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「日本への入国制限に関するオンラインセミナー」における主な事前質問への講師からのご回答（2021年 6月 21日更新）  

番号 質問 回答 

1．規制対象外の州から規制対象の州を経由して日本に入国する場合 

1-1 

 在 NJに居住しておりますが、フライトで JFK（NY）を使用するだけの場合で

も 3日間の待機が義務となりますでしょうか？ 

 今回の新しい入国規制により、NY州は規制対象州に入っていますが、

隣のニュージャージー州は入っておりません。そのため、過去１４日以内

にニューヨークに滞在歴がない限り、ニュージャージー居住の方は対象外

になります。JFK空港のターミナルまでリムジンなどを利用して、電車、バ

スなどの公共交通機関を使わずにお越しいただき、チェックインする形で

あれば、NY州に滞在したことにならないと考えられます。感染防止が一番

重要なポイントですので、行く途中に不特定多数の人との接触がほぼ認

められない状況を作ることが大切です。 

 

1-2 

 ”過去 14日以内にカリフォルニア州やニューヨーク州などに滞在歴のある

日本への入国者”の滞在歴の定義とはどういったものでしょうか。 

 指定外の州の居住者が NY州の JFK空港からの直行便を使って入国する

場合に関して、厚労省の窓口に問い合わせたところ、３日間待機に該当しな

いと言われましたが、羽田空港検疫所に問い合わせたという方の話では、

JFK空港からの入国者は全て３日間待機になるという回答だったということで

す。どちらが正しいでしょうか。 

 セミナー内で紹介しますが、原則「土踏みルール」を遵守してください。

対象州に入り、不特定多数の人と接触があったかどうかがキーポイントに

なります。 

 今回の新しい入国規制により、NY州は規制対象州に入っていますが、

隣のニュージャージー州は入っておりません。そのため、過去１４日以内

にニューヨークに滞在歴がない限り、ニュージャージー居住の方は対象外

になります。JFK空港のターミナルまでリムジンなどを利用して、電車、バ

スなどの公共交通機関を使わずにお越しいただき、チェックインする形で

あれば、NY州に滞在したことにならないと考えられます。感染防止が一番

重要なポイントですので、行く途中に不特定多数の人との接触がほぼ認

められない状況を作ることが大切です。指定対象外州に居住で、JFKや

LAX利用の旅行者はこの点を検疫所で重点的に質問される可能性があ

ります。決して虚偽の回答はせずに、検疫所の最終判断に従ってくださ

い。 

 

1-3 

 ニュージャージー州で生活しています。一時帰国前の 14日間はニューヨ

ーク州に立ち寄ることはないものの、日本行きのフライトに搭乗するために

JFKに行かなければならない場合、日本入国後 3日間は検疫所が確保す

る宿泊施設での待機が必要になるのでしょうか？ 

 今回の新しい入国規制により、NY州は規制対象州に入っていますが、

隣のニュージャージー州は入っておりません。そのため、過去１４日以内

にニューヨークに滞在歴がない限り、ニュージャージー居住の方は対象外

になります。JFK空港のターミナルまでリムジンなどを利用して、電車、バ

スなどの公共交通機関を使わずにお越しいただき、チェックインする形で

あれば、NY州に滞在したことにならないと考えられます。感染防止が一番

重要なポイントですので、行く途中に不特定多数の人との接触がほぼ認

められない状況を作ることが大切です。 

 

1-4 
 3日間の待機が求められる各州からの入国者の考え方は、居住なのか一

時滞在も含むのか。 

 過去１４日間の居住、一時滞在、両方とも対象です。こちらの例の場合

は、ニュージャージー州の居住先から直接、不特定多数の人との接触を
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番号 質問 回答 

例：NJに居住している社員が、JFKから日本に渡航してくるなど、NYを通過

した場合も含むか。 

避けた状態で、JFK空港のターミナルまで行く場合はニューヨーク滞在に

はならないという理解です。ただ前泊や、バス、電車などの公共交通機関

で JFKまで行く場合は滞在歴とみなされるという見解です。最終的にはそ

れらは検疫所の判断を仰ぐことになるので、きっちりとした「方程式」がない

ので正しい解が出しにくい状況ではありますが、少なくともいままでの日本

政府からの情報と常識を鑑みた場合はこの見解が正しいと思われます。 

 

1-5 

 NJ在住で、JFK空港(NY)を使用して帰国した場合の取り扱いはどうなるで

しょうか？（3日拘束 or非拘束） 

 今回の新しい入国規制により、NY州は規制対象州に入っていますが、

隣のニュージャージー州は入っておりません。そのため、過去１４日以内

にニューヨークに滞在歴がない限り、ニュージャージー居住の方は対象外

になります。JFK空港のターミナルまでリムジンなどを利用して、電車、バ

スなどの公共交通機関を使わずにお越しいただき、チェックインする形で

あれば、NY州に滞在にならないと考えられます。感染防止が一番重要な

ポイントですので、行く途中に不特定多数の人との接触がほぼ認められな

い状況を作ることが大切です。  

 

1-6 

 NJ在住です。日本帰国の際、JFK空港を使うことになると思いますが、検

疫所が確保する宿泊施設で 3日間の待機が求められますか？ 

 原則、なりませんが、最終的には行動履歴などを鑑みた上での検疫所

判断になりますので、その点はご理解ください。 

 

1-7 

 NJ州在住で JFK空港から日本へ入国した場合は 3日間待機の対象にな

るのでしょうか？ 

 原則、なりませんが、最終的には行動履歴などを鑑みた上での検疫所

判断になりますので、その点はご理解ください。 

 

1-8 

 NYからの入国は 3日隔離の対象になるが、例えば隣の NJから空港利用

のためだけに NYに入り、日本に帰国した場合は対象となるのか？ 

 日本入国時は NYからの到着便と知られた上で検疫を受けるわけだが、ど

のようにして NJから来た人、NYに住んでいる人と判別されるのか？自己申

告になるのか？ 

 今回の新しい入国規制により、NY州は規制対象州に入っていますが、

隣のニュージャージー州は入っておりません。そのため、過去１４日以内

にニューヨークに滞在歴がない限り、ニュージャージー居住の方は対象外

になります。JFK空港のターミナルまでリムジンなどを利用して、電車、バ

スなどの公共交通機関を使わずにお越しいただき、チェックインする形で

あれば、NY州に滞在したことにならないと考えられます。感染防止が一番

重要なポイントですので、行く途中に不特定多数の人との接触がほぼ認

められない状況を作ることが大切です。 

 

1-9 

 ニュージャージー州在住ですが、ニューヨーク州の JFKから羽田空港に行

きます。その場合もホテル 3日間の隔離対象ですか？ 

 今回の新しい入国規制により、NY州は規制対象州に入っていますが、

隣のニュージャージー州は入っておりません。そのため、過去１４日以内

にニューヨークに滞在歴がない限り、ニュージャージー居住の方は対象外

になります。JFK空港のターミナルまでリムジンなどを利用して、電車、バ

スなどの公共交通機関を使わずにお越しいただき、チェックインする形で

あれば、NY州に滞在したことにならないと考えられます。感染防止が一番
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重要なポイントですので、行く途中に不特定多数の人との接触がほぼ認

められない状況を作ることが大切です。 

 

1-10 

 ニュージャージー州在住者が自家用車の使用等によりニューヨーク州にお

いて不特定多数の人と接触せずにニューヨーク州内の空港を利用する場合

は、今回の措置（検疫所が確保する宿泊施設で 3日間の待機）の対象にな

るのかどうか知りたい 

 今回の新しい入国規制により、NY州は規制対象州に入っていますが、

隣のニュージャージー州は入っておりません。そのため、過去１４日以内

にニューヨークに滞在歴がない限り、ニュージャージー居住の方は対象外

になります。JFK空港のターミナルまでリムジンなどを利用して、電車、バ

スなどの公共交通機関を使わずにお越しいただき、チェックインする形で

あれば、NY州に滞在したことにならないと考えられます。感染防止が一番

重要なポイントですので、行く途中に不特定多数の人との接触がほぼ認

められない状況を作ることが大切です。 

 

1-11 

 ニュージャージー州居住ですが、帰国で NY JFK空港から出国する場合

には NY滞在とみなされますか？ 

 今回の新しい入国規制により、NY州は規制対象州に入っていますが、

隣のニュージャージー州は入っておりません。そのため、過去１４日以内

にニューヨークに滞在歴がない限り、ニュージャージー居住の方は対象外

になります。JFK空港のターミナルまでリムジンなどを利用して、電車、バ

スなどの公共交通機関を使わずにお越しいただき、チェックインする形で

あれば、NY州に滞在したことにならないと考えられます。感染防止が一番

重要なポイントですので、行く途中に不特定多数の人との接触がほぼ認

められない状況を作ることが大切です。 

 

1-12 

 対象地域にニューヨーク州がありますが、ニュージャージー州滞在者がニ

ューヨークの空港発で日本に到着した場合、変異株対応の 3日間待機の対

象になるのか。滞在の定義が不明なので説明してほしい。 

 今回の新しい入国規制により、NY州は規制対象州に入っていますが、

隣のニュージャージー州は入っておりません。そのため、過去１４日以内

にニューヨークに滞在歴がない限り、ニュージャージー居住の方は対象外

になります。JFK空港のターミナルまでリムジンなどを利用して、電車、バ

スなどの公共交通機関を使わずにお越しいただき、チェックインする形で

あれば、NY州に滞在したことにならないと考えられます。感染防止が一番

重要なポイントですので、行く途中に不特定多数の人との接触がほぼ認

められない状況を作ることが大切です。 

 

1-13 

 現在、まだ対象外のニュージャージー州に住んでいますが、ニューヨーク

州まで車で移動して JFK空港から搭乗した場合（ニューヨークでの滞在は空

港と道路上のみ）でも、本件の水際対策の対象になってしまうのでしょうか？ 

 今回の新しい入国規制により、NY州は規制対象州に入っていますが、

隣のニュージャージー州は入っておりません。そのため、過去１４日以内

にニューヨークに滞在歴がない限り、ニュージャージー居住の方は対象外

になります。JFK空港のターミナルまでリムジンなどを利用して、電車、バ

スなどの公共交通機関を使わずにお越しいただき、チェックインする形で

あれば、NY州に滞在したことにならないと考えられます。感染防止が一番

重要なポイントですので、行く途中に不特定多数の人との接触がほぼ認

められない状況を作ることが大切です。 
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1-14 

 新たな水際措置の対象地域に住んでいなくとも、日本行きの飛行機が対

象地域から出発する場合は３日間の隔離対象となるのでしょうか？（例：PA

州に住んでいて NYの JFKから日本に帰国する場合）。 

 今回の新しい入国規制により、NY州は規制対象州に入っていますが、

ペンシルバニア州などは入っておりません。そのため、過去１４日以内に

ニューヨークに滞在歴がない限り、PA居住の方は対象外になります。JFK

空港のターミナルまでリムジンなどを利用して、電車、バスなどの公共交通

機関を使わずにお越しいただき、チェックインする形であれば、NY州に滞

在したことにならないと考えられます。感染防止が一番重要なポイントです

ので、行く途中に不特定多数の人との接触がほぼ認められない状況を作

ることが大切です。 

 

1-15 

 特定の州からの入国者は検疫所が確保する宿泊施設で待機が求められま

すが、例えばニュージャージー州在住者がニューヨークの空港から日本に

入国する場合も待機が必要でしょうか？ 

 今回の新しい入国規制により、NY州は規制対象州に入っていますが、

隣のニュージャージー州は入っておりません。そのため、過去１４日以内

にニューヨークに滞在歴がない限り、ニュージャージー居住の方は対象外

になります。JFK空港のターミナルまでリムジンなどを利用して、電車、バ

スなどの公共交通機関を使わずにお越しいただき、チェックインする形で

あれば、NY州に滞在したことにならないと考えられます。感染防止が一番

重要なポイントですので、行く途中に不特定多数の人との接触がほぼ認

められない状況を作ることが大切です。 

 

1-16 

 NJに居住で NY州勤務、JFKから羽田までのフライトの場合、NJ居住でも

NY と同じ扱いになるのでしょうか？ 

 今回の新しい入国規制により、NY州は規制対象州に入っていますが、

隣のニュージャージー州は入っておりません。そのため、過去１４日以内

にニューヨークに滞在歴がない限り、ニュージャージー居住の方は対象外

になります。JFK空港のターミナルまでリムジンなどを利用して、電車、バ

スなどの公共交通機関を使わずにお越しいただき、チェックインする形で

あれば、NY州に滞在したことにならないと考えられます。感染防止が一番

重要なポイントですので、行く途中に不特定多数の人との接触がほぼ認

められない状況を作ることが大切です。 

 

1-17 

 インディアナ在住ですが日本帰国の際にカリフォルニア州を経由します。 

その場合も 3日の宿泊施設滞在の対象ですか？ 

 同日接続の乗り換えで、空港のセキュリティーを出て市街地にはいらな

ければ大丈夫です。 

 

1-18 
 LAX経由での帰国となった場合、カリフォルニア滞在と見做されますか？  同日接続の経由便はみなされません。 

 

1-19 

 シカゴ空港からロサンゼルス空港へ移動し、日本へ帰国する場合もカリフ

ォルニア州に滞在したと見なされるのかが知りたいです。 

 

 同日接続の乗り換えで、空港のセキュリティーを出て市街地にはいらな

ければ大丈夫です。 

1-20 

 過去 14日位以内に滞在歴がある場合とおりますが、飛行機の乗り換えで

滞在をした場合も含まれますか。 

同日乗り継ぎであれば問題ありません。 
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1-21 

 米国（変異株指定外州）発で東京経由ホノルル行きの可能性について。東

京では検疫・入国審査はしない前提での乗り換え。 

 お薦めできません。 

 

 

2．検疫所が指定する宿泊施設の概要等 

2-1 

 検疫所指定の宿泊施設、移動方法、退所前のコロナ検査、結果、退所出

来る時間などの詳細を確認したい。 

 検疫所での書類チェックなどが完了した後に、通関手続きを行い、荷物

をピックアップして隔離施設に検疫所の用意したバスなどで送られます。こ

の間、原則、宅配サービスや空港の一般の売店などの利用はできないと

いうことです。スマホのレンタル業者が検疫所の中に入っているものの、す

べての業者ではないため、WIFIのレンタルもこの日は難しいというレポー

トが上がっています。検疫所に入っている業者は会社名が「厚生労働省、

水際対策」のWebsiteで照会されてますので、ここに直接問い合わせるの

が良いです。さもなければ、３日後の隔離が終わった時点で改めて空港で

レンタルをすることをお薦めします。 

 隔離場所は「通常、ビジネスホテルを利用」ということのみ発表されていま

す。成田では成田周辺、羽田は都内東部が多いです。 

 隔離期間中はWIFIは使えますが、一切の外出は禁じられています。施

設内の自動販売機の使用も認められていないようなので、基本、必要なも

のは事前にご用意することをお薦めします。 

 ３日目の朝に朝食後、PCR検査を受けて、昼すぎから午後の早い段階

で結果が出て、陰性が確認されたら退所できます。退所後は空港まで送

迎が出ます。 

 

2-2 

 宿泊施設 3日間の待機について、3日間というのは、いつからいつまでに

なるのか。(到着から 72時間。それとも 2泊 3日？等）宿泊先というのは、選

べるのか、空港の周辺か、待機期間中は、個室での待機になるのか。全く屋

外に出られないのか。滞在費用はどうなるのか。3日間の滞在後、親族の迎

えがある場合、迎えまでの時間的な余裕をもってもらえるのか。 

 到着した日から３泊になり、４日目に退所できるようになります。 

 宿泊先は選べません。 

 空港の周辺であるケースがほとんどですが、まれに違うこともあります。 

一人の旅行者には個室があてがわれます。家族連れなどは家族構成によ

って、最大限の配慮の上、お部屋を割り当てるようにしています。 

 外出は完全に禁止です。 

 滞在費用は公費で賄われます。 

 退所後は全員、空港へ送り返されます。通常、時間は夕方４時ごろとみ

てください。 

 

2-3 

 入国後３日目の検査は、何時ごろに実施されて陰性結果判明後の強制隔

離解除は同日（翌日？）何時ごろになる予定でしょうか？（迎車手配の都合

上で必要な情報として） ②検疫所指定の宿泊施設には預け荷物を含めて

荷物は全て持参できるのでしょうか？ ③宿泊施設とは通常の一流ホテルで

しょうか？ 

 朝食後に PCRテストを受け、昼頃から午後３時くらいまでには結果がで

ることが多いようです。原則、全員空港に戻りますので、ハイヤーなどの手

配は夕方を目安にするといいでしょう。各施設で空港行きのバスの時刻の

希望を取ります。 
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 すべて持ち込むように指示が出るようです。施設によっては大きなもの

は、施設の倉庫で預かってくれることもあるようですが、すべての施設では

ないようです。 

 客観的に、一流という言葉がすべてに当てはまるかは定かではないです

が、一般的なビジネスホテルという理解が正しいでしょう。 

 

2-4 

 飛行機が到着してから、空港を出るまでの時間。検疫所指定のホテルがど

こなのか。ホテル滞在 3日目のテスト結果が陰性だった場合、何時にホテル

から空港に向かうか、スケジュールを教えて頂きたいです。 

 検疫所での書類チェックなどが完了した後に、通関手続きを行い、荷物

をピックアップして隔離施設に検疫所の用意したバスなどで送られます。こ

の間、原則、宅配サービスや空港の一般の売店などの利用はできないと

いうことです。スマホのレンタル業者が検疫所の中に入っているものの、す

べての業者ではないため、WIFIのレンタルもこの日は難しいというレポー

トが上がっています。検疫所に入っている業者は会社名が「厚生労働省、

水際対策」のWebsiteで照会されてますので、ここに直接問い合わせるの

が良いです。さもなければ、３日後の隔離が終わった時点で改めて空港で

レンタルをすることをお薦めします。 

 隔離場所は「通常、ビジネスホテルを利用」ということのみ発表されていま

す。成田では成田周辺、羽田は都内東部が多いです。 

 隔離期間中はWIFIは使えますが、一切の外出は禁じられています。施

設内の自動販売機の使用も認められていないようなので、基本、必要なも

のは事前にご用意することをお薦めします。 

 ３日目の朝に朝食後、PCR検査を受けて、昼すぎから午後の早い段階

で結果が出て、陰性が確認されたら退所できます。退所後は空港まで送

迎が出ます。 

 

2-5 

 3日待機の概要（ホテル・食事・スケジュール）を教えていただけますでしょ

うか。また何か注意事項があればよろしくお願いします。他に関西空港の場

合に注意事項はありますか。 

 基本、毎日の検温や健康状況のチェック、３食の食事が３日間続きま

す。食事の時間などは施設によって若干異なるので、チェックインときにお

確かめください。 

 特に関西空港と東京の空港で大きな違いはありません。 

 

2-6 

 今回の決められた宿泊所での「3日間の待機」の実態（待遇・場所など）の

ご説明、3日以降他の施設での隔離場所への移動手段などのトランジション

のご説明をいただけましたら幸いです。このような措置は、オリンピックが終

了するまで続くのでしょうか。 

 ３日間の場所に関しては、色々な情報がでているので、大体の場所はわ

かるのですが、基本「一般的なビジネスホテル」と見てください。成田は成

田周辺、羽田は都内東部であることが多いようです。完全に監視体制の

中、外出はできませんが、３食ｎお弁当、宿泊費は公費で賄われます。隔

離場所へは団体行動で検疫所で用意したバスで送迎されます。 

 オリンピックは一つのベンチマークになりますが、まずは緊急事態宣言の

終了する６月末にどのようになるかが、キーですね。 
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番号 質問 回答 

2-7 

 「検疫所が確保する宿泊施設」は事前に通知されますか？  現在多くの情報が出てしまっているので、ほぼどこのホテルかは見当が

つきますが、実際はチェックインするまで旅行者にはどこに行くか告げられ

ません。 

 

2-8 

 検疫所が確保する宿泊施設で 3日間の待機期間中に出来ることと出来な

いことを教えていただきたい（WiFi接続、共用スペースへの移動、運動、酒

類の宅配・出前、など） 

 

 WIFIは多くの施設で繋げます。今までWIFIがなかったというレポートは

ありません。基本、外出は一切禁止、運動もお部屋の中のみで、禁酒で

す。出前に関しては施設によって許可しているところもあります。 

2-9 

 隔離３日とは？いつ政府指定のホテル出られますか？行くホテルは、どこ

か前もってわかりますか？ ホテルでは、散歩などエクセサイズしたりも許さ

れませんか？ 

 「朝食のお弁当を３回食べる」という感じで計算してください。到着日から

３泊４日の４日目です。ホテルは成田は空港周辺、羽田は都内東部が多

いです。事前にどこにアサインされるかはわかりません。ホテルでは外出

はできません。 

 

2-10 

 三日間隔離の滞在先の詳細を知りたいです。 

 洗濯、食事等用意しておいたほうが良いものなどわかれば教えて欲しいで

す。 

 すべて、検疫所指定の施設という括りになっているために、具体的にどこ

かということは申し上げることはできませんが、いままでのケースは羽田の

場合は都内東部、成田、中部、関空はすべて空港周辺のビジネスホテル

になっています。 

 洗濯ランドリーの利用が可能な施設が多いです。食事は毎日３回お弁当

が提供されます。基本、隔離中は買い物ができないものと考え、お子様連

れはできるかぎり、アトラクトできるものを持ち込むことをお薦めする方が多

いです。 

 

2-11 

 ３日間の強制隔離の具体的な事例（乳幼児がいる場合の宿泊先等）や事

前準備をされる上での Tipsを共有いただけると有難いです。来週、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 非常にご質問の多いところですが、現実的にはお子様連れの方が３日

間の隔離中の生活は容易ではないことが多いようです。この件に関して、

弊社のお客様から多くのご意見が寄せられましたが、共通するのは「とに

かく事前にお子様をアトラクトするものを多めに用意して、持ち込む」という

ことでした。ゲームやおもちゃ、そのほかスナック類、飲み物（例えば粉末

のレモネードのようなもの）が役にたったようです。 

 

2-12 
 3日間の待機期間中は散歩も含め全く外出できないのでしょうか。  全くできません。 

 

2-13 

 3日間の待機期間においては、軽い運動等を目的に外に出ることも難しい

のか？ 

 外出はできません。 

 

 

2-14 

 I94更新のための弾丸ツアーをする場合、検疫所が確保する宿泊施設で 3

日間の待機中に、PCR検査のために外出することはできるのでしょうか？ 

 外出は完全に禁止されています。よってできません。 
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番号 質問 回答 

2-15 

 子供がいる場合の宿泊施設での 3日間の過ごし方について。  非常にご質問の多いところですが、現実的にはお子様連れの方が３日

間の隔離中の生活は容易ではないことが多いようです。この件に関して、

弊社のお客様から多くのご意見が寄せられましたが、共通するのは「とに

かく事前にお子様をアトラクトするものを多めに用意して、持ち込む」という

ことでした。ゲームやおもちゃ、そのほかスナック類、飲み物（例えば粉末

のレモネードのようなもの）が役にたったようです。 

 

2-16 

 宿泊先はその時に初めて知らされるとのことですが、どういった宿泊先にな

るのか（場所・ホテルのタイプなど）、また家族/子供連れの場合に部屋の広

さは多少なり考慮されるのかについて情報をお持ちでしたらご教示いただき

たい。 

 基本、空港近郊のビジネスホテルが使われます。家族連れの旅行者な

どには最大限の配慮がされていますが、限界があることは否めません。十

分、事前にお子様を飽きさせないようなものをご用意いただくなどの準備

は必要です。 

 

2-17 

 大人 1名、中学生 1名、小学生 1名で CA州から帰国予定ですが、検疫

所が確保する宿泊施設では同室に泊まれるでしょうか？ 

3日間の隔離後、空港に一旦戻されると聞いていますが、何時頃に開放さ

れるのか決まっているのでしょうか？中部国際空港です。 

 可能です。検疫所でその旨を申し出てください。ただ、お部屋の空き状

況にも左右されますので、その旨はご了承ください。 

 中部国際での隔離は検査終了が通常午後２時くらいが多いため、その

後というケースが多いです。 

 

2-18 

 一歳児を含む家族 5人で帰国します。部屋の割り当て、離乳食等の提供

を含む赤ちゃん連れのサービスについてききたいです。 

 ３日間の隔離中での話と思われますが、部屋割りは検疫所でできます。

施設の大部屋が空いていれば、問題ないのですが、使われている場合や

ない場合は２人と３人などに分けられることになります。日本はコネクティン

グルームの対応がほとんどないので、ご不自由なところもでてきますが、そ

の場合は必ず、現地スタッフにお尋ねください。施設側では最大限のケア

をしてもらってますが、万が一のために、持ち込める者は持ち込んでおくこ

とをお薦めします。 

 

2-19 

 帰国後オンラインベースで業務にあたる必要あり、検疫所が確保する宿泊

施設の設備、広さ等を確認する術があるか。 

 どこにアサインされるかわからないので大体の予想しかできないのが事

実です。広さは日本の一般的なビジネスホテルの広さです。 

 

2-20 

 検疫所が確保する宿泊施設というのは、オンラインで仕事ができるような環

境が提供されるかご存知でしょうか？ 

 検疫所から隔離施設は「多くの場合、ビジネスホテルがあてがわれる」と

なっています。いままで、これらの施設に隔離された旅行者でWIFIがな

かったというような報告はありません。 

 

2-21 

 事前に予定が分からない中、検疫所が確保する宿泊施設から自宅までの

移動手段の確保はどうすればよいのか？ 

 ３日目の夕方にご手配するのが良いと思われます。また、万が一、最終

日の検査結果の出るのが遅れたことを想定して、送迎される方には状況を

随時連絡できる体制を整えておくことをお薦めします。 
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番号 質問 回答 

2-22 

 I94更新のために 6/15発のフライトで一時帰国を予定しています。「検疫

所が確保する宿泊施設で 3日間の待機」について、場所や条件などご存知

のことがありましたら紹介いただけますと幸いです。 

 場所は基本、公表されておりません。また、ある程度どこか予想はつくも

のの、どこに送られるかはその時の検疫所の判断になります。言われてい

ることは「原則、ビジネスホテルなどの宿泊施設」ということだけです。成田

は成田周辺、羽田は都内東部であることが多いようです。 

 

2-23 

３日間待機する宿泊施設の宿泊料金をお教えください。ドル払いでもよろし

いのでしょうか。 

国費で賄われますので、無料です。 

 

 

2-24 

 検疫所が確保する宿泊施設はどのタイミングでどういう風にアレンジされる

のか？場所は？コストは？ 

 検疫所の確保する宿泊施設はあらかじめ借り上げしているケースがほと

んどのようです。それを帰国時の人数や状況によって振り分けるような大

変地道な作業を続けている状況です。コストは公費で賄われます。 

 

2-25 

 検疫所長の指定する場所は、空港近郊の指定されたホテルで、費用は掛

からないと解釈しても宜しいでしょうか？ 

 国費で賄われます。空港近郊のホテルであるケースは多いですが、どこ

に送られるかは実際、その時点での混雑状況などにもよります。 

 

2-26 

 強制隔離３日間のホテル費用は政府持ちか？滞在先は勝手にふりわけら

れると思うのですが、成田、羽田で滞在する可能性のある政府契約先が知り

たい。 

 隔離終了後、羽田・成田で開放された後、一時帰国者専用のバス？は何

があるか？（なるべく滞在先の近くまで移動してから一時帰国者用ハイヤー

を利用、あるいは友人に送迎を頼みたいので）羽田・成田到着後かなり徒歩

での移動が多いと聞いているが、歩行困難な場合はなにかヘルプはある

か？ 

 ３日間は公費で賄われます。 

 どこに振り分けられるかは公表されていません。多くの情報から大体予

測はつきますが、混雑状況などによっては予想外のところに送られる可能

性もあります。（２０２０年には名古屋飛ばしがありました） 

 羽田、成田共に帰国者専用のバスは現在も走っています。詳細なスケジ

ュールは各検疫所のWeb-siteで確認できます。 

 車いすなどのリクエストが必要な場合は航空会社を通して、リクエスト可

能です。 

 

2-27 

 羽田空港到着後のチェックイン荷物の取り扱いはどうなる？（全て持参にな

るか？または宅急便で目的地に先に送付する術はあるか？） 

 3日間の検疫隔離期間が終わったら目的地に向けてはどのような導線に

なるか？ハイヤー手配は可能か？ 

 強化検疫対象州からの旅行者は、検疫終了後、荷物をすべてピックアッ

プして隔離施設に行くことになります。宅配などの利用は原則できないも

のとのレポートが上がっております。３日間の隔離終了後、空港にまで戻

った時点で改めて宅配などの手続きをすることになります。 

 

 羽田、成田に関しては全員、一旦空港に戻ることになります。以前はハイ

ヤーを隔離施設に呼ぶことができた例もありましたが、最近はホテル側の

意向で横づけを認めないということになってきています。そのため、隔離後

の手配については空港に戻ることを想定して行ってください。（通常、夕方

４時ごろに空港に戻されることが多いです） 

 

2-28 

 検疫所が確保する宿泊施設を退所するのは検査当日（7/1入国→7/4検

査・陰性→7/4退所）でしょうか、または翌日（7/1入国→7/4検査・陰性→

7/5退所）でしょうか。 

 簡単に数える方法として、「朝ごはんのお弁当を３回食べる」ということを

頭にいれてください。なので、7/1に入国した場合は４日が退所予定日に
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番号 質問 回答 

 退所の際、空港やその他主要都市のホテルなどへの送迎はあるでしょう

か。 

なります。ただ、検査結果が混雑のために３日目に出ないケースも過去に

あり、その場合は翌日の朝に退所になることもあります。 

 はい、空港までは戻してもらえます。その他への場所は自己手配になり

ます。 

 

2-29 

 14日間隔離のうち、最初の 3日は政府指定の宿泊施設になりました。都

内の 14日間滞在プランを多くのホテルが提供していますが、残りの 11日間

の隔離プランのあるホテルはありますでしょうか？ 

 今後ワクチン接種者の入国に必要な手続を簡略化する動きはありますでし

ょうか？ 

 ございます。一部業者は 15泊以上のみとなっていますが、原則、ライセ

ンスをとっている宿泊施設側からはその規制があることはほとんどありませ

ん。 

 ワクチン接種者への規制緩和は誰もが期待するところですが、まずは日

本の感染者数を抑え込むことが大切のようです。 

 

2-30 

 宿泊３日目の退出できる時間は何時ごろになるのでしょうか？宿泊先はホ

テルでしょうか？ 

 食べ物はどうなりますか？ 

 通常夕方４時くらいの退所になります。 

 宿泊先は「ビジネスホテル」が多いですが、検疫所として完全にその場

所を保証しているわけではないです。 

 ３食お弁当が出ます。 

 

2-31 
 空港から検疫所が確保する宿泊施設への移動はどうするのか。  検疫所のバスが利用されます。 

 

2-32 

 空港から検疫所が確保する宿泊施設への移動方法、及び検疫所が確保

する宿泊施設から残り 11日間の隔離場所への移動方法について何か情報

はございますでしょうか。また、どの検疫所が確保する宿泊施設に滞在する

かは出国前にわかるのでしょうか。 

 空港から検疫所指定の隔離施設、そこから退所後の空港への送迎は検

疫所の用意したバスが使われます。空港に一旦戻ってから、各自の自己

検疫をする場所へ移動することになりますが、その場合は公共交通機関

が使えないので、ハイヤー、レンタカーの利用か、ご家族に迎えに来ても

らう形になります。 

 隔離施設はどこになるかは到着するまでわかりません。 

 

2-33 
 ３日間の隔離後、公共交通機関を使用して移動はできるのですか？  できません。 

 

2-34 

 成田空港着で 3日間の隔離期間の後、以前はホテルから成田空港だけで

なく羽田空港にもバスがでていると聞きました、現在も同じかお分かりになり

ますでしょうか？ またこの 3日間の隔離の措置はいつぐらいまで続きそうで

しょうか？（NY州から入国の場合） 

 最近のお客様のレポートで成田空港から羽田空港までのチョイスがあっ

たことは確認できていますが、隔離先からの送迎は原則、空港まで送り返

すというようになっているので、この点は実際に隔離先に着いてから、退所

後の送り先に関する希望を取るときに初めて分かるようになるというスタン

スです。 

 まずは、緊急事態宣言発令中の６月いっぱいでどうなるかで、その後は

オリンピック前後にまた何が起きるかという感じです。 

 

2-35 

 6月下旬に JFKから LAXを経由して関西国際空港に行きます。空港到着

から指定場所へと移動させられる際の手順（空港でレンタルWi-Fiを借りら

れるのかなど）や指定場所の候補地、隔離期間中にできること・できないこと

 検疫所での書類チェックなどが完了した後に、通関手続きを行い、荷物

をピックアップして隔離施設に検疫所の用意したバスなどで送られます。こ

の間、原則、宅配サービスや空港の一般の売店などの利用はできないと
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番号 質問 回答 

（部屋から一歩も出てはいけないと聞きました）、隔離終了後の流れなどお聞

きしたいです。 

いうことです。スマホのレンタル業者が検疫所の中に入っているものの、す

べての業者ではないため、WIFIのレンタルもこの日は難しいというレポー

トが上がっています。検疫所に入っている業者は会社名が「厚生労働省、

水際対策」のWebsiteで照会されてますので、ここに直接問い合わせるの

が良いです。さもなければ、３日後の隔離が終わった時点で改めて空港で

レンタルをすることをお薦めします。 

 隔離場所は「通常、ビジネスホテルを利用」ということのみ発表されていま

す。成田では成田周辺、羽田は都内東部が多いです。 

 隔離期間中はWIFIは使えますが、一切の外出は禁じられています。施

設内の自動販売機の使用も認められていないようなので、基本、必要なも

のは事前にご用意することをお薦めします。 

 ３日目の朝に朝食後、PCR検査を受けて、昼すぎから午後の早い段階

で結果が出て、陰性が確認されたら退所できます。退所後は空港まで送

迎が出ます。 

 

2-36 

 成田空港到着の後三日間の隔離指定施設へ移動する前に日本円に換金

する事は可能か？ 

 施設に移動後提供される食事以外のものを入手することは可能か？ 

 陰性証明後家族が迎えにきてくれる場合どこに迎えにきて貰えば良いの

か？ 

 基本、隔離されるグループは団体行動になりますので、途中空港内で行

われるサービスはできないものとお考え下さい。基本、すべてのことは、隔

離期間が終わったあとになります。 

 泊まるホテル、あるいは隔離施設のポリシーに従うことになります。成田

のあるホテルでは通信販売などを利用した荷物の受け取りなどはできるよ

うですが、保安のために職員立ち合いの元、すべて中身をチェックされる

とのことです。家族からの差し入れは問題ないようです。 

 全員、空港まで送られますので、ご家族とは空港で待ち合わせてくださ

い。 

 

2-37 

 7月中旬に関西国際空港に帰国するのですが、関空付近の検疫所が確

保する施設の情報・場所・費用負担・食事情報等を頂けると嬉しいです。 

 施設名は公表されておりませんが、「一般的なビジネスホテル」ということ

になっております。関空の場合は関空のエリアであることが多いようです。

費用は公費で賄われます。食事は毎日３食お弁当が支給されます。 

 

2-38 

 米国駐在からの本帰国のため、ペット（猫）を携帯して帰国します。3日間

の指定宿泊施設（同部屋）にペット（猫）は同伴できるでしょうか？ペット用の

宿泊場所が別に用意されているのでしょう？ 

 ペット同伴はできません。そのため、事前にペットホテルをご予約くださ

い。 

 

 

2-39 

 待機中出歩きについて問題ない施設の具体名を知りたい。図書館みたい

に、人と話さない場所は？銀行は？役所は？学校見学は？子供の受験もあ

り、帰国中にやらなければならないことで不要な外出ではない。どこまでは許

されるかは各自の倫理観という曖昧な指標しかないのか？いわゆる判例のよ

 米国内１９州の変異ウィルス感染地域からのご旅行の場合、日本到着後

の３日間の施設での隔離期間は外出ができません。 

 退所後のいわゆる、「自己検疫期間」は原則、出歩きは現在、一般に生

活に必要不可欠な行動（日用品の購入など）以外は控えるように指示され

ています。不特定多数の人が行き来する場所は原則、立ち入りできない
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番号 質問 回答 

うな、公機関が指針の中に具体的に判断を示した、はっきり認められている

出歩き先はあるのか。 

 14日間の内３日はホテルというのは、元になった事件かデータを国から示

されているか？税金の無駄に思えるのだが。 

ので、図書館、銀行、役所、学校見学、受験、すべて控えるべき対象にな

ります。どうしても必要である場合は、各施設に確認をとった上で入場、入

室を許可してもらった上で、検疫所、あるいは保健所に相談し、判断を仰

ぐことが必要です。 

 ３日間の指定施設での健康観察のための停留に関しては、厚生労働省

のデータで科学的に示された感染防止策にのっとって定められたもので

す。その多くの根拠は仮に陽性だった場合、症状が出たりするのが統計

的に１４日以内というケースから来てますし、出発７２時間以内の PCR検

査、入国時の抗原検査では無症状者の変異株保持者を洗い出すのに十

分ではないという統計から到着３日目に PCR検査をかけるというもので

す。感染予防対策として現在の科学と倫理を鑑みたうえで行われている、

できる限りの措置です。 

 

3．日本での検疫手続き 

3-1 

 各対象州への滞在歴についてはどのように確認がなされるのでしょうか。  質問票に過去１４日間の滞在した州を申告する箇所があります。この質

問票とと検疫官からの質問を通じて対象州への滞在歴を確認します。 

 

3-2 

 入国時に必須とされているスマートフォンは、米国の携帯でも利用可能と

伺ったのですが、本当でしょうか。使える特別な条件がありますか。ネットの

みで電話通話ができなくてもよろしいのでしょうか。 

 指定されているアプリがダウンロードできることが第一条件です。アメリカ

出発前でもダウンロードはできますので、ご確認ください。 

 

 

3-3 

 提出書類の不備等で米国に送還される方が稀にいるようだが、どのような

点がポイントとなるのか？ 

 現時点で確実な方法は「所定のフォーマット」を使い、その必要事項を

確実に埋めることです。 

 

3-4 

 もし入国拒否&強制送還になった場合の航空券代は自費ですか？  「日本人入国拒否」の一連のニュースが流れたためのご質問かと思われ

ますが、このニュースの真相は全くわかっておりません。日本国籍保持者

以外で、強制送還になった場合は原則、搭乗を許可した航空会社の責任

になるので、強制送還の際の航空券は航空会社が負担することになって

います。ちなみに、この場合、航空会社はその他にけっこうな額の罰金を

払わなくてはならないルールになっています。 

 

3-5 
 検疫所指定の 3日間の隔離をしないで済む方法はありますでしょうか？  居住地が指定対象州である場合は難しいです。 

 

3-6 

 帰国後３日間の隔離がありますが、３日後の検査で陰性だった場合、そこ

から残りの期間(11日間)を自宅等で待機すれば良いのでしょうか？ 

また、飛行機が羽田空港に到着するのが夜の９時過ぎの場合、入国審査は

大体何時くらいになるのでしょうか？ 

 はい、合計で１４日間のカウントは変わりません。隔離期間ののちは引き

続き自宅で自己検疫が可能です。 

 通常、最大３時間と言われています。なので、夜９時到着ですと、隔離先

に着くのは深夜を超える可能性は高いです。 

基本、そのようなケースは出ていません。 
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番号 質問 回答 

 日本からニューヨークに戻ってくる時の隔離期間には変更が出たりするの

でしょうか？ 

 

 

3-7 

 特定されている州以外からの日本への入国の際でも 14日間の自主隔離

期間は継続されるのでしょうか。また、ビザの面接等米国大使館への訪問等

も制限されるのでしょうか。今年の 9-10月にビザ更新目的で日本に一時帰

国予定です。 

 １４日間は継続です。ビザ面接等は緊急事態宣言が発せられている期

間はどうしても規制がかかってくる傾向があるようです。ご帰国時期に規制

がすこしでも緩和されていりことを祈ります。 

 

 

3-8 

 北海道に親がいるので札幌まで帰りたいのですが、日本到着後札幌に行

けるのは成田、羽田到着後、隔離期間終了後の２週間後になりますでしょう

か。札幌まで飛行機、新幹線で帰る方法で何か異なった対応が必要でしょう

か。滞在後、米国に帰る場合はどのような事が必要でしょうか。  

 残念ながら、沖縄、北海道、その他の離島に関しいては１４日の検疫期

間を終了しない限り、旅行することは大変難しいです。 

 米国に戻る際には帰米３日前にとった陰性証明のみで基本、大丈夫で

す。 

 

3-9 

14日間の隔離を富山県でしたいのですが、どういう交通手段がありますか。

自分で運転は出来ません。 

 ハイヤーをご利用になるか、ご家族に自家用車などで迎えにきていただ

くかのどちらかになります。 

 もしご出発がデルタ型変異種の感染地域の１５州、アルファ型の変異種

の感染地域の４州以外であれば３日間の隔離措置はありません。 

 

3-10 

検疫所が確保する宿泊施設での 3日間の待機後、残りの待機期間の滞在

先を家族の住む自宅にしても問題ないでしょうか？ 

大丈夫です。 

 

 

3-11 

 検疫所が確保する宿泊施設で 3日間の待機が求められている州の在住

者、そうではない州の在住者、それぞれのケースでご回答を戴ければ幸い

です。 

＜背景＞ 

厚生労働省のWebサイト（下記参照、問 5の回答）によると、 

「日本に入国する全ての人は検疫所長が指定する場所での待機や公共交

通機関の不使用が要請されますが、14日間の経過を待たずに出国すること

は許可されています」とあります。 

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_

qa_kanrenkigyou_00001.html> 

一方で、成田空港の PCR検査Webサイト（下記参照、⑥）によると、 

「諸外国からの帰国、乗継ぎで一時入国された方で、14日間の待機期間中

である場合、当センターでの検査予約、ご来場をご遠慮いただきます」とあり

ます。 

<https://www.nms-pcr.com/> 

厚生労働省は「14日間の経過を待たずに出国することは許可」しているが、

米国渡航に必要な PCR検査は成田空港では受けられない… となると、実

 ３日間の健康経過観察を要される場合は、ご存じのように政府指定の施

設で完全な監視下におかれます。そのため、原則その間は外出が認めら

れません。実際、３日目の PCR検査の陰性が出所条件になっているた

め、この経過観察期間を全うするためには、３日目までいなくてはいけない

ということになります。また、この健康経過観察をする施設はその場所が周

辺のホテルという案内はありますし、だいたい見当がつくのですが、基本

直前まで対象者に場所を知らされることはなく、また以前はその場所も「風

評防止」のために極力その施設名などが口外されることがないように言わ

れておりました。そのためか、現在、健康経過観察終了後でも直接ハイヤ

ーや自家用車をホテルに横づけすることができなくなっており、もし途中で

出所、出国を考えたとしても、空港へ戻る手段が用意できないことも考えら

れます。そのような観点から、原則、健康経過観察期間中の３日間での出

国はできないものと考えるのが適当です。もしやむを得ぬ事情がある場合

は検疫所所長の判断になります。ただ、このことは「変異種の感染拡大防

止」という大前提に設けられた３日間ということもご理解ください。 

 成田空港の PCRセンターは感染防止の導線確保のために、施設の判

断で、帰国後、１４日間の自己検疫中の人の検査を受け付けないとしてい
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番号 質問 回答 

質的に 14日間の自宅等待機期間の終了を待たずに帰米することは出来な

いのか？ 

 しかし、羽田空港の東邦大学 PCR検査Webサイトでは成田空港のような

注意書きは見られないので、羽田空港なら PCR検査を受けられ、14日間の

自宅等待機期間の終了を待たずに帰米することは出来るのか？ 

 

ます。そのため、検疫期間中の場合はほかの施設で受ける必要がありま

す。羽田空港の PCRセンターに関しては、今のところ、その施設独自の

規定は設けていませんので、検査をうけることは可能です。 

3-12 

 14日間の自主隔離中、事情により隔離場所を変えることは可能でしょう

か。3日間の強制隔離後、ハイヤーなどでいったん都内のホテルに移動し、

その後、レンタカーなど公共交通機関以外の手段で地方の実家などに移動

することを想定していますが、こういうケースは問題ないでしょうか。また入国

時の書類には、隔離場所としてホテルだけ記載すればいいのか、ホテルとそ

の後の隔離場所の両方を記載する必要があるのでしょうか。 

 問題ありません。検疫所でその旨をかならず連絡してください。今、OEL

などでかなりしっかり追跡されます。 

 

 

 

 

  

4．米国での陰性証明の取得 

4-1 

 ６月末に Los Angelesから帰国する予定です。 

 陰性証明は、「任意のフォーマットの提出も妨げられませんが、「検査証明

書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。」とありますが、指

定のフォーマットでないことを理由に認められなかったという情報もネット上で

は見られます。実際には、任意のフォーマットでも必要事項が記載されてい

れば大丈夫なのでしょうか。 

 現在、弊社では「所定のフォーマット」の利用を強く推奨しています。米

国の検査機関で発行されるいわゆる「任意のフォーマット」は日本政府の

要求している条項が満たされないことが多く、またすべて含まれていたとし

ても、細かく複雑で検疫所で時間がかかる原因のひとつとなっています。

なので、原則、「所定のフォーマット」に必要事項をすべて記入して署名を

もらうという作業を大前提にご用意ください。どうしても署名がもらえないな

どの事態がある場合は領事館にご相談いただくように指示がでています。 

 

4-2 

 入国に必要な陰性証明ですが、記載の名前はパスポートとマッチする必要

がありますか？米国では主人の last nameを使っています。(保険や免許証

など)私のパスポートには旧姓のままで、主人の last nameはどこにも記載あ

りません。陰性証明の名前が米国で使っているラストネームでも、陰性証明

に正しいパスポート番号が記載されていれば、こちらの IDや marriage 

certificateで身分を証明し、飛行機の搭乗&日本入国はできますでしょうか。 

 飛行機の搭乗では原則、結婚証明書などで本人の確認ができれば問題

ありません。陰性証明書は日本政府に対して提出するものなので、空港で

チェックインする際に出す日本のパスポートの名前に一致させることが最も

問題を少なくする方法です。これは航空会社が書類チェックをするので、

この現状からみても、余計なトラブルを防ぐ意味でもそのようにすることを

強くお薦めします。 

4-3 

 検査結果の提出書類で不備が多発していると聞いているので、間違えるポ

イントの解説をしていただけると参考になります。 

 やはり、多くの搭乗拒否では「所定のフォーマット」を使わずに、任意のフ

ォーマットを提出し、必要な事項が確認できないことによるものです。なの

で、検査証明書を用意する場合は「所定のフォーマット」を利用するように

心がけてください。 

 

4-4 

 PCR検査陰性証明について、お伺いさせてください。子供（９歳）は二重国

籍です。アメリカのパスポートは夫の苗字、日本のパスポートは私の苗字で

登録されています。陰性証明を取得するにあたり、日本のパスポートに合わ

 検疫所での混乱を防ぐために日本のパスポート記載のものをお薦めしま

す。 
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番号 質問 回答 

せて証明書を取る必要はあるのでしょうか。アメリカのパスポートと同じ名前

でも問題ないでしょうか。 

 

4-5 

 外務省指定の PCR検査とはどのような要件か？  厚生労働省の水際対策のホームページにあるものになります。多くは

RT-PCR, LAMP PCR, NEAR PCRが米国では行われてます。特に４月以

降、検体摂取の方法を厳しくチェックされますので、かならず

Nasopharyngeal(通称、NP)であることを確認してください。 

 

5．米国から日本、あるいは、日本から米国に入国する場合の制限措置一般 

5-1 

 今後の米国における日本からの入国制限等の可能性は？  デルタ型の変異ウィルスの日本での感染拡大が顕著になった場合、米

国の入国制限に影響がでることが考えられます。 

 

5-2 

 今回は、日本からアメリカへ戻る際、アメリカ入国時における遅延の可能性

とその対処法があるのかをお聞かせください。 

 アメリカへの入国の際はハワイ以外は特に通常入国と大きな違いは発生

していません。懸念されるのが、検査証明書の抜き打ちチェックですが、

その時、英語のものでないと確認に時間がかかる可能性があります。 

 

5-3 

 今後米国が日本から入国を制限する可能性はありますか？また、連邦政

府が入国制限を発表した場合、制限実施までの猶予期間は一般的に何日

程度と考えれば良いでしょうか？ 

 インドでの感染が激増した時のタイムラインが参考になります。米国は閉

めるときは速攻、閉めます。通常、何時間以内というものは出ますが、本当

に出るとほとんど猶予はないように感じます。ただ、自国民は帰国させる義

務は明確なので、米国籍所持者や永住権所持者は米国に戻れると考え

ていいでしょう。 

 

5-4 

 日本からカリフォルニア州ロサンゼルスへ行く場合に必要な事項や待機に

関してありましたら教えてください 

 現在、日本⇒米国本土への渡航に関しては、出発３日前の陰性証明取

得があれば、あとは空港でチェックインの時に提出する Attestation Form

にサインするのみです。LAXへは事前にトラベルフォーム

<https://travel.lacity.org/>の登録が必要です。 

 待機に関しては CDCのガイドラインに従うのが望ましいですが、特に罰

則が科されるような厳しいものにはなってないことがほとんどです。ただ、コ

ミュニティーによっては独自のルールを作っている場合もありますので、そ

の点は事前にご確認ください。 

 

5-5 

 ニューヨークに赴任している駐在員ですが、事情により今夏の一時帰国を

予定しています。日本へ出国後、米国に戻る際に予想されるリスク等をご披

露頂ければ幸いです。（新たな大統領令発行の可能性や、仮に発行された

場合には発効日までの猶予期間はあるのか、日本出国リミットまでの復路の

航空券確保の見通しなど） 

 政権が変わって、移民規制に関してはかなり前政権にくらべて「常識的」

になってきたように見えますので、以前のような突然の規制を警戒する必

要性は少なくなってきたといえます。ただ唯一懸念されるとすれば、日本

での感染爆発です。これが起きると、インドに対して行われた入国規制の

ようなものが発令される可能性は否めません。 
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5-6 

 6月 23日ロス発で日本に一時帰国する予定なので進捗情報聞かせて下

さい。 

 居住歴、滞在歴によって３日間の政府指定施設での隔離があるかどうか

が決まります。カリフォルニア州居住の場合は隔離が必要です。 

 

5-7 

 米国では日本をレベル 4の渡航禁止になっているが日本人が帰国する時

にその影響はありますか？日本から戻る際への影響はありますか？ 

 国務省が発表したレベル４への渡航禁止勧告は非常にインパクトがある

ように思われましたが、まず、米国人を対象にしたものである（現在、米国

籍者の日本への渡航は原則できない状況です）ということ、そして内容も

実際すべて「推奨」レベルにとどおまっており、日本国民の日本への帰国

を止めるものではありません。これは CDCのガイドラインからの政府の判

断ですが、このレベル４も例えば、内戦状態のための退避勧告などのカテ

ゴリーと違う、新しく設けられた COVID19のレベルを示す取り決めなの

で、そのレベルと一概に比較できません。なので、いまのところは大丈夫

です。 

 日本の状態が今後、インドのような状態、あるいは昨年のニューヨークの

ような状態にならない限り、大丈夫であるとみていますが、感染状況を抑え

込むためには帰国した一人ひとりの協力が不可欠です。無事に米国に戻

ってこれるように、帰国中は感染防止にご協力ください。 

 

5-8 

 アメリカ帰国後の隔離や PCRは、CDCのガイドラインでは Recommendに

なっているが、どこまで順守したら良いのかご教示ください。 

イスラエルなどは制限が解除されているようですが、カリフォルニアの解除の

見込みは何時ごろでしょうか？何か指標はありますでしょうか？ 

 CDCのガイドラインはあくまでも「推奨」のみで、法的強制力はありませ

ん。あとは自己判断にゆだねられるますが、そのガイドラインにのっとっ

て、連邦政府、州、郡、市、コミュニティーレベルで各自規制を作り出す仕

組みです。なので、お住まいの地域の規制を必ず遵守してください。 

カリフォルニア州内は６月半ばを目途に多くの経済活動が再開される見込

みです。 

 

5-9 

 先月 25日に CDC及びアメリカ国務省が日本への危険レベルを「４」に設

定しました。現在は「入国制限リスト」からは外れているので日本からアメリカ

への入国が可能な状況ですが、今後、日本が「入国制限リスト」に入る可能

性はどれくらいあるのでしょうか？ 

 国務省が発表したレベル４への渡航禁止勧告は非常にインパクトがある

ように思われましたが、まず、米国人を対象にしたものである（現在、米国

籍者の日本への渡航は原則できない状況です）ということ、そして内容も

実際すべて「推奨」レベルにとどおまっており、日本国民の日本への帰国

を止めるものではありません。これは CDCのガイドラインからの政府の判

断ですが、このレベル４も例えば、内戦状態のための退避勧告などのカテ

ゴリーと違う、新しく設けられた COVID19のレベルを示す取り決めなの

で、そのレベルと一概に比較できません。なので、いまのところは大丈夫

です。 

 日本の状態が今後、インドのような状態、あるいは昨年のニューヨークの

ような状態にならない限り、大丈夫であるとみていますが、感染状況を抑え

込むためには帰国した一人ひとりの協力が不可欠です。無事に米国に戻

ってこれるように、帰国中は感染防止にご協力ください。 
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番号 質問 回答 

5-10 

 日本とアメリカの両国間を渡航する際の注意点、対処法がありましたらオン

ラインセミナーにてご教示頂ければ幸いです。 

 日本からは陰性証明の取得以外は特に大きな違いはないとみていま

す。ただ、常に万が一のことを想定して、３時間前のチェックインを心がけ

てください。 

 

5-11 

 日系航空会社で日本へ一時帰国予定。日本行きと米国帰り便搭乗に際し

た、最新の注意事項をご紹介頂きたいです。（PCR検査方法等一般的な注

意事項は確認済ですが、ここ 1か月くらいで実際に搭乗拒否された事例を

ご紹介頂ければ有難いです。） 

 やはり、多くの搭乗拒否では「所定のフォーマット」を使わずに、任意のフ

ォーマットを提出し、必要な事項が確認できないことによるものです。なの

で、検査証明書を用意する場合は「所定のフォーマット」を利用するように

心がけてください。 

 

5-12 

 米国在住で日本国籍の日本人が日本の家族の元に里帰りをする際にも 3

日間の宿泊施設での待機が必要となるのでしょうか。またその宿泊費用＆食

費等は本人負担となるのでしょうか。 

 指定の１９州に居住、あるいは滞在歴がある場合は全員、3日間の隔離

要請になります。それ以外の州からの出発に関してはいまのところ隔離措

置はありません。ただ、全世界からの入国者に対して１４日間の自己検疫

が必要なのは変わりませんので、指定１９州以外でも１４日間は公共交通

機関の利用自粛などの要請は伴います。３日間の隔離の場合はすべて公

費で賄われます。 

 

6．ワクチン接種完了者の扱い 

6-1 

 ワクチン接種完了者は検疫所指定施設での 3日間の隔離の対象外となる

ような検討がなされていないか、知りたいです。 

 残念ながら、日本の入国規制のプロトコルは「無症状感染者を見つける」

ことに重きがあるため、ワクチン接種者であってもウィルスを持ち込む可能

性がある以上、ワクチン接種が切り札にはなりません。日本はまず、感染

者数が減ることが次のステップの第一条件になると見ています。 

 

6-2 

 日本ではワクチン接種完了していることは考慮されないのでしょうか？カリ

フォルニアではワクチン接種完了者は自主隔離不要となっています。 

 残念ながら、日本の入国規制のプロトコルは「無症状感染者を見つける」

ことに重きがあるため、ワクチン接種者であってもウィルスを持ち込む可能

性がある以上、ワクチン接種が切り札にはなりません。日本はまず、感染

者数が減ることが次のステップの第一条件になると見ています。 

 

6-3 

 駐在員の交代、滞在期限の為の一時帰国があるため、日本政府がワクチ

ン接種完了者に対しても今の対応をどの程度続けるのかが一番知りたい事

です。 

 残念ながら、日本の入国規制のプロトコルは「無症状感染者を見つける」

ことに重きがあるため、ワクチン接種者であってもウィルスを持ち込む可能

性がある以上、ワクチン接種が切り札にはなりません。日本はまず、感染

者数が減ることが次のステップの第一条件になると見ています。 

 

6-4 

 ワクチン接種者に対する考慮は検討されていますか  残念ながら、日本の入国規制のプロトコルは「無症状感染者を見つける」

ことに重きがあるため、ワクチン接種者であってもウィルスを持ち込む可能

性がある以上、ワクチン接種が切り札にはなりません。 

 

6-5 
 ワクチンを終えているため帰国を検討しております。アメリカではインド型に

もワクチンは効果があると報道されていましたがやはり隔離なのでしょうか？

 残念ながら、日本の入国規制のプロトコルは「無症状感染者を見つける」

ことに重きがあるため、ワクチン接種者であってもウィルスを持ち込む可能
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番号 質問 回答 

ビジネスクラスで行くため荷物を娘と二人で 6個持っていくつもりでしたが 3

日間の待機中に部屋へ荷物を持ち込めないため空港内から送ることは出来

るのでしょうか？またアメリカに戻ってくる場合の規制などあれば教えて下さ

い。（娘がアメリカ人、私が日本人です。） 

性がある以上、ワクチン接種が切り札にはなりません。３日間の隔離は州

ごとに決まっていますので、居住州が対象州であれば避けられません。政

府指定の施設に隔離される際は荷物もすべて持ち込むように指示がでて

います。検疫後、原則団体行動になるため、空港でのサービスを受けるの

はかなり困難ということで、宅配も利用ができないとのレポートがきておりま

す。ただ、隔離施設のホテルの判断で大きな荷物はホテルの倉庫などで

預かってくれるというようなことをしてくれるところもあるとレポートがありま

す。まずはホテルでチェックインの際にホテルサイドにお尋ねください。ア

メリカに戻ってくるときは、日本出国３日前の陰性結果があればほとんど通

常入国とみていいです。（お嬢様はアメリカ人ということですが、原則、米

国のパスポートで日本への入国は今できません。この点は十分気を付け

て、不明な点は領事館にお問合せください） 

 

6-6 

 ワクチン接種済み者に対する日本入国規制の緩和の見通しは？ 

 

 今、急ピッチで日本国内のワクチン接種が進んでいます。見通しでは、

今月中にかなりワクチン接種が進むことにより、感染者数のグラフが滝のよ

うに落ちることが見込まれます。この状況が日本で確認され次第、徐々に

ワクチンの有効性を認めた形の渡航規制に緩和されてくることと見ていま

す。 

 

6-7 

 「ワクチンパスポート」の導入検討について、情報あればお知らせください。  現在、IATAなども全力で活用の促進を推奨しております。また航空会

社も独自のアプリ開発などで、対応しようとしております。実用化されるま

で、もう間もなくと期待しています。 

 

7．日本の入国制限をめぐる今後の見通し 

7-1 

 海外からの入国者に対しては厳格な水際措置が取られていますが、国内

での感染対策は報道からは進んでいるようには見受けられません。日本で

の感染対策は一体どの程度進んでいるのでしょうか。今後の見通し含めて

教えていただければと思います。 

 今、日本国内で必要なのは、人のことを考え行動することではないでしょ

うか？新型コロナ感染症に関しては様々な意見が飛び交い、それが多く

の人の行動を惑わせています。あるものは暴走し、あるものは立ち止まると

いうような状況でしょう。対策は色々な形で行われているにも関わらず、一

人ひとりが「となりのココロ」に気が付くときではないでしょうか？ 

 

7-2 

 今の状況からこの措置がいつまで続きそうか、わかる範囲で情報を頂きた

いです。 

 夏に一時帰国する社員もいるので参考とさせて頂きたいです。 

 まずは、６月中の緊急事態宣言が終わるときがキーになります。またオリ

ンピックの前後でも大きく変わる可能性はあります。ただ緩和されるか、強

化されるかは日本の感染状況次第でしょう。 

 

7-3 

 今後数か月で、変異株流行による水際対策措置の対象地域から外しても

らえる可能性はどの程度考えられるでしょうか。（いったん指定されてしまう

と、なかなか対象地域から外してもらうのは難しいのでしょうか。）また、東京

 ４月に発せられた、テネシー、フロリダ、ミシガン、ミネソタの４州からの旅

行者による入国規制は、イギリスで最初に確認された変異株「アルファ株」

による地域の感染度合いであることが明確にわかりました。ところが、今回

の１５州の追加はインドで最初に確認された変異株「デルタ株」によるもの
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番号 質問 回答 

オリンピックの開催の動向がこの措置にどの程度・いかなる影響を与えてい

るのでしょうか。 

ということなのですが、実は CDCのデータでもこの「デルタ株」の米国内で

の広がりははっきり確認できません。なのになぜ日本政府は１５州を指定し

たのかという疑問が実はのこっています。もちろん、なんらかの科学的、統

計的根拠を元に発せられたとは思いますが、我々からその基準が見えな

いため、今後、これらの州がどうなるのか、また新たに州や地域が加えられ

るかの予測が一般レベルでは大変難しいものになっています。またおっし

ゃる通り、一度指定されると、撤廃されるのが難しいというのは同感で、実

際この変異株関連の収束が確認された地域は６月１日に解除されたイスラ

エルとスロバキアの２か国で、現状、ほとんどないと言っても過言ではない

でしょう。 

 東京オリンピックの開催動向が入国規制の強化、緩和に影響しているこ

とは間違いないです。実際、現段階で「オリンピックトラック」と呼ばれるもの

が始められ、ニュースでオーストラリアからの選手団が入国できているケー

スがあります。はたまた、ジャマイカのサッカー選手が検査書類不備が理

由で搭乗拒否をされて試合が中止になったというようなことも起きていま

す。毎回、申し上げることですが、規制緩和への３つのファクター、「変異

株」「ワクチン」「オリンピック」はいまだに有効です。 

 

7-4 

 2週間の隔離措置はいつまで続くと思われますか。 

 アメリカに入国する際（グリーンカード所持者）の留意点についてご教示頂

けると幸いです。 

 変異種が弱体化し、ワクチン接種がすすみ、感染者数などの数が十分さ

がるというのがポイントでしょう。ただ自己検疫期間がなくなる前にまず、ビ

ジネストラックやレジデンストラックなどの特例措置がまず、始まると見てま

す。 

 現時点では特に問題はないものと思われます。 

 

7-5 

 アメリカからの日本人一時帰国者が、陰性証明が不適合とかで、強制送還

された人がいると聞きました。そもそも日本政府は国民の安全を守る義務が

あると思われますが、入国拒否をして、強制送還というのは、矛盾していると

思うのですが。 

 実際、この件に関しては詳細な報道がなく、どこまでの状態でそのように

なったかが明らかになっていません。なので、真相は正直このことに直接

関わった人のみが知ることなのでしょう。ただ、国際法上の常識として日本

国民は日本へ帰国することが権利として保証されています。ただこのこと

には現場から「感染防止にご協力ください」という大変強いメッセージが送

られています。そのことをきちんと捉えることは大切です。 

 

7-6 

 Current quarantine rules. Prediction of when re-entry to Japan will 

become easier. 

 Currently, all travelers must take covid19 tests within 72hrs prior to 

departure.  They have very strict rules how to take the test.  Please 

check the website 

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.

html> for details.     

 We still need to more time to lift all restriction for entry because still 

Japanese government is concerning how many covid cases a day.    
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番号 質問 回答 

8．その他 

8-1 

 毎日のように日本領事館から日本の水際対策ついての新たな制限が送ら

れてきますが、自分が緊急に帰国になった場合に必要な書類や知っておく

べき情報が良く分かっていません。あと、現在の日本到着後の流れを知りた

いです。 

 緊急帰国になった場合、真っ先にやらなくてはいけないのはやはり出発

７２時間前の PCR検査です。緊急を要する場合は極力、領事館などで推

奨されている日系の医療機関の利用がいいでしょう。それ以外に出発前

には必ず質問票の QR Codeの取得までは最低限行ってください。あと

は、最悪、飛行機の中でできます。 

 日本の到着後は検疫、抗原検査を経て、陰性確認されれば、通関にな

ります。もし居住地や滞在歴に規制強化対象州が含まれている場合はそ

のまま３日間の施設での停留になります。そうでない場合は公共交通機関

を使わずに自宅などで１４日間の自己検疫を行います。 

 

8-2 

 6月中に日本へ一時帰国する予定ですが、日本へ帰国する 7日前に私本

人のみが居住地のメリーランド州からカリフォルニア州へ出張で訪れます。 

 日本へはメリーランド州に再び戻ったのちに妻子とともに帰国する予定な

のですが、この場合、“検疫所が確保する宿泊施設での 3日間の隔離”が必

要になるのは私本人だけか、妻子もその対象になるか知りたいです。在米日

本大使館領事班に確認しましたが明確な回答は得られませんでした。 

 滞在歴にカリフォルニアが入るため、３日間の隔離が必要にいなります。

ご家族は原則、隔離は必要なしとみなされます。ご一緒に行動されたいと

いうお気持ちはわかりますが、隔離措置を敢えて希望することは「公費」で

賄われている以上、できずに最終的な判断は検疫所長にゆだねられま

す。 

 

 

8-3 

 I94の更新の為に日本への一時帰国を検討していますが、出来るだけ短

い滞在で帰米したいと考えています。日本に一時帰国後、14日間の自宅等

での待機期間の終了を待たずに帰米することは可能でしょうか？ 

 ３日間の健康観察をようされない地域からの出国は問題ありません。 

 

 

 

8-4 

 日本では、Wifiの環境がよくなっているというご意見と、まだ不備であるとの

両意見を聞きます。米国の携帯の場合、日本の現Wifi環境に対応できます

か？ 

 WIFIが飛んでいる場所（ホテルなど）であれば接続には特に問題はあり

ません。ただ、常につなげて置きたい場合は海外ローミングやポケットWi-

Fiを用意することをお薦めします。 

 

8-5 

 ９月に I94が切れます。いつ頃計画をたて、航空券を購入するのがよいで

しょうか？ 

 まずは会社の HRにご相談ください。I94は切れると厄介ですので、早い

段階で更新をすることをオススメします。 

 

8-6 

 L1ビザ更新のため 6月後半から 7月前半に帰国を検討しています。ビザ

更新にかかる日数や手続き上注意すべき点についても何か情報があれば

教えてください。 

 ビザの取得の詳細は会社の HRあるいは、移民法専門の弁護士にお問

合せください。アポがなかなか取れない、帰国１４日以内は受け付けられ

ないなどのレポートは上がっています。 

 

8-7 

 具体的な手続きや、今後のリスクに関しても指摘・言及頂けると幸甚です。  Covid19の７２時間前の陰性証明の取得、空港での検疫、規制強化対

象州からの旅行者は３日間の施設での健康観察のための停留、公共交通

機関を使わずに移動、１４日間の自己検疫など、色々以前のようにパスポ

ートだけで行き来できなくなっているのは大変残念なことです。まずは、一
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番号 質問 回答 

人ひとりが日本へ帰国する際に日本の常識をもって、行動することを理解

し、感染防止に取り組むことが必要です。 

 

8-8 

 米国からスイスに行き、２週間後に日本に行くことも考えていますが、その

際は 3日間の隔離は免れるのでしょうか。 

 現在、米国からスイスへの観光入国ができない状況ですので、スイス２週

間滞在のオプションは、スイスからの入国許可がないかぎりできません。 

 

8-9 

 ワクチン未摂取の 12歳未満の子供の一時帰国は安全か？ 

 飛行機の機内感染の心配は？ 

 正直、個人差もありこの件はかかりつけのお医者様にご相談ください。 

 飛行機内での感染は IATAのデータによると、ほとんど確認されていな

いという現状です。これは換気が大変よいことと、徹底的に消毒されている

という背景があります。あとは個人ベースで基本的な感染予防策を守るこ

とによって、機内感染は防げるレベルです。 

 

（注 1）上記の回答は、2021年 6月 9日現在の情報に基づき記載しております。実際のご旅行においては、ご自身の責任の下、最新の情報をご確認ください。 

（注 2）類似の質問は集約しており記載しています。ご不明点がございましたら、ジェトロ・ロサンゼルス（lag-admin@jetro.go.jp）までご連絡ください。 

（注 3）6月 21日時点で、カリフォルニア州やニューヨーク州などはデルタ型変異株指定認国・地域（変異株 B.1.617 指定国地域）から解除され、これらの州からの

入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所での待機や入国後 3 日目の検査は求められおりません。（出国前 72 時間以内の陰性証明の取得

や入国後 14 日間の自主隔離については従前同様必要となります。）。 

        実際に日本への渡航を予定されている方は、日本政府の外務省や厚生労働省のホームページなどから最新の情報をご確認するようお願いいたします。 

      https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

      https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html 

 

【免責事項】 

ジェトロ及び近鉄インターナショナル ナショナルでは、できるだけ網羅的かつ正確な情報の提供を心掛けておりますが、上記で回答した内容に関連して、ご利用者

が不利益を被る事態が生じたとしても、ジェトロ及び近鉄インターナショナル ナショナルは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。 
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