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春節の帰省に関する防疫対策について
中国国内では、新型コロナウイルスの感染が再び増加傾向にあり、多くの省市で感染症例が報告されています。
目前に迫った春節休暇には、省市を跨ぐ移動が多くなることが想定されるため、人の流動に伴う感染者の増加や、地
域ごとの隔離政策による春節後の業務再開への影響に関心が寄せられています。本稿では、春節休暇中の帰省に
関する中央政府、各地方政府の防疫政策を整理します。

新型コロナウイルスの感染状況
情形势

春節期間中は、気温が低い状況下で人の移動が活発になるため、感染が拡大しやすい条件となります。
中国では昨年 12 月以降、内モンゴル自治区、四川省、黒龍江省、遼寧省、北京市、河北省、陝西省、山
西省、吉林省、上海市で局地的な感染が確認されています。
国家衛生委員会の最新情報によると、1 月 21 日 24 時現在、31 省（中央政府直轄の自治区・市）と新疆生
産建設兵団で、確定症例 1,647 人（うち重症例 80 人）、無症状患者 929 人の発生が報告されています。ここ
にきて再び増加傾向に転じていることから、春節を目前に控え、楽観視できない状況となっています。

1 月 21 日 15 時時点の高・中リスク地区

リスク等級は以下の微信 QR コードより参照可能です
（http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/risk.html）

春節の帰省に関する政策
ウイルス感染が国内外で収束しない中、人の移動や集まりを最小限に抑え、予防策を講じることが、春節
を安全に過ごす上でのポイントとなります。北京、上海、安徽、河南、山東といった多数の省市は、以下のよう
な呼びかけの通知を発布しています。
①春節はできるだけ帰省しない

②帰省する場合は、各地で相応の防疫措置を受けなければならない
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① 春節はできるだけ帰省しない（呼びかけ）
国務院は 2020 年 12 月 30 日に「关于做好 2021 年元旦和春节期间新冠肺炎疫情防控工作的通知（2021
年の元旦と春節期間における新型コロナウイルスの防疫対策徹底に関する通知）」を公表しています。規制
期間中にウイルスを持ち込まないため、可能な限り休暇期間も勤務地に留まることを求めています。
（http://www.gov.cn/xinwen/2020-12/30/content_5575601.htm）
（ポイントの抜粋）
14 勤務先での休暇取得を奨励する。 地方政府は、企業・団体に対し、生産・勤務条件や従業員の希
望に応じた柔軟な休暇の取得を促すための広報活動を強化すること。春節期間中は可能な限り勤務地
での休暇取得を指導するとともに、勤務地に滞在する従業員の保護に努めなければならない。 残業し
た社員には、法律に基づいて残業代を支給し、振替休暇を取得させる。

現時点では、北京、上海、寧夏、山東、河南、安徽、湖北、河北など 27 の省市が「春節はできるだけ帰省し
ない」ことを求める通知を発布しています。 安徽省、河南省などの都市部への出稼ぎ労働者が多い省市で
は、特に帰省者への要求が多くなっています。本稿執筆時点で、安徽省では 12、河南省では 18 の県市が帰
省をできるだけ控えることを求める通知を公表しています。

② 帰省する場合の各地での防疫措置
帰省する必要がある人、および来訪者のために、地方政府ごとに「帰省政策」を公表しています。例えば、
安徽省、貴州省、四川省、湖南省、河南省、山西省などは「出稼ぎ労働者への手紙」という形式で、帰省しな
ければならない人への要求事項を提示しているところがあります。
表１は、一部の省市の帰省時における防疫措置をまとめたものです。

表１ 省ごとの防疫措置
高・中リスク地区からの入境

地区

政策指針

低リスク地区からの入境
PCR 検査

政策指針

PCR 検査

・入境には当局の承認が必要
北京市

・高リスク地区＝14 日集中隔離
・中リスク地区＝14 日自宅隔離

3 日以内

アプリ「京心相助」に情報登録
居住区と会社に事前連絡

不要

・封鎖地区内の低リスク地区＝14 日健康観察
・入境 12 時間以内に居住区の委員会、ホテル等
に届出
上海市

・高リスク地区＝14 日集中隔離
・中リスク地区＝14 日居住地域での健康管理

隔離中、２回

緑の健康コード

不要

・居住区の委員会、ホテルは体温計測と健康
コードのチェックを強化
・高リスク地区＝14 日集中隔離
広州市

・中リスク地区＝状況に応じて 14 日自宅隔離と
医学観察

7 日以内
隔離中、２回
（中リスク地区は入

・体温 37.3℃以下
・緑、青の健康コード

不要

境時の 1 回のみ）
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高・中リスク地区からの入境

地区

政策指針

低リスク地区からの入境
PCR 検査

政策指針

PCR 検査

・入境当日の PCR 検査
・居住区に自主的に報告し、健康管理を受ける
深圳市

・高リスク地区＝14 日間集中隔離

隔離中に実施

・中リスク地区＝居住区の健康管理を受ける

・緑の健康コード
・「深 i 您」微信小程序の自主登録

不要

状況により 14 日集中隔離＋医学観察
・高 ・中 リスク地 区 ＝14 日 集 中 隔 離 ＋PCR
検査 2 回
天津市

・高・中リスク地区を含む市区＝14 日自宅隔離

3 日以内

PCR 検査 1 回

・14 日自宅隔離＋医学観察
・7 日ごとに PCR 検査

7 日以内の陰性
証明

・入境 3 日前に居住区委員会に自発的に届出要
・居住区、会社へ届出
蘇州市

・14 日集中隔離＋医学観察
その後 14 日自宅隔離。滞在期間の移動は NG
・要求に基づいて PCR 検査を受ける

7 日以内
（高・中リスク地区を
含む省市の低リス
ク地区からの入境

＋医学観察
・高・中リスク地区を含む省市の低リスク地区

・体温正常

不要

者に限る）

・高・中リスク地区＝14 日 集中隔 離
無錫市

・緑の健康コード

・毎日 2 度自主検温
隔離中、２回

・農村への帰省者は村の委員会に

不要

報告

＝7 日以内の陰性証明

7 日以内
・14 日集中隔離＋医 学観察
南京市

・隔離後は居住 区の健康 観察を受けつつ 14

隔離中に実施

日自宅隔 離。PCR 検査 要。

・緑の健康コード
・体温正常

（高・中リスク地
区を含む省市の
低リスク地区から
の入境者に限る）

・高リスク地区＝“7+7”健康管理を実施（まず
7 日間自宅での健康観察、初日と最終日に
浙江省

PCR 検査。7 日目に陰性なら日常健康観察に
移行。この間再度 PCR 検査要。

3 日以内

・緑の健康コード
・感染防止策の徹底

不要

・中リスク地区＝7 日間の日常健康観察
最終日に PCR 検査要
・高リスク地区：14 日間集中隔離、この間、2 度
の PCR 検査＋1 度の抗体検査を無料提供
・中リスク地区：自宅での医学観察と健康チェッ
武漢市

ク、この間、2 度の PCR 検査＋1 度の抗体検査

隔離中、２回

・緑の健康コード

不要

隔離中に実施

・緑の健康コード

不要

を無料提供
・14 日を超える場合、居住区での健康管理。
その間、PCR・と抗体検査 1 回ずつ無料提供。
・“2+1+7”政策を実施 。2 回の PCR 検査 、
24 時間後に抗 体検査 、その後 7 日自宅 で
済南市

の健康観察
・高・中リスク地区 以外の重 点地 区からの
入境者は PCR 検 査 1 回
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高・中リスク地区からの入境

地区

政策指針

低リスク地区からの入境
PCR 検査

政策指針

PCR 検査

・高リスク地区：14 日集 中隔離 。
2 度の PCR 検 査。
長沙市

・中リスク地区：緑の健 康コード。PCR 検 査

７日以内
（中リスク地区

の陰性証明がなければ 14 日間 の隔離と医

を除く）

・緑の健康コード
・体調正常

不要

学観察
3 日以内

・高リスク地区：一 律 14 日集 中隔 離＋健康
合肥市

観察
・中リスク地区：一律 14 日居 住区 での厳格 な

（市中感染が発
隔離中、２回

・緑の健康コード

リスク地区からの

健康管理

鄭州市

西安市

・14 日集中隔離+PCR 検査 2 回＋血清検査
1回
・居住区に 3 日 前までに報 告
・14 日間集中隔離

生した市区の低
入境者に限る）

隔離中に実施

・緑の健康コード
・緑の健康コード

隔離中、2 度

・14 日 間 の健 康 観 察 に積 極 的
に協力する

不要

14 日以内
に1度

※上記情報は地方政府のホームページをもとに作成しており、今後更新、変更される可能性があります。

1 月 20 日には、国民衛生健康委員会より「冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案（冬から春にかけ
ての農村における新型コロナウイルス防疫作業計画）」が公表され、農村地域や農村地域への帰省者に関す
る防疫措置に関する通知が行われました。 1 月 28 日以降、農村地域への帰省者は 7 日以内の PCR 検査
が義務付けられるとともに、帰省後 14 日間の自宅での健康観察（この間、集まったり移動してないけない）、
7 日おきの PCR 検査の実施が必要となりました。
この法案における「農村地域への帰省者」の解釈は以下のとおりです。
1
2

3

省を跨ぐ帰省者
省内に高・中リスク地域が含まれる地域からの帰省者
（高・中リスク地域内からは原則として外部に出られない）
省内の輸入冷凍食品関係の従事者、港湾で輸入貨物を扱う作業従事者、隔離場所で作業を行う
者、公共交通機関の従事者等の重点人員。

表１で、「低リスク地区からの入境は PCR 検査不要」となっている場合でも、「農村地域への帰省」に当た
る場合には、7 日以内の PCR 検査が必要となる点にご注意ください。
この他、多くの地域では、冷凍食品業種の労働者が帰省する場合には、帰省先への事前報告を求めてい
ます。今後も、国内外の感染動向に応じて、地方政府が打ち出す対策が大きく変更される可能性がありま
す。帰省を検討する場合には、地域ごとの最新の政策をタイムリーに把握する必要があります。隔離や PCR
検査の要否に関する最新情報は、個々に地方政府に照会することをお勧めします。
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なお、支付宝アプリ内に新しい機能として「疫
情期间返乡政策查询（感染期間の帰省政策照
会）」が追加されています。出発地と目的地を入
力することで、最新の政策をタイムリーに確認
することができます(支付宝アプリ内で、疫情期
间返乡政策查询と検索してください)。

参考：
１．各地政府、CDC、衛生健康委員会の公式 HP
２．タイトルラベルの画像：千图网（www.58pic.com）の承認を得て使用
以 上
執筆: インターリスク上海 高級経理 楊 奥

瑛得管理諮詢（上海）は、中国・上海に設立されたＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループに属するリスクマネジメ
ント会社であり、お客様の工場・倉庫等へのリスク調査や、ＢＣＰ策定等の各種リスクコンサルティングサービ
スを提供させて頂いております。お問い合わせ・お申し込み等は、下記の弊社お問い合わせ先までお気軽に
お寄せ下さい。
＜お問い合わせ先＞
瑛得管理諮詢（上海）有限公司 （日本語表記：インターリスク上海）
上海市浦東新区世紀大道 100 号 上海環球金融中心 34 階 T10-2 室
TEL:+86-(0)21-6841-0611（代表）
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