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成田空港入国者の一時滞在に関する説明会 会議録 

 

令和 2年 4月 5日（日）     

午後 1時 30 分～午後 2時 30 分 

三里塚コミュニティセンター 

 

【司会】 

それでは入国者の一時滞在に関する説明会を開催させていただきます。 

では最初に、小泉成田市長から一言ご挨拶を申し上げます。 

 

【小泉市長】 

皆さん、こんにちは。本日は大変急なお知らせではございますけども、遠山地区の区長さんをは

じめ関係者の皆さんにお越しいただき誠にありがとうございます。 

新型コロナウイルスにつきましては、連日テレビ、ラジオ、新聞等の報道で、皆様すでにご存知

の通りかと思います。市におきましても公共施設の利用制限等の対策をとらせていただいておりま

す。市民の皆様の生活において、大変不便を強いられているところですが、市といたしましては、

とにもかくにも感染者を増やさない、そういった対応をさせていただいておりますので、何卒ご理

解のほどよろしくお願いします。 

また、成田は成田国際空港を擁しております。いま水際対策の強化がされておりまして、入国禁

止の国が中国武漢だけだったのが、とうとうヨーロッパ全域、あるいはアメリカ等々、大変増えて

います。 

そういった中、帰還者、帰国者に対して、全員検査ということで、いま大変、成田空港内が混雑

している状況でございます。また、検疫官の方も大変ご尽力いただいているところでございます。

そして、その検査結果が分かるまで、帰国された方は公共交通機関の利用は一切禁止でございます。

そういった中で、検査結果がわかるまでどうしても数日を要するため、そういう対応も必要という

ことで、今回こういった説明会を開催していただいたところです。 

今日はお忙しい中、厚生労働省の方もおいでですし、国立感染症研究所の方にもおいでいただい

ております。今日参会の皆様方には、ご不明な点を質問していただくとともに、引き続きご理解ご

協力のほどをよろしくお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。 

 

【司会】 

ありがとうございました。では最初に厚生労働省検疫所業務管理室の中平より、検疫業務の概要

について説明させていただきます。 

 

【厚生労働省検疫所業務管理室 中平室長】 

厚生労働省検疫所業務管理室の室長の中平と申します。 

では初めに、検疫衛生業務について説明させていただきます。 

まず、検疫所というところでは検疫業務や港湾衛生業務を行っております。今回の関係につきま

しては検疫業務ということで、現在のような状態になっています。その根拠として、海外から検疫

感染症及びその他の国民の健康上、重大な影響を及ぼす感染症の国内侵入を防ぐという検疫法上の
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目的があり、感染症患者の有無を質問、診察及び検査し、検疫感染症患者等を発見した場合には、

隔離、停留、消毒などの措置を実施することとしております。検疫感染症及び検疫感染症に準じた

感染症を媒介するベクターや船舶、航空機に搭載されている貨物についても、その病原体の有無を

検査し、必要に応じて駆除、消却等の防疫措置を実施する。これらの目的のために検疫所が空港や

港で検疫を行っております。 

検疫所は本所というところが全国に 13 か所、支所といわれるところが 14 か所、出張所といわれ

るところが 83 か所、計 110 か所全国にございます。主に空港であったり港湾等があるところに設

置されているところでございます。その内、空港につきましては全国で 30 か所、そのうち本所が 2

か所、支所が 7 か所となっており、4 月 3日にある程度の規制がかかってからは、いま日本で帰国

者を受け入れているのは、成田、東京、関空、この 3 か所となっております。この 3 か所以外は、

空港は感染症危険情報レベル 3 の国地域からの帰国は認められない状況になっており、特に成田、

東京につきましては、帰国者が集中している状況です。 

一般的な検疫につきましては、飛行機や船が入った後、検疫所では検疫ブースという通路を通っ

ていただいて、こちらで通常であれば、発熱、いわゆる 37.5℃の発熱状況や咳などの有症者と症状

のないものと振り分けまして、症状のある方につきましては、健康相談室で医師による相談、診察、

検査を行います。感染症の疑いのないものはそのまま入国となりますが、病原体等が検出された場

合につきましては、都道府県等に連絡をした上で、患者の方々には入院、就業制限がかけられます。

症状のない方はそのまま入国となります。 

しかし、今回の処置の対象としましては、感染症危険情報レベル 3の国地域、また、感染症危険

情報レベル 2の国地域となっております。感染症危険情報レベル 3といわれるところは、特定地域

として、中国、台湾、東南アジア、ヨーロッパ、中東、北米、中南米、大洋州の国地域ということ

で、今は 73 の国がレベル 3となっており、世界的にも規制されてきております。 

感染者レベル 2 というのは、それ以外の国はすべて 2 ということで、1 という国はありません。

2、もしくは 3というような状況になっております。このような感染症レベル 3の地域に対しては、

14 日以内に滞在歴のある外国人の方は原則入国拒否、日本人の方は全員に PCR 検査を行っており

ます。ＰＣＲ検査につきましては、自宅等、空港内スペースまたは検疫所が指定した施設等で結果

判明までの待機ということになっており、PCR 検査対象者が多いため、結果判明までに 1～2日間の

待機が必要となっております。自宅等で検査結果を待つ場合は、症状がなく、公共交通機関、鉄道、

バス、タクシー、航空機、旅客船等を使用しないことが条件となっており、自宅等への移動が困難

な場合は、空港内スペースまたは検疫所が指定した施設等で待機ということとなっております。空

港内ではとても収まりきれないということで、今回は東横インをお借りし、そちらで待機をしてい

ただいているという状況です。レベル 2につきましても、外国人のビザ停止、ビザなし渡航停止の

方は原則入国禁止。日本人の場合につきましては、全員 PCR 検査をするわけではありませんが、有

症者等につきましては、PCR 検査をした後、入国後、陰性の方については入国後 14日間、検疫所長

が指定する場所、または自宅や自身が確保したホテルや旅館等で待機していただきます。ただし、

14 日間の待機場所に向かう場合ついても公共交通機関を使用しないことが条件となっております。

これはレベル 3の区域も同様です。 

今回、東横インの方にお願いしておりますのは、いわゆる PCR 検査の結果が出るまでということ

になっております。結果が陰性と分かれば、入国後 14 日間の待機ということで、公共交通機関を

使わず、自宅へ戻ったり、自分でホテル等を確保したりして、そちらの方に 14 日間待機をお願い
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しております。この 14 日間につきましては、あくまでもお願い、要請という形にはなっておりま

すが、こういう形で感染拡大の防止を図っております。 

結果判明後の対応については、陰性の結果が判明した後は、入国した次の日から起算して 14 日

間は、事前に申告いただいた自宅または自身で確保したホテル等にて待機していただきます。その

際、自宅、ホテル等の待機場所からの外出はせず、公共交通機関を使用しないようお願いしており

ます。検疫所長が指定した施設等からは、お客様が到着した空港へ向かうバスを手配しております。 

実際には、東横インの方でも、近くで 14 日間待機ができるホテル等をリスト化して渡しており、

空港から東横インに来るときは、１枠 20 人のバスで間隔を空けながら、ホテルに送り、ホテルの

中では、部屋から出ることは極力抑えながら過ごしていただきます。陰性という結果が分かった時

には、東横インにバスをつけて、各自が確保したホテルなり、公共交通機関を使わないで帰れる場

所、例えばご自宅の方がお迎えに空港に来られる場合であれば空港まで、という形で基本的には空

港とそのホテルの建物以外には出ないでいただきたいということで、しっかりとこれについてはや

っていきたいと思っております。私からは以上です。 

 

【司会】 

続きまして、国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究センターの長谷川先生より、新型コ

ロナウイルスの特徴についてご説明いたします。 

 

【国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究センター 長谷川先生】 

国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究センターのセンター長をしております長谷川と

申します。本日は新型コロナウイルスについて、どういった特徴があるものかというのを、私の方

からご説明いたします。 

まず、コロナウイルスについては、今まで、今回の新型コロナウイルスが出てくる前までに、人

に感染することが知られていたヒトコロナウイルスというのは全部で 6種類ありました。そのうち

の 4つは 229E というウイルス、OC43 というウイルス、NL63 というウイルス、HKU1 というウイルス

で、この 4つのウイルスは、風邪をおこすウイルスとして知られていて、どこにでも存在している

ウイルスで、皆さんが冬に寒い思いをしたりとか、風邪をひいたりしたときに、風邪の症状をおこ

すのがこの 4つのウイルスになります。 

ところが、近年、人の世界に新しく見つかったウイルスで、肺炎を起こすウイルスが見つかって

きております。それが SARS という重症肺炎を起こすウイルス、これが致死率 10％になります。も

う一つが MERS という中東呼吸器症候群、こちらの方が致死率 35％という非常に高い致死率をもつ

肺炎を起こすウイルスであります。 

そこで、今回新たに登場したのが、COVID-19 という、SARS コロナウイルス 2 というウイルスで

す。中国での報告で、だいたい今まで致死率が 2～3%ぐらいという報告があります。いままでの人

に見つかっているコロナウイルスと違う点というのは、風邪の症状も起こすし、人によっては肺炎

を起こす、全ての人に肺炎を起こすわけでないというところが特徴になります。ですから、一見風

邪のように見えていて、このウイルスに感染によって風邪が起きているという人であっても、その

経過の後に一部で肺炎をおこすということが知られるようになってきており、そこが問題になって

おります。 

少し難しいウイルスの分類としては、コロナウイルスの中には、アルファコロナウイルス、ベー
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タコロナウイルス、ガンマコロナウイルス、デルタコロナウイルスとありますけども、今回のこの

新型コロナウイルスはベータコロナウイルスに属するもので、ここには SARS コロナウイルスや

MERS コロナウイルスといった、いわゆる肺炎を起こすウイルスが分類されております。 

コロナウイルスだけではありませんが、コロナウイルスはかなりたくさんの種類が存在していて、

様々な動物にその動物の特有のウイルスとして存在するものがたくさんあります。今回見つかって

おります SARS コロナウイルス 2というのは、コウモリが持っている SARS コロナウイルスに一番遺

伝子的に近い特徴を持っています。 

またウイルスが変異して強毒性になるのではないかとか、様々な話がでておりますが、インフル

エンザとの違いにおいては、インフルエンザウイルスは遺伝子の再集合が起きて非常に変異が入り

やすいウイルスとして有名ですが、それから見ますとコロナウイルスというのは非常に安定してい

て、インフルエンザほどの変異が入るというものではなく、いくつかその感染していく過程で変異

が起きますけれども、急速に変異が起こってくるようなものではありません。現在、感染症研究所

のほうで全ゲノム配列、遺伝子配列の全てを調べていますけども、元々武漢で起こったものとそう

違いがあるものではないということが分かってきております。 

人獣共通感染症という、様々な動物が持っているコロナウイルスが、人と動物の両方に感染して

病気を起こして問題になるものについて、最近問題になっているウイルス感染症の多くは、この人

獣共通感染症です。インフルエンザに関しましても、2009 年のパンデミックを起こしたのは、豚の

ウイルスが人に入ってきて、人のウイルスとなって、今は人のウイルスとして毎年冬に流行るイン

フルエンザの一つになっておりますし、最近では、SFTS ウイルスという、マダニを媒介してマダニ

に噛まれることによってうつるウイルスが西日本で起きておりますが、それも動物のウイルスが人

に入ってきているというものになります。コロナウイルスに関して言いますと、まず風邪を起こす

コロナウイルス HECV-4408 というのは 1996 年ごろ人に入ってきて、牛のウイルスが入ってきたと

いうのが分かっておりますし、SARS コロナウイルスというは、2002 年にコウモリのコロナウイル

スの遺伝子に非常に近いものが人に入ってきたと分かっております。2012 年には中東呼吸器症候

群と呼ばれる MERS コロナウイルスは、ラクダが持っているコロナウイルスがラクダから人に感染

して肺炎を起こしております。この SARS や MERS は感染すると重症の肺炎になり、あまりその人は

動けなくなるので、ほとんどが医療機関での治療していた医療関係者へうつるというのが人から人

への主なルートでした。今回は人の中に入ってきたのが、そのすべてが肺炎になるわけではなくて、

風邪症状を起こす人もいることから、感染した人も動き回るといいますか、外に出て行ってそれで

人から人にうつしてしまうという関連が生じています。また、SARS や MERS と同じように、医療機

関での曝露というのが非常に問題になっていて、今なんとか医療崩壊というものを防ぐ手立てを立

てなければならないというのは、そういったことであります。 

疫学的な特徴から、後でもう少し詳しく述べますけども、基本再生産数といわれる数、これは 1

人の患者さんから何人にうつすかという数になりますけども、中国からの報告を元にしますと 2.2

といわれておりまして、最新の東京での状態は約 1.7 と言われています。感染してから病気を起こ

すまでの潜伏期の平均が 5.2 日、患者の数の倍増する期間がだいたい 7.6 日と報告されています。 

実際に今回は感染した人が全て重症な肺炎になるということではなく、ピラミッド状になってい

て、多くの軽症例と、場合によっては無症状の感染者が存在するというのがこの病気の特徴であり、

上気道炎を起こした患者さんのうち一部が肺炎をおこして、さらにその一部が亡くなるということ

になります。その症状の特徴ですけども、風邪を起こすウイルスと同じコロナウイルスによるもの
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ですから、上気道に感染している場合には風邪症状、鼻水、咳などが発症します。最近言われ出し

たことに、においや味の変化などがあると言われておりますが、まだ明確に証明はされておりませ

ん。発熱は微熱のこともあって 37.5℃以上を一応指標としております。呼吸症状は一週間前後持続

する。インフルエンザの場合には平均して 3 日ほど発熱後に解熱して良くなることが多いですが、

インフルエンザに比べると長引くというのが一つの特徴で、肺炎を発症するときも、感染していき

なり肺炎を発症するというよりも、1 時間ぐらい風邪症状が続いたのちに、その後に一部の人に肺

炎が起こって、息苦しさとかそういうものが起こってくるということが特徴です。もう一つ言われ

ているのは、強いだるさ、倦怠感です。だるくてだるくてしょうがないというような倦怠感がでて

くるというのが一つの特徴となります。この上気道の感染症状を起こしている人のうちの一部から、

一週間ほどたってから肺炎が広がっていき、その肺炎が広がるスピードというのが非常に早いと言

われております。 

基本再生産係数 R0 と言われるものがありますが、これは感染症において一人の人が平均で何人

に感染させるかという指標となっています。R0=1 だとすると、1人が 1人にうつす病気なので中々

流行にはなりづらく、1 人から 1 人に定常的に患者さんが発生するという計算になります。これが

1より小さいと流行にはならず、やがてウイルスは消えていきます。 

新型コロナウイルスはこの R0 が 2.2 というふうに申しましたが、2 の場合どうなるかというと、

倍々計算で 1人から 2人、2人から 4人と増加し、10 世代連鎖が続くと 1人の人から 2,047 例の感

染者が発生してしまうというような状態です。 

ところが、国内で流行の初期、これは１月の国内で発生した患者さんですが、ものすごい謎があ

りました。それは１月に発見された人たちの濃厚接触者を調べていくと、その中に感染者が 1人も

いなかったということがあります。これは R0=0 ということになりますので、放っておくと条件が

なくなってしまうはずです。こういったことは日本だけではなく他の国でも見られた現象です。こ

れが 1 つの謎でありましたが、唯一考えられるのは、5 人いたとして誰にもうつさない人が 4 人お

り、1人の人が 10 人に移すということが起こるとすれば、平均すると R0=2 ということになります。

どうやら、この新型コロナウイルスはこういうタイプの感染をさせる病気のようでして、8 割の人

は他の人に感染させない。ところが 1人の人がたくさんの人、10 人に感染させる。そういったとこ

ろで、いわゆる今言われているクラスターというものを形成して、ポコッポコッと集団での感染が

見つかっている状態です。 

これはインフルエンザと大きく異なる部分であり、インフルエンザの場合には、ほとんど全ての

感染者が他の人にうつす能力を持っていますので、感染源がどこだったかというのはほとんど追え

ないのが現状です。ところが、国内、1月から 2月 3 月と、もう 4 月に入っていますが、いまだに

クラスターを追えているのは、感染様式が、こういう一部のたくさん感染させる人がいて、ほとん

どの人は感染させない。ほとんどというか 8 割ですけども、8 割の人からはうつらなくて、1 人の

人から広がるという特徴があるからというわけです。クラスターが起きなければ流行に至らないわ

けで、いくつか家族内の感染があったとしても流行には至らないということです。大規模に流行を

起こすためには、2 割の人が次のクラスターを形成して、そこからまたたくさん広げる人が生じる

ということが、そういう連鎖が起こることによって広がっていくというふうに考えられます。です

から、非常に大きなクラスターが起きるというのは、複数のクラスターが形成されることによって、

そこから広がっていくということになります。ですから、そこを潰せば一応コントロールが可能で

あるということになります。 
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インフルエンザセンターの方では、当初から検査対応を行っておりましたけども、最初我々に与

えられた試練であったのが、武漢からのチャーター機の検査でした。この 1 月 29 日から 2 月 7 日

の間に 4回チャーター機が飛んで、だいたい 1回 200 人ぐらいずつ帰国してきました。念のため全

員を検査しましたが、すると 776 人検査して 11 人の陽性があり、その中にはまったく症状を示さ

ない人たちというのもいて、かなり驚きでした。この人たちは、全員指定の施設に入っていただい

て 14 日間健康観察をしておりますが、結局この全員係留したことによって、帰国者からさらなる

感染が拡大したということは１例も起きませんでした。次に今度は皆さんご存知のクルーズ船が横

浜に入港してきまして、これも全員に対し PCR 検査を行いました。すると乗客 3711 名のうち陽性

が 712 名あり、症状のある人もない人も全部検査したときに陽性者の中でどれぐらいで重症化する

のか、どれぐらいが亡くなるのかが見えてきました。ここでの死亡者 11 名というのは、今まで言

われていた死亡率よりもかなり低いということになります。と言いますのは、この死亡者の割合は

だいたい 1.5％であり、それまで高齢者の場合には致死率が 6％とも 7％とも言われておりました

ので、それに比べると日本で対応したクルーズ船の致死率は非常に低かったということになります。

また、この乗客、クルーすべてが下船後 14 日間健康観察により隔離されましたが、下船者からさ

らにクラスターを作って感染拡大をしたことはありませんでした。ですから適切にこの人たち一つ

の集団として管理していけば、そこからクラスターを作り出すということは中々ないということが、

この２つの例で証明されていると思います。 

実際に、隔離が開始してから、開始した直後は、その前に曝露された患者さんが発症しますが、

それから劇的になくなって発症が最後見られなくなるというような疫学的な調査も行われており

ます。この感染にどういったものが関連しているかというのは、最近はテレビ等でも報道されてお

りまが、感染が生じた共通点としては、密閉空間、非常に換気の悪い密閉空間であること、密集し

た場所、人が多く集まる場所、密接な場面、互いに手が伸ばしたらとどく範囲で会話や発声が行わ

れることです。特に歌を歌うということがその場で多いというのが最近認識されてきており、ライ

ブハウスですとかコンサート会場、カラオケといった所があげられているところです。ですから、

この感染症は、どこからわからないけれども広がってしまうというものではなく、きちんとした対

応をとれば、広がりを抑えることができるという感染症である。その予防のためには、いま３密と

言われておりますが、この３密を避けるということが非常に重要であるということが、今求められ

ており、実際でもそういったところを強調していただいているところであると思います。 

私からは以上です。 

 

【司会】 

それでは、これより質疑応答に行きたいと思います。ご質問がある方はその場で挙手をお願いい

たします。 

 

【質疑応答】 

Ｑ１．感染は空気感染ですか、接触感染ですか。 

Ａ１．感染様式としては、飛沫感染と接触感染が、２つ主なルートだと言われております。空気感

染というと、一つの部屋にいる人全員に、同じ部屋にいるだけ、空気を吸っているだけでう

つってしまうというようなイメージが空気感染なのですが、飛沫感染というのは飛沫が届く

範囲、飛沫というのは、ドロップレットとも言いますが粒である場合もありますし、場合に
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よっては瞬間的に乾燥してある程度の時間ふわっと浮かぶようなところ、それが届く範囲の

ものが飛沫感染と言われております。接触感染は実際に触ったものにウイルスがついていた

場合に、それを鼻や口に触ることによって感染します。この二つが主なものといわれていま

す。 

 

Ｑ２．ワクチンはどれぐらいの期間でできますか。 

Ａ２．ワクチンに関しましては、いま世界中で、日本を含めまして開発が開始されております。 

一つ難しい点、マイナスの点を申しますと、このウイルスがあまりそんなに増えるウイルス

ではないというのが挙げられます。一番ポピュラーなワクチンの作り方は、ウイルスそのも

のを増やして、それを不活化して注射等でワクチンとして使いますが、その増殖性があまり

良くないというのがあります。そのため、いま色んな国では新しい手法を取り入れたワクチ

ン、テレビ等で報道されていると思いますが、DNA ワクチンであったり、メッセンジャーRNA

ワクチンであったり、あまりいままでは聞いたことがないようなものが取り組まれているの

が現状です。国内でも DNA ワクチンを開発される大学と企業のグループ、メッセンジャーRNA

ワクチンを作るグループ、あとは古典的なワクチンとして、いわゆるウイルスの成分をたん

ぱくとして作って、それをワクチンとして使うという方法など、様々な事が行われています。

時間的に早いのは、たんぱくというものを作らないで、遺伝子の状態でうつという DNA ワク

チンやメッセンジャーRNA ワクチンが比較的、スピードという面では早いと思います。大阪

大のグループは 1 年後ぐらいに臨床試験ができればというふうにおっしゃっておりますが、

たんぱくを作る、もしくはウイルスを何とか工夫して増やすというのは、いままだそのもの

が増えない状態なので、それを作ってからということになるため、そういったタイプのワク

チンに関しては２～３年以上はかかるかなと考えております。 

 

Ｑ３．説明の中で、要請しているとおっしゃっていたので、実際に例えば東横インに入った人達を

閉じ込めておく形はとれるのですか。非常口は内部から開くので、それを使えば玄関を通ら

ずに行けるはずですが。 

Ａ３．現在、要請という、部屋から出ないというお願いをしており、各階ごとに職員を張り付けた

り、玄関や非常口等も人を張り付けたりしております。警備会社と契約して行っている所や

自衛隊に協力をお願いしている所もあります。 

 

Ｑ４．全館閉鎖するのですか。ホテルはそういう人達ばかりで、一般の人はいないのですか。 

Ａ４．ホテルは数棟あり、棟一つそのものを借り上げ、一般客の入っている棟とは分けています。 

 

Ｑ５．言うことを聞かない外国人の方にはどうされるのですか。 

Ａ５．基本的に日本人の方がメインです。日本に帰国されている方を対象としており、基本的に  

外国の方は入国拒否となっています。配偶者で外国人の方はおりますが、そこは職員が２４

時間体制で対応しております。 

 

Ｑ６．先ほど、PCR 検査対象者が多いため、結果判明までに１～２日の待機が必要で、自宅等への

移動が困難な場合は空港内スペース、または検疫所が指定した施設等で待機という説明があ
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りましたが、空港内スペースというのは、空港で働いている人、従業員とか一般の人とかが

いるスペースとは隔離されたところで待機という考えでよろしいでしょうか。 

Ａ６．元々従業員が立ち入れない検疫ブースというところがあり、そういう所も活用しながら対応

しております。また、一般的にはグリーンゾーン、レッドゾーンと言う、感染している恐れ

のある方とは一切触れないような形で、動線を確保した上で停留をお願いしております。 

 

Ｑ７．レッドゾーン、グリーンゾーンから絶対出ないのであれば、保証されれば良いですが、そう

いった対策で実際には何をされていますか。 

Ａ７．施設等の安全対策については、施設等を使う前には感染症専門家等から意見を聞いたゾーニ

ングという形で動線の確保、パーテーション等を行い、一般の人と帰国者が混同するという

ことなく、ルール通りに実施しております。対応といたしましてもマスク、必要に応じた手

袋、防護着等を着用しながら対応しております。それは必ず使い捨てという形で、一回使っ

たら医療廃棄物として処理ということもしっかり行っております。 

 

Ｑ８．マスクを配れとは言わないですが、マスク等が買える環境を整えていただきたい。 

Ａ８．今マスクは月に約６億枚生産されております。２４時間体制で国内メーカーを含め、一生懸

命生産していただいております。４月以降になりますと７憶枚の生産ができるだろうという

ことで、もう少しすれば皆様の所にも販売が出てくるのではなかろうかと思われます。また、

ネット等で転売して高く売ったりして、一種悪さをしている人がおりますが、３月にマスク

転売規制というものをかけ、購入価格を超えるような価格で譲渡することは禁止されました。

そういうこともしてマスクの流通というのをしっかりさせていただきたいと思っていると

ころです。ただ、医療機関のマスク不足については、色々な所からお話を聞いておりますの

で、必要以上にマスクを買い占めることがないよう、皆様にもお願いしているところです。 

 

Ｑ９．東横インのホテルで入っておられる方に食事の提供であるとか清掃などをすると思うのです

が、どのように安全対策をしていますか。 

 

Ａ９．食事の提供につきましては、自衛隊の方が袋に１人分ずつ入れてドアノブにかけて、その後

ドアノブから中の人が取るように、接触しないように行っています。清掃等につきましては、

基本的には陰性の方であれば一般的な清掃です。窓を開けてしばらく通気をかけている状況

です。陽性の場合につきましては感染症予防法に基づく消毒方法というのがありますので、

そういった形で、業者等に頼みながら消毒をし、その部屋についてはしばらく使わないとい

う対策をしております。 

 

Ｑ１０．入国者全員に PCR 検査をされていますか。 

Ａ１０．感染症危険情報レベル３と言っている入国禁止区域の地域から帰ってくる方々だけに実施

していますので、レベル２と言っている国々はやっていません。ただ、実績ではかなりの

数の方、パーセンテージではかなりの方々に PCR 検査を実施しております。 

 

Ｑ１１．感染症危険情報レベル２の方々というのは、PCR 検査をされずに自分で待機場所を探すこ
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とになると思うのですが、そういった方はどれぐらいいるのですか。 

Ａ１１．数字はちょっとわからないですが、かなり少なくはなってきていると思っております。前

は数千人いたのですが、この規制が厳しくなってからはレベル２の方を探すこと自体が難

しく、直行便で帰ってこられないような国ばかりなので、一定量いると思いますが、実数

とすればそれほど多くはないと思っております。 

 

要望 厚生労働省に要望書という形で提出させていただいて、そういったホテルであるとか、成田

市に対してちゃんとした情報提供をお願いしたところ、個人情報に関わることなので公表し

ないような点があったのですが、やはり市民の皆さんの安全等を守る上では、きちんと情報

を提供していただくことが必要だと思いますので、お願いします。 

 

【司会】 

その他、質問はよろしいでしょうか。 

それではないようですので、これで説明会の方を終了とさせていただきます。どうもありがと

うございました。 


