新型コロナウイルス対応施策一覧：ドイツ
株式会社三菱総合研究所

《伝播の抑制》

項目
モニタリング

適用開始日
内容
1月31日 感染症防⽌法に基づく報告義務を、コロナウイルスの感染及び疑い例に拡張。
3月17日 バイエルン州、病院、ラボなどに対し、コロナ検査の陽性報告に加え、「検査数」の報告を義務化。
4月4日 バイエルン州保健省、地区別に122箇所のコロナ検査センターを設置。既存の検査ステーションやドライブスルー検査
ステーションについては今後存廃判断。

URL

https://www.gesetze-iminternet.de/coronavmeldev/CoronaVMeldeV.pdf
https://www.verkuendungbayern.de/baymbl/2020-144/
https://www.stmgp.bayern.de/presse/humlarztpraxen-von-coronavirus-verdachtsfaellenentlasten-bayerns-gesundheits-und/

4月19日 連邦・州協議により、当初の接触・外出制限期限（4／19）以後のコロナ対策（制限延⻑とその後の緩和⽅
針）で合意。
・検査体制拡充。抗体検査も。感染多発地域に重点。

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/bund-laender-beschluss-1744224

4月26日 連邦政府がコロナ追跡アプリ検討中。利用は任意。近日利用可能に。データは匿名だがある⼈が感染した場合、そ
のユーザ個⼈を特定することなく関係する接触者に警告がおくられる。また収集したデータは疫学調査への利用、RKI
への送信など⾏われる。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/tracing-app-1747200

4月29日 既存の連邦災害援助庁の災害プッシュ通知アプリNINA（通常は⼤⽕災や異常気象など災害情報を流す）をアッ
プデートし、コロナ関連情報追加。コロナ関連の警察発表情報、保健省発表情報、各地の州、⾃治体等の情報を
配信。最新情報の警告通知と共に、現在なにが制限されているのか、コロナ疑いのときはどうすればいいのか、といった
関連情報が得られる。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/warn-app-nina-1749214

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
presse/pressemitteilungen/2020/2quartal/tracing-app.html

4月6日
〜13日
4月6日
〜13日

4月27日

5月1日

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
coronavirus/chronik-coronavirus.html

5月6日 PCR検査基準の医師向けリーフレット改訂版。従来はリスクグループに属していて呼吸器症状がある者や造影で臨
床的に新型コロナの疑いが強い所⾒が確認された者に限られていた。改訂版では
「リスク要素有無に関わらず、急性の強い呼吸器症状がある かつ/または味覚・嗅覚喪失がある者」
にも対象拡⼤。

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti
ges_Coronavirus/Massnahmen_Verdachtsfall_Inf
ografik_DINA3.pdf?__blob=publicationFile

5月7日 PCR検査等に関連する改正法案が4月29日閣議決定。PCR検査対象のクライテリアを拡⼤し顕著な症状がない
者でも受けられるように。原則医療保険対象に。免疫検査についても、免疫が⻑期有効であることが判明すれば同
様に医療保険の範疇で実施へ。また、陰性の場合も検査結果内容をRKIに報告。また各地の保健当局は回復者
についても報告を義務付。⽼⼈介護職へのボーナスも規定。同ボーナスは1回限りで最⼤1000ユーロ。⾦額、職種
によるレートなど詳細は各州で決める。

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
covid-19-bevoelkerungsschutz-2.html

5月7日

5月7日

5月7日

https://www.kreis-coesfeld.de/themenprojekte/gesundheit/coronavirus/allgemeineinformationen-zumcoronavirus/lockerungenab11-05-2020.html

5月12日 チューリンゲン州内ではグライツ郡、ゾンネベルク郡で緊急ブレーキ基準（過去7日間の新規感染50⼈/10万⼈）
超過。州が郡に対し保護計画作成指⽰。州保健省は「地域制限措置は対象絵を絞る。」
制限対象は感染が発⽣している施設に関わるものに重点。（州は⽼⼈施設、病院への14日間⽴⼊禁⽌など推
奨）。外食、宿泊再開是非は両地域の状況で検討。

https://www.tmasgff.de/medienservice/artikel/g
esundheitsministerin-heike-werner-regionalebeschraenkungsmassnahmen-muessenzielgenau-und-effektiv-sein

5月14日 連邦政府の委託を受けたSAPとドイツテレコムがコロナ追跡アプリの試用版をGitHubに公開。完成後はRKIからアプ
リリリース予定。

https://www.bundesregierung.de/bregde/suche/erstes-konzept-einsehbar-1752798

5月14日 チューリンゲン州内の基準超え2郡が防護計画提出、州政府と会合。両郡ではレストランは屋外のみ営業再開する
よう指⽰（ソンネベルク郡は屋内も営業再開する⽅針を⽰していた）州は接触追跡支援などのため両郡に⼈員派
遣。週明けに再度状況を確認・検討予定。

https://www.tmasgff.de/medienservice/artikel/l
andkreise-greiz-sonneberg-gaststaetten-duerfennur-im-aussenbereich-oeffnengesundheitsministerin-werner-befristetemassnahmen-sollen-infektionsgeschehen-weitereindaemmen

5月14日 「国家規模の感染症状況からの国⺠保護法改正案」が連邦議会通過。検査機能、保健所機能増強などを定め
る。
・コロナ検査拡⼤。医療保険対象（無症状者でも受けられる）
・検査報告の要件拡⼤（陰性ケースも報告義務対象）
・介護施設従事者向けボーナス（研修⽣やボランティア、派遣なども対象）
・保健所のデジタル強化、RKIに市町村保健所相談窓口常設化
・（コロナではなく）次回のインフルエンザ流⾏期に備えワクチン確保（2000万が医療機関で⼊⼿可能⾒込みだ
が、連邦政府として450万のワクチンを追加注⽂予定。インフル予防により次の冬季のコロナに対応する医療リソース
余⼒確保）

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/bevoelkerungsschutzgesetz-1752814

5月17日 ロベルトコッホ研究所の症例日報アップデート。
（7日間の新規感染50⼈／10万⼈の基準超え⾃治体について）
バイエルン州コーブルク郡およびチューリンゲン州グライツ郡、ソンネベルク郡では医療機関・介護施設での集団感染に
より基準超え。施設訪問禁⽌などの措置実施。その他2つの郡では食肉工場で集団感染。全従業員の検査と接触
者追跡実施中。ケースフェルト（食肉工場集団感染）は7日間の新規感染48⼈/10万⼈に。工場の操業停⽌。
同郡の制限緩和は⼀部18日まで延期。

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti
ges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-05-17de.pdf?__blob=publicationFile

5月18日 ロベルトコッホ研究所の抗体調査︓RKI研究の⼀環で⾏われる抗体調査に関し、献⾎サンプル調査/⾼感染地域
のローカルサンプル調査/全国サンプル調査 のうち⾼感染地域のローカル調査に関して、4⾃治体合計8000⼈
（成⼈対象）の調査開始。

https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmo
nitoring/Studien/cml-studie/cmlstudie_node.html

5月20日 複数の食肉工場でコロナ感染が発⽣している状況を受け、食肉産業の労働衛⽣に関して10点の重要ポイント決
定。当局による頻回管理、労働時間の電⼦管理、2021年1月1日からは屠殺・加工は⾃社社員のみ。外国⼈労
働者の配置、宿舎に関する最低基準遵守、外国⼈労働者に対する⺟国語による情報提供ほか。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/arbeitsschutzprogramm1754186
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4月6日
〜13日

4月16日

5月4日 5月中にドイツ国内の保健所に対し合計300万セットの抗体検査キット送付予定。

5月11日 感染者数が50名/10万⼈を超える郡（ケースフェルト郡）における制限緩和の⼀部例外。

閲覧日

5月14日

5月14日

5月15日

5月15日

5月15日

5月18日

5月20日

5月21日

新型コロナウイルス対応施策一覧：ドイツ
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
5月28日 ロベルトコッホ研究所の症例日報アップデート。感染者数17.9万。実効再⽣産数は0.61。
※感染者の内訳「関係する施設」における病院関連は医療従事者が12826⼈。集中治療病床数は32517（報
告1262病院）、うち62％が使用中。コロナで使用中の病床は702、うち410で⼈工呼吸器使用
（7日間の新規感染50⼈／10万⼈の基準超え⾃治体や集団感染発⽣⾃治体について）
郡単位での基準超えは5月28日時点で0。

URL

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti
ges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-05-28de.pdf?__blob=publicationFile

5月29日

5月29日 コロナ接触追跡アプリが数週間でリリース⾒込み。社会⽣活の正常化に向けたツールとして利用を推奨。利用は任
意。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/corona-warn-app1756488

5月31日 ロベルトコッホ研究所の症例日報アップデート。感染者数18.1万。実効再⽣産数は1.04。
※感染者の内訳「関係する施設」における病院関連は医療従事者が12708⼈。集中治療病床数は32517（報
告1276病院）、うち64％が使用中。コロナで使用中の病床は744、うち451で⼈工呼吸器使用
（7日間の新規感染50⼈／10万⼈の基準超え⾃治体や集団感染発⽣⾃治体について）
郡単位での基準超えは5月31日時点で0に。ただし複数の⾃治体で難⺠収容施設や介護施設で集団感染が続い
ている。

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti
ges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-05-31de.pdf?__blob=publicationFile

6月1日

6月1日

6月2日 コロナ追跡アプリのソースコード公開。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/corona-warn-app1757082

6月7日 ロベルトコッホ研究所の症例日報アップデート。感染者数18.3万。実効再⽣産数は1.05,7日間レンジでの実効再
⽣産数は0.92。
※感染者の内訳「関係する施設」における病院関連は医療従事者が13131⼈。集中治療病床数は31902（報
告1270病院）、うち63％が使用中。コロナで使用中の病床は568、うち330で⼈工呼吸器使用
（7日間の新規感染50⼈／10万⼈の基準超え⾃治体や集団感染発⽣⾃治体について）
郡単位での基準超えは0。この他複数の⾃治体で食肉工場、難⺠収容施設や介護施設、宗教集会、家族の集ま
りなどに起因する集団感染が続いている。ただし感染は限られたクラスタ内にと染まる。対象施設は操業停⽌などの措
置を採っている。

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti
ges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-06-07de.pdf?__blob=publicationFile

6月3日

6月8日

6月10日 PCR検査の対象拡⼤に関する政令が6月9日に公布、5月14日に遡及発効。無症状者含めて広く医療保険で検
査を受けられるほか、⼊院患者については⼊院前検査にふくむ形で全員検査。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/tests-werdenausgeweitet-1758880
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
corona-test-vo.html

6月16日 RKIのコロナ追跡アプリ(iOS版、Android版）が公開されたことを発表。Bluetooth利用してユーザ間の距離や接
触時間測、記録。デバイス間でランダムコードが交換される。アプリユーザーがコロナウイルスに陽性反応を⽰した場
合、他のユーザーに⾃動通知。
アプリの使用は任意。連邦政府のプロジェクトとしてドイツテレコムとSAPがアプリ開発。基礎研究・応用研究の公⽴
研究所が取組を支援。ソースコードはgithubで公開。

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/veroeffentlichung-der-corona-warnapp-1760892

6月16日 7月3日の政令改正により、ペットがコロナ陽性の場合の通知義務導⼊予定。コロナ検査は義務ではないが確定診
断が出た場合に報告。イヌ科よりネコ科の動物が影響をうけやすい。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/meldepflicht-1761004

6月17日 ロベルトコッホ研究所の症例日報アップデート。感染者数18.7万。実効再⽣産数は0.86、7日間レンジでの実効再
⽣産数は0.89。
※感染者の内訳「関係する施設」における病院関連は医療従事者が13542⼈。集中治療病床数は31711（報
告1274病院）、うち65％が使用中。コロナで使用中の病床は406、うち252で⼈工呼吸器使用
（7日間の新規感染50⼈／10万⼈の基準超え⾃治体や集団感染発⽣⾃治体について）
郡単位での基準超えは0。ギュータースロー郡の食肉工場で集団感染発⽣。

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti
ges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-06-17de.pdf?__blob=publicationFile

6月17日 ギュータースロー郡は、食肉工場の集団感染受け、1050サンプルを検査。983が検査終了し657件陽性。郡の危
機管理チームは、当該工場閉鎖・接触者⾃宅待機(隔離）に加え保育園と学校の閉鎖（6月18日から28日ま
で。すなわち夏季休暇開始まで）を決定。いずれも緊急受け⼊れは⾏う。⼀⽅その他店舗など含む「ロックダウン」は
⾏わない。
17日の検査結果判明により同郡では7日間の新規感染者50⼈/10万⼈あたり を超過。防疫措置（事業所閉
鎖や学校閉鎖等）をとるがこれはイコールロックダウンではない、と説明。

https://www.kreisguetersloh.de/aktuelles/corona/pressemitteilung
en-coronavirus/17-06-2020-krisenstabbeschliesst-massnahmen/

6月20日 メルケル⾸相がポッドキャストで、利用者が増えるほどメリットが⼤きくなるとして、6月16日に公開されたRKIのコロナ接
触追跡アプリ利用を呼びかけ。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/je-mehr-mitmachendesto-groesser-der-nutzen-1762962

6月21日 ロベルトコッホ研究所の症例日報アップデート。感染者数18.9万。実効再⽣産数、7日間レンジでの実効再⽣産数
はNRW州ギュータースローの集団感染などにより2〜3に上昇。
※感染者の内訳「関係する施設」における病院関連は医療従事者が13674⼈。
※集中治療病床数の報告は日報から削除
（7日間の新規感染50⼈／10万⼈の基準超え⾃治体や集団感染発⽣⾃治体について）
郡単位での基準超えは1。ギュータースロー郡で食肉工場における集団感染発⽣により、「209.6⼈/10万⼈あたり」
と⼤きく上昇 。同工場の従業員1000⼈以上が陽性。従業員とその家族が隔離措置（⾃宅隔離）。食肉工場
の営業停⽌。また同郡内の保育所と学校が閉鎖（夏休みまで）。郡内の⾃治体フェアル町では、従業員の居住等
が多いエリアを隔離エリア（外出制限）に（集中PCR実施、日用品等は⾚⼗字が配給などの措置）。隣接郡でも
同工場関係者の居住により感染増。マクデブルクでは学校（現在閉鎖）での集団感染、ベルリン・ノイケルンでは教
区周りで集団感染（85件）確認。

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti
ges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-06-21de.pdf?__blob=publicationFile
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閲覧日

6月11日

6月17日

6月17日

6月18日

6月18日

https://www.verl.de/default63bf0363c0/meldungen-zumcoronavirus?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail
&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_ne
ws_pi1%5Bnews%5D=4766&cHash=86edd8dab
ec366b01b11b426b21afbfb

6月22日

6月22日

新型コロナウイルス対応施策一覧：ドイツ
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
6月23日 ノルトラインヴェストファーレン州ギュータースロー郡の食肉工場に起因する集団感染拡⼤受け、同州はギュータース
ロー郡およびヴァレンドルフ郡のロックダウン決定。期間は6月24日〜30日の1週間。両郡の住⺠はすべて無料で
PCR検査を受けられる。食肉工場関係者や関係者が⽴ち寄るキヨスクなど、まだ出稼ぎ労働者の集合宿泊施設関
係者なども集中検査。

URL

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/land
esregierung-aktiviert-zweite-stufe-deslockdowns-im-kreis-guetersloh-und-im

6月24日 連邦政府による地⽅公共団体対象の経済刺激策について紹介。実⾏には連邦基本法（憲法）改正が必要。
-営業税（地⽅税）減収補填︓総額61億ユーロ
・連邦が失業者の最低限の宿泊・暖房費の25〜74％負担
・旧東独州支援に関する支出における連邦の割合を上昇 など

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/entlastung-kommunen1763650

6月26日 6/15のEU内移動開放に伴い、RKIのコロナ接触追跡アプリがオランダ、ベルギー、ルクセンブルク、フランス、オーストリ
ア、チェコ、ポーランド、デンマーク、ルーマニア、ブルガリアでも利用可能に（ドイツ語のみ）。今後も対象国拡⼤予
定。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/warn-app-international1764298

7月2日 ドイツの公⽴研究所のひとつであるヘルムホルツ感染症研究センター（HZI)がRKIの調査と並⾏して、2020年7月
から全国6万⼈規模の抗体検査開始。最初の対象地はロイトリンゲン地区。対象者はHZIが選定。

https://www.helmholtzhzi.de/de/aktuelles/news/newsdetail/article/complete/start-der-bundesweitenseropraevalenzstudie-des-hzi/

閲覧日

6月24日

6月25日

6月29日

7月2日

https://hzi-c19-antikoerperstudie.de/diestudie/studie/

7月2日 連邦軍の「コロナ探知⽝」プロジェクト。唾液サンプルからCOVID-19を識別。ドイツでは10匹のイヌで試験中。中間
結果としては有望とのこと。欧州では英国、フィンランド、フランスでも同様の研究。他の欧州諸国と異なるドイツではウ
イルスを不活性化した唾液を用いている点が異なる。不活性化ウイルスのテストシリーズ後にはアクティブウイルスの試
験に移る必要があり、探知⽝実地投⼊までにはまだ⻑い道のり。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/forschung/diensthunde-corona1764270

7月7日 コロナ接触追跡アプリ（RKIのアプリ）がEU全域+スイス、ノルウェー、英国で利用可能に。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/corona-warn-app-euweit-1767046

7月13日 抗体調査中間報告。6月末時点での献⾎サンプル調査の中間評価を公表。
・サンプル数︓12000サンプル（調査計画数の20％に相当）
・検査⽅法︓IgG（免疫グロブリンG)-ELISA（酵素免疫測定法）
・成⼈による献⾎サンプルにおける抗体検査陽性率は1.3％と低い。
・これまでに⾏われた中和抗体検査ではELISA陽性者の3割で中和抗体が確認されたが同検査は未完了であり、
中和抗体保有率を最終的に推計するには⾄っていない。
（陽性分布）
・陽性率は男性（1.8％）が⼥性（0.8％）より⾼い
・年齢別では40-49歳が最も低く20代、50代で⾼い
・地域別ではフライブルク、ミュンヘン東部で陽性率⾼い（感染多発地）

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti
ges_Coronavirus/Projekte_RKI/SeBluCo_Zwische
nbericht.html

7月16日 連邦と州が夏季休暇期間中の対策アプローチで合意。発⽣地域に的を絞ったクラスター対策アプローチをとる。
感染多発地域からの旅⾏は48時間以内のPCR陰性の場合のみ、宿泊施設の利用や他州への⽴ち⼊りが認めら
れる。また国外からの帰国者や⼊国前14日以内に感染多発地域滞在歴がある場合、14日間の⾃宅隔離が求め
られる。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/zielgerichtetesvorgehen-bei-regionalen-ausbruechen-1769424

7月24日 7/24 8時15分時点までの確認症例数が1日で＋815と、これまでの500程度と⽐べて増加していることについてロ
ベルトコッホ研究所がコメント。新規確認証例の6割以上がNRW州とバーデン・ビュルテンベルク（BW)州で確認。
発⽣源は家族友⼈のあつまり、職場、余暇活動、医療施設、帰国者などさまざま。RKIとして連日の増加傾向に懸
念。マスク、距離保持などについて改めて国⺠全体で励⾏呼びかけ。

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti
ges_Coronavirus/Gestiegene_Fallzahlen.html

7月27日 連邦⾸相府⻑官が最近の新規感染者数増加傾向について警告。休暇期間中の距離保持、マスク着用などの感
染対策のゆるみを戒めると共に、感染拡⼤地域からの帰還者に対するPCR検査・検疫の必要性、コロナ警告・追跡
アプリの必要性を訴える。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/statement-braun1771896

8月4日 ベルリンで先週末に反コロナ対策の⼤規模でもが⾏われマスクなしの⼈々が参集したことをうけ、連邦法務相が、コロ
ナ流⾏下にあっても市⺠が平和的デモを⾏う権利は保障されているが、⼀⽅で衛⽣規則の違反は受け⼊れられない
とコメント。

7月6日

7月8日

7月16日

7月20日

7月27日

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/demonstrationen-aharegeln-1773710

7月28日

8月5日

8月14日 抗体調査情報。RKIの抗体検査プロジェクト（献⾎・感染多発地域・サンプル調査の3本⽴て）のうち感染多発地
域のひとつクプファーツェルでの結果概要を⽰すファクトシート公表。

https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmo
nitoring/Studien/cmlstudie/Factsheet_Kupferzell.html

8月24日

8月25日 抗体調査情報。RKIの抗体検査プロジェクト（献⾎・感染多発地域・サンプル調査の3本⽴て）のうち感染多発地
域のひとつバート・ファイルンバッハでの結果概要を⽰すファクトシート公表。

https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmo
nitoring/Studien/cmlstudie/Factsheet_Bad_Feilnbach.html

8月31日

8月27日 連邦・州⾸相ビデオ会議で当⾯の対策について合意。⾝体的距離、衛⽣規則、マスク着用等の対策継続等につい
て合意。
・マスク非着用の罰⾦最低額は50ユーロ。ただしザクセンアンハルト州は罰⾦を設定しないと表明。
・連絡先の追跡と衛⽣規制の遵守が不可能な⼤規模イベントは年末まで禁⽌。
・帰国者のPCR検査について、ドイツ全州で夏休みが終わる9月15日以降は、危険地域以外からの帰国者について
無償PCRを終了⾒込み【危険地域からの帰国者へのPCR義務付は透明継続。）
・PCRについては疑わしい症状があるもの、濃厚接触者、⽼⼈ホームや病院、障害者施設等への⼊院⼊居時検査
等、的を絞った検査を引きつづき⾏う意向。感染状況に応じて、教育関係者にも提供。

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/bund-laender-beschluss-1780458

9月2日 病院近代化支援を盛り込んだ改正パッケージ「病院未来法」案を閣議決定。デジタル化と緊急時対応能⼒拡⼤へ
の投資を支援。連邦予算から30億ユーロ配賦。州政府も合計13億ユーロ拠出。
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https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/bund-laender-beschluesse-1780542

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/krankenhauszukunftsgesetz1781744

8月31日

9月7日

新型コロナウイルス対応施策一覧：ドイツ
株式会社三菱総合研究所
項目

⼊国者の隔離

適用開始日
内容
9月5日 連邦・州の保健担当⼤臣が公衆衛⽣サービス強化に関する協定で合意。連邦が各地の保健当局強化（⼈員、デ
ジタル化、構造改⾰など）支援。全国で2021年末までに1500、2022年までにさらに3500のフルタイム雇用を創
出。デジタル化も支援。

URL

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/pakt-gesundheitsdienst1782678

9月9日 症例日報アップデート。感染者数245.3万。4日間レンジの実効再⽣産数0.88、7日間レンジでの実効再⽣産数
は0.95。
※感染者の内訳「関係する施設」における病院関連は医療従事者が15359⼈。
集中治療病床数は30658（報告1283病院）、うち71％が使用中。コロナで使用中の病床は227、うち133で
⼈工呼吸器使用
（7日間の新規感染50⼈／10万⼈の基準超え⾃治体や集団感染発⽣⾃治体について）
郡単位での基準超えは3。夏季旅⾏からの帰還者が中⼼。25⼈/10万⼈越えは12郡に。

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti
ges_Coronavirus/Situationsberichte/Sept_2020/
2020-09-09-de.pdf?__blob=publicationFile

9月9日 ドイツで初めて、新型コロナワクチン（ヤンセン社）の臨床試験（フェーズ2）が承認。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/impfstoffentwicklung1783560

9月7日

9月10日

9月13日 症例日報アップデート。感染者数259.4万。4日間レンジの実効再⽣産数1.18、7日間レンジでの実効再⽣産数
は1.08。
※感染者の内訳「関係する施設」における病院関連は医療従事者が15524⼈。
（7日間の新規感染50⼈／10万⼈の基準超え⾃治体や集団感染発⽣⾃治体について）
郡単位での基準超えは2。夏季旅⾏からの帰還者が中⼼。25⼈/10万⼈越えは15郡に。

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti
ges_Coronavirus/Situationsberichte/Sept_2020/
2020-09-13-de.pdf?__blob=publicationFile

9月16日 症例日報アップデート。感染者数26.36万。4日間レンジの実効再⽣産数1.00、7日間レンジでの実効再⽣産数
は1.06。
※感染者の内訳「関係する施設」における病院関連は医療従事者が15611⼈。
集中治療病床数は30759（報告1283病院）、うち72％が使用中。コロナで使用中の病床は233、うち128で
⼈工呼吸器使用
（7日間の新規感染50⼈／10万⼈の基準超え⾃治体や集団感染発⽣⾃治体について）
郡単位での基準超えは2。25⼈/10万⼈越えは24郡に。

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti
ges_Coronavirus/Situationsberichte/Sept_2020/
2020-09-16-de.pdf?__blob=publicationFile

9月23日 症例日報アップデート。感染者数27.59万。4日間レンジの実効再⽣産数0.79、7日間レンジでの実効再⽣産数
は0.95。
※感染者の内訳「関係する施設」における病院関連は医療従事者が15908⼈。
集中治療病床数は30595（報告1285病院）、うち72％が使用中。コロナで使用中の病床は293、うち159で
⼈工呼吸器使用
（7日間の新規感染50⼈／10万⼈の基準超え⾃治体や集団感染発⽣⾃治体について）
郡単位での基準超えは2。25⼈/10万⼈越えは34郡に。1つの郡で結婚式での集団感染。別の郡では旅⾏から
帰った家族からの感染拡⼤で学校、幼稚園閉鎖。

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti
ges_Coronavirus/Situationsberichte/Sept_2020/
2020-09-23-de.pdf?__blob=publicationFile

9月23日 2021年連邦予算案閣議決定。4134億ユーロ規模。2020年⽐19％減だが当初案より430億ユーロ以上増額。
2024年までの財政計画ではコロナからの復興に向けインフラへの投資や量⼦技術、5G、AIなどに重点。なお、ドイツ
は基本法（憲法）で財政均衡（債務ルール）を義務付けられているが、連邦議会議決により例外としてルールを
超える債務を許容。政府は2022年に債務ルール遵守に復帰することを目指す。

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/kabinett-bundeshaushalt-20211790220

9月23日 コロナ接触確認アプリ100日の報告。累計1800万回以上ダウンロード。陽性情報は（日本のような個⼈による登
録では無く）検査ラボからの発信で迅速な警告が可能とのこと。秋冬にむけた利用拡⼤呼びかけ。また秋には欧州
各地のアプリとの相互リンク予定。

https://www.bundesregierung.de/bregde/suche/100-tage-corona-warn-app-1790386

9月25日 ドイツの主要研究団体（フラウンホーファ、ヘルムホルツ、ライプニッツ、マックスプランク）がデータ分析に基づき秋冬の
インフルエンザ流⾏時期における新型コロナウイルス流⾏状況のモデルシナリオを作成、⾒解を公表。各個⼈が感染
拡⼤を抑える⾏動をとること、協⼒して健康、社会、経済を守ることの重要性を強調。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/stellungnahme-corona1791348

9月27日 症例日報アップデート。感染者数28.14万。4日間レンジの実効再⽣産数1.17、7日間レンジでの実効再⽣産数
は1.02。
※感染者の内訳「関係する施設」における病院関連は医療従事者が16101。
（7日間の新規感染50⼈／10万⼈の基準超え⾃治体や集団感染発⽣⾃治体について）
郡単位での基準超えは4。25⼈/10万⼈越えは28郡に。結婚式や工場での集団感染。別の郡では旅⾏から帰っ
た家族からの感染拡⼤で学校、幼稚園閉鎖。感染の多いHammでは店内など室内⼈数を5⼈以下、授業でのマ
スク義務、イベントの通知と⼈数制限などの措置。

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti
ges_Coronavirus/Situationsberichte/Sept_2020/
2020-09-27-de.pdf?__blob=publicationFile

2月1日 武漢からドイツへの帰国者第⼀陣115名（空軍機で帰国）受⼊。
約2週間の隔離措置開始。ドイツ⾚⼗字社が帰国者輸送、隔離施設（兵舎）での⽣活支援、スクリーニング、初
期医療措置を担当。

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
coronavirus/chronik-coronavirus.html

2月8日 武漢からドイツへの帰国者第2陣20名をベルリンの⾚⼗字社医療機関で受⼊。（約2週間の隔離）

https://www.drk.de/hilfe-indeutschland/coronavirus-hilfe-des-drk-fuerchina-rueckkehrer/

9月10日

9月14日

9月17日

9月24日

9月24日

9月24日

9月28日

9月28日

https://www.drk.de/presse/pressemitteilungen/
meldung/coronavirus-drk-betreut-rueckkehreraus-china-in-germersheim/

2月15日 中国からの航空機での旅⾏者に対し、感染者との接触歴、感染地域への滞在有無について確認する措置を開始。
ルフトハンザ等のフライトキャンセル後、ミュンヘンとフランクフルトのみ中国からの直⾏便到着。これらの乗客を対象に所
在追跡・健康質問票記⼊義務付。

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
presse/pressemitteilungen/2020/1quartal/empfehlung-eugesundheitsministerrat.html

2月21日 武漢からドイツへの帰国者第3陣15名をバーデン・ビュルテンベルク州のホテルで受⼊。（約2週間の隔離）

https://www.drk.de/hilfe-indeutschland/coronavirus-hilfe-des-drk-fuerchina-rueckkehrer/
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閲覧日

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

新型コロナウイルス対応施策一覧：ドイツ
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
2月28日 ⼊国時の健康状況報告の対象を中国に加え韓国、日本、イタリア、イランに拡⼤。

URL

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
presse/pressemitteilungen/2020/1quartal/krisenstab-bmg-bmi.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemi
tteilungen/DE/2020/02/massnahmenkrisenstab.html

3月2日 所在追跡票の義務拡⼤。（中国に加え、日本、韓国、イタリア、イランからの⼊国が対象）
4月10日 国外滞在後にドイツ国内居住地に帰国する場合、2週間の隔離を義務づけ。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/corona-hinweisereisende-1726552

閲覧日

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/neue-einreiseregeln1739634
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemi
tteilungen/DE/2020/04/muster-verordnung.html

4月20日

https://www.verkuendungbayern.de/files/baymbl/2020/192/baymbl-2020192.pdf

6月15日 EU域内からの農業部門の季節労働者について、6月15日のEU・シェンゲン加盟国⼊国規制解除後は、現在の⼊
国後14日隔離措置解除。農場での適切な感染防⽌措置は継続。また国外からの季節労働者について保健当局
に報告する義務も継続。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/einreise-erntehelfer1754950

7月28日 ⾼リスク地域からの帰還者全員が無料PCR検査実施対象（無料）とできる体制をとることを連邦・州保健相会議
で決定。8／2週に対応する政令施⾏予定。
○⾼リスク地域からの帰国︓空港で即時。法律で原則義務化する⽅針。PCR陰性の結果を提出しない場合は14
日検疫隔離。
○それ以外の帰国者も3日以内にPCRを受けられるようにする

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/verpflichtendecoronatests-1772096

8月1日 上記の帰国者無料PCRテストに関する政令が7/31公布、8/1施⾏。

⼊国制限

7月29日

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/altmeier-bareiss1772572

8月14日 外務省がスペイン本⼟・バレアレス諸島に対する旅⾏警告を発出。これら地域からの帰国者にはPCR必須。カナリア
諸島は警告から除外。

https://www.bundesregierung.de/bregde/suche/reisewarnung-spanien-1777096

8月20日 外務省がクロアチアとルーマニアの⼀部地域に対する旅⾏警告を発出。これら地域からの帰国者にはPCR必須。この
ほかすでにブルガリア、スペイン、ベルギーの⼀部地域もリスク地域に指定。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/reisewarnung-1778630

8月26日 約160カ国（EU,シェンゲン加盟国、英国を除く多くの国）に対する旅⾏警告を9月14日まで延⻑。⼊国時48時
間以内のPCR義務付。

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/reisewarnung-verlaengert-1779978

8月27日 ジブラルタル、アンドラ公国を危険地域に追加（欧州内の旅⾏警告区域拡⼤。ドイツ⼊国時PCR義務付）。

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/reisewarnung-1778630

8月27日 連邦・州⾸相ビデオ会議で当⾯の対策について合意。⾝体的距離、衛⽣規則、マスク着用等の対策継続等につい
て合意。
・帰国者のPCR検査について、ドイツ全州で夏休みが終わる9月15日以降は、危険地域以外からの帰国者について
無償PCRを終了⾒込み【危険地域からの帰国者へのPCR義務付は透明継続。）

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/bund-laender-beschluss-1780458

9月9日 外務省が発出している国外旅⾏警告について、10月1日以降はRKIが新型コロナ危険地域指定に紐付いて⾃動
適用することを閣議決定。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/reisewarnung-1783478

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/bund-laender-beschluesse-1780542

9月10日 EU・シェンゲン国は原則旅⾏制限は無いが、指定地域については帰国者にPCR義務。左記指定地域がジュネース
（スイス）、プラハ（チェコ）、ドゥブロブニク（クロアチア）、コルシカ（フランス）に拡⼤。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/neue-reisewarnungen1783868

9月24日 EU・シェンゲン国は原則旅⾏制限は無いが、指定地域については帰国者にPCR義務。コロナ感染拡⼤により左記
指定地域がEU27カ国中14カ国（⼀部地域指定含む）に拡⼤。

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/reisewarnung-europa-1790692

9月26日 EU・シェンゲン国は原則旅⾏制限は無いが、指定地域については帰国者にPCR義務。コロナ感染拡⼤により左記
指定地域がEU27カ国中15カ国（⼀部地域指定含む）に拡⼤。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/reisewarnung-europa1791502

3月10日 連邦警察が南側国境の警戒強化。
イタリアへの渡航非推奨。

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
presse/pressemitteilungen/2020/1quartal/krisenstab-bmg-bmi-sitzung-5.html

3月16日 国境を接するオーストリア、スイス、フランス、ルクセンブルク、デンマークとの国境での国境管理（検問）開始。
商品、通勤者の越境は可能だが、有効な⼊国理由ないもの（観光など）の⼊国は拒否。コロナウイルス感染を疑う
症状がある場合は、州保健省判断で14日の隔離。

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemi
tteilungen/DE/2020/03/grenzschliessungcorona.html

3月17日 越境制限を拡⼤。シェンゲン域外からの空路海路の⼊国を原則禁⽌。EU市⺠、英国、アイスランド、リヒテンシュタイ
ン、ノルウェー、スイス市⺠は帰国目的での通過⼊国のみ可能。
※ドイツ⼊国の緊急理由を証明できる場合、また越境通勤を証明できる場合のみ⼊国可能。コロナウイルス感染を
疑う症状がある場合は州保健省判断で14日の隔離。

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemi
tteilungen/DE/2020/03/coronareisebeschraenkungen.html

3月18日 イタリア、スペイン、オーストリア、フランス、ルクセンブルグ、デンマーク、スイスからの⾶⾏機や船舶での⼊国に対し国境
管理（不要不急の⼊国を制限）開始。

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemi
tteilungen/DE/2020/03/corona-grenzkontrollensee-luft.html
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6月11日

8月3日

8月16日

8月24日

8月31日
8月31日

8月31日

9月10日

9月14日

9月24日

9月28日

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

新型コロナウイルス対応施策一覧：ドイツ
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
3月31日 連邦保健省が、イランからの航空便停⽌命令を発出。

URL

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
coronavirus/chronik-coronavirus.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/
Anordnung_BMG_31._Maerz_2020.pdf

4月19日 連邦・州協議により、当初の接触・外出制限期限（4／19）以後のコロナ対策（制限延⻑とその後の緩和⽅
針）で合意。
・国境検疫は継続（5／4まで延⻑）
5月5日 オーストリア、スイス、フランス、ルクセンブルク、デンマーク国境（陸路隣接国）にかかる国境管理を5月15日まで延
⻑。病気治療、葬祭、配偶者⼊国などのぞく不要不急の出⼊国禁⽌。

出国制限

施設使用制限

4月16日
https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/grenzkontrollen-verlaengert1750398

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/grenzkontrollengelockert-1752514

6月15日 かねてから予定されていたEU内国境管理の終了について報告。6/15付でオーストリア、フランス、スイス、デンマークと
の国境管理終了。イタリア航空便についても同様。スペイン航空便についてはバレアレス諸島除いて6/21に終了。

https://www.bundesregierung.de/bregde/suche/ende-der-grenzkontrollen-1760390

8月11日 第三国にいる婚外パートナーに対する⼊国制限緩和。ドイツ在住者からの招待書⾯、⻑期間のパートナーシップを証
明する共同署名宣⾔などがあれば8/10から⼊国可能。他の旅⾏者同様危険地域からの⼊国には72時間以内の
PCR検査あるいは48時間以内の検査陰性証明が必要。
5月5日 オーストリア、スイス、フランス、ルクセンブルク、デンマーク国境（陸路隣接国）にかかる国境管理を5月15日まで延
⻑。病気治療、葬祭、配偶者⼊国などのぞく不要不急の出⼊国禁⽌。

6月18日
https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/einreise-ausdrittstaaten-1765468

8月13日
https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/grenzkontrollen-verlaengert1750398

3月16日 連邦と州、コロナ流⾏との戦いに向けたガイドラインで合意。公共空間における接触制限等（州が発令権限）につ
いて、全国で統⼀的なアプローチをとることが目的。
閉鎖対象とする施設業種について指定。（展⽰会場、スポーツ施設、、遊技場など）

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/meseberg/leitlinien-zum-kampfgegen-die-corona-epidemie-1730942

4月19日 連邦・州協議により、当初の接触・外出制限期限（4／19）以後のコロナ対策（制限延⻑とその後の緩和⽅
針）で合意。
・現在の制限を原則5月3日まで継続
・学校再開は卒業試験対象者では再開、それ以外では5／4から順次（⾼学年から）

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/bund-laender-beschluss-1744224

4月20日 保育園は感染状況みつつ夏までに段階的に開放の⾒込み。現在連邦州合同作業部会で指針策定中。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/meseberg/kitas-wieder-schrittweiseoeffnen-1745336

5月15日 5／7公表情報既報の教育デジタル化即時プログラムについて連邦と州が合意。5億ユーロ規模。

6月23日 ノルトラインヴェストファーレン州ギュータースロー郡の食肉工場に起因する集団感染拡⼤を受け、同州はギュータース
ロー郡およびヴァレンドルフ郡のロックダウンを決定。
期間は6月24日〜30日の1週間で、学校、保育園（すでに閉鎖）等を閉鎖。
7月2日 学校への支援プログラム。これまでの1億ユーロの緊急支援に加え、学校のデジタル強化、デバイス調達支援として連
邦・州予算から5.5億ユーロ（連邦5億【州の規模に応じ配分】、州5000万ユーロ）を配賦。
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5月7日

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

4月16日

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/telefonschaltkonferenz-derbundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnenund-regierungschefs-der-laender-am-30-april2020-1749798

4月21日

5月1日

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/corona-massnahmen1734724
https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/bund-laender-beschluss1750766

5月7日 コロナ状況下での学校におけるオンライン・デジタル教育対応緊急費用として、既存のデジタル教育推進予算
（2024年までに連邦予算から50億ユーロ）から短期的に1億ユーロ支出予定。学校単位でデジタル授業計画を
提出して申請。

7月2日

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/einreise-aus-drittstaaten-1775390

https://www.de.embjapan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313
-1.html

5月6日 5／6の連邦・州協議でさらなる制限緩和で合意。社会的距離確保を条件に、学校や各種施設を再開。

5月7日

5月14日

3月16日 幼稚園や学校の閉鎖開始。

4月30日 4月20日からの制限緩和後の次のステップについて連邦と州が協議。接触制限は原則継続。⼀部追加緩和措置を
決定。次のステップについては5月6日に再度協議予定。今回決定した主な措置は以下の通り。
・洗礼など⼀部の宗教的⾏事（少⼈数）、博物館記念館、⼦どもの遊び場、動植物園など⽂化施設の⼀部再開
・連邦・州⾸脳は次回5月6日協議に向けて学校/保育、スポーツの段階的再開の合意案を策定する

4月6日
〜13日

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/bund-laender-beschluss-1744224

5月15日 隣接国との国境管理を緩和。
・引きつづき越境⼊国には「正当な理由」が前提だが、その要件が緩和⾒込み（家族・個⼈理由にも拡⼤）
・ルクセンブルク国境での国境管理は5月15日に終了
・デンマーク国境での国境管理終了も終了予定。日付はデンマークと協議して決定
・フランス、オーストリア、スイス国境での国境管理は6月15日まで継続。ただしより緩やかに

7月2日 欧州外の国々について、7月2日から11カ国からの⼊国許可。
1.オーストラリア 2.ジョージア 3.日本* 4.カナダ 5.モンテネグロ 6.ニュージーランド 7.韓国* 8.タイ 9.チュニジ
ア 10.ウルグアイ 11.中国* （＊の国︓当該国がドイツ国⺠の⼊国条件拡⼤することが条件）

閲覧日

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/meseberg/foerderung-digitaleslernen-1751308

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/550-millionen-eurofuer-digitales-lernen-1753220
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/land
esregierung-aktiviert-zweite-stufe-deslockdowns-im-kreis-guetersloh-und-im

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/digitalpakt-schule1753308

5月7日

5月8日

5月18日

6月24日

7月6日

新型コロナウイルス対応施策一覧：ドイツ
株式会社三菱総合研究所
項目
営業・経済活動の制限
（強制⼒、罰則なし）

適用開始日
内容
2月28日 イベント開催について、ロベルト・コッホ研究所のリスク評価原則を適用して判断するよう要請。

URL

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
presse/pressemitteilungen/2020/1quartal/krisenstab-bmg-bmi.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemi
tteilungen/DE/2020/02/massnahmenkrisenstab.html

営業・経済活動の制限
（強制⼒、罰則あり）

3月10日 1000⼈を超える全イベントの中⽌を推奨。

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
presse/pressemitteilungen/2020/1quartal/krisenstab-bmg-bmi-sitzung-5.html

3月16日 連邦と州、コロナ流⾏との戦いに向けたガイドラインで合意。公共空間における接触制限等（州が発令権限）につ
いて、全国で統⼀的なアプローチをとることが目的。
・店舗閉鎖について、⽣活に必要な指定業種は閉鎖対象としない（日曜営業も例外的に認める。※ドイツでは通
常日曜は閉店が義務化されていることが多い）
・閉鎖対象とする施設業種について指定（バー、クラブ、劇場等、映画館、レジャー施設、⽣活必需業種以外の小
売店（アウトレットなど）

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/meseberg/leitlinien-zum-kampfgegen-die-corona-epidemie-1730942

3月21日 バイエルン州による原則外出禁⽌措置（⼀時在宅命令）。
テイクアウト・宅配以外の飲食営業禁⽌。違反の程度により過料。

https://www.bayern.de/service/coronavirus-inbayern-informationen-auf-einenblick/vorlaeufige-ausgangsbeschraenkunganlaesslich-der-corona-pandemie/

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/besprechung-vonbundeskanzlerin-merkel-mit-denregierungschefinnen-und-regierungschefs-derlaender-zum-coronavirus-1733266

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/kontaktsperreverlaengert-1738528

4月2日 接触制限措置の延⻑（4月19日まで）。

4月19日 連邦・州協議により、当初の接触・外出制限期限（4／19）以後のコロナ対策（制限延⻑とその後の緩和⽅
針）で合意。
・現在の制限を原則5月3日まで継続としつつ、⼤型店舗以外の小売店、書店など距離規則保持条件に再開
・レストラン、ホテル、レジャー施設等は閉鎖継続
・⼤規模集会（宗教ふくむ）は8月末まで禁⽌⾒込み

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/bund-laender-beschluss-1744224

4月29日 4月29日に、コロナによる接触制限に伴い⼤型インフラ案件（道路などのほか、洋上風⼒プラント等も）が停滞する
ことをふせぐため、公衆参加プロセスや審査について、2021年3月31日までの期間限定で例外的⼿続きを定める
「計画保証法案」閣議決定。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/onlineplanungsverfahren-1749270

5月6日 5／6の連邦・州協議でさらなる制限緩和で合意。
社会的距離確保を条件に、店舗を再開。ブンデスリーガも無観客で再開。具体的な緩和ステップは各州が感染状
況に応じて決定する。

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

5月1日

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/corona-massnahmen1734724

5月11日 感染者数が50名/10万⼈を超える郡（ケースフェルト郡）における制限緩和の⼀部例外。
・持ち帰り以外の飲食業再開禁⽌
・5／10時点までに営業再開していない⼤型店舗の再開禁⽌
・フィットネススタジオや遊興施設など禁⽌

https://www.kreis-coesfeld.de/themenprojekte/gesundheit/coronavirus/allgemeineinformationen-zumcoronavirus/lockerungenab11-05-2020.html

5月14日 チューリンゲン州内の基準超え2郡が防護計画提出、州政府と会合。両郡ではレストランは屋外のみ営業再開する
よう指⽰（ソンネベルク郡は屋内も営業再開する⽅針を⽰していた）州は接触追跡支援などのため両郡に⼈員派
遣。週明けに再度状況を確認・検討予定。

https://www.tmasgff.de/medienservice/artikel/l
andkreise-greiz-sonneberg-gaststaetten-duerfennur-im-aussenbereich-oeffnengesundheitsministerin-werner-befristetemassnahmen-sollen-infektionsgeschehen-weitereindaemmen

5月23日 連邦・州の観光⽂化担当⼤臣が⽂化施設再開の基本⽅針で合意。発券システム、訪問者のフロー管理、座席予
約必須とすることなどについて基本⽅針を共有。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/eckpunkteoeffnungsstrategie-1754868
https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/kultur-mk-undbeauftragte-der-bundesregierung-fuer-kulturund-medien-legen-eckpunkte-fueroeffnungsstrategien-weiterer-kulturellereinrichtungen-vor-1754256
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4月6日
〜13日

4月16日

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/bund-laender-beschluss1750766

6月2日 連邦政府より制限緩和の拡⼤状況を報告。
・ベルリン︓5/30以降ジム再開など
・ただし⾝体距離保持など接触制限は全国で6月29日まで継続。⼤規模イベントも8月末まで禁⽌。店舗の営業に
は⾯積制限無し

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

https://www.bayern.de/wpcontent/uploads/2020/03/200323_preliminarystay-at-home-order_english.pdf

3月22日 連邦統⼀ガイドラインの拡⼤。
・グループによるパーティーは，公共の場所か私的な空間（住居）かを問わず許容されない。秩序局または警察が
取り締まり，違反⾏為には罰則が適用される。
・すべての飲食店は閉鎖する。ただし配達サービスや持ち帰り等により，個⼈が⾃宅で飲食するための料理の販売は
例外。
・理髪業，美容サロン，マッサージ業，タトゥー業など，⾝体のケアに関わるサービス業は，近距離での⾝体の接触
を避けられない職種であり，本ガイドラインに合致しないため，すべて閉鎖する。ただし，医療上必要な治療は引き
続き認められる。

閲覧日

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/weitere-lockerungen1757154

5月7日

5月14日

5月15日

5月25日

6月3日

新型コロナウイルス対応施策一覧：ドイツ
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
6月17日 コロナ拡⼤後はじめて、連邦・州⾸相会合がオンラインでなくベルリンで対⾯開催。1.5ｍの⾝体的距離の保持、マス
クほか衛⽣対策の継続で合意。⼤規模イベント禁⽌は10月末まで延⻑（これまでは8月末までの予定だった）。

URL

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/bund-laendergespraech-1761456
https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/meseberg/bund-laender-gespraech1761312

閲覧日

6月18日

https://www.bundesregierung.de/resource/blob
/973812/1761548/94bdb647e1b03200d8430ee
22e504ea9/2020-06-17-infektionendata.pdf?download=1

上記に関連する財政支
援措置

6月23日 ノルトラインヴェストファーレン州ギュータースロー郡の食肉工場に起因する集団感染拡⼤を受け、同州はギュータース
ロー郡およびヴァレンドルフ郡のロックダウンを決定。期間は6月24日〜30日の1週間で、映画館など各種娯楽施
設、⽂化施設も閉鎖。飲食店営業も制限。

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/land
esregierung-aktiviert-zweite-stufe-deslockdowns-im-kreis-guetersloh-und-im

7月29日 食肉工場での外国⼈等労働者集団感染多発を受けて、労働安全管理法改定を閣議決定。
・食肉工場での屠殺、解体、加工は今後、正規雇用スタッフによってのみ実施（2021年以降、臨時雇い契約禁
⽌。食肉小売店は対象外）
・外国⼈労働者宿舎の最低基準、職場での従業者密度基準も段階的に強化

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/arbeitnehmerschuetzen-1772584

3月15日 連邦経済相と財務相が、コロナ影響の経済影響対策に関する政策パッケージを策定中であることと4つの柱を公表。
・短時間勤務給付の要件柔軟化
・コロナ影響を受ける企業に対する納税期限猶予、延滞⾦免除など
・30億ユーロ規模の「保護シールド」（資⾦繰り支援）発動（追加融資枠による企業の資⾦繰り支援）
・欧州の結束強化。EUの250億ユーロ規模の「コロナ対応イニシアチブ」を歓迎

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/milliardenhilfen-wegencorono-1730386

3月18日 バイエルン州政府によるコロナ経済対策を発動。
・バイエルン州助成銀⾏による融資保証枠拡⼤（5億ユーロに引き上げ）
・従業員250名までの中小⾃営業者でコロナ影響により資⾦繰りが悪化した事業者に対するコロナ緊急支援
など（フリーランサー、従業員5名以下などの小規模業者にも対応。週内にも最初の給付を⾏う⽅針）

https://www.bayern.de/bayerischerschutzschild-fuer-die-wirtschaftbeschlossen/?seite=1579

3月23日 ドイツ復興⾦融公庫（KfW）による企業向け緊急融資支援策「KfW特別プログラム2020」開始。
コロナ危機により⼀時的に資⾦繰りが悪化した企業対象。スタートアップから⼤企業まで全種対象。
取引銀⾏を通じて事業者が支援申請。⾦融機関から融資を受ける際の信用保証を最⼤90％KfWが引き受け。
低⾦利、審査⼿続きの簡素化など支援。

https://www.bundesfinanzministerium.de/Conte
nt/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/03
/2020-03-23-pm-Soforthilfe.html

6月24日

7月30日

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

4月2日 連邦内務省、農業省が農業等における季節労働者の⼊国制限例外措置のコンセプトを公表。（ドイツでは3月25
日以降、国外からの季節労働者⼊国を停⽌。農業部門での⼈⼿不⾜を考慮。）
・4、5月の季節労働者⼊国を最⼤で各月4万に限り受⼊
・⼊国⽅法を航空機に限定
・⼊国後健康チェック、さらに労働者宿舎で2週間隔離
・宿舎は収容率最⼤50％までとすること
・作業者間距離、感染対策を講じること
・農業部門の国外労働者不⾜分について、失業者、学⽣、亡命希望者など国内労働⼒で充当する⽅針（4月、5
月各月1万⼈）

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemi
tteilungen/DE/2020/04/erntehelfer.html

4月3日 連邦財務省、コロナ対策に関係して雇用者が2020年3月1日から2020年12月31日までに従業員に支給する
ボーナスについて、1500ユーロ上限に税⾦、社会保険料免除。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/sonderzahlungen-bis-1500-euro-jetzt-steuerfrei-1739240

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/erntesicherung-1739228

https://www.bundesfinanzministerium.de/Conte
nt/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/04
/2020-04-03-GPM-Bonuszahlungen.html

4月7日 バイエルン州政府によるコロナ緊急支援プログラム（資⾦繰り支援）を⼀般企業から、農業園芸、非営利組織等
（ユースホステル、教育キャンプ場、各種財団ほか）にも拡⼤。連邦の支援プログラムと連携。
バイエルン州⽴助成銀⾏による融資保証（責任免除）プログラムの延⻑。

https://www.bayern.de/bericht-aus-derkabinettssitzung-vom-7-april-2020/

4月8日 観光・⽂化への支援策⽅針について適用法を閣議決定。
・3／8以前に購⼊したツアーやフライト、レジャー、イベントのキャンセルについて、原則として払い戻しでなくバウチャー
発⾏
・バウチャーは2021年末まで有効。期限までに使われなかったバウチャーについて事業者が払い戻し
※チケットの振り替え、及び返⾦時期を2021年末以降に後ろ倒しすることにより事業者の倒産などを防ぐ施策
※パッケージツアー、航空券についてはEUの承認が必要

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/kabinett-fuergutscheinloesung-1738942

https://www.bayern.de/huml-corona-bonus-istzeichen-der-anerkennung-fuer-pflege-undrettungskraefte-bayerns-gesundheits-undpflegeministerin-antraege-koennen-beimlandesamt-fuer-pflege-gestelltwerden/?seite=1579

https://www.bundesregierung.de/bregde/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kulturund-medien/aktuelles/gutscheinloesungkulturbranche-1740010

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebun
gsverfahren/DE/Covid19_Veranstaltungsvertrags
recht.html

4月11日 販売・物流部門の⼈⼿不⾜に鑑み、⼈材募集・ジョブマッチングの統合オンラインプラットフォームを展開。
ドイツ小売業連盟、小売業研究所が運営。もともと小売業向けの既存のプラットフォームだったものを、コロナ危機をう
けて、連邦運輸省と業界の協定に基づき、物流部門にも拡⼤運用するもの。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/tauschboerse-handellogistik-1742436

4月14日 ドイツおよび欧州各国において、クルーズ船（建造費用）に関して政府の輸出信用保証を受けた債務の返済を1年
延期する措置を開始。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/coronakreuzfahrtreedereien-1743018
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4月6日
〜13日

4月20日

新型コロナウイルス対応施策一覧：ドイツ
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
4月15日 連邦財務省、ドイツ復興⾦融公庫（KfW）による中小企業向け緊急融資支援を拡充。KfW迅速融資プログラム
2020開始へ。
取引銀⾏を通じて事業者が支援申請。中小企業が⾦融機関から融資を受ける際の信用保証を100％KfWが引
き受け（政府保証）。2019年時点で活動していて、同年末時点で経営に問題なかった従業員10⼈以上の企業
に関して、⾦融機関によるリスク評価を経ず、⾦利3％返済10年のローンを受けることができる。信用保証付与の上
限は2019年の3カ月分の売上⾼。かつ従業員50⼈を超える企業では最⼤80万ユーロ、50⼈以下の企業では最
⼤50万ユーロ。

URL

https://www.bundesfinanzministerium.de/Conte
nt/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/04
/2020-04-06-gemeinsame-pm-bmf-bmwikfw.html
https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/kfw-schnellkredite2020-1744034

4月16日 連邦政府の保護シールド、ドイツ企業のサプライヤークレジットに対し2020年分として300億ユーロの政府保証を確
保。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/warenverkehr-gesichert1744386

4月16日 緊急支援の給付状況報告。フリーランス、小企業向け緊急支援給付（5名以下最⼤9000ユーロ、10名以下
15000ユーロ）について、官僚的⼿続きの排除（スピード化）により、開始から4週間未満で100万申請（80億
ユーロ相当）承認済みとのこと。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/soforthilfenfunktionieren-1744378

4月17日 ドイツ農林⾦融公庫による農林⽔産業向け緊急融資(政府保証付き融資）開始。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/corona-hilfen-1744926

4月22日 EUに提出する「安定プログラム2020」閣議決定。2020年のパンデミック対策費は全⼟合計（おそらく連邦州合
計）約4530億ユーロ。保証費用は8200億ユーロの⾒込み。2020年は財政収支⾚字7.25%⾒込み.これまで
堅実な財政政策を取ってきたので、⻑期にわたる経済支援/⽣活支援可能と主張。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/meseberg/stabilitaetsprogramm2020-1745696
https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/meldungstabilitatesprogramm-1745684

4月22日 介護職の最低賃⾦上昇（2022/4/1までに段階的に）。有給休暇増加など。コロナ対応を受け、介護職の今後
に向けた⼈材確保の観点から待遇改善。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/pflege-mindestloehne1745630

4月23日 小売業、⽂化関連、中小企業向け支援の案内。コロナ関連で損失を被った者について、2019年、2020年におこ
なった税⾦の前払い⾦返還。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/corona-hilfen-1746546

4月27日 航空会社救済の具体ケース報告。コンドル社が連邦復興⾦融公庫（KfW）から5.5億ユーロの融資（政府保証
付き）。EUが4月27日に国家補助承認を公表。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/unterstuetzugn-fuercondor-1747324

4月29日 フリーランスのオーケストラ、アンサンブル楽団への支援（年末まで）。予算枠540万ユーロ。申請者は最⼤20万
ユーロ受領可能。また博物館ほか⽂化施設の再開支援「リスタート」プログラムも⽴ち上げ。衛⽣管理・⼊場管理コ
ストとして⽂化機関ごとに1万〜5万ユーロ利用可能。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/hilfe-fuer-freieorchester-1747976

4月30日 経済⼤臣、4ステップでの経済再開計画提⽰。「1．既存支援のさらなる発展（政府保証ローン、短時間勤務給
付、小企業給付、経済安定基⾦等）」「2．更なる当⾯の対策（⽂化、宿泊業、イベント業など遅延再開する業
種への今後の支援」「3．需要を満たすための経済プログラム（需要と供給の同時底上げ。⾃動⾞産業にもテコ⼊
れ）」「4．⻑期的な健全化プログラム（国際的なサプライチェーン、市場安定策など）」

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/arbeitsmarkt-wirtschaft1749562

5月7日 レストラン業などに対する付加価値税率軽減等定める法案を閣議決定。税率を19→7％に。2020年7月から
2021年6月末までの時限措置。今後連邦議会で審議可決予定。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/steuerentlastungencoronavirus-1750826

5月12日 4月初めに打ち出された経済支援のうち「スタートアップ支援」の実装を発表。20億ユーロ規模。パッケージは二本
柱。
柱1︓コロナマッチングファシリティ︓ベンチャーキャピタル（VC）ファンドに公的資⾦を追加。VCから出資を受けるス
タートアップの資⾦調達ラウンドを支援
柱2︓柱1を利用できない非VC出資の新興企業への資⾦提供

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/start-up-schutzschild1752228

5月19日 タクシーやレンタカーへのコロナ対策（運転⼿と乗客の間の隔壁設置等）支援プログラム。⾞両1台あたり最⼤400
ユーロ、1社あたり最⼤30台分の支援⾦を申請可能。8月末まで。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/programm-taxitrennschutz-1753992

4月20日

4月17日

4月17日

4月20日

4月23日

4月23日

4月24日

4月28日

5月1日

5月1日

5月7日

5月13日

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/St
V/foerderung-trennschutzvorrichtungen.html

5月23日 連邦政府が、主に中小の⽂化施設を対象とする緊急援助プログラムの規模を倍増（1000万→2000万ユー
ロ）。防護対策や、デジタルインフォメーション機器の導⼊などを支援。1件1〜5万ユーロ程度。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/neustart-wirdverdoppelt-1754778

5月25日 4月に決定された外国⼈季節労働者の制限付き⼊国について措置を6月15日まで延⻑。
4月の段階で、4月と5月に収穫作業労働者4万⼈（各月）受⼊を決定。到着後健康診査、14日間の隔離後
作業開始。雇用する会社には厳しい衛⽣管理を課すと共に宿舎の収容率も低く。こうした措置を6月15日まで継
続。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/einreise-erntehelfer1754950

5月25日 連邦政府が25日の経済安定基⾦（WSF)委員会会合においてルフトハンザ支援策で合意。ルフトハンザ安定化
パッケージの総額90億ユーロ。
・ドイツ復興⾦融公庫（KfW)のシンジケートローン30億ユーロ、⺠間銀⾏から6億ユーロ拠出
・WSFが約47億ユーロのサイレント出資（←つまり政府が議決権なしの出資）ずみ
・増資の過程でWSFが20％のシェア獲得予定（約3億ユーロ）（限定的だが議決権あり）

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/unterstuetzunglufthansa-1755140

5月26日 学校での授業と職場研修を並⾏するドイツの職業教育「デュアルシステム」に関連して、実習⽣の現場実習継続⽅
針を公表。衛⽣対策に加え倒産した企業から実習⽣を引き受ける企業が⼀時⾦を受けられるなど持続継続性に配
慮。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/duale-ausbildungcorona-1755318

9

閲覧日

5月20日

5月25日

5月26日

5月26日

5月27日

新型コロナウイルス対応施策一覧：ドイツ
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
5月28日 外食産業の付加価値税に軽減税率（19％→7％）適用する法案が議会通過。2020年7月1日から2021年6
月30日までの時限適用。

URL

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/steuerentlastungencoronavirus-1750826

6月3日 今後の経済パッケージで政府与党が合意。総額1300億ユーロ
・2020年7月〜年末まで付加価値税率を19％→16％に（軽減税率適用物品については7％→5％に）
・⼦ども⼿当臨時支給（1回限り。⼦ども1名あたり300ユーロ。⼀⼈親家庭の場合倍額）
・地⽅公共団体支援︓連邦による地⽅の事業税損失の⼀部補填や困窮者対応費用の連邦政府負担⽐率増
加。地⽅公共交通と医療部門を強化
・電気料⾦軽減︓2021年以降、再エネ賦課⾦を連邦予算からの助成⾦で軽減
・未来投資︓量⼦コンピューティング、AI、⽔素エネ拡⼤、電気⾃動⾞支援などに500億ユーロ など

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/konjunkturpaket-1757482

6月5日 5/7既報情報の続報。外食産業等への付加価値税（VAT)軽減税率適用（通常19％→7％）に関して、上掲
（6/3）のVAT全般引き下げを受けて、さらに2020年7月〜年末まで5％の税率が適用。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/coronasteuerhilfegesetz-1750228

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/ueberbrueckungshilfen1760038

6月17日 ⽂化再開支援パッケージの⽅針を閣議決定。10億ユーロ規模。
・⽂化インフラ維持支援︓4.8億ユーロ
・パンデミック下での活動再開支援【衛⽣対策など】︓2.5億ユーロ
・デジタルなど代替⼿段支援︓1.5億ユーロ
・パンデミックによる収⼊減少補填支援︓1億ユーロ
・⺠間ラジオ局支援︓0.2億ユーロ

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/neustart-kultur1761192

6月17日 財務省が2020年第2次補正予算を発表。1次補正以後に発表された各種対策予算を⼿当て。今年度の負債総
額は2185億ユーロとなる⾒込み。第1次補正予算（3月）では当初予算に1225億ユーロの追加支出。第2次補
正予算でさらに248億ユーロの追加支出を盛り込む。財政均衡目標に置ける債務ルール上限(1000億ユーロ）を
⼤きく超えているが、連邦政府は緊急事態と認識。今後連邦議会の過半数の賛成が必要。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/zweiternachtragshaushalt-1761008

6月24日 農村地域ボランティアに対する政府支援の案内（7月12日締切）。ボランティア組織に対しマスクなど保護用具の
費用支援、活動に必要な⾞両や機器のレンタル費などを補助。農業食糧省のオンラインフォーム経由で申し込み。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/soforthilfe-fuerehrenamtliche-1763770

6月24日 中小企業対象の職業訓練（実地の訓練⽣受け⼊れ）支援プログラムの要点を閣議決定。
・予算総額5億ユーロ
・コロナによる影響が⼤きい会社が訓練⽣受け⼊れ維持する場合に⼿当て支給（2020/2021締結の訓練契約1
件あたり2000ユーロ）
・追加の受け⼊れ契約毎に3000ユーロ
・コロナ影響で倒産した企業の訓練⽣を引き受ける場合、引き受け1件ごとに3000ユーロ

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/bundesprogrammausbildung-1763690

6月25日 ルフトハンザ救済案について、6月25日の同社株主総会で採択。救済パッケージは総額90億ユーロ。
内容については5/25既報。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/lufthansa-statement1764190

6月29日 ドイツ復興⾦融公庫(KfW）による中小企業等支援緊急融資の6月末状況。6月末までに約7万件の融資申し込
み受付（総額500億ユーロ）。うち99％について決済済み。約定額約355億ユーロ。⼤規模案件のみまだ審査
中。申請案件の98.5％は1件あたり300万ユーロ以下の案件。これら合計で195億ユーロ。約350件が1件あたり
1000万ユーロ超えの融資申請。これら合計で約260億ユーロ。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/meseberg/100-tage-kfw-coronahilfe-1765226

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/ueberbrueckungshilfe1759738

6月8日

6月15日

6月18日

6月18日

6月25日

6月25日

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/mehrwertsteuer-sinkt1759706

7月2日 コロナ追加対策を持ち込んだ第2次補正予算が議会両院を通過して成⽴。コロナ対策として240億ユーロの追加支
出。

https://www.bundesregierung.de/bregde/suche/nachtragshaushalt-im-br-1765762

7月7日 連邦政府が5つの柱からなる輸出産業支援パッケージを決定。
・新規輸出案件における資⾦調達条件の緩和（特定取引における頭⾦の減額、返済期間の延⻑など）
・ショッピングラインカバー（優れた信用格付けを持つ⼤規模な外国の顧客に対する簡素化された資⾦調達プログラ
ム）導⼊
・ヘルメス保証（輸出信用保証）⼿数料削減
・輸出⾦融を⾏う銀⾏の資⾦調達オプション改善
・技術的改善

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitt
eilungen/2020/20200707-altmaier-mit-5punkte-massnahmepaket-unterstuetzen-wirdeutsche-exportwirtschaft.html

7月8日 欧州委員会がドイツのコロナ対策支援（経済安定化基⾦）を承認。経済安定化基⾦は総額最⼤6000億ユー
ロ。コロナ影響を受けた企業に対し連邦保証付与による資⾦確保支援、資本増強支援などを⾏う。（コロナ前から
経営状態が悪かった企業は対象にならない）

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/stabilisierungsfonds1767210

6月29日

7月2日

7月2日

7月6日

7月8日

7月10日 7/6週に議会通過した⽂化再開パッケージの⼀環として、10月のフランクフルト書籍⾒本市に対しても政府支援を⾏
うことを紹介。オンラインの他会場開催も。中小出版社の出展費用を最⼤50％補助など。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/neustart-kultur1768016

7月30日 ⾳楽業界（ソロアーティスト、バンド、アルバム制作の関連企業、コンサート関連企業）支援イニシアチブの資⾦を
1000万ユーロ増額。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/kulturfoerderung1772872

10

5月29日

6月4日

6月12日 6月12日、コロナ影響で事業を完全にあるいは⼀部休⽌せざるを得なかった中小企業を支援する「橋渡し」連邦プロ
グラム〔総額250億ユーロ）の概要を閣議決定。従来の緊急支援に加えたさらなる支援強化。経済安定化基⾦対
象外の中小組織が対象（非営利施設は対象外）。4，5月の売上⾼が2019年同月⽐で60％以上落ち込んだ
者が対象。申請時の税務関連証明に加え、プログラム終了後の精算（過払い分返納）が必要。収⼊の落ち込み
割合に応じて固定費の補償を提供。

7月1日 付加価値税率の臨時引き下げに係る法改正が成⽴（上下院通過）。予定通り7月1日付発効へ。

閲覧日

7月9日

7月13日

8月3日

新型コロナウイルス対応施策一覧：ドイツ
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
8月1日 中小企業対象の職業訓練（実地の訓練⽣受け⼊れ）支援プログラムが8/1に開始。
・予算総額5億ユーロ
・コロナによる影響が⼤きい会社が訓練⽣受け⼊れ維持する場合に⼿当て支給（2020/2021締結の訓練契約1
件あたり2000ユーロ）
・追加の受け⼊れ契約毎に3000ユーロ
・コロナ影響で倒産した企業の訓練⽣を引き受ける場合、引き受け1件ごとに3000ユーロ

閲覧日

8月3日

8月19日 コンサートやフェスティバルの感染対策防⽌支援資⾦について、9月7日に申し込みが開始されることを通知（政府の
⽂化活動再開支援プログラムの⼀環）。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/hilfen-fuermusikbranche-1778122

8月27日 需要が⾼いことを受け、映画館向け支援の予算を増加。農村部や小規模映画館を対象とする3月開始の支援プロ
グラムの2020年度予算が1,700万ユーロから2,200万ユーロに。

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/kulturstaatsministerin-monikagruetters-foerdert-kinos-mit-weiteren-5millionen-euro-1780352

9月1日 連邦政府によるユースホステル、スクールキャンプ支援。連邦家族省が2000以上の非営利団体に対し1億ユーロ規
模の即時支援プログラム開始。2020年4月21月の⾦融ボトルネック対応支援。9月1日に申請受付開始。

個⼈の活動制限

URL

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/ausbildungsplaetzesichern-1773542

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/100-millionen-sofortprogramm1780762

8月24日

8月31日

9月7日

9月16日 連邦政府が劇場支援を更に強化。巡回劇場支援プログラム「Theater in Motion」開始。⾃分の劇場を持たない
巡回劇団に対し、客演コストの最⼤5割支援。9月16日から申込開始。

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/bund-unterstuetzt-gastspieltheatermit-bis-zu-20-millionen-eurokulturstaatsministerin-gruetters-theater-wiederzu-den-menschen-bringen--1781324

9月11日 連邦の⽂化支援基⾦（コロナ前からの支援策）を受けて製作された映画や（映画レベルの規模で製作される）ハ
イエンドTVシリーズの製作再開支援プログラムを開始。1.65億ユーロ規模。映画等の製作は再開可能であるが感
染状況により中断・中⽌した場合のコストは保険の対象外であり制作者の負担となっている。この部分に対して政府
補償を提供するもの。

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/50-millionen-euro-ausfallfonds-zurabsicherung-von-kinofilm-undserienproduktionen-gestartetkulturstaatsministerin-gruetters-echter-neustartfuer-kuenstlerische-und-technologischeschluesselindustrie--1786156

9月18日 パンデミック影響緩和策としての破産防⽌法の適用を2020年12月末まで延⻑。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/insolvenzaussetzungsge
setz-1781394

9月24日

9月24日 食堂、講堂などの⼈が集まる公共スペースの換気空調改善を支援するプログラムを開始予定。費用の40％を補助
する投資補助⾦。最⼤10万ユーロまで。10月中旬以降に申請受付開始、2021年まで申請可能。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/foerderunglueftungsanlagen-1790696

9月28日

10月1日 ⽂化センター、⽂芸センター等の活動再開イニシアチブとしてNEUSTART KULTURプログラムから1500万ユーロを
配賦、支援申請受付を10/1開始。感染対策に配慮したイベント、講座、ワークショップ、会議などの開催支援に支
出。

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/weitere-bundeshilfen-fuer-kulturund-soziokulturelle-zentren-gruetters-kulturelleteilhabe-vor-ort-gerade-in-der-corona-krisesichern--1786916

3月16日 連邦と州、コロナ流⾏との戦いに向けたガイドラインで合意。公共空間における接触制限等（州が発令権限）につ
いて、全国で統⼀的なアプローチをとることが目的。
宗教施設での集会を禁⽌。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/meseberg/leitlinien-zum-kampfgegen-die-corona-epidemie-1730942

3月21日 バイエルン州による原則外出禁⽌措置（⼀時在宅命令）。
接触抑制(1.5mの距離保持）、正当な理由なき外出禁⽌。正当な理由としては専門的活動、医療受診、日用
品調達、介護、最も近しい親族の葬儀、家族のみでの屋外運動、動物の世話などが含まれる。証明書式はないが
警察官の確認時に説明が必要。違反の程度により過料。

https://www.bayern.de/service/coronavirus-inbayern-informationen-auf-einenblick/vorlaeufige-ausgangsbeschraenkunganlaesslich-der-corona-pandemie/

3月22日 連邦統⼀ガイドラインの拡⼤。
・同居家族等以外の他⼈との接触は絶対に必要な最低限とすること。
・公共空間において，他⼈との距離を必ず最低1．5メートル，可能であれば2メートル以上とること。
・公共空間における滞在は，単⾝か，または家族以外の1名，または家族の同伴に限り認められる。
・職場への通勤，緊急時ケア（託児，⾼齢者介護等），買い物，通院，試験や会議等重要な日程，他者の
支援，個⼈によるスポーツ，屋外での新鮮な空気を吸うための運動やその他必要な活動のための外出は，引き続
き認められる。
・グループによるパーティーは，公共の場所か私的な空間（住居）かを問わず許容されない。秩序局または警察が
取り締まり，違反⾏為には罰則が適用される。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/besprechung-vonbundeskanzlerin-merkel-mit-denregierungschefinnen-und-regierungschefs-derlaender-zum-coronavirus-1733266

https://www.bayern.de/wpcontent/uploads/2020/03/200323_preliminarystay-at-home-order_english.pdf

4月20日 3つの州でマスク着用（代替品でも口⿐覆っていればOK）義務導⼊。（＝罰則あるいは⽴ち⼊り拒否）
ザクセン州︓4／20から公共交通と店舗で着用義務
バイエルン州︓4／27から公共交通と店舗で着用義務
メクレンブルク・フォアポンメルン州︓4／27から公共交通で着用義務（店舗は⼊っていない）

9月17日

9月17日

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/kontaktsperreverlaengert-1738528

4月2日 接触制限措置の延⻑（4月19日まで）。

9月7日

4月6日
〜13日

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/empfehlungschutzmasken-1745224

4月21日

連邦とRKIもマスク着用を推奨。
4月21日 夏の旅⾏計画をしないよう勧告。ドイツは5月3日まで接触制限継続、またその後については改めて検討（4／30頃
予定）。また旅先の国々も⼊国制限が多い。夏の状況はまだ不透明。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/reisen-und-corona1745214

4月21日 ヘッセン州政府がマスク着用義務決定（公共交通、店舗）。6歳以下の⼦ども、健康上、障害等の理由でマスク
着用できない者を除く。警告にかかわらず違反をくりかえす場合50ユーロの過料。

https://www.hessen.de/presse/pressemitteilung
/landesregierung-beschliesst-maskenpflicht

4月27日 4/27週以降、全連邦州で公共交通機関等でのマスク着用義務（州が規制。連邦は「強く推奨」）が開始される
ことを通知。義務範囲（店舗も⼊るか、など）、罰則の有無は州により異なる。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/maskenpflicht-indeutschland-1747318

11

4月21日

4月22日

4月28日

新型コロナウイルス対応施策一覧：ドイツ
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
4月29日 不要不急の旅⾏（国外旅⾏）⾃粛警告を6月14日まで延⻑。これにともないこの時期までの既予約分は無料で
キャンセル可能。

5月6日 5／6の連邦・州協議でさらなる制限緩和で合意。
接触制限についても6月5日まで継続するが、集まってよい範囲が「⾃分の世帯だけ」から「最⼤2世帯」に緩和。具
体的な緩和ステップは各州が感染状況に応じて決定する。全州でマスク着用義務あり。全世界への渡航警告は6月
14日まで継続。不要不急の旅⾏は国内含めて非推奨。⼈口10万⼈あたりの1週間の新規感染者数が50を超え
た地域、都市では制限の再導⼊を検討する。

URL

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/reisewarnungverlaengert-1749282

閲覧日
5月1日

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/corona-massnahmen1734724
https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/bund-laender-beschluss1750766

5月11日 感染者数が50名/10万⼈を超える郡（ケースフェルト郡）における制限緩和の⼀部例外。
・直系家族除く他世帯との集合禁⽌。（他地域では他⼈でも2世帯まで可能）※他世帯でも2名までであれば同
郡でもOK。グループで集まることが禁⽌
・⽼⼈施設用の⾒舞い禁⽌

https://www.kreis-coesfeld.de/themenprojekte/gesundheit/coronavirus/allgemeineinformationen-zumcoronavirus/lockerungenab11-05-2020.html

5月12日 チューリンゲン州内ではグライツ郡、ゾンネベルク郡で緊急ブレーキ基準（過去7日間の新規感染50⼈/10万⼈）
超過。州が郡に対し保護計画作成指⽰。州保健省は「地域制限措置は対象絵を絞る。」
制限対象は感染が発⽣している施設に関わるものに重点。（州は⽼⼈施設、病院への14日間⽴⼊禁⽌など推
奨）。外食、宿泊再開是非は両地域の状況で検討。

https://www.tmasgff.de/medienservice/artikel/g
esundheitsministerin-heike-werner-regionalebeschraenkungsmassnahmen-muessenzielgenau-und-effektiv-sein

5月26日 連邦と州、現状の（緩和後の）接触制限状況を6月29日まで延⻑することで合意。1.5メートルの距離保持。また
州によるが、公共スペースでの集合を最⼤10⼈あるいは2世帯までに制限。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/bund-und-laenderverlaengern-kontaktbeschraenkungen-1755472

6月2日 連邦政府より制限緩和の拡⼤状況を報告。
・ベルリン︓5/30以降ジム再開など
・ノルトラインヴェストファーレン州︓5/30以降 屋外での接触スポーツ（最⼤10⼈）解禁。アウトドアスポーツも可
能
・ただし⾝体距離保持など接触制限は全国で6月29日まで継続。⼤規模イベントも8月末まで禁⽌。店舗の営業に
は⾯積制限無し

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/weitere-lockerungen1757154

6月3日 連邦外務省が、3月17日に発⾏されたEU、シェンゲン加盟国、英国への旅⾏警告を6月15日に解除する⽅向で
調整中。旅⾏再開に際しては各地域の感染状況を考慮する⽅針。感染防⽌アプローチについてはEUレベルで⾜並
みを揃えるほか、それ以外については二国間などで調整する⽅向。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/reisen-wieder-moeglich1757372

5月7日

5月14日

5月14日

5月27日

6月3日

6月10日 EU、シェンゲン加盟国、英国除くすべての国に関する渡航警告を2020年8月末まで延⻑することを閣議決定。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/reisewarnungverlaengert-1749282

6月15日 かねてから予定されていたEU内国境管理の終了について報告。旅⾏警告についてはEU、シェンゲン諸国、英国につ
いて解除。ただし欧州内でもスカンジナビアでは継続。欧州外については8月31日まで警告継続。

https://www.bundesregierung.de/bregde/suche/ende-der-grenzkontrollen-1760390

6月17日 コロナ拡⼤後はじめて、連邦・州⾸相会合がオンラインでなくベルリンで対⾯開催。1.5ｍの⾝体的距離の保持、マス
クほか衛⽣対策の継続で合意。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/bund-laendergespraech-1761456
https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/meseberg/bund-laender-gespraech1761312

6月4日

6月11日

6月18日

6月18日

https://www.bundesregierung.de/resource/blob
/973812/1761548/94bdb647e1b03200d8430ee
22e504ea9/2020-06-17-infektionendata.pdf?download=1

上記に関連する財政支
援措置

6月23日 ノルトラインヴェストファーレン州ギュータースロー郡の食肉工場に起因する集団感染拡⼤を受け、同州はギュータース
ロー郡およびヴァレンドルフ郡のロックダウンを決定。期間は6月24日〜30日の1週間で、公共スペースでの家族以外
の⼈との⾏動は2名まで。域外への移動は⾃粛（法的禁⽌ではない）。

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/land
esregierung-aktiviert-zweite-stufe-deslockdowns-im-kreis-guetersloh-und-im

8月27日 連邦・州⾸相ビデオ会議で当⾯の対策について合意。⾝体的距離、衛⽣規則、マスク着用等の対策継続等につい
て合意。
・マスク非着用の罰⾦最低額は50ユーロ。ただしザクセンアンハルト州は罰⾦を設定しないと表明。

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/bund-laender-beschluss-1780458

3月9日 保険基⾦協会の規則改定。これにより呼吸器に軽度の症状（コロナ疑い出ないものふくめて）がある者について、電
話でかかりつけ医に相談することにより（対⾯診察なしで）最⻑14日までの就業不能証明可能。

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/bund-laender-beschluesse-1780542
https://www.verbraucherzentrale.de/aktuellemeldungen/gesundheit-pflege/coronavirus-wiesie-sich-schuetzen-und-wer-sich-testen-lassensollte-45054

3月31日 収⼊減の補填、休校措置等に伴う保護者支援などの社会的保障、賃料未払いによる強制解約・退去からの保護
を目的とした借地、破産、刑事訴訟法関連の影響緩和対策。

https://www.bundesregierung.de/bregde/suche/neuregelungen-corona-1737488

4月24日 コロナによる隔離・治療、保育所閉鎖により働けない者に関する収⼊減少補償申請が4/27からオンラインで可能に。
⼿続き迅速・ペーパレス化。連邦内務省とノルトラインヴェストファーレン州保健省が共同で⼿続き策定・開発。⾏政
デジタル化について、各⽅⾯で連邦と州政府が協⼒して推進。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/entschaedigung1746918

4月29日 短時間勤務給付や失業給付に関するコロナ対応を2020年末まで延⻑するための法案パッケージ「社会保護パッ
ケージⅡ」閣議決定。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/sozialschutz-paket-21746396

5月20日 保育所・学校閉所のため⼦ども（12歳まで）を家でみる親向けの賃⾦保証延⻑。収益損失の67％、最⼤月額
2016ユーロ保証。適用期間が最⻑20週間に。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/entgeltfortzahlung1754212
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6月24日

8月31日

4月6日
〜13日
4月6日
〜13日

4月27日

5月1日

5月21日

新型コロナウイルス対応施策一覧：ドイツ
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
6月16日 困窮学⽣支援が6月16日から開始。月最⼤500ユーロ、返済不要。通常の奨学⾦を受給していない学⽣でも申
請可能。
6月29日 ⼦ども⼿当の臨時支給、⼀⼈親家庭支援などに関する法改正が成⽴（上下院通過）。

《医療提供体制》

項目
隔離施設・体制の準備

URL

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/corona-nothilfe-1760540

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/kinderbonusbeschlossen-1759764

8月7日 ⼦ども・若年者ホスピス協会に対し2020年末までのコロナによる⾯会制限対応のデジタルサポート等として10万ユー
ロ提供。

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/bmfsfj-kinderhospize-1775244

8月21日 当初6〜8月予定であった学⽣向け支援を延⻑。困窮学⽣に返済不要の⼀時補助⾦支給するほか、無利⼦の学
⽣ローン提供（月650ユーロまで）。留学⽣も応募可能。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/corona-hilfen-fuerstudierende-1778828

適用開始日
内容
1月27日 バイエルン州において、ドイツで最初の症例確認。隔離して治療中。

URL

https://www.stmgp.bayern.de/presse/bestaetigt
er-coronavirus-fall-in-bayerninfektionsschutzmassnahmen-laufen/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
coronavirus/chronik-coronavirus.html

医療物資の供給体制

6月23日 ノルトラインヴェストファーレン州ギュータースロー郡の食肉工場に起因する集団感染拡⼤を受け、同州はギュータース
ロー郡およびヴァレンドルフ郡のロックダウンを決定。期間は6月24日〜30日の1週間で、陽性者の隔離施設として地
⽅公共団体⾏政がリハビリ病院やホテルなど⼿配。

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/land
esregierung-aktiviert-zweite-stufe-deslockdowns-im-kreis-guetersloh-und-im

3月4日 連邦保健省、医療機関、連邦機関向け医療用保護具（医療用マスク、保護用ゴーグル、⼿袋、防護服等）の
集中調達を決定。
医療用防護具を原則輸出禁⽌。

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
weiterere-beschluesse-krisenstab-bmi-bmg.html

3月4日 薬剤師による⼿指消毒剤の製造販売が可能となるよう、労働安全衛⽣研究所が消毒剤の市場流通と使用に関す
る例外規則を発⾏。

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
coronavirus/chronik-coronavirus.html

3月10日 物資供給不⾜に対応するため、連邦労働社会省が各州に対し、日曜の労働禁⽌の例外措置を要請。
連邦運輸省は日曜休日の配送業務禁⽌の暫定停⽌を連邦政府に要請。

病床の拡充

緊急性の低い診療等の
抑制

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
presse/pressemitteilungen/2020/1quartal/krisenstab-bmg-bmi-sitzung-5.html

4月1日 化学工業協会（VCI)が「消毒剤緊急供給プラットフォーム」設⽴。
病院、介護施設、医療⾏為に対する消毒剤提供に関して、全国のサプライチェーンの情報をインターネット上の単⼀
プラットフォーム（マーケットプレイス）に集約。

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
coronavirus/chronik-coronavirus.html

4月8日 中国からのマスク輸⼊再開。最初の800万枚の防護マスクが到着。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/schutzmasken-fuerdeutschland-1741582

4月27日 連邦政府から各州保健省に配布する医療用マスク（病院・介護施設向け）が連邦軍輸送機で中国から4／27に
到着（1000万枚超）。世界最⼤級の輸送機アントノフ225を投⼊。3回のフライトで計2500万枚のマスクを輸送
予定。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/transportschutzmasken-1747322

6月1日 欧州規格FFP2/3および医療用マスクのドイツ国内⽣産拡⼤に関して、連邦政府の資⾦支援ガイドライン改訂版が
6月1日に発効。⾰新的システム・製品開発に投資する企業に対し投資⾦額の最⼤50％支援。プロジェクトが
2021年6月末までに終了することが条件。既に市場化されており2020年8月末までに稼働するシステムへの投資に
ついては投資コストの最⼤30％を助成。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/schutzmaskenfoerderung-1756856

3月10日 連邦保健省が⼀元的にICU病床を調整する⽅針を決定。

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
presse/pressemitteilungen/2020/1quartal/krisenstab-bmg-bmi-sitzung-5.html

3月27日 COVID19病院救済法成⽴。同法により、コロナウイルス対策のため複数の既存法令を改正。
・コロナ対策のための⼿術と治療先送りに対し経済補償。コロナ対策用に確保した（空けておいた）ベッド1床につき
560ユーロ・日補償。ICU病床増設1床あたり5万ユーロのボーナス
・個⼈用保護具の追加費用補助、介護⼿当の積み増し
・教育促進法（奨学⾦等について規定）を改正、医療支援にあたる実習⽣などが奨学⾦の⾯で不利にならないよ
う配慮 など

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/covid19-krankenhausgesetz-1733614

4月4日 バイエルン州保健省、専門診療所におけるコロナ疑い例集中診療により、その他医療機関の外来診療への負担を
軽減。

https://www.stmgp.bayern.de/presse/humlarztpraxen-von-coronavirus-verdachtsfaellenentlasten-bayerns-gesundheits-und/

5月9日 バイエルン州保健所⼀般命令により病院診療の段階的正常化へ。個⼈診療所は通常診療再開。⼊院病床ある
病院は当⾯は⼈口呼吸対応の集中治療病床の30％、通常病床の25％をコロナ用に空けておくことを求められる。
その他軽症者隔離に対応する施設も3割空けておくことを求められる。

https://www.stmgp.bayern.de/presse/humlkrankenhaeuser-auf-dem-weg-zumnormalbetrieb-allgemeinverfuegung-des/

3月13日 連邦保健相が全国の病院に対し、コロナウイルスの重症患者への対応余⼒確保のため、集中治療病床、⼈工呼吸
器の確保、延期可能な⼿術や治療の延期を要請。
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閲覧日
6月18日

7月2日

8月13日

8月24日

閲覧日

4月6日
〜13日

6月24日

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日
4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

4月28日

6月2日

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
coronavirus/chronik-coronavirus.html

4月6日
〜13日

5月11日

4月6日
〜13日

新型コロナウイルス対応施策一覧：ドイツ
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
3月27日 COVID19病院救済法成⽴、コロナ対策のための⼿術と治療先送りに対し経済補償（上述）。

4月30日 4月20日からの制限緩和後の次のステップについて連邦と州が協議。接触制限は原則継続。⼀部追加緩和措置を
決定。次のステップについては5月6日に再度協議予定。今回決定した主な措置は以下の通り。
・集中治療病床の管理継続とともに、コロナ以外の患者の⼿術など計画的医療⾏為の部分再開

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/telefonschaltkonferenz-derbundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnenund-regierungschefs-der-laender-am-30-april2020-1749798

5月29日 ドイツ病院協会、保険医協会と連邦保健省の共同アピール。コロナ感染を恐れて循環器科、腫瘍関連科の受診が
減少していることを受け、慢性疾患の受診、急病時の受診を必要以上に控えることはなく適切に受診するよう声明。

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
coronavirus.html

6月2日 病気休暇の診断書取得について、コロナ対策で電話診察での発⾏を認めていた緊急措置が5月末で終了。今後の
発⾏、更新には通常通り医師の診察が必要。
医療スタッフの拡充

URL

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/covid19-krankenhausgesetz-1733614

3月13日 連邦保健相が全国の病院に対し、コロナ危機に対応するため追加スタッフ確保を要請。
4月1日 医学⽣による現場支援拡⼤を可能に。（すでに現場に出られる実習資格を持つ医学⽣に加え、1次試験には受
かっているレベルの医学⽣の実地投⼊可能）

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/krankschreibung1756926

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
coronavirus/chronik-coronavirus.html

4月3日 連邦軍がコロナ救援部隊設置、4/3から4つの地域指令部合計で15000⼈追加投⼊。軍による協⼒を強化。コロ
ナ関連の軍の活動例は以下の通り。
・連邦微⽣物研究所における調査等活動
・武漢からのドイツ市⺠帰国支援（空軍機）および帰国者の軍施設での隔離
・全国のコロナウイルス検査ステーションの運営支援（交通整理、監視、設営ほか）
・医療物資供給（軍備蓄からの）
・フランス等国外からの患者受⼊支援
・軍所有の可搬型医療用酸素⽣産システムの提供 など

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/bundeswehr-gegencorona-1738886

4月7日 バイエルン州政府、ヘルスケア従事者への特別⼿当給付。（週25ｈ超える従事者に500ユーロ、週25ｈ以下は
300ユーロ。1回限り）
資⾦源は州の「コロナ対策ファンド」。

https://www.bayern.de/bericht-aus-derkabinettssitzung-vom-7-april-2020/

https://www.bundeswehr.de/de/aktuelles/coron
avirus-bundeswehr

https://www.bayern.de/huml-corona-bonus-istzeichen-der-anerkennung-fuer-pflege-undrettungskraefte-bayerns-gesundheits-undpflegeministerin-antraege-koennen-beimlandesamt-fuer-pflege-gestelltwerden/?seite=1579

4月12日 バイエルン州看護師協会のボランティアプールからの⼈材供給が可能に。現在現役で活動していない看護、医療関
連⼈材（技師他ふくむ）を⾚⼗字ボランティアとして登録。
要請があった場合、現在の職業での就業を免除され、賃⾦が支払われる。ボランティアが⾃営業者のばあい、収⼊の
損失に対して補填（報酬）が支払われる。

https://www.stmgp.bayern.de/presse/huml-beicorona-pandemie-jetzt-einsatz-aus-dempflegepool-bayern-moeglich-bayerns/

4月27日 医療従事者向けに費用連邦政府負担で無料レンタカー提供（要申請）。連邦運輸省が1000万ユーロの予算。
最⻑1カ月、400ユーロまで無料で利用可能。保険および125ｋｍの無料分込み。燃料費のみドライバー負担。レ
ンタカー業界支援も意図。

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/foerderung-mietwagen1747368

重傷者向けトリアージ
ー
ー
病床の拡充（野戦病院 ー
ー
等の緊急措置）
出所︓当該国の中央省庁等の事務連絡・プレスリリース等を基に三菱総合研究所作成、各内容の出所はURL参照
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4月6日
〜13日

5月1日

6月2日

6月3日
4月6日
〜13日

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
abweichung-approbationsordnung.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_V
erordnungen/GuV/A/VO_Abweichung_von_AEAp
prO.pdf

9月4日 すでに決定されていた⾼齢者介護者むけ⼀時⾦に加え、コロナ⼊院患者看護等に携わる看護師等にも⼀時⾦支
給（1名最⼤1000ユーロ）へ。

閲覧日

https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/coronavirus/pflegebonus-1782446

ー

ー

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

4月6日
〜13日

4月28日

9月7日

