかに追加接種を行うべきである。国は、余裕があれば自治体の

判断により前倒しで接種することも可能としているが、医療従事者の

同居の家族を明示的に前倒しの対象とすること。 

なお、小児接種についても、接種体制やワクチン供給等の具体的な計

画を早期に明らかにするとともに、接種の目的、安全性や効果などの情

報提供を行うこと。 

また、経口薬やオミクロン株に対しても有効な中和抗体薬（ソトロビ

マブ）について、迅速な利用ができるよう、必要量の早期確保と確実な



供給体制とするとともに、供給状況や利用状況を都道府県に速やかに

情報提供すること。 

 

４ 検査の充実 

急速に広がるオミクロン株への対応で需要が大きく増え、既に、診療・

検査医療機関の医師からも「検査キットが手に入らず、このままでは発

熱外来を維持できない」という声も上がっている。さらには、対象者全

員検査の実施も見込まれるところ、検査キットや試薬の十分な供給量の

確保と、検査体制の確立を早急に図ること。 

 

５ 新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム（HER-SYS）の 

安定的な運用 

都道府県・保健所・医療機関等関係者間においては、HER-SYSを活用

して、患者に関する情報共有・健康観察を行っているところであるが、

感染拡大による HER-SYSの利用者増加に伴い、データ入力ができない等

の不具合が発生していることから、保健所業務のひっ迫につながってい

る。新型コロナウイルス対策の根幹に関わる問題であることから、速や

かに運用の安定化を図るとともに、システムの操作方法等の改善を図る

こと。 

 

６ 教育等関連施設における対応の明確化 

  現状のオミクロン株の特性に鑑みた学校、幼稚園、保育所等の教育等

関連施設における対応の指針を早急に示すこと。 
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今後の新型コロナウイルス感染症対策に関する要望 

  

 オミクロン株による感染は、これまで経験したことのないスピードで

拡大しており、このまま感染拡大が続き、陽性者や濃厚接触者が増加すれ

ば、医療提供体制のみならず、社会経済活動への影響が懸念されている。 

 都は、まん延防止等重点措置を実施し、都民・事業者と一体となって感

染拡大防止に取り組むとともに、オミクロン株特別対応として医療提供

体制の強化に先手で取り組んできた。加えて、更なる感染拡大に対応する

ため、宿泊療養施設の体制強化などのバージョンアップを図っている。 

また、事業者に対するＢＣＰの策定支援やエッセンシャルワーカーの

宿泊支援、学校や学童保育の臨時休業への対応のためのベビーシッター

の派遣など、社会活動の継続を支える取り組みを行っている。 

こうした取組を都の総力を挙げて進めているところであるが、投入で

きる医療資源には限りがある。感染拡大の防止と社会経済活動の両立を

図るためには、国において、ワクチン、経口薬、中和抗体薬等の確実な供



給、感染者の療養期間や濃厚接触者の健康観察期間などの取扱いを見直

すことが必要不可欠である。 

その上で、感染拡大、医療の逼迫、社会経済活動の停滞という危機的な

事態を招かないよう、国と都が一体となって取り組むべきと考えている。 

ついては、国において以下の事項について速やかに対応いただくよう

要望する。 

 

記 

 

１ ワクチン・経口薬・中和抗体薬（３点セット）の早期確保、確実な 

供給 

（１）ワクチン 

ア ワクチンの追加接種について、希望者全員の早期接種完了に向け、

職域接種を含めたさらなる前倒し接種の具体化のため、今後のワクチ

ン供給計画の全体像を早急に示すこと。 

イ モデルナによる追加接種が進むよう、交互接種の効果や副反応など

さらなる情報発信を行うこと。 

ウ 小児接種についても、接種体制やワクチン供給等の具体的な計画を

早期に明らかにするとともに、接種の目的、安全性や効果などの情報

を国民に対しわかりやすく発信すること。 

（２）経口薬・中和抗体薬 

ア 経口薬やオミクロン株に対しても有効な中和抗体薬（ソトロビマブ）

について、迅速な利用ができるよう、必要量の早期確保と確実かつ柔

軟な供給体制を整えること。 

イ 供給状況や利用状況を都道府県に速やかに情報提供すること。 

（３）必要な医薬品の国内開発の促進 

ワクチン・経口薬など予防・治療に不可欠な医薬品の開発については、

国内における安定的な供給のため、国としての支援を行うとともに、可

能な限り早期に治験や承認を行うこと。 



 

２ 感染者の療養解除期間の短縮等 

  年明け以降、全国各地の新規陽性者数がこれまで経験したことのな

いスピードで急増し、既に医療現場では濃厚接触者などの欠勤により

医療提供体制に支障が生じつつある。このままでは医療だけでなく、社

会活動そのものが停滞することが懸念される。 

（１）感染者の療養解除期間及び濃厚接触者の健康観察期間の短縮 

 感染拡大防止と社会活動の継続を両立し、医療提供体制を維持す

るため、海外の先行事例や科学的知見を踏まえつつ、感染者の療養

解除期間、濃厚接触者の健康観察のあり方や期間を速やかに見直す

こと。 

（２）病床の効率的な運用 

一般病床とコロナ病床がともにひっ迫することのないよう、病床

の効率的な運用について、病床単位で病床を活用する場合の院内感

染対策の手法など、具体的な内容を早急に明らかにすること。 

 

３ 検査体制の充実・確保 

急速に広がるオミクロン株への対応で、医療や行政検査に加え、集中

的検査や無料検査などの検査需要が急増することから、検査キットや試

薬の十分な供給量の確保など、必要な検査の需要に見合った検査体制を

国の責任で充実・確保すること。 

 

４ 緊急事態宣言等の取扱いに係る方針の明確化 

 都はまん延防止等重点措置を実施し、感染拡大の抑制に努めており、

その効果を見定めているところであるが、現時点でオミクロン株の勢

いは止まる気配をみせていない。今後、更に感染が拡大した場合に、都

が効果的な取組を進めるため、国において、オミクロン株の特性を科学

的知見に基づき分析し、医療提供体制や社会活動の継続等に関する全

般的な対応方針を明らかにした上で、基本的対処方針を変更し、緊急事



態宣言の発出や措置内容などの具体的な対策等についても明記するこ

と。 

 また、１月２６日付事務連絡でレベル３移行への考え方が示された

ところであるが、オミクロン株の特性を踏まえた、医療提供体制や社会

活動の継続等に関する全般的な対応方針に基づき、都道府県が的確に

判断できるよう、国として明確で分かりやすい基準を速やかに示すこ

と。 
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今後の新型コロナウイルス感染症対策に関する要望 

  

 オミクロン株による感染は、これまで経験したことのないスピードで

拡大しており、このまま感染拡大が続き、陽性者や濃厚接触者が増加すれ

ば、医療提供体制のひっ迫及び社会経済活動への影響が懸念されている。 

 都は、まん延防止等重点措置を実施し、都民・事業者と一体となって感

染拡大防止に取り組むとともに、医療提供体制の強化に先手で取り組み、

さらに、事業者やエッセンシャルワーカーへの支援等、社会経済活動の継

続を支える取り組みを都の総力を挙げて進めている。 

医療提供体制のひっ迫を回避するとともに、社会経済活動を継続する

ため、国において以下の事項について、速やかに対応いただくよう要望す

る。 

 

記 

 



 

１ 検査キット・ワクチン・経口薬・中和抗体薬（４点セット）の早期確

保、確実な供給等 

（１）検査キット 

ア 行政検査を実施する医療機関等への検査キット等の優先供給 

急速に広がるオミクロン株への対応で、医療や行政検査などの

検査需要が急増している。 

まずは、症状がある方などが検査を確実に受けられるよう、行

政検査を行う診療・検査医療機関等に検査キットや試薬を最優先

で供給すること。 

イ 社会機能維持者が実施する検査体制の確立 

濃厚接触者で社会機能維持者である方が、待機期間を短縮する

ために実施する検査について、検査体制を国の責任で確立するこ

と。その上で、検査需要に見合った検査キット等を確実に供給す

ること。 

（２）ワクチン 

ア ワクチンの追加接種について、希望者全員の早期接種完了に向

け、職域接種を含めたさらなる前倒し接種の具体化のため、今後

のワクチン供給計画の全体像を早急に示すこと。 

イ モデルナによる追加接種が進むよう、交互接種の効果や副反応

などさらなる情報発信を行うこと。 

ウ 小児接種について、３月までのワクチン供給量が示されたが、

対象者の２割程度にとどまっており、小児接種の迅速かつ円滑な

実施のため、長期的なワクチン供給計画を早期に明らかにするこ

と。あわせて、接種の目的、安全性や効果などの情報を国民に対

しわかりやすく発信すること。 

 

 

 



 

（３）経口薬・中和抗体薬 

ア 経口薬やオミクロン株に対しても有効な中和抗体薬（ソトロビ

マブ）について、迅速な利用ができるよう、必要量の早期確保と

確実かつ柔軟な供給体制を整えること。 

イ 供給状況や利用状況を都道府県に速やかに情報提供すること。 

（４）必要な医薬品の国内開発の促進 

ワクチン・経口薬など予防・治療に不可欠な医薬品の開発について

は、国内における安定的な供給のため、国としての支援を行うととも

に、可能な限り早期に治験や承認を行うこと。 

 

２ 感染者の療養解除期間の短縮等 

（１）感染者の療養解除期間の短縮 

 感染拡大防止と社会経済活動の継続を両立し、医療提供体制を維

持するため、海外の先行事例や科学的知見を踏まえつつ、有症状者

についても療養解除期間を速やかに見直すこと。 

（２）病床の効率的な運用 

一般病床とコロナ病床がともにひっ迫することのないよう、病床

の効率的な運用について、病床単位で病床を活用する場合の院内感

染対策の手法など、具体的な内容を早急に明らかにすること。 

 

３ 転院の促進 

新型コロナウイルス感染症患者用に確保している病床のひっ迫を

防ぐためには、入院加療により症状が改善した患者を、軽症・中等症

を受け入れる医療機関や後方支援医療機関に転院させることにより、

コロナ病床を効率的に運用することが重要である。こうしたことから、

患者の転院を促進するため、転院元及び受入を行う医療機関に対する

財政支援を行うこと。 

 



 

４ 緊急事態宣言等の取扱いに係る方針の明確化 

 現在、オミクロン株の感染拡大に伴い、高齢者施設や学校、保育園な

どにおいて、複数のクラスターが発生するなど、新規陽性者数の増加は

とどまる気配を見せない。 

 また、新規陽性者の多くは軽症や無症状であるが、濃厚接触者も含め

た欠勤者の急増による、社会経済活動への影響が懸念されている。 

今後、都が効果的な取組を進めるため、国において、オミクロン株の

特性を科学的知見に基づき分析し、医療提供体制や社会経済活動の継

続等に関する全般的な対応方針を明らかにした上で、基本的対処方針

を変更すること。 
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今後の新型コロナウイルス感染症対策に関する要望 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の新規陽性者は、圧倒的な感染力を持つオ

ミクロン株によって、短期間で急拡大している。一都三県では、１月 21

日から２月 13 日までの間、まん延防止等重点措置を適用し、医療提供体

制の強化や、社会経済活動の継続を支える取り組みについて総力を挙げ

て進めているが、新規陽性者数は依然として極めて高い水準にある。 

現下の感染状況に応じた有効な対策を講じるためには、「社会機能の維

持」と「重症化リスクの高い人を守ること」に重点を置くなど、オミクロ

ン株の特性に応じた取組が必要である。 

そこで、現在のまん延防止等重点措置の延長に当たっては、オミクロン

株の特性を踏まえて、今後のコロナ対策の全般的な対応方針や具体的な

措置、重点措置解除の考え方等を基本的対処方針において明確に示すよ

う要望する。 
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今後の新型コロナウイルス感染症対策に関する要望 

  

 

 オミクロン株による感染は、これまで経験したことのないスピードで

拡大しており、この傾向が継続すれば、命と暮らしに多大な影響を及ぼす

恐れが高くなると想定される。 

都は、「感染をとめる。社会はとめない」との考えのもと、オミクロン

株の特性に応じた医療提供体制の構築、高齢者施設及び保育施設への対

策拡充、ワクチン接種の推進、企業への事業継続支援など、感染拡大の抑

制や社会経済活動の維持に向けて総力を挙げて取り組んでいる。 

こうした対策をさらに推進していくためには、国と都がより一層密接

に連携していくことが不可欠であり、国において以下の事項について、速

やかに対応いただくよう要望する。 

 

 

記 

 

  



１ オミクロン株の特性に応じた全般的な方針の明確化 

 現在、オミクロン株の感染拡大に伴い、高齢者施設や学校、保育園な

どにおいて、複数のクラスターが発生するなど、新規陽性者数の増加は

とどまる気配を見せない。 

 また、新規陽性者の多くは軽症や無症状であるが、濃厚接触者も含め

た欠勤者の急増による、社会経済活動への影響が懸念されている。 

今後、都が効果的な取組を進めるため、国において、オミクロン株の

特性を科学的知見に基づき分析し、医療提供体制や社会経済活動の継

続等に関する全般的な対応方針を明らかにした上で、オミクロン株の

特性に応じた方針の明確化を図ること。 

 

２ 臨時の医療施設等への医療人材の派遣 

オミクロン株による感染拡大に伴い、入院者が増加する中、病床数の

更なる上積みを図りつつ、重症化リスクの高い高齢者や妊婦への医療

提供体制を確保するためには、都と国の協力のもと、宿泊療養施設等を

臨時の医療施設に転換することなどにより、新たな病床等を確保する

必要がある。 

臨時の医療施設の設置や運営にあたっては、都としても総力を挙げ

て取り組むが、医師や看護師などの医療人材については、国立病院機構

をはじめとする国所管の公的病院からの派遣を行うこと。 

 

３ 病床の効率的な運用 

（１）感染者の療養解除期間の短縮 

 感染拡大防止と社会経済活動の継続を両立し、医療提供体制を維

持するため、海外の先行事例や科学的知見を踏まえつつ、有症状者

についても療養解除期間を速やかに見直すこと。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う高齢者施設等の人

手不足に対応するため、介護従事者が濃厚接触者になった場合に、

一定の要件のもとで陰性が確認されれば、業務に従事できるように

すること。 



（２）転院の促進 

新型コロナウイルス感染症患者用に確保している病床のひっ迫を

防ぐためには、入院加療により症状が改善した患者を、軽症・中等

症を受け入れる医療機関や回復期支援病院に転院させることにより、

コロナ病床を効率的に運用することが重要である。 

特に入院期間が長期化する恐れのある高齢者については、新型コ

ロナウイルス感染症にかかる療養期間終了後、回復期支援病院への

転院を促進するよう、国として方針を示し、医療機関に働きかける

こと。 

また、転院元及び受入を行う医療機関に対する財政支援を行うこ

と。 

（３）施設等での医療行為の支援 

高齢者施設等においてクラスターが発生した際などに、速やかに

診療ができるように、高齢者施設の配置医師や併設保険医療機関の

医師等が医療行為を行った場合について十分な財政支援を行うこと。 

 

４ 検査に必要な医薬品・ワクチン・経口薬・中和抗体薬（４点セット）

の早期確保、確実な供給等 

（１）検査に必要な医薬品 

都は、医療や感染拡大防止に必要な検査が確実・効果的に実施でき

るよう、多様な取り組みにより検査体制を強化している。検査に必要

な医薬品が確実に供給されるよう、国として支援すること。 

（２）ワクチン 

ア ワクチンの追加接種について、希望者全員の早期接種完了に向

け、都は全力で取り組んでいるところであるが、職域を含めた接

種のさらなる加速のため、ワクチンの確実な供給をはじめ、国と

して必要な支援を早急に行うこと。 

イ モデルナによる追加接種が進むよう、交互接種の効果や副反応

などさらなる情報発信を行うこと。 

 



ウ 小児接種について、接種の目的、安全性や効果などの情報を国

民に対しわかりやすく発信すること。 

（３）経口薬・中和抗体薬 

ア 経口薬やオミクロン株に対しても有効な中和抗体薬（ソトロビ

マブ）について、迅速な利用ができるよう、必要量の早期確保と

確実かつ柔軟な供給体制を整えること。 

イ 供給状況や利用状況を都道府県に速やかに情報提供すること。 

（４）必要な医薬品の国内開発の促進 

ワクチン・経口薬など予防・治療に不可欠な医薬品の開発について

は、国内における安定的な供給のため、国としての支援を行うととも

に、可能な限り早期に治験や承認を行うこと。 



令和４年３月２日 

 

経済再生担当 

新しい資本主義担当 

新型コロナ対策・健康危機管理担当 

全世代型社会保障改革担当 

内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

山際 大志郎 殿 

 

埼玉県知事 

 大野 元裕 

千葉県知事 

 熊谷 俊人 

東京都知事 

 小池 百合子 

神奈川県知事 

 黒岩 祐治 

 

 

今後の新型コロナウイルス感染症対策に関する要望 

 

 一都三県では、１月２１日からまん延防止等重点措置を適用し、都民・

県民、事業者と一体となり、感染防止対策等に取り組むとともに、ワクチ

ンの追加接種を促進している。現在、病床使用率は５０％を超えており、

高齢者を中心とした重症患者の増加により、依然として医療提供体制が

逼迫している。 

このような状況を踏まえ、現在の一都三県におけるまん延防止等重点

措置の延長を要望する。 



令和４年３月２日 

 
経済再生担当 
新しい資本主義担当 
新型コロナ対策・健康危機管理担当 
全世代型社会保障改革担当 
内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 
山際 大志郎 殿 
 
厚生労働大臣 
後藤 茂之 殿 
 
東京オリンピック競技大会・ 
東京パラリンピック競技大会担当 
ワクチン接種推進担当大臣 
堀内 詔子 殿 
 

東京都知事 

 小池 百合子 

 

今後の新型コロナウイルス感染症対策に関する要望 

  

 都は、１月２１日からまん延防止等重点措置を実施し、都民・事業者と

一体となって感染拡大防止に取り組むとともに、病床の増床、往診体制の

強化、臨時医療施設の整備や宿泊療養施設の確保、自宅療養者への支援な

ど、感染者の状況に応じて医療提供体制等を強化している。また、ワクチ

ンの追加接種については、大規模接種会場の増設やワクチンバスの派遣

などにより、その加速化を図っている。 

現在、高齢者を中心に入院患者や重症患者数が高い値で推移しており、

依然として医療提供体制が逼迫している。一方、新規陽性者数は下降傾向

に転じており、高齢者のワクチンの追加接種率は現時点で５８％を超え

るなど、今後の接種率の向上等により、医療提供体制の逼迫度の改善が期

待される。 

こうした状況を踏まえ、本日、一都三県共同で現在のまん延防止等重点

措置の延長を要望したところであるが、延長に当たっては、以下の事項に

ついて、速やかに対応いただくよう要望する。 

 

記 

 

１ まん延防止等重点措置の取扱い 

  今後、まん延防止等重点措置を解除する場合の、感染状況や医療提供

体制、ワクチン接種状況等に関する具体的な基準を明確に示すととも



に、解除が可能な状況となった場合は、都の意向も踏まえ、期間内であ

っても措置を解除すること。 

 

２ 今後の感染動向を想定した全般的な対応方針等の明確化 

  都はこれまで、オミクロン株の特性に応じた医療提供体制や社会活

動の継続等に関する全般的な方針を明確にするよう、繰り返し要望し

てきた。現在、感染が確認されているＢＡ．２について、感染力や重症

化リスク等に関する分析を早急に行った上で、全般的な対応方針等に

ついて、基本的対処方針を変更し、明確に示すこと。 

 

３ ワクチンと検査を活用した新たな行動制限の緩和策の検討 

  現在、国において検討している、新たな行動制限の緩和策（ワクチン・

検査制度（仮称））を導入するに当たっては、飲食店等の事業者が適用

可能なよう、現場の実態に応じた実効性のある方策とすること。 

 

４ 検査に必要な医薬品やワクチン、経口薬等の早期確保と確実な供給 

検査に必要な医薬品やワクチン、経口薬、中和抗体薬（４点セット）

について、引き続き確実な供給を行うこと。とりわけ、経口薬について、

迅速に処方できるように流通体制の改善を図ること。 

 

５ ワクチンの４回目の追加接種に係る早期の検討や適切な情報提供等 

新型コロナワクチンの３回目の追加接種においては、接種の開始前

に接種間隔に係る国の方針が二転三転し、接種の実施主体となる地方

自治体の混乱を招いた。その結果、追加接種の進捗に少なからぬ影響

を与えたことは否めない。 

今後、新型コロナワクチンの４回目の追加接種実施の可能性を踏ま

えると、必要性や開始時期の検討など、円滑な実施を見据えた体制づ

くりが必要であり、以下の点について留意し対応すること。 

 

（１）４回目の追加接種に関する諸外国の動向や専門的知見等を収集・分

析し、実施に関する必要性や接種間隔、開始時期など、政府の考え

方について早期に明らかにすること。 

（２）４回目の追加接種を実施する場合に必要なワクチンの早期確保と

十分な量の迅速な供給を図ることともに、地方自治体の体制整備や

各種準備が円滑に行われるよう、必要な情報提供を適時行うなど、

地方自治体との連携をきめ細かく行うこと。 



 
令和４年３月１５日 

 

経済再生担当 

新しい資本主義担当 

新型コロナ対策・健康危機管理担当 

全世代型社会保障改革担当 

内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

山際 大志郎 殿 
 
厚生労働大臣 

後藤 茂之 殿 
 
東京オリンピック競技大会・ 

東京パラリンピック競技大会担当 

ワクチン接種推進担当大臣 

堀内 詔子 殿 

 

東京都知事 

小池 百合子 

 

今後の新型コロナウイルス感染症対策に関する要望 

 
 都内の感染状況は、新規陽性者数が約８千人を超える（７日間平均／日）高

い水準ではあるが、対前週比は継続して１を下回っており、下降傾向にある。

また医療提供体制等についても、病床使用率及び重症病床使用率がともに 

５０％を下回るなど、国が示す「重点措置終了の考え方」に基づく指標を全て

満たしている。 

 また、ワクチンの追加接種については、３月下旬には、第５波で新規陽性者

数が減少に転じた都内全人口の約４０％に、入院患者や重症患者の多く占め

る６５歳以上の高齢者も約８０％に達する見込みである。 

こうしたことを踏まえると、３月２１日までとされている重点措置の期間

をさらに延長する状況にはないと考える。 

 一方、これから年度末を迎え、人流が増加する時期となること、感染力がよ

り強いとされるＢＡ．２への置き換わりが進むことなどが懸念されているが、

医療提供体制のひっ迫を招かないよう、これに備えた対応が必要である。 

都においては、現行の医療提供体制を当面維持するとともに、重症化しやす

い高齢者や、感染が拡がっている子どもへの対策を強化する。 

国においては、医療提供体制のひっ迫が見込まれた場合には、重点措置の再

適用など、適切に対応することを要望する。併せて、重点措置を終了するにあ

たっては、下記事項について、国として速やかに実施して頂くことを要望する。 

 



 
記 

 
１ 今後の感染動向に応じた全般的な対応方針等の明確化 

ＢＡ．２の特性などを踏まえ、感染の拡大期、ピーク時、収束期など、今
後の感染動向を想定し、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用基準、
終了基準などを含め、全般的な対応方針等を明確に示すこと。 
また、今回の重点措置の終了後、感染が再拡大し、医療提供体制のひっ迫

が見込まれる場合に、重点措置を再適用する基準を示すこと。 
 
２ 「ワクチン接種歴等の確認」の取組の具体化 

先の新型コロナウイルス感染症対策分科会で示された、「民間事業者等に
よるワクチン接種歴等の確認の取組」について、事業者等の取組を促進する
ため、取組の目的や効果、活用方法などを具体的に示すこと 

 
３ 検査に必要な医薬品やワクチン、経口薬等の早期確保と確実な供給 

検査に必要な医薬品やワクチン、経口薬、中和抗体薬（４点セット）につ
いて、引き続き確実な供給を行うこと。とりわけ、経口薬について、迅速に
処方できるように流通体制の改善を図ること 

 
４ ワクチンの４回目追加接種に係る早期の検討や適切な情報提供等 

新型コロナワクチンの４回目追加接種実施の必要性や接種間隔、開始時
期など、円滑な実施を見据えた体制づくりに向けて、政府の考え方を早期に
明らかにすること。なお、４回目の追加接種を実施する場合に、必要なワク
チンの早期確保と十分な量の迅速な供給を図るとともに、適時の情報提供
など、地方自治体との連携をきめ細かく行うこと 

 
５ 新型コロナウイルス患者にかかる診療報酬の見直し 

新型コロナウイルス感染症の療養期間が終了した高齢者等の入院患者に
ついて、療養病床への転院を促進するため、介護度の低い患者に係る診療報
酬を適切に見直すこと 

 
６ 国所管の公的病院における中等症以上の患者等の積極的受入れ 
及び臨時の医療施設への医療人材の派遣 

国立病院機構、地域医療機能推進機構など国所管の公的病院において、中
等症以上の患者を積極的に受け入れること 

また、新規感染者数は減少傾向にあるが、リバウンドへの警戒も必要であ
ることから、先月新たに設置した臨時の医療施設への医師や看護師などの
医療人材の派遣を引き続き行うこと 

 
７ オミクロン株の特性を踏まえた法令上の取扱い 

国において、オミクロン株の特性に関する科学的知見のさらなる収集・分
析を進めるとともに、その科学的知見、ウイルスの変異の動向、治療薬の開
発と普及の状況、ワクチン効果などを踏まえ、保健・医療提供体制の維持、
社会経済活動の継続等の観点から、法令に基づく措置の変更も含め、必要な
対応を行うこと 



 

 令和４年３月２３日 

 

厚生労働大臣 

   後藤 茂之 殿 

 

東京オリンピック競技大会・ 

東京パラリンピック競技大会担当 

ワクチン接種推進担当大臣 

 堀内 詔子 殿 

 

東京都知事 

    小池 百合子 
 
 

新型コロナウイルスワクチンの追加接種に関する要望 
 
 

都は、新型コロナウイルスワクチンの追加接種が円滑かつ迅速に進むよう、

区市町村と一体となって、身近な地域での個別接種や、集団接種の接種体制の

整備を図るとともに、大規模接種会場で都内在住・在勤・在学の方を対象とす

るほか、バスを活用して接種チームをきめ細かく施設や自宅に派遣するなど、

様々な取組を展開している。また、事業者・大学等に対して、職域接種を行う

よう再三にわたり働きかけている。 

ついては、希望する方への追加接種をさらに迅速に実施できるよう、下記の

事項に関し、特段の措置を取られるよう要望する。 
 

記 
 

１ 職域における追加接種の加速化を図るため、早期の実施を希望する企業

に対しては、接種間隔６か月での接種計画の策定を認め、ワクチンを遅滞な

く供給するなど、職域における追加接種の更なる前倒しを進めること。 

 

２ 職域における追加接種の加速化のため、希望する企業が職域接種を実施

できるよう、人数要件の撤廃など参加条件の緩和を図ること。 

 

３ １２歳以上１７歳以下の方への追加接種に関して、地方自治体における

体制整備や各種準備が円滑に行われるよう、開始時期等の必要な情報提供

を速やかに行うなど、地方自治体との連携をきめ細かく行うこと。 

 

４ 今後、４回目の追加接種を実施する場合には、追加接種対象者に対しての

接種が円滑に実施できるよう、接種券様式を接種券一体型予診票の様式で

はなく、シール型の様式に統一すること。 

また、地方自治体と十分に連携の上、接種券のデジタル化を進めること。 



 

令和４年３月３０日 

内閣総理大臣 

 岸田 文雄 殿 

 

東京都知事 

 小池 百合子 

 

 

今後の新型コロナウイルス感染症対策に関する要望 

 

 
 都内の感染状況は、緩やかな減少傾向にあるものの、ＢＡ.２への置き換わ

り等による感染再拡大の恐れが指摘されるなど、予断を許さない状況にある。 

 都は、医療提供体制の逼迫を招かないよう、「リバウンド警戒期間」を設定

し、これまでの医療提供体制を堅持しつつ、都民・事業者に対して、ワクチン

の追加接種や基本的な感染防止対策の徹底等を呼び掛けている。 

 今後、感染拡大防止と社会経済活動との両立の視点を踏まえつつ、感染再拡

大や更なる変異株の発生・流行への備えを講じる必要があるが、国と都が連携

し、これまでの知見を活かした実効ある対策を実施するためにも、下記事項に

ついて、国として速やかに実施して頂くことを要望する。 

 

記 

 

 

１ 出口戦略の明確化 

ＢＡ.２への置き換わりが進む中においても、ワクチンの追加接種や経口

薬の供給に向けた取組が進展している。また、都民・事業者においては、２

年以上に渡るコロナ対策への協力が大きな負担となっている。こうした状況

を踏まえ、感染拡大防止と社会経済活動の両立に向けた出口戦略について早

急に検討を進め、速やかに提示すること。 

 

２ 今後の感染動向に応じた行動制限における全般的な対応方針等の明確化 

オミクロン株の特性などを踏まえ、感染の拡大期、ピーク時、収束期など、

今後の感染動向を想定し、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用基準、

終了基準など行動制限における全般的な対応方針等を明確に示すこと。 

また、今後感染が再拡大し、医療提供体制の逼迫が見込まれる場合に、重

点措置を再適用する基準を示すこと。 

 

 



 

３ 検査制度の見直し等 

検査とワクチンを活用した新たな行動制限緩和については、３月 11 日の

政府分科会において、中間とりまとめが示されたが、未だ結論が明らかにな

っていないことから、早急に検討結果を示すこと。 

定着促進事業については、３回目接種を完了している方を含め、全ての方

が必要に応じて円滑に検査を受けられる環境を整えることが重要であり、従

前どおり検査の際にワクチン接種歴を問わないこと。 

 

４ 検査に必要な医薬品やワクチン、経口薬等の早期確保と確実な供給等 

検査に必要な医薬品や変異株の特徴に応じたワクチン、経口薬、中和抗体

薬（４点セット）について、引き続き確実な供給を行うこと。とりわけ、経

口薬について、迅速に処方できるように流通体制の改善を図ること。 

また、予防・治療に不可欠な医薬品の開発については、国内における安定

的な供給のため、国としての支援を行うとともに、可能な限り早期に治験や

承認を行うこと。 

 

５ ワクチンの４回目追加接種に係る早期の検討や適切な情報提供等 

新型コロナワクチンの４回目接種実施の必要性や接種間隔、開始時期など、

円滑な実施を見据えた体制づくりに向けて、政府の具体的な考え方を早期に

明らかにすること。また、４回目の接種を実施する場合に、ワクチンの迅速

な供給や、必要な情報の速やかな提供などに加え、地方自治体と十分に連携

の上、接種券のデジタル化を進めること。 

  

６ 高齢者対策の強化 

国立病院機構、地域医療機能推進機構など国所管の公的病院において、中

等症以上の高齢患者を積極的に受け入れること。また、療養期間が終了した

高齢者等の入院患者について、療養病床への転院を促進するため、介護度に

関わらず要介護の患者を受け入れられるよう、診療報酬を見直すなど、介護

と医療の両立が図る仕組みを作ること。 

  

７ オミクロン株の特性を踏まえた法令上の取扱い 

国において、オミクロン株の特性に関する科学的知見のさらなる収集・分

析を進めるとともに、その科学的知見、ウイルスの変異の動向、治療薬の開

発と普及の状況、ワクチン効果などを踏まえ、保健・医療提供体制の維持、

社会経済活動の継続等の観点から、法令に基づく措置の変更も含め、必要な

対応を行うこと。 

 

 



 
令和４年４月２１日 

経済再生担当 
新しい資本主義担当 
新型コロナ対策・健康危機管理担当 
全世代型社会保障改革担当 
内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 
山際 大志郎 殿 
 
厚生労働大臣 
後藤 茂之 殿 
 
内閣官房長官 
沖縄基地負担軽減担当 
拉致問題担当 
ワクチン接種推進担当大臣 
松野 博一 殿 

東京都知事 

小池 百合子 

 

今後の新型コロナウイルス感染症対策に関する要望 

 
 都は現在、医療の逼迫を招かないよう、「リバウンド警戒期間」を設定し、
これまでの医療提供体制を堅持しつつ、都民・事業者に対して、ワクチンの追
加接種や基本的な感染防止対策の徹底等を呼び掛けているが、新規陽性者数
が高止まりし、病床使用率も横ばい傾向が続くなど、今後、人の動きが活発に
なる GWを迎えるにあたり予断を許さない状況にある。 
一方で、社会経済活動の維持と感染防止の両立に向けて、都民・事業者に対

して今後の方針を示していくことが非常に重要であり、そのためには４回目
ワクチン接種の円滑な実施や、経口薬の普及などが不可欠である。 
国と都が連携し、実効ある対策を実施するためにも、下記事項について、国

として速やかに実施していただくことを要望する。 

 

記 

 

１ 出口戦略の明確化 
ＢＡ.２への置き換わりが進む中においても、ワクチンの追加接種や経口

薬の供給に向けた取組が進展している。また、都民・事業者においては、２
年以上に渡るコロナ対策への協力が大きな負担となっている。海外では社会
経済活動の回復に向けて規制や行動制限を全て緩和する事例がみられるが、
一方、活動の加速化に向けた積極的な支援などに一気に踏み出す事例はみあ
たらない。こうした国内外の状況を踏まえ、感染拡大防止と社会経済活動の
両立に向けた出口戦略について早急に検討を進め、速やかに提示すること。 

 

２ 今後の感染動向に応じた行動制限における全般的な対応方針等の明確化 
オミクロン株の特性などを踏まえ、感染の拡大期、ピーク時、収束期など、

今後の感染動向を想定し、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用基準、
終了基準など行動制限における全般的な対応方針等を明確に示すこと。 
また、今後感染が再拡大し、医療提供体制の逼迫が見込まれる場合に、重

点措置を再適用する基準を示すこと。 



 

３ ４回目ワクチン接種に向けた早急な体制構築 
新型コロナワクチンについて、引き続き確実な供給を行うとともに、４回

目接種実施の必要性や接種間隔、開始時期など、円滑な実施を見据えた体制
づくりに向けて、政府の具体的な考え方を早期に明らかにすること。また、
４回目の接種を実施する場合に、ワクチンの迅速な供給や、必要な情報の速
やかな提供などに加え、地方自治体と十分に連携の上、接種券のデジタル化
を進めること。 

 

４ 経口薬等の安定的な供給 
（１） 検査に必要な医薬品や変異株の特徴に応じたワクチン、経口薬、中和

抗体薬（４点セット）について、引き続き確実な供給を行うこと。 
また、予防・治療に不可欠な医薬品の開発については、国内における

安定的な供給のため、国としての支援を行うとともに、可能な限り早期
に治験や承認を行うこと。 

（２） 経口薬及び中和抗体薬について、陽性者が多い地域への優先的供給に
留意しつつ、迅速に処方できるよう医療機関等における在庫の上限数
を引き上げるとともに、経口薬の薬局間譲渡を早期に認めるなど、流通
体制の改善を図ること。 

（３） ＢＡ．２など変異株に対する経口薬及び中和抗体薬の有効性について
は、国において、科学的知見のさらなる収集・分析を進め、必要な情報
を速やかに提供すること。 

 

５ 高齢者対策の強化 
国立病院機構、地域医療機能推進機構など国所管の公的病院において、中

等症以上の高齢患者を積極的に受け入れること。また、療養期間が終了した
高齢者等の入院患者について、療養病床への転院を促進するため、要介護の
患者を受け入れられるよう、診療報酬の見直しや周知を図るなど、介護と医
療の両立に取り組むこと。 

  

６ オミクロン株の特性を踏まえた法令上の取扱い 
国において、オミクロン株の特性に関する科学的知見のさらなる収集・分

析を進めるとともに、その科学的知見、ウイルスの変異の動向、治療薬の開
発と普及の状況、ワクチン効果などを踏まえ、保健・医療提供体制の維持、
社会経済活動の継続等の観点から、法令に基づく措置の変更も含め、必要な
対応を行うこと。 

 

７ ゴールデンウィークに向けた検査体制の強化 
ゴールデンウィーク中、帰省や旅行などにより、都道府県域をまたぐ移動 

が増えることから、検査キットの供給等について万全を期すとともに、移動
の中心となる駅や空港などにおける臨時の検査拠点の設置については、運営
を担う都と十分調整の上、混乱を生じさせないよう進めること。 

  



 

８ 検疫の効率化について 

  新たな変異株への対応のため、水際対策の重要性は変わらない。引き続き、

国の責任で確実に取り組んでいくこと。一方で、利用者の視点に立ち、諸外

国の状況も踏まえ、手続きの簡素化を図るとともに、デジタル化などにより

事務を効率化し、利用者の負担軽減や時間の短縮など利便性の向上を図るこ

と。 
 



 

 令和４年４月２６日 
 

厚生労働大臣 
   後藤 茂之 殿 

 
内閣官房長官 
沖縄基地負担軽減担当 
拉致問題担当 
ワクチン接種推進担当大臣 
松野 博一 殿 

 
東京都知事 

    小池 百合子 
 
 

新型コロナウイルスワクチンの有効活用に関する要望 
 
 
武田／モデルナ社ワクチンの自治体への配分においては、有効期限が短いワ

クチンが配送されている現状がある。こうした中、各自治体においては、接種
を推進するとともに、有効期限の短いワクチンから使用するなど、様々な工夫
を行っている。 
しかしながら、このままでは、有効期限を迎え廃棄されるワクチンが生ずる

可能性がある。 
ついては、下記の事項に関し、特段の措置を取られるよう要望する。 

 
 

記 
 
 
１ 有効期限の短いワクチンをできる限り活用できるよう、国の主導による都
道府県域を超えた調整や、職域接種会場と地方自治体との交換など、ワクチ
ンを柔軟に融通できる仕組みを構築すること。 

 
２ 武田／モデルナ社ワクチンの有効期間の延長について検討すること。 
 
３ ワクチンの配分にあたっては、あらかじめ配送時点での有効期限を明示す
るなど、地方自治体が計画的に接種に用いることができるよう、十分に配慮
すること。 



 令和４年５月１２日 

 

厚生労働大臣 

   後藤 茂之 殿 

 

内閣官房長官 

沖縄基地負担軽減担当 

拉致問題担当 

ワクチン接種推進担当大臣 

松野 博一 殿 

 

東京都知事 

    小池 百合子 

 

 

新型コロナウイルスワクチンに関する要望 

 

 

先般、国から、新型コロナウイルスワクチンの４回目接種の方針が示され

たが、接種対象者が限定されており、感染拡大時の医療提供体制の確保等が

懸念されるところである。 

また、期限切れで廃棄されるワクチンをできる限り減らすため、ワクチン

のさらなる有効活用を図っていく必要がある。 

ついては、下記の事項に関し、専門家の科学的知見を十分得て、必要な対応

を取られるよう要望する。 

 

記 

 

 

１ ４回目接種の対象者について、感染が拡大する局面においても医療提供

体制を確保するため、希望する医療従事者等や介護従事者等を加えること。 

 

２ ４回目接種の選択肢を広げるため、武田社ワクチン（ノババックス）につ

いて、１・２回目接種及び３回目接種のみならず、４回目接種においても使

用可能とすること。 

 

３ 武田／モデルナ社ワクチンについて、自治体に配分したものを含め、発展

途上国に提供するなど、有効期限の短いワクチンの有効活用を図ること。 


