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                               2022年 9月 20日         

覚書（通達事項） 

発効：米海軍横須賀基地司令部  

件名：米海軍横須賀基地における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大防止のための

方策  

参照：   

（a）2021年 11月 2日付 在日米軍公衆衛生緊急宣言 

（b）2022年 9月 7日付 在日米軍司令部公衆衛生指令 22-008・各別命令 008 

（c）2019年 3月 28日 米国防総省指示書 6200.03 

（d）2021年 5月 太平洋艦隊 2802352 

 (e) 2022年 3月 1日付 米国国防総省覚書（通達事項）：すべての国防総省軍施設および

他の施設での最新マスク着用とスクリーニングテストガイダンス 

（f）2022年 6月 1日付 在日米海軍司令部・在日米海軍日本管区司令部メモ 在日米海軍司

令部マスク着用方針（改訂５版） 

（g）2022年 9月 13日付 在日米海軍司令部・在日米海軍日本管区司令部メモ COVID-19に

対する行動制限ガイダンス（更新 21版） 

 (h) 2020年 3月 2日付 日本に駐留もしくは日本で活動する米軍に対する在日米軍自由行

動指令 

 (i) 2016年 8月 31日付 在日米海軍司令部・在日米海軍日本管区司令部メモ 

 (j) 2022年 7月 28日付 米海軍横須賀基地司令部覚書 (通達事項) 

添付：（1）2022年 7月 20日付 在日米海軍司令部活動ガイド 

 

1. 参照（a）に基づき、在日米軍司令部は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行

を受けてすべての在日米軍施設に対して公衆衛生緊急宣言を発行した。こうした施設での業

務従事者、すなわち軍人および家族、そして民間の従業員や契約業者従業員、基本労務契約

（MLC）従業員・諸機関労務協約（IHA）従業員、個々の献身的な配慮なしには、このウイル

スの拡散を制御し続けるのは不可能である。これまでの我々の取り組みは、このウイルスの

蔓延を抑えるのに効果的であり、状況を変えるには、意識と保護のレベルを高める必要があ

る。参照（b）に基づき、米海軍横須賀基地は、健康保護条件アルファの基準にとどまる。 

2. 参照（a）から (i) に基づき、米海軍横須賀基地司令部ならびに米海軍横須賀基地に駐

留する部隊の軍務上の使命を達成し、この施設に派遣された、もしくは在住する人々の健康

や安全、福祉を守るためには以下の措置が必要になる。米海軍横須賀基地司令部ならびに基

地駐留部隊に属す、日米地位協定のもとに来日している米海軍横須賀基地あるいはテナント
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部隊に所属する基地関係者(SOFA)や MLC/IHA従業員は以下の要求条項に沿って行動を認めら

れる。 

a. 門限:すべての人員は、在日米軍司令部の標準夜間外出禁止令および在日米海軍司

令部の自由行動方針も引き続き有効であることに注意すること。参照(h)と(i)を

参照。 

 

b.  宿泊施設: 宿泊施設の立ち入りは、出張目的および自由行動目的の場合、あるい

は休暇目的で各部隊の司令官や活動の責任者によって承認された場合に許可され

る。 

 

c. 公共交通機関：公共交通機関の利用は許可される。すべての人員は、公共交通機関

の利用を最小限に抑え、混雑した路線や時間を避け、この通達に記載されている対

策措置に従うこと。最大警戒区域における禁止活動は 2節 m(1)(e)項を参照。 

 

d. 立入禁止施設：通常警戒区域でのワクチン接種者の立入禁止施設なし。通常警戒自

由行動区域でのワクチン非接種の禁止活動は 2節 m(1)(b)項を参照。警戒強化区域

におけるワクチン非接種者の立入禁止施設については 2 節 m(1)(d)項を参照する

こと。最大警戒区域におけるすべての人員の立ち入り禁止施設は 2節 m(1)(e)項を

参照 

 

e. 物理的距離をとること: 実用的な場合において、自分と他の世帯の人との間に少

なくとも 6 フィート、すなわち約 2 メートルの距離をとること。これは同世帯の

家族には適用されない。 

 

f. 顔を覆うこと： 参照(f)に従い、ワクチン接種の有無に関わらず、国防総省施設

ではマスクの着用は必須ではない。さらに、すべての人員は以下に従うこと； 

 

(1) 国防総省施設の外では、すべての人員はワクチン接種の有無にかかわらず、屋

内ではマスクを着用すること。屋外では、日本のマスク着用方針に従い、例え

ば、ソーシャル・ディスタンス（2メートル）がとれるときには、マスクを外

しても良い。家族や定期的に接触する人はソーシャル・ディスタンス（2メー

トル）以内でも良い。小学校入学前の子供（6歳以下）は屋外でのマスク着用

は不要とする。 
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(2) 新型コロナウイルス感染症の感染レベルに関係なく、マスクを着用すること

を選択できる。 

(a)免疫力が低下している場合、または重篤な疾患のリスクが高い場合

は、マスクの継続的な着用が推奨されるかどうかについて医療提供者

に相談することを推奨する。 

(b) マスク着用を選択した個人への嫌がらせは固く禁じる。 

 

（3）全ての人員は、ワクチン接種の有無にかかわらず、以下のときにはマスク

着用を継続すること； 

(a) 軍内の治療施設内にいるとき 

(b) よこぽんシャトルバスに乗車しているとき 

(c) 成田空港シャトルバスに乗車しているとき 

(d) 羽田空港シャトルバスに乗車しているとき 

 

（4）全ての個人は、参照(f)から(g）に従い、必要時にマスクを着用できるよ

うに常に携帯または所持していること。 

 

g. 衛生・エチケットならびに接触期間: 頻繁に手洗いを行い、顔を触ったり握手した

りすることなく、咳・くしゃみに対するエチケットを守ることにより、新型コロナウ

イル感染症（COVID-19）に対する接触を最小限にとどめるよう努めること。家族以外

の人との接触や、そうした人が特に密集する場所を避けること。この覚書（通達事項）

にて許可される公共交通機関を使用する場合、手すりに接触する、少なくとも片方の

手に手袋を着用し、移動後ただちに手を洗うことが推奨される。何かしら病気の症状

を発症しているものは直属の上司に報告し、医療処置を受け、出勤しないこと。 

 

h. 団体構成人数の制限(基地施設内のみ): 基地施設外における団体構成人数に関して

は、2節 m(1)(a)から 2節 m(1)(e)を参照し、万が一、その団体の構成員の 1人が新型

コロナウイルス感染症（COVID-19）の陽性反応を示した場合、その団体の全ての構成

員、ならびに同世帯の住人全員は参照(b)に従い、隔離を要請される場合がある。非

接種者は、最も感染しやすいので注意をして行動すること。ワクチン接種が未完了の

場合、個人は感染の影響とコミュニティでの隔離を避けるために、可能な限り密接な

接触を少なくする必要がある。 
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i. 宗教行事：基地外の宗教行事や礼拝には、他者との距離を約 2メートルとり、他者と

接触する際にマスクなどで顔を覆う等の新型コロナウイルス対策をとり、米国疾病予

防管理センター（CDC）の推奨する予防策を実施する場所に限り、参加が許可される。 

 

j. 独身寮： 独身寮（UH）の住人は割り当てられた建物内で、この覚書に記述している

感染予防対策に従い、訪問客を受けることが許可される。 

 

k. 米国国防総省施設： 日本国内の米国国防総省施設間の移動は許可される。 

 

l. 自由行動範囲: この覚書（通達事項）の目的のため、自由行動範囲は、3つに分類さ

れる：通常警戒区域（添付（1）の緑色の区域）、警戒強化区域（添付（1）の黄色の区

域）および最大警戒区域（添付（1）の赤色の区域）＊注意：警戒強化区域は、通常警

戒区域内にある可能性がある。 

(1) 通常警戒区域、警戒強化区域、最大警戒区域は添付（I）を参照。 

（a） 通常警戒区域内では、全ての人員に以下の活動が許可され

る：(i)基地外のレストラン・カフェ店内での飲食。 (i)屋

外・屋内の娯楽施設、スポーツイベント、観光エリア、アト

ラクション。 

 

（b） 通常警戒区域内では、ワクチン接種済の人員に限り、バー

及びナイトクラへの立入を許可する。ワクチン非接種者は、

立ち飲み屋、居酒屋、ラウンジなどを含むバーやナイトクラ

ブへの入店を禁止する。全ての人員は、注意を払い、混雑し

た場所を避け、この覚書で記述されている健康予防対策に

従うこと。 

 

（c） 警戒強化区域内では、すべての人員に以下の活動が許可さ

れる：(i)基地施設外のレストランやカフェ屋内での飲食は、

午前 5 時から午後 9 時の時間帯のみで、4 名以下のグルー

プであり、他の顧客との距離を保ち感染対策を行っている

店内である場合にのみ入店が許可される。(i)屋内・屋外で

の娯楽施設、スポーツイベント、観光エリア、アトラクショ

ンへの訪問。 

 

（d） 警戒強化区域内では、ワクチン接種済者のみが、午前 5 時

から午後 9 時の時間帯のみ、バーやナイトクラブの入店が

許可される。ワクチン非接種者は、通常警戒区域であって

も、立飲み屋、居酒屋、ラウンジなどを含むバーやナイトク
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ラブの立入りは許可されない。すべての人員は、混雑した地

域を避けること、この覚書（通達事項）に記述されている健

康予防対策に従うこと。 

 

（e） 最大警戒区域内では、ワクチン接種済者のみ、屋外での食

事、レストランやカフェでのテイクアウト、屋外の娯楽施

設、スポーツイベント、観光エリア、アトラクションへの訪

問が許可される。ワクチン接種済者は、屋内での娯楽施設、

スポーツイベント、観光エリア、アトラクションは許可され

ない可能性がある。また、バー、ナイトクラブ、立飲み屋、

居酒屋、ラウンジなどのような場所への立入りは禁止され

ている。ワクチン非接種者は、公用の目的以外では、最大警

戒区域への立入りは禁止されている。 

 

3. 濃厚接触者: 参照(g)に従い、ワクチン接種状況によって以下のガイドラインを順守す

ること。 

a. ワクチン非接種・または一部接種済者：陽性者と濃厚接触がある場合、

速やかに隔離状態に移行すること。隔離中は、各自の住居または宿泊所

で最低 5日間とどまること。5日後、無症状の場合は、さらに 2日間の

ホールド期間（合計 7日間）が終了するまで基地内に拘束される。マス

ク着用は 10 日間必須。自宅と基地施設間の移動は、公共交通機関以外

の手段であれば許可される。各部隊・組織は、接触者の追跡完了後、速

やかに濃厚接触状況・隔離措置の通知を職員および家族に通知する責任

がある。 

 

b. ワクチン接種済かつ最新の状態にない人は、陽性者と濃厚接触がある場

合、速やかに隔離状態に移行すること。隔離中は居住施設あるいは自宅

に最低 5日間とどまること。5日後、無症状の場合、さらに 2日間のホ

ールド期間（合計 7日間）が完了するまで基地内にて拘束される。マス

クの着用は 10 日間必須。自宅と基地施設間の移動は、公共交通機関以

外の手段であれば許可される。各部隊・組織は接触者の追跡完了後、速

やかに濃厚接触状況と隔離を職員および家族に通知する責任がある。 

 

c. ワクチン接種済かつ最新の状態にある人は、陽性者と濃厚接触があり、

かつ無症状の場合、現在適用されている医療ガイダンスによって指示が

ない限り、隔離の必要はない。各部隊・組織は、接触者の追跡が完了し

た後、早急に職員と家族に濃厚接触状況を通知する。各部隊・組織は、
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直近の同僚に濃厚接触状況を通知するよう推奨され、適切な社会的距離

を保つことができない作業をしている職員の職務の調整を考慮する必

要がある。これらの個人は、接触後 10 日間は、他の人が近くにいると

きには、たとえ要求されなくても常にマスクを着用するなど、より厳格

な予防措置をとること。症状のある場合は、速やかに自主隔離し、医療

検査を受けること。 

 

d. 濃厚接触者に指定され、5日目以降も症状のある人は、地元の医療施設

で診察および、ある COVID-19 検査を受け、職場・学校への復帰、また

は集会などへの出席に関しては、医療提供者からの療養指導に従うこと。 

 

4．部隊司令官は、地元地域の自由行動範囲の内外において休暇の承認をすることが可能であ

る。自由行動範囲内での休暇中も、人員はこの指令書に記載されている制限に従うこと。 承

認された休暇についての方針は、参照（g）の休暇の手引きに従うこと。 

 

5. 病気のときは自宅で休養すること。体調の優れない者は、米海軍横須賀基地海軍病院の医

療提供者、自分の部隊医療機関、あるいは自分の指揮系統へ連絡を取るまでは職場への出勤

や基地内での活動は許可されない。 

 

6．各部隊はリスクの高い人員 (新型コロナウイルスに感染した場合に、特に深刻な健康上の

合併症の影響を受けやすい人) や上記の要件や制限の順守が不可能な生活環境あるいは通勤

環境にいる人員を特定し、そのような人員のために調整を行うことが推奨される。 

 

7.この覚書 (通達事項) の制限や要件にかかわらず、米海軍横須賀基地は、基地主催のイベ

ントやプログラムを実施するために人との物理的距離の確保や、集団の人数制限などの制約

や要求を変更する場合もある。 

 

8. この覚書（通達事項）が適用されるのは、現役軍人、予備役兵、退役軍人、軍人家族、

軍属、契約業者、日本人従業員、あるいは当基地への入門が許可されている、または入門申

請をする者。軍人は、この公衆衛生命令に従うことになっており、従わない者は統一軍事裁

判法により罰せられることがある。その他の者は遵守が強く求められる。違反者は最低 14日

間基地への入門が禁止され、さらに、あるいは行政措置がとられる。(例：赴任期間短縮、基

地立入禁止、米国へ早期帰国など) 

 

9. 参照（ｊ）はこれによりキャンセルとなり、この覚書 (通達事項) が優先する。 

 

米海軍横須賀基地司令官 

       L. D. ソボル 


