
船橋市（ふなばしし）では ホテル（ほてる）を 利用（りよう）して 新型（しん

がた）コロナウイルス（ころなういるす）に 感染（かんせん）しても 症状（しょ

うじょう）が 軽（かる）い人（ひと）や 症状（しょうじょう）がない人（ひと）

を 受（う）け入（い）れます 

 

新型（しんがた）コロナウイルス（ころなういるす）に 感染（かんせん）して 検

査（けんさ）で 陽性（ようせい）と なった人（ひと）が 増（ふ）えています 

船橋市（ふなばしし）でも ４月（がつ）２７日（にち）までに 陽性（ようせい）

と なった人（ひと）は 全部（ぜんぶ）で １１０ 人（にん）です 

 ４月（がつ）に なってから １０４ 人（にん）も 急（きゅう）に 増（ふ）

えています 

このうち すでに 退院（たいいん）した人（ひと）も いますが 市内（しない）

の 医療機関（いりょうきかん）で 今（いま） 入院（にゅういん）している人（ひ

と）は  ５３人（にん）います 

入院（にゅういん）している人（ひと）の 中（なか）で 症状（しょうじょう）

が 軽（かる）い人（ひと）は ４５人（にん）です 

検査（けんさ）で 陽性（ようせい）でも 入院（にゅういん）が できるように

なるまで 自分（じぶん）の 家（いえ）で 待（ま）っている人（ひと）も ４４

人（にん） います 

千葉県（ちばけん）は 陽性（ようせい）となった人（ひと）が 入院（にゅうい

ん）できるように 病院（びょういん）の ベッド（べっど）を 用意（ようい）し

て がんばっていますが 数（かず）が 足（た）りない 状況（じょうきょう）で

す 

検査（けんさ）で 陽性（ようせい）となった人（ひと）や これから 感染（か

んせん）する人（ひと）の 命（いのち）を 守（まも）るために 症状（しょうじ

ょう）に よって しっかりと 医療（いりょう）を 受（う）けられるような 体

制（たいせい）を つくる 必要（ひつよう）が あります 

 

そこで これからは 次（つぎ）の人（ひと）は ホテル（ほてる）へ 移動（い

どう）してください お願（ねが）いします 

 

・検査（けんさ）で 陽性（ようせい）でも 症状（しょうじょう）が 軽（かる）

い人（ひと）や 症状（しょうじょう）がない人（ひと）で 入院（にゅういん）が 

できるようになるまで 自分（じぶん）の 家（いえ）で 待（ま）っている人（ひ

と） 



・今（いま） 病院（びょういん）に 入院（にゅういん）している人（ひと）のう

ち 症状（しょうじょう）が 軽（かる）い人（ひと）や 症状（しょうじょう）が

ない人（ひと） 

 

＜ホテル（ほてる）では 次（つぎ）のとおり 受（う）け入（い）れます＞ 

 

○受入れ（うけいれ）を 始（はじ）める日（ひ） 

２０２０年（ねん）４月（がつ）３０日（にち）から 

 

○受入れ（うけいれ） 場所（ばしょ）  

船橋第一ホテル（ふなばしだいいちほてる）  

船橋市（ふなばしし）湊町（みなとちょう）２－５－１８ 

ホテル（ほてる）の 高（たか）さは １１階（１１かい）建（だ）て です 

 

○受入れ（うけいれ） 可能人数（かのうにんずう） 

１００人（にん）くらい 

（客室（きゃくしつ）は １２８室（しつ）ありますが 決（き）められた ところ

だけ 使（つか）う ことが できます） 

ホテル（ほてる）の中（なか）で 使（つか）うことが できるところは 船橋市（ふ

なばしし）医師会（いしかい）や 自衛隊（じえいたい）医務官（いむかん）の 指

導（しどう）を 受（う）けて 決（き）めています 守（まも）ってください 

 

○受入れ（うけいれ） 対象者（たいしょうしゃ） 

受入れ（うけいれ）できる 人（ひと）は 下（した）に 書（か）いてあるような

人（ひと） です 

・ 今（いま） 入院（にゅういん）している人（ひと）や 入院（にゅういん）で

きるまで 自分（じぶん）の家（いえ）で 待（ま）っている人（ひと）のうち 入

院（にゅういん）して 治療（ちりょう）を しなくても 大丈夫（だいじょうぶ）

な人（ひと） 

・ＰＣＲ 検査（けんさ）で 陽性（ようせい）と 言（い）われた人（ひと）で 医

者（いしゃ）から 入院（にゅういん）して 治療（ちりょう）を しなくても 大

丈夫（だいじょうぶ）と 言われた人（ひと） 

 

○受入れ（うけいれ） 態勢（たいせい） 

ホテル（ほてる）では 下（した）に 書（か）いてあるような 支援（しえん）が 

受（う）けられます 



･２４時間（じかん） いつでも 電話（でんわ）で 医者（いしゃ）に 相談（そ

うだん）できます 

･２４時間（じかん） いつでも 看護師（かんごし） または 保健師（ほけんし）

が ホテル（ほてる）に います 

（昼間（ひるま）は 保健師（ほけんし）が１人（にん） 夜（よる）は 看護師（か

んごし）が１人（にん）います） 

･２４時間（じかん） いつでも 船橋市役所（ふなばししやくしょ）の 職員（し

ょくいん）が ホテル（ほてる）に います 

（９人（にん）の 職員（しょくいん）が 交代（こうたい）で います） 

・ 部屋（へや）の 大（おお）きさは シングル（しんぐる）で １２ 平方メート

ル（へいほうめーとる）くらい です 

 

【運用上（うんようじょう）の基本事項（きほんじこう）】 

（ホテル（ほてる）での 決（き）まり事（ごと）） 

 

●一日（いちにち）に ２回（２かい） 自分（じぶん）で 体温（たいおん）など

を はかります 

●保健師（ほけんし）が 電話（でんわ）で 健康状態（けんこうじょうたい）を 確

認（かくにん） します 

●パルスオキシメーター（ぱるすおきしめーたー）を 使（つか）い 毎日（まいに

ち） 血中酸素飽和度（けっちゅうさんそほうわど） を 測定（そくてい）します 

⇒あなたが 急（きゅう）に 具合（ぐあい）が 悪（わる）く なったときは 医

者（いしゃ）に 電話（でんわ）で 連絡（れんらく）して 指示（しじ）を 受（う）

け 病院（びょういん）に つれていきます 

●ＰＣＲ検査（けんさ）で ２回（２かい） 続（つづ）けて 陰性（いんせい）に 

なったら ホテル（ほてる）から 出（で）ることが できます 

●掃除（そうじ）や 洗濯（せんたく）は 自分（じぶん）で やります 

●ゴミ（ごみ）と リネン（りねん）（シーツ（しーつ）など）は 専門（せんもん）

の 仕事（しごと）を している人（ひと）に たのみます 

●家族（かぞく）や 友（とも）だちが 会（あ）いに来（き）ても 会（あ）えま

せん  

感染（かんせん）が 広（ひろ）がらないように するために がまんしてください  

●ホテル（ほてる）に 泊（と）まる お金（かね）や お弁当（べんとう）の お

金（かね）は あなたが 支払（しはら）わなくて だいじょうぶです 

（あなたが 自分（じぶん）で 買（か）う 飲み物（のみもの）など の お金（か

ね）は あなたが 支払（しはら）います） 



※このほかの 決（き）まり事（ごと）は 国（くに）が つくった「新型コロナウ

イルス（しんがたころなういるす）感染症（かんせんしょう）の 軽症者等（けいし

ょうしゃとう）の 宿泊療養（しゅくはくりょうよう）マニュアル（まにゅある）」 

で 決（き）めています 守（まも）って ください 

 

詳（くわ）しいことは 下（した）に書（か）いてある ところへ 聞（き）いてく

ださい 

 

船橋市（ふなばしし） 新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）感染症（か

んせんしょう）対策（たいさく）  保健所（ほけんじょ）本部（ほんぶ） 

 

電話（でんわ） ０４７－４０９－１８９８ 

 

 

日本語(にほんご)が よくわからない人(ひと)や 自分(じぶん)の 国(くに)の言葉 

(ことば)で 話(はなし)をしたい人(ひと)は 船橋市外国人総合相談窓口（ふなばし

し がいこくじんそうごうそうだんまどぐち）に連絡(れんらく)してください 

船橋市外国人総合相談窓口（ふなばしし がいこくじんそうごうそうだんまどぐち） 

電話（でんわ）：０５０－３１０１－３４９５ 

午前(ごぜん)９時(じ)から午後(ごご)５時(じ) 

土曜日(どようび) 日曜日(にちようび) 祝日(しゅくじつ)は 休(やす)みです  


