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                                                   2021年 6月 30日（水）13:30～15:30めど                                                   
参議院議員会館 地下 1階 B103会議室 

（マスコミフルオープン） 
 

立憲民主党 新型コロナウイルス対策本部／ 
会派 厚生労働部会・文部科学部会 合同会議 次第 

 
※マスコミフルオープン 

※感染拡大防止のため、質疑を希望しない議員の先生方、秘書の皆さまにはオンライン（zoom） 

での視聴をお願いしています。資料は事前にデータでお送りしています。 

※オンラインで視聴している方のため、会場でのご発言は発言席のマイクを必ずお使いください。 
 

１． 挨拶 

 
２． 東京オリパラのプレーブック等について、宿題返し（13：30～14：00めど） 
 
３． 東京オリパラ選手等に対する空港での検査等の状況、入国後の措置等に

ついて、宿題返し（14：00めど～14：30めど） 
 
４． 来日した報道関係者の感染防止対策・行動制限等について、政府よりヒア

リング（14：30めど～14：50めど） 
＜説明いただく内容＞来日した報道関係者の感染防止対策について、基本的にどのような施
設に常駐することになるのか、どのような行動制限が課されるのか、など。 

 
５． 東京オリパラ大会時の選手輸送バス運転手等のワクチン接種について、

政府よりヒアリング（14：50めど～15：10めど） 
 

６． 専門家有志による「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会
開催に伴う新型コロナウイルス感染拡大リスクに関する提言」について、
宿題返し（15：10めど～15：30めど） 

≪ご説明≫ 
【内閣官房】坂口 和家男 内閣参事官 

三浦 明   内閣官房内閣参事官 
   【内閣官房オリパラ事務局】渡部 保寿  参事官 

吉田 英一郎 参事官 
森 康宏   参事 
山本 要   参事官 
林 揚哲   参事官 
丹菊 将貴  参事官 
中井 智洋  参事官 
髙見 英樹  企画官 

【厚生労働省】 梅田 浩史 健康局結核感染症課 感染症情報管理室長 
        木下 博詞 医薬・生活衛生局 検疫所業務管理室 検疫所業務対策推進官 

新妻 淳  医薬・生活衛生局 検疫所業務管理室長補佐 
有賀 玲子 医政局地域医療計画課医師確保等地域医療対策室長  

 
７． その他 

 
以 上 

（裏面に続く）  
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6 月 30 日（水）立憲民主党 新型コロナウイルス対策本部／会派 厚生労働部会 

・文部科学部会 合同会議で説明を求める事項（６月２４日合同会議の宿題事項等） 

※以下の宿題事項について、必ず回答を文書で配布した上で説明して下さい。 

 

１． 東京オリパラのプレーブック等について 

※最新版のプレーブックを提出のうえ説明してください。 
例えば、The Playbook - Olympic and Paralympic Family（英語）p36において、 
Places to eat 
• For the first 14 days 
– As there is an increased risk of infection when eating meals with others, you should avoid doing so, 
especially with Games participants who have been in Japan for more than 14 days, and residents of Japan 
• You must only eat in one of the following places, where COVID-19 countermeasures are in place: 
– Dining facilities at Games venues (as thepreferred option) 
– Your accommodation's restaurant 
– Your room, using room service or food delivery 
• Should these options not be available 
– You can buy food at convenience stores and takeaway restaurants indicated by Tokyo 2020, that you can 
get to without using public transport 
– The means of accessing and behaviour in these locations will be checked by Tokyo 2020 to ensure they 
comply with COVID-19 countermeasures, in particular physical distancing and hygiene 
– You should follow the guidance of Tokyo 2020 on measures to avoid contact with residents of Japan and 
Games participants who have been in Japan for more than 15 days 
– Where necessary, Tokyo 2020 may use GPS as a supplementary tool to confirmyour movements (subject to 
your consent), or direct supervision 
– Use a private room in a restaurant that can be accessed in a manner compliant with COVID-19 
countermeasures 
– Tokyo 2020 will require hotels to provide enhanced room service and grab and go options 
【google 翻訳】 
食事ができる場所 
•最初の 14日間 
–他の人と食事をするときは感染のリスクが高まるため、特に日本に 14日以上滞在しているゲーム参加者や日本の居住
者の場合は感染を避ける必要があります。 
•COVID-19対策が実施されている次の場所のいずれかでのみ食事をする必要があります。 
–ゲーム会場のダイニング施設（推奨オプション） 
–あなたの宿泊施設のレストラン 
–ルームサービスまたはフードデリバリーを使用した部屋 
•これらのオプションが利用できない場合 
–東京 2020に指定されたコンビニエンスストアやテイクアウトレストランで、公共交通機関を使わずに行ける食品を購
入できます 
–これらの場所へのアクセス手段と行動は、東京 2020によってチェックされ、COVID-19対策、特に物理的な距離と衛生
状態に準拠していることを確認します。 
– 15日以上日本に滞在している日本居住者およびゲーム参加者との接触を回避するための措置については、東京 2020
のガイダンスに従う必要があります。 
–必要に応じて、東京 2020は、GPSを補助ツールとして使用して、移動を確認したり（同意が必要）、直接監督したり
する場合があります。 
–COVID-19対策に準拠した方法でアクセスできるレストランの個室を使用する 
–東京 2020は、ホテルが強化されたルームサービスとグラブアンドゴーオプションを提供することを要求します 
 
とされているが、 
 

【問１】最初の 14日間、これらのオプションが利用できない場合、「東京 2020に指定されたコンビニエンスス

トアやテイクアウトレストランで、公共交通機関を使わずに行ける食品を購入できます」とありますが、 

①「オプションが利用できない場合」とはどういう場合を想定しているのか。 

②「オプションが利用できない」ことを来日前に知ることができるのか 

③「東京 2020に指定されたコンビニエンスストアやテイクアウトレストラン」とは具体的にどのような施設か、

それぞれ何カ所あるのか 

④コンビニやテイクアウトレストランで食事することを行動計画書に具体的に記載することは現実的に可能か 

⑤「GPSを補助ツールとして使用して、移動を確認」とあるが、スマホをホテル室内に置いて買い出しに出た場合

は行動を把握できるのか 

⑥「公共交通機関を使わずに行ける」の「公共交通機関」とは何を指すのか 

⑦「公共交通機関を使わずに行ける」とは公共交通機関を使わなければ距離や手段は問わないのか 

⑧日本人との接触が十分にあり得ると考えるがどうか 
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【問２】最初の 14日間、これらのオプションが利用できない場合、「COVID-19対策に準拠した方法でアクセスで

きるレストランの個室を使用する」とありますが、 

①事前に行動計画書に具体的なレストラン名を記載することは現実的に可能なのか 

②「COVID-19対策に準拠した方法でアクセスできるレストランの個室」は、「COVID-19対策に準拠した方法で

アクセス」できればよく、「レストランの個室」は「個室」でありさえすればよいのか  

③「レストランの個室」を利用する場合、公共交通機関を利用してもよいのか 

④「レストランの個室」は、宿泊先からの距離は問わないのか 

⑤「レストランの個室」には予約なしで行くことは可能か 

⑥日本人との接触が十分にあり得ると考えるがどうか 

【問３】The Playbook - Olympic and Paralympic Family（英語）p36のような最初の 14日間でも外出可能な記

載を削除すべきであると考えるがどうか 

【問４】熱中症か新型コロナウイルス感染か判断できない、体温が 37.5℃の人が救護室に来た場合、 

○救護室に入れていいのか 

○他のけが人がいた場合はどう対応するのか（部屋を分けるのか） 

○症状が落ち着いた場合に公共交通機関で帰ってもらっていいのか 

・など、対応要領（マニュアル）は作成されているのか。 

・作成されていない場合には、作成すべきではないのか。 

【問 5】オリパラ事務局へ。もし無観客試合という判断をする場合、それは、五輪関係者も含めて無観客となりま

すか。それとも一般の観客は入れないが、五輪関係者、オリンピックファミリー、スポンサー企業関係者だ

けは会場で観戦できる可能性がありますか。 

【問 6】オリパラ事務局へ。五輪関係者が、コンビニや個室レストランに行く際の手続きはどのようなものです

か。「オプションが利用できない」ことの承認は誰が、どのような基準で行いますか。承認は食事や外出の

事前に行いますか。事後に行いますか。承認無くコンビニや個室レストランに行けば罰則がありますか。 

【問 7】オリパラ事務局へ。事前承認の手続きはプレイブックに書かれていませんが、事前承認が必要なら、プレ

イブックにそのことや罰則を明記しますか。もし明記しないなら、事前承認は不要と理解してよいですか。 

【問 8】競技会場での飲酒禁止に関して、前回会議ではオリンピックファミリーへの文書発出はしていないとの回

答だったが、飲酒禁止の徹底をどのように担保するのか、説明してください。 

 

２．東京オリパラ選手等に対する空港での検査等の状況、入国後の措置などについて 

【問 1】ウガンダ選手団の関連で濃厚接触者に認定された方の人数、濃厚接触者としての認定までの間の行動制 

限、隔離の詳細を説明してください。 

【問 2】ウガンダ選手団の関連で陽性が確認された方のウイルスの変異株が何型か、説明してください。 

【問 3】厚労省、オリパラ事務局へ。今後、外国からのオリンピック選手や関係者が陽性になれば、すみやかに発

表しますか。 

【問 4】厚労省、オリパラ事務局へ。五輪選手や関係者の濃厚接触者は、空港で判定し、空港周辺などで隔離し、

自治体の合宿地や選手村、五輪宿泊施設に入れないようにすべきではないですか。 

【問 5】厚労省検疫担当者、オリパラ事務局に。外国の五輪選手や五輪関係者で、選手村や五輪宿泊施設に直接入

る予定の方々は、空港で陽性と判定された場合でも、選手村や五輪宿泊施設に入りますか。どこで隔離され

ますか。 

【問 6】厚労省検疫担当者、オリパラ事務局に。空港で濃厚接触者あるいは、濃厚接触者の疑いと判定された外国

の五輪選手や五輪関係者は、選手村や五輪宿泊施設に入りますか。どこで隔離されますか。 
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４．東京オリパラ大会時の選手輸送バス運転手等のワクチン接種について 

【問 1】東京オリンピック・パラリンピックの実施にあたって、開会前の選手団等受け入れや練習等への対応も含

め、選手、関係者、スポンサー、メディア等のバス/タクシー/ハイヤー等の輸送に携わる①事業者及び②運

転手の総数を、都道府県別にお示し下さい。また、そのうち、③すでに本契約を締結し、正式に発注をかけ

た事業者（運転手）の数を併せてお示し下さい。 

【問 2】組織委員会は、6月 22日付で「TAバス乗務員向け新型コロナウイルスワクチン接種について」という連

絡文書を発出していますが、①その連絡文書は上記１のうちの何事業者に送られたのか、②それによってワ

クチン接種の対象となる運転手は何人なのか、それぞれご報告下さい。 

【問 3】当該連絡文書は、TAバス輸送を担当する乗務員（運転手）のみが対象となっていますが、上記１の総員

のうち、今回、接種の対象となっていない乗務員（バス/タクシー/ハイヤー運転手）が何人いるのか、それ

らの乗務員（運転手）のワクチン接種計画はどうなっているのか、接種をいつ実施開始するのか、ワクチン

の確保は出来ているのか等、ご説明下さい。 

【問 4】当該連絡文書では、希望する被接種者の登録期限が 24日の 13時締め切りという、異常に短い期間であ

り、接種会場は東京都庁のみ、かつ都庁までの交通費は自己負担とされていました。①なぜこのような異常

に短い期限設定だったのか、②なぜ接種会場が東京都庁のみで、かつ交通費自己負担なのか、③なぜ事業者/

運転手の所在自治体での公費による接種としないのか、理由をご説明下さい。併せて、④24日 13時の締め切

りで、実際に何事業者から何人の登録があったのか、ご報告願います。 

【問 5】大会を安全に行うために、できるだけ早期にワクチン接種を実施し、選手等の本格的な輸送が始まるまで

にすべてのバス/タクシー/ハイヤー運転士のワクチン接種を終えるべきだと考えますが、組織委員会として

の認識/見解をご説明下さい。その上で、現状では、運行計画に基づく実際の乗務までに二回目のワクチン接

種が間に合わない運転手が多数に上ると思われますが、そのことについてどのような問題意識をお持ちなの

か、また今後、希望者に対するワクチン接種を迅速化する手段についてどのような具体案をお持ちなのか、

ご説明下さい。 

【問 6】現在、組織委員会において、バス等の運行計画を鋭意、作成中との説明を受けていますが、現時点で運行

計画がどこまで確定しているのか、ご説明下さい。その上で、ワクチン接種計画について、選手や大会関係

者等の輸送に関わるバス等の運行計画と管理（バス等の配置、運転士の働き方、リスク管理など）につい

て、誰がどのように把握し、接種計画/運行計画を策定しているのか、ワクチン接種後の副反応や体調不良等

による休暇取得等も想定した運行計画になっているのか、ご説明下さい。 

【問 7】今回のウガンダ選手団の件を受けて、厚生労働省は、濃厚接触者となる疑いが濃い場合には、別立ての専

用バスで移動を行うとしたが、それだけで接触/感染リスクを完全に回避できると考えているのか、ご説明下

さい。 

 

５．専門家有志による「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴う新型コロ

ナウイルス感染拡大リスクに関する提言」について 

【問 1】 観客数の上限を１万人としているが、7 月 23 日時点で東京にまん延防止等重点措置が継続されている場

合は 5千人となるのか、その際のチケットは再々抽選して枚数削減することになるのか、観客とチケットの取

り扱いについて回答してください（組織委員会への質問）。 

【問 2】招待している IOCファミリーやスポンサーを含めると、観客数の上限を遥かに超えてしまうので、専門家

の提言の趣旨に沿って人数を絞り込むべきです。海外からの大会関係者の削減など厳しく精査しているとのこ

とでしたが、最終的に大会関係者数はどれくらいまで絞る見込みなのか、示してください。 

【問 3】 開催地の知事からの無観客開催の要望や条件提示などの求めに対して、どのように応えるのか、検討して

いる内容について説明してください。 

 

以上 


