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都内における緊急時対応について 
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１ はじめに 

 都内では、現在も新型コロナウイルス感染症が流行しており、ツアー実施にあた

っては、感染防止対策を徹底し、ツアー参加者が発症した場合には、保健所等と連

携し、迅速かつ的確な対応が必要となります。観光庁の「外国人観光客の受入れ対

応に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）の記載事項に関し、東

京都における対応方針をとりまとめましたので、以下を踏まえた上で安全なツアー

実施に御協力ください。 

 

２ 感染拡大防止のために各観光関係者が留意すべき事項 

  受入責任者となる旅行業者又は旅行サービス手配業者は、ツアー造成や販売時に

おいて、以下の情報を事前に確認し、添乗員やツアー参加者に共有してください。 

 

（１）ガイドライン記載事項の周知徹底 

   ガイドラインに記載されている基本的な感染防止対策を徹底することで、陽性

者発生時のツアー内での感染拡大を防ぐことができます。ガイドライン記載内容

の遵守について、参加者に丁寧に御説明ください。 

 

（２）陽性者発生時を含む緊急時の対応の周知徹底 

   ツアー参加者が発症し、検査の結果、陽性者となった場合における都の対応方

針については「４ 有症状者・陽性者が発生した場合の対応」（４ページ以降）に

とりまとめていますので、内容について御確認いただくとともに、ツアー参加者

への周知をお願いいたします。 

 

（３）管轄保健所の考え方 

   保健所は管轄する地域が定められており、原則として、陽性と判明した際に滞

在していたホテルなどの居所を管轄する保健所が対応することになりますので、

ツアーの滞在先を管轄する保健所をあらかじめ御確認ください。都内 31 保健所

の管轄地域については別添（保健所 相談先一覧）を御参照ください。都外にま

たがるツアーを実施する場合、受入責任者は滞在予定の都外自治体の方針等につ

いても、予め適切に把握してください。 

 

（４）民間医療保険への加入 

   受入責任者は、ツアー参加者が加入している保険が、新型コロナウイルス感染

症に関する医療費を補償対象に含み、かつ、十分な補償・サービスを備えた保険

であるか、確認を徹底してください。 

 

（５）通訳の確保 

   医療機関や東京都が提供するサービス等において対応していない言語による
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コミュニケーションが必要となる場合は、受入責任者において通訳等を適切に確

保してください。東京都の相談窓口や医療機関案内で対応可能な言語については

別紙２をご参照ください。 

 

３ 陽性者発生時を含む緊急時の対応（ツアー実施前の対応） 

  受入責任者は、ツアー実施中の緊急時対応のため、以下の情報を事前に確認し、

添乗員等に共有してください。 

 

（１）多言語対応可能な医療機関に関する情報 

  ア ツアー参加者が発熱等を呈し、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる

場合は、添乗員等が滞在地の近隣の診療・検査医療機関を確認し、ツアー参加

者を受診させるになります。近隣の診療・検査医療機関を確認する際は、以下

のサイトを活用してください（多言語対応可能な医療機関の情報あり）。 

【診療・検査医療機関一覧】 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/soudan

/hatsunetsugairai.html  

    なお、ツアー参加者が持参した検査キットや、受入責任者が手配した検査キ

ット等で陽性となった場合についても、医療機関の受診及び医師の診断が必要

となりますので、必ず医療機関を受診してください。 

 

  イ 新型コロナウイルス感染症以外で医療機関の受診を希望する場合は、下記リ

ンク先の案内サービスを御活用ください。 

【東京都医療機関・薬局案内サービス（ひまわり）】 

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/index.php 

 

（２）相談窓口 

   東京都では、発熱症状がある方などを対象とする、新型コロナウイルス感染症

に関する相談窓口を開設しています。受入責任者や添乗員の方からの相談だけで

なく、ツアー参加者からの相談にも対応可能です。詳細については下記リンク先

を御参照ください（多言語対応あり）。 

【相談窓口】 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_port

al/soudan/index.html  

 

 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/soudan/hatsunetsugairai.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/soudan/hatsunetsugairai.html
https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/index.php
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/soudan/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/soudan/index.html
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（３）有症状者の一時待機場所 

   ガイドラインにおいて、発熱がある等の有症状者のための一時待機場所につい

ては、受入責任者が確保することとなっています。 

   ツアー参加者が有症状者となった場合、受入責任者はツアーの宿泊先等におい

て、同室者がいない等、他のツアー参加者と接触しない場所を確保し、検査結果

が出るまでの間、当該有症状者を待機させてください。９ページ５（１）「濃厚接

触者の特定」のとおり、陽性者の同室宿泊者は濃厚接触者として特定することに

なりますので、当該有症状者の同室宿泊者についても同様に待機させてください。

なお、都では一時待機場所は提供していませんので、御留意ください。 

   待機中に陽性が判明した場合は、速やかに受入責任者が確保している療養場所

又は都が運営する宿泊療養施設に移動させてください。都の宿泊療養施設の利用

については、「４ 有症状者・陽性者が発生した場合の対応」（下記）を御参照く

ださい。 

 

４ 有症状者・陽性者が発生した場合の対応 

（１）有症状者・陽性者発生時初期対応の要点 

 （有症状者発生から陽性判明後までの流れ） 

  ・ツアー参加者について、発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感

染が疑われる場合は、添乗員等が近隣の診療・検査医療機関を確認し、当該ツ

アー参加者を受診させてください。 

  ・有症状者が診療・検査医療機関を受診後、検査結果が出るまでの待機について

は、受入責任者がツアーの宿泊先等において、同室者がいない等、他のツアー

参加者と接触しない待機場所を確保してください。 

  ・受診した医療機関で陽性が判明した場合又は宿泊先等での待機中に陽性が判明

した場合、当該ツアー参加者を受入責任者が確保している療養場所又は都の宿

泊療養施設に移動させてください。 

 

 （都の宿泊療養施設を利用する場合） 

  ・都の宿泊療養施設での療養については、陽性者となったツアー参加者本人又は

受入責任者が宿泊療養申込窓口に申し込んでください。 

  ・宿泊療養申込窓口に申し込む際は、入所者が外国からの観光客であることと、

入所者の対応可能言語を必ずお伝えください。また、宿泊療養中の緊急連絡先

となる受入責任者等の電話番号、氏名を聴取しますので事前に連絡先をご用意

下さい。 

  ・受入責任者が確保した一時待機場所から都の宿泊療養施設までの搬送は、都の

搬送車により行います。 

  ・健康観察は宿泊療養施設に常駐する看護師が行います。 
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（受入責任者が用意する療養場所を利用する場合） 

・受入責任者が用意する療養場所を利用する場合、一時待機場所から移動する際

に、公共交通機関を使用しないようにしてください。 

・受入責任者が用意する療養場所で療養する場合、健康観察のため、保健所や東

京都の自宅療養者フォローアップセンターから電話やＳＭＳで連絡を行うこと

があります。この際、医療機関受診時に登録した連絡先を利用することになり

ます。 

・医療機関受診時に連絡先を求められた際、陽性者の日本語対応が困難な場合や、

陽性者の電話番号でＳＭＳを受信できない場合は、当該陽性者と常時連絡が取

ることが可能な、受入責任者や添乗員の電話番号を登録してください（下記４

（２）参照）。 

・軽症や無症状で重症化リスクの少ない方については、保健所や自宅療養者フォ

ローアップセンターによる健康観察はなされません。受入責任者において健康

観察を行うとともに、当該陽性者が体調不良を訴える場合は、東京都の自宅療

養サポートセンター（うちさぽ東京）への相談を陽性者に案内してください（多

言語対応あり）。 

 

（２）連絡先の登録 

   陽性判明後、医療機関に登録された電話番号宛てに、療養期間などに関する連

絡がショートメールサービス（ＳＭＳ）で届きます。また、入院調整や健康観察

などのため、保健所等から電話連絡を行うことがあります。 

   医療機関から連絡先を求められた際、当該ツアー参加者の日本語対応が困難な

場合又はＳＭＳを受信できない場合は、当該ツアー参加者と常時連絡が取ること

が可能な、受入責任者や添乗員の電話番号を登録してください。 

 

（３）入院が必要な場合の対応 

   陽性者のうち、基礎疾患のある方や、高齢者等の重症化リスクが高い方につい

ては、保健所において入院調整等を行う場合があります。保健所からの連絡は、

医療機関受診時に登録した電話番号宛てに行いますので、陽性者の日本語対応が

困難な場合は、受入責任者や添乗員の電話番号を登録してください（上記４（２）

参照）。保健所から受入責任者や添乗員に連絡があった場合は、保健所の調査に

御協力いただくようお願いします。また、入院が必要と判断された場合は保健所

の指示に従うよう、ツアー参加者に対して事前に御説明ください。 

   なお、入院先医療機関への移動手段は、保健所で確保します。 

 

（４）医療費の支払い 

   ガイドラインに記載のとおり、入院医療費については、加入している民間医療

保険の補償額の範囲を超えた額については自己負担を求められることになりま
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す。実際の支払方法については、入院医療機関と御相談ください。外来医療費に

ついても同様となります。 

 

（５）入院医療とならない場合の療養場所の確保 

   医療機関での診断状況に基づき、重症化リスクの少ない陽性者については、入

院医療とはならず、受入責任者が確保する療養場所又は都の宿泊療養施設におい

て療養することとなります。 

   都の宿泊療養施設の申込みは、入所する陽性者本人又は受入責任者が宿泊療養

申込窓口に申し込んでください。申込方法は下記リンク先を御参照ください。 

【宿泊療養を申し込むには】 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_port

al/shien/syukuhaku_moushikomi.html 

【宿泊療養施設の御案内】 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_port

al/shien/syukuhaku.html 

   宿泊療養期間中、入所した陽性者は施設から外出することができず、また、施

設内で受入責任者等と面会することもできません。受入責任者は陽性者との連絡

手段を確保し、常時相互に連絡が取れるよう御対応願います。都の宿泊療養施設

では、三者間通訳サービスの利用や緊急連絡のため、携帯電話に直接連絡する場

合がありますので、入所する陽性者が日本国内で使用できる携帯電話を所持して

いない場合、受入責任者において通信手段を確保していただくようお願いします。 

   また、宗教や生活習慣上の理由により、特別な食事等が必要となる場合は、受

入責任者に御支援をお願いすることになりますので、御了承ください。 

 

（６）療養期間 

  ア 受入責任者が確保した療養場所で療養する場合、陽性者の療養期間は、下記

通知に示される退院基準を満たすとき、療養解除となります。都の宿泊療養施

設での療養期間の解除についても、下記の通知の通りとなります。 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/syukuhaku_moushikomi.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/syukuhaku_moushikomi.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/syukuhaku.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/syukuhaku.html
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【退院に関する基準】 

 ※令和３年２月 25 日付け健感発 0225 第１号厚生労働省健康局結核感染症

課長通知より抜粋 

（１）人工呼吸器等による治療を行わなかった場合 

  ①発症日から 10日間経過し、かつ、症状軽快後 72時間経過した場合 

  ②発症日から 10 日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後 24 時

間経過した後に核酸増幅法又は抗原定量検査（以下「核酸増幅法等」

という。）の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した

24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合 

    ＳＭＳによる初回連絡時、テキストメッセージに療養期間が示されますので、

医療機関受診時に受入責任者や添乗員の電話番号を登録した場合（５ページ４

（２）参照）は、その内容を陽性者本人に必ずお伝えください。なお、陽性者

の症状が改善しないなど、基準を満たさない場合には療養期間が延長となる可

能性がある旨、ツアー参加者への情報提供をお願いいたします。 

 

  イ 無症状者の療養解除基準については、検体採取日から７日間を経過した場合、

８日目に療養解除可能となりますので、受入責任者から陽性者本人にその旨を

お伝えください。その際、10日間が経過するまでは、本人自身が検温など健康

状態の確認を行うことや、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マ

スクを着用すること等の感染対策を求めてください。 

    なお、療養期間の目安については、下記リンク先のツールで計算することが

可能です。 

【オミクロン株 療養期間・待機期間の目安算定ツール（試行用）】 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/waitperiod/waitperiod.html  

   ※ 実際の療養期間について、症状消失日などの判断に迷う場合は、管轄の

保健所や健康観察を実施している医療機関、自宅療養サポートセンター

（うちさぽ東京）に御相談ください。 

 

（７）入院医療とならない場合の健康観察 

  ア 東京都の宿泊療養施設で療養する場合 

    宿泊療養施設に常駐している看護師が健康観察を行います。 

 

  イ 受入責任者が確保した療養場所で療養する場合 

    陽性者の重症化リスク等に応じて、以下のとおり、①保健所、②自宅療養者

フォローアップセンター、③受入責任者のいずれかが健康観察を行います。 

 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/waitperiod/waitperiod.html
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   ① 保健所による健康観察 

     厚生労働省のシステム「My HER-SYS（マイハーシス）」等により健康観察

を行います（ガイドライン 10ページ参照）。保健所からＳＭＳ等で連絡があ

りますので、医療機関受診時に受入責任者や添乗員の電話番号を登録した場

合（５ページ４（２）参照）は、受入責任者においてその内容をご確認いた

だき、陽性者に対する内容の伝達や、健康観察に関する必要な御支援をお願

いします。 

 

   ② 自宅療養者フォローアップセンターによる健康観察 

     自宅療養者フォローアップセンターからＳＭＳ又は電話で連絡がありま

す。その後の健康観察は原則 LINEで行います（多言語対応なし）。受入責任

者においては、ＳＭＳで送付されるＵＲＬからのお友達登録や、１日２回の

健康観察への回答について、陽性者に対する必要な御支援をお願いします。 

     詳細は下記リンク先を御確認ください。 

【自宅療養者フォローアップセンターから健康観察を受ける方へ】 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_po

rtal/shien/jitakuryoyoshafollowupcenter.html 

     なお、食料品及びパルスオキシメーターについては受入責任者が確保し

ていただくようお願いします。 

 

   ③ 受入責任者による健康観察 

     無症状や軽症で重症化リスクの少ない陽性者については、保健所又は自

宅療養者フォローアップセンターによる健康観察は行われず、受入責任者

に行っていただくことになります。この場合、陽性者が体調の変化に気づ

いた際の相談等については、陽性者本人から自宅療養サポートセンター

（うちさぽ東京）に連絡するよう御案内ください（下記リンク先参照）。 

【自宅療養サポートセンター（うちさぽ東京）の御案内】 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_po

rtal/shien/uchisapo_tokyo.html 

     相談等の結果、入院が必要と判断された場合は、保健所が入院調整等の対

応を行います。なお、食料品及びパルスオキシメーターについては受入責任

者が確保していただくことになりますので、うちさぽ東京で実施している配

送サービスは基本的に御利用を控えていただくよう、陽性者に御案内くださ

い。 

 

 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/jitakuryoyoshafollowupcenter.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/jitakuryoyoshafollowupcenter.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/uchisapo_tokyo.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/uchisapo_tokyo.html
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（８）緊急時の体制 

   受入責任者が確保した療養場所において、療養中の陽性者の体調が急変した場

合などに備え、受入責任者は救急要請を行うことができる体制を確保してくださ

い。例えば、ツアー参加者が救急搬送要請を要する際に、遅延なく円滑に対応で

きるよう、対応フローの事前調整・確認を行うことが挙げられます。 

 

（９）対応困難時の相談先 

   陽性者に関する各種対応について、受入責任者での対応が困難な場合は、陽性

者の滞在地を管轄する保健所に御相談ください。保健所の連絡先は別添（保健所 

相談先一覧）を御確認ください。 

 

５ 濃厚接触者に関する対応 

（１）濃厚接触者の特定 

   現在、都においては、新型コロナウイルス陽性者の周囲の協力を得ながら、オ

ミクロン株の特性を踏まえた濃厚接触者の特定を行っています。 

   ツアー参加者から陽性者が発生した場合、以下の①又は②方については、添乗

員が保存している行動履歴（ガイドライン５ページ参照）に基づき、受入責任者

の判断において濃厚接触者を特定し、ツアーの宿泊先等、受入責任者が確保する

待機施設で当該濃厚接触者を待機させていただくこととなります。 

 

   ① 陽性者と同室で宿泊した方 

   ② 会食の際、１ｍ以内でマスクなしで 15分以上会話した方 

【東京都において実施するオミクロン株の特徴を踏まえた濃厚接触者の特定

及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施方法について】 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_port

al/shien/coronamidika.files/noukousessyokusya.pdf 

 

（２）ツアー参加者から複数名の陽性者が発生した場合 

   複数名のツアー参加者が陽性者となった場合、ツアー内で感染が広がっている

と判断されるため、感染拡大を防止することが必要となります。 

   受入責任者は複数名の陽性者発生が判明した時点で、速やかにツアーの滞在地

を管轄する保健所に御連絡いただき、濃厚接触者の特定及び健康観察について相

談してください。その際、特定が終わるまではツアーの日程を変更するなど、保

健所の調査に御協力ください。調査の結果、濃厚接触者とならなかった方につい

ては、ツアーの継続が可能となります。 

   なお、添乗員等がツアー参加者の体調を常に把握し、ツアー参加者本人が直接

保健所に問い合わせることがないよう御注意ください。 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/coronamidika.files/noukousessyokusya.pdf
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/coronamidika.files/noukousessyokusya.pdf
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（３）濃厚接触者の待機 

   濃厚接触者として特定されたツアー参加者については、受入責任者がツアーの

宿泊先等において、同室者がいない等、他のツアー参加者等と接触しない待機場

所を確保し、必要な期間待機させてください。濃厚接触者となる可能性の高い者

（有症状者の同室宿泊者等）についても、受入責任者が同様に待機場所を確保し、

待機させください。なお、都では待機場所は提供していませんので、御留意くだ

さい。 

 

（４）待機期間 

   濃厚接触者の待機期間の考え方は以下のとおりとなります。 

【同居家族等の健康観察期間の考え方】 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_port

al/shien/coronamidika.html#cmsD6118 

   濃厚接触者については、陽性者との最終接触日から７日間、待機場所での待機

が必要となりますので、濃厚接触者を特定した場合は、受入責任者から当該濃厚

接触者に必ずお伝えください。 

   上記の待機期間について、陽性者との最終接触日を０日目としたときの４日目

及び５日目に、抗原定性検査キットを用いた検査を行って陰性となった場合、解

除が可能となりますので、受入責任者から当該濃厚接触者にその旨を併せてお伝

えください。なお、待機解除のための検査に使用する検査キットは受入責任者に

おいて確保してください。 

 

（５）濃厚接触者の帰国 

  濃厚接触者となったツアー参加者が在京大使館と相談し、受入国の了解を得て

出国する場合、厚生労働省を通じて受入国に情報提供を行う必要があるため、受

入責任者から濃厚接触者が待機している施設を管轄する保健所に対して、出国が

決まった時点でその旨を御連絡ください。 

 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/coronamidika.html#cmsD6118
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/coronamidika.html#cmsD6118


【別添】

対象地域 電話番号 受付時間帯

千代田保健所 千代田区 03-5211-8161 平日8:30-17:15

中央区保健所 中央区 03-3541-5936 平日9:00-17:00 

みなと保健所 港区 03-6400-0050 平日8:30-17:15 

新宿区保健所 新宿区 03-3209-1111 平日9:00-17:00 

文京保健所 文京区 03-5803-1223 平日9:00-17:00

台東保健所 台東区 03-3847-9401 平日9:00-17:00

墨田区保健所 墨田区 03-5608-1111 平日9:00-17:00

江東区保健所 江東区 03-3647-5906 平日8:30-17:15 

品川区保健所 品川区 03-5742-9132 平日9:00-17:00 

目黒区保健所 目黒区 03-5722-9586 平日9:00-17:00

大田区保健所 大田区 03-5744-1263 平日9:00-17:00

世田谷保健所 世田谷区 03-5432-2432 平日8:30-17:15 

渋谷区保健所 渋谷区 03-3463-1211 平日8:30-17:15

中野区保健所 中野区 03-3382-6661 平日9:00-17:00

杉並保健所 杉並区 03-3391-1025 平日9:00-17:00

池袋保健所 豊島区 03-3987-4203 平日9:00-17:00

北区保健所 北区 03-3919-3101 平日9:00-17:00 

荒川区保健所 荒川区 03-3802-4243 平日8:30-17:15 

板橋区保健所  板橋区 03-3579-2321 平日9:00-17:00 

練馬区保健所 練馬区 03-5984-1017 平日9:00-17:00

足立保健所 足立区 03-3880-5372 平日8:30-17:15

葛飾区保健所 葛飾区 03-3602-1274 平日8:30-17:15

江戸川保健所 江戸川区 03-5661-2464 平日9:00-17:00

西多摩保健所

あきる野市、青梅市、奥多摩町、

羽村市、日の出町、檜原村、

福生市、瑞穂町

0428-22-6141 平日9:00-17:00

南多摩保健所 稲城市、多摩市、日野市 042-371-7661 平日9:00-17:00

多摩立川保健所
昭島市、国立市、国分寺市、立川市、

東大和市、武蔵村山市
042-524-5171 平日9:00-17:00

多摩府中保健所
武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、

小金井市、狛江市
042-362-2334 平日9:00-17:00

多摩小平保健所
清瀬市、小平市、西東京市、

東久留米市、東村山市
042-450-3111 平日9:00-17:00

八王子市保健所 八王子市 042-645-5111 平日8:30-17:15

町田市保健所 町田市 042-724-4241 平日9:00-17:00

島しょ保健所大島出張所 大島町、神津島村、利島村、新島村 04992-2-1436 平日9:00-17:00

島しょ保健所三宅出張所 御蔵島村、三宅村 04994-2-0181 平日9:00-17:00

島しょ保健所八丈出張所 青ヶ島村、八丈町 04996-2-1291 平日9:00-17:00

島しょ保健所小笠原出張所 小笠原村 04998-2-2951 平日9:00-17:00

特

別

区

保健所名

多

摩

地

域

島

し

ょ

地

域

保健所　相談先一覧


