○

新型イ ンフルエンザ等対策特 別措置法の一部を 改正する法律案

参照 条文

新型インフル エンザ等対策特別措置法 （平成二十四年 法律第三十一号）（抄）

目次

１

○

新 型インフルエンザ等対 策特別措置法（平 成二十四年法律第三十 一号）（抄）

新型インフルエンザ等

感染症法第六条第七項 に規定する新型 インフルエンザ等感染症 及び同条第九項に 規定する新感染症（全 国的

この法律におい て、次の各号に掲げる 用語の意義は、そ れぞれ当該各号に定め るところによる。

（定義）
第二条
一
（略）

かつ急速 なまん延のおそれのあ るものに限る。）をい う。
二～七
（政府行動 計画の作成及び 公表等）

政府は、 新型インフルエン ザ等の発生に備えて、 新型インフルエンザ等 対策の実施に関す る計画（以下「政府行動 計画」という。

一
国が実施す る次に掲げる措置に関す る事項

新型イ ンフルエンザ等対策の 実施に関する基本 的な方針

政 府行動計画においては 、次に掲げる事項 を定めるものとする。

）を定めるものとする 。

第六条
２
二

新型インフルエ ンザ等及び感染症法第 六条第七項に規定 する新型インフルエン ザ等感染症に変異するお それが高い動物 のインフル

新型イン フルエンザ等に関 する情報の地方公共団 体、指定公共機関 、事業者及び国民への 適切な方法による提供

イ
ロ

新型インフルエ ンザ等が国内にお いて初めて発生した場 合における第十六 条第八項に規定する政 府現地対策本部による 新型インフ

エンザの 外国及び国内におけ る発生の状況、動向及 び原因の情報収集
ハ
ニ

医療の提 供体制の確保のための 総合調整

検疫 、第二十八条第三項に 規定する特定接種 の実施その他の新型イ ンフルエンザ等の まん延の防止に関する 措置

ルエン ザ等対策の総合的 な推進
ホ

生活関連物資の 価格の安定のための措 置その他の国民生 活及び国民経済の安定 に関する措置
第二十八条第一項第一 号の規定による厚生 労働大臣の登録の基 準に関する事項

ヘ
三

都道府 県及び指定公共機関が それぞれ次条第一項 に規定する都道府県 行動計画及び第九条第 一項に規定する業 務計画を作成する際の
新型インフルエン ザ等対策を実施するた めの体制に関する事 項

基準となるべ き事項

四
五

３

六
七

新型インフルエンザ等 対策の実施に当た っての地方公共団体相 互の広域的な連携協 力その他の関係機関相 互の連携協力の確保に 関す
る事項
前各号に掲 げるもののほか、新型イ ンフルエンザ等 対策の実施に関し必要な 事項

政府行動計画は、新 型インフルエンザ等が 発生する前の段階 、新型インフルエンザ 等が外国において 発生した段階及び新型 インフルエ
内閣総理 大臣は、政府行動計画 の案を作成し、閣議の 決定を求めなけれ ばならない。

ンザ 等が国内において発生 した段階に区分して定め るものとする。
４

内閣総理大臣 は、前項の規定により政 府行動計画の案を作成 しようとするとき は、あらかじめ、感染 症に関する専門的 な知識を有する

第三項か ら前項までの規定は、 政府行動計画の変 更について準用する。

いう 。）、指定公共機関そ の他の関係者に対 し、資料又は情報の提 供、意見の陳述その他必 要な協力を求める ことができる。

政府は、政府行動計 画を定めるため必 要があると認めるとき は、地方公共団体の長 その他の執行機関 （以下「地方公共団体 の長等」と

ならない。

内閣総理 大臣は、第四項 の閣議の決定があったと きは、遅滞なく、政府 行動計画を国会に 報告するとともに、そ の旨を公示しなけ れば

者そ の他の学識経験者 の意見を聴かなければ ならない。

５
６
７
８
（ 都道府県行動計画）

都道府県知事は、政 府行動計画に基づき、当 該都道府県の区 域に係る新型インフルエ ンザ等対策の実施に 関する計画（以下「 都道

都道府県行動計 画においては、おおむ ね次に掲げる事項を定 めるものとする。

府県行動計画 」という。）を作成 するものとする。

第七条
２

イ

新型インフルエ ンザ等に関する情報の 市町村、指定地方 公共機関、医療機関、 事業者及び住民へ の適切な方法による提 供

新型イン フルエンザ等の都道府 県内における発生 の状況、動向及び原因の 情報収集並びに 調査

当該都道府県の区域 に係る新型インフル エンザ等対策の総合的 な推進に関する事 項

ロ

感染を防止するため の協力の要請その他の 新型インフルエン ザ等のまん延の防止に関 する措置

一

ハ

医療 従事者の確保その他の 医療の提供体制の確保 に関する措置

都道府 県が実施する次に掲 げる措置に関する事 項

ニ

物資の売 渡しの要請その他の住民 の生活及び地域経済 の安定に関する措置

市町村及び指定地 方公共機関がそれぞれ 次条第一項に規定す る市町村行動計画及 び第九条第一項に規定す る業務計画を作 成する際の

ホ

二

三
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３

五

四

前各号に掲げるも ののほか、当該都道府 県の区域に係る新 型インフルエンザ等対 策に関し都道府県知 事が必要と認める事 項

新型インフ ルエンザ等対策の実施に 関する他の地方 公共団体その他の関係機 関との連携に関す る事項

新型イ ンフルエンザ等対策を 実施するための体 制に関する事項

基 準となるべき事項

六

都 道府県知事は、都道府 県行動計画を作成する場 合において、他 の地方公共団体と関係が ある事項を定める ときは、当該他の地方 公共
都道府県知事 は、都道府県行動計画を 作成したときは、内閣 総理大臣に報告し なければならない。

団体の長の 意見を聴かなければな らない。
４

内 閣総理大臣は、前 項の規定により報告を 受けた都道府県行動計 画について、必要 があると認めるときは、 当該都道府県知 事に対し、

都道府県知事 は、都道府県行動 計画を作成したときは 、速やかに、これを議 会に報告し、並び に当該都道府県の区域内 の市町村の長及

必要な助言 又は勧告をする ことができる。

５
６

び関係指定地方公共機 関に通知するとと もに、公表しなければ ならない。

都 道府県知事は、都道府 県行動計画を作成 するため必要があると 認めるときは、指定行 政機関の長（当該指 定行政機関が合議制の 機関

前条第五項の規定は 、都道府県行動計画の 作成について準用 する。

７

である場合 にあっては、当該指定 行政機関。以下同 じ。）、指定地方行政 機関の長、地方公共団 体の長等、指定公 共機関、指定地方公共
８

第三 項から前項までの規 定は、都道府県行動計画 の変更について 準用する。

機関その他の関 係者に対し、資料又は情 報の提供、意見 の陳述その他必要な協力 を求めることができる 。
９
（市町村行動計画）

市町村長は、都 道府県行動計画に基づ き、当該市町村の区域 に係る新型インフ ルエンザ等対策の実施に 関する計画（以下「 市町村

市町村行動計 画においては、お おむね次に掲げる事項 を定めるものとする。

行動計画」 という。）を作成す るものとする。

第八条
２

当該市町村の区域 に係る新型インフル エンザ等対策の総合 的な推進に関する事項
新型 インフルエンザ等に関 する情報の事業者及び 住民への適切な方 法による提供

一
イ

住民に対 する予防接種の実施その 他の新型インフルエ ンザ等のまん延の防 止に関する措置

市町村が実施する次に 掲げる措置に関する 事項
ロ

生活環境の保全 その他の住民の生活及 び地域経済の安定に関 する措置

二

ハ
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五

四

三

前各号に掲 げるもののほか、当該市 町村の区域に係 る新型インフルエンザ等 対策に関し市町村 長が必要と認める事項

新型イ ンフルエンザ等対策の 実施に関する他の 地方公共団体その他の 関係機関との連携に 関する事項

新型インフルエンザ等 対策を実施するた めの体制に関する事項

市町村長は、市町村 行動計画を作成する場 合において、他の 地方公共団体と関係が ある事項を定める ときは、当該他の地方 公共団体の
市町村長 は、市町村行動計画を 作成したときは、都道 府県知事に報告し なければならない。

３
４

都道府県知事 は、前項の規定により報 告を受けた市町村行動 計画について、必 要があると認めるとき は、当該市町村長 に対し、必要な

長の 意見を聴かなければな らない。
５

７

６

第三項から前項まで の規定は、市町村 行動計画の変更につい て準用する。

第六条第五項 及び前条第七項の 規定は、市町村行動計 画の作成について準用 する。

市町村長 は、市町村行動 計画を作成したときは、 速やかに、これを議会 に報告するととも に、公表しなければな らない。

助言 又は勧告をするこ とができる。

８
（指定公共 機関及び指定地方公共 機関の業務計画）

指定公共 機関又は指定地方公共機 関は、それぞれ 政府行動計画又は都道府 県行動計画に基づき 、その業務に関し、 新型インフルエ

三

二

一

前三号 に掲げるもののほか 、新型インフルエン ザ等対策の実施に関し 必要な事項

新型インフルエンザ 等対策の実施に関す る関係機関との連携に 関する事項

新型インフルエ ンザ等対策を実施す るための体制に関する 事項

当該指定 公共機関又は指定地 方公共機関が実施する 新型インフルエン ザ等対策の内容及び実 施方法に関する事項

指定公共機関 及び指定地方公共機関は 、それぞれその 業務計画を作成したとき は、速やかに、これを 関係都道府県知事 及び関係市町村

要な助言を することができる。

に報 告しなければならない 。この場合において 、内閣総理大臣又は 都道府県知事は、当該指 定公共機関又は指 定地方公共機関に対し 、必

関を所管する指定行政 機関の長を経由して 内閣総理大臣に、指 定地方公共機関にあっ ては当該指定地方 公共機関を指定した都 道府県知事

指定公共機関 及び指定地方公共 機関は、それぞれその 業務計画を作成したとき は、速やかに、 指定公共機関にあっては 当該指定公共機

四

業務 計画においては、次 に掲げる事項を定めるも のとする。

ン ザ等対策に関する業 務計画（以下「業務計 画」という。）を 作成するものとする。

第九条
２

３

４

長に 通知するとともに 、その要旨を公表しな ければならない。
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６

５
前三項の 規定は、業務計画の変 更について準用す る。

第 七条第七項の規定は、 業務計画の作成に ついて準用する。

厚生労働大臣は、 感染症法第四十四条の二 第一項又は第四 十四条の六第一項の規定 により新型インフ ルエンザ等が発生した と認

（新型インフルエンザ 等の発生等に関する報 告）
第十四 条

めた旨を公 表するときは、内閣総 理大臣に対し、当該新 型インフルエンザ 等の発生の状況、当該 新型インフルエンザ 等にかかった場合の
病状の程度その 他の必要な情報の報告を しなければならない。
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