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現在、当市は北京への帰還者の流れのピークを迎えている。 

感染症の予防制御活動はまさに重要な時にあたり、人々の生命の安全と身体の健康を保証するため、関

連法律放棄と当市の関連規定に基づき、コミュニティ（村）における感染症予防制御活動をさらに一歩強

化するために以下通告をするものとする： 

 

一、 居住地区（村）の厳格な封鎖管理を推し進め、出入り口には検査スポットを設置して居住者と車両の

出入りには、証明書を必要とし、入場する人々にはマスク着用と体温測定を必須条件とする。 街道

（郷鎮）は、地所財産やセキュリティのない開放式コミュニティの閉鎖措置を実施する責任を有する。

コミュニティ（村）で流行が広がった場合、状況により住宅ユニットのドアやコミュニティ（村）等

で封鎖式の隔離を実行すること。 

二、 登録されているコミュニティ（村）の住人や車両登録の検査を厳格に実施する。原則として、部外者

や車両は、コミュニティ（村）内への立ち入りができないが、特殊な状況下で立ち入る必要が生じた

場合には、管理者により記録登録されねばならない。 宅配便や出前などのスタッフは、コミュニティ

（村）の指定区域までは立つし、顧客が自らそれらの荷物を受け取れるようにして指定区域ではヒト

が集まることのないようにすること。 

三、 北京到着者の厳密な登録。 北京に到着時、速やかに居住場所のあるコミュニティ（村）に報告をする

とともに、個人情報の登録作業に協力せねばならない。 隠し立てや報告の遅れ、虚偽の報告をした場

合或いは感染症の予防制御活動スタッフの職務妨害を行ったものは法に基づきその責任を追及され

る。 

四、 重点グループの管理サービスの厳格化。 北京に到着する 14日前以内に流行地を離れたもの、或いは、

流行地域の人と接触のあった人は、規定に基づき医学観察或いは在宅で観察をし、健康状態について

は自発的に報告をし、関連の管理サービスに居浮力するものとし、一律に外出をしてはならないもの

とする； 発熱症状が現れた場合、基地に基づき速やかに病院で検査をうけること。 各街道（郷鎮）

及びコミュニティ（村）は管理を厳格にするとともに、基本的生活保障をするものとする。 医学観察

や在宅観察などの予防管理措置を拒絶したものは、治安管理行為への違反とされ、公安機関により法

に基づき厳粛に処分されるものとする； 犯罪を構成したものは、刑事責任を問われる。 

五、 厳格な集中隔離。 当市で新たに増え、且つ、衛生健康部門の疫学調査で確認された後の濃厚接触者に

対して、原則上、各区が責任をもって集中隔離と医学観察をするものとする。 濃厚接触者は、医学観

察に主体的に協力をするものとし、協力を拒んだ場合には、公安機関により、法に基づく強制措置を

講じられるものとする。 

六、 公共スペースの厳格な管理。 コミュニティ（村）内の生活に必要ではない文化及びスポーツ活動室や

娯楽室などの公共スペースについては、一律的に閉鎖するものとする。街道（郷鎮）やコミュニティ

（村）、不動産業、財産権単位は、公共スペースの清掃消毒やごみの分別処理、環境整備などの活動を

着実に実施せねばならない。 政府機関のオフィスや公園、ビル、企業などは体温のモニタリングを強

化し、確実に発熱者をスクリーニングし、『日々報告』『ゼロでも報告』のシステムを堅持すること。 

コミュニティ（村）内の装飾や装飾プロジェクトは一律停止するものとし、水電気熱などのプロジェ

クトの施工単位やホテルなどはコミュニティ（村）と協力し、感染症の予防制御活動を確実にするこ

と。 

七、 賃貸住宅の厳格管理。 住宅賃貸仲介企業または所有主は、主な予防管理責任者とその連絡者を明確

化し、要求に応じ、賃貸住宅とテナントの動態情報をコミュニティ（村）に提供する。 賃貸住宅の状

況を報告しない、政府やコミュニティ（村）の工作スタッフが展開する活動に協力をしないものは、

法に基づき責任を追及されるものとする。 

八、 基本的生活保障の強化。 市場や食料品店、スーパーマーケット、薬局などは、営業時間の合理的調

整、スタッフの配置換えなどにより、リスク管理を強化せねばならない。コミュニティ（村）は、老

人や幼児、弱者などのグループに配慮しサービス保障をせねばならない。 

九、 国民保護の意識強化。 住民は、公共スペースにおいてはマスク着用との規則を厳格に順守し、外出活



動を減らし、パーティやグループ活動への参加を控えねばならない。 諫止に耳を貸さない、或いは矛

盾や衝突を引き起こすものは公安機関が法律に基づき厳正に処分されるものとする。 

十、 模範的指導の強化。 党員幹部や党代表、全国人民代表大会の代表、政治協商委員は、流行の予防制御

に積極的に参加して、家族や親族、隣人などを関連規定に従わせるように主導的役割を発揮せねばな

らない。 

 

ここに通達す。 

 

北京市新型コロナウィルス感染肺炎予防管理活動リーダーグループ弁公室 2020年 2月 9日 

 

 

Beijing issued epidemic prevention and control notice, strictly closed management 
People's Network  politics.people.com.cn 2020-02-10 07:47 Source: Beijing Daily 

-------------------------------------------------------------------------------- 

At present, this city is about to usher in a peak of flow of returnees. We are now at a critical point for the epidemic 

prevention and control work. In order to effectively protect the lives and health of the people, in accordance with 

relevant laws and regulations and relevant provisions of our city, the notice on further strengthening community 

(village) epidemic prevention and control work is as follows: 

 

1. Strictly closed management of residential quarters (villages). Closure management of the community (village) 

is further tightened. Checkpoints are set at the entrances and exits. Residents and vehicle vouchers are used for 

entry and exit. Entering personnel must wear masks and perform temperature detection. The sub-district 

(township) is responsible for implementing the closure measures for the non-property, non-security, and open-

plan communities. When the community (village) spreads the epidemic,  doors of residential units, 

communities (villages), etc. shall be closed in isolation as appropriate. 

2. Strictly verify the personnel and vehicles in the registered community (village). In principle, outsiders and 

vehicles are not allowed to enter the community (village). If it is necessary to enter under special circumstances, 

the management personnel shall make registration for the record. Personnel working as courier and catering 

services shall deliver the goods and/or dishes to the designated area of the community (village), and the customer 

shall collect them. Set up the designated area to avoid crowds of people. 

3. Strict registration of people arriving in Beijing. On the day of their arrival in Beijing, personnel should report 

their health status to the community (village) in which they live, and cooperate in completing the registration of 

personal information. Those who conceal, postpone or misrepresent relevant information or hinder epidemic 

prevention and control staff from performing their duties shall be held accountable in accordance with law and 

regulations. 

4. Strict management services for key groups. Within 14 days before arriving in Beijing, those who have left the 

high-endemic area or have had contact history with people in the high-endemic area shall receive medical 

observation or home observation in accordance with regulations, take the initiative to report their health status, 

and cooperate with relevant management services; If fever symptoms appear, you should go to the hospital for 

examination in accordance with regulations. All sub-districts (towns) and communities (villages) should be 

strictly managed and provide basic living security. Refusing to accept medical observation, home observation 

and other preventive and control measures that constitute violations of public security management shall be dealt 

with strictly by the public security organs in accordance with law; Constituting a crime, will be held criminally 

responsible. 

5. Strict centralized isolation. In principle, the districts are responsible for the implementation of centralized 

isolation and medical observation of close contacts newly added in this city and confirmed by the 

epidemiological investigation of the health department. Close contacts should take the initiative to cooperate 

with medical observation. If they refuse to cooperate, the public security organ will assist in taking coercive 

measures according to law. 

6. Strict public space management. Community (village)’s public places such as non-necessary cultural and sports 

activities rooms, entertainment rooms shall be closed. Sub-districts (towns), communities (villages), property 

enterprises, and property rights units should do a good job of cleaning and disinfecting public places, sorting 

and treating garbage, and improving the environment. Offices, parks, buildings, and enterprises in government 

agencies should strengthen their body temperature monitoring, carefully screen fever personnel, and adhere to 

the "daily report" and "zero report" systems. The decoration and decoration projects in the community (village) 

shall be pended, and the construction units, hotels, etc. of water, electricity and heat engineering shall cooperate 

with the community (village) to do a good job in prevention and control of epidemic. 

7. Strictly manage rental houses. House leasing intermediary companies or property owner mainly define the 

persons responsible for prevention and control and their contacts, and provide the community (village) with 



dynamic information on renting houses and tenants as required. Those who do not report the situation of rented 

houses and do not cooperate with government and community (village) staff shall be held accountable according 

to law and regulations. 

8. Strengthen basic living security. Markets, grocery stores, supermarkets, pharmacies, etc. should arrange business 

hours reasonably, conduct staff diversion, and strengthen risk management and control. Communities (villages) 

need to pay more attention to groups such as old, young, and weak, and do a good job in service guarantee. 

9. Strengthen the awareness of national protection. Residents must strictly abide by the regulations of wearing 

masks in public places, reduce outing activities, and refrain from participating in parties and group activities. 

Those who do not listen to dissuasion or who cause conflicts shall be dealt with strictly by the public security 

organs according to law. 

10. Strengthen the leader’s model. Party members, cadres, representatives of the people's congresses, and members 

of the CPPCC must play a leading role, actively participate in the prevention and control of the epidemic, and 

drive family members and neighbors to consciously abide by relevant regulations. 

 

We hereby notice. 

 

Office of the Leading Group for Pneumonia Epidemic Prevention and Control of Novel Coronavirus Infection in 

Beijing  

February 9, 2020 

 

http://politics.people.com.cn/n1/2020/0210/c1001-31578622.html 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 以下は中国語原文 ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

北京发布疫情防控通告，严格居住小区（村）封闭式管理 
人民网 politics.people.com.cn 2020-02-10 07:47 来源： 北京日报 
--------------------------------------------------------------------------------  

当前本市即将迎来返京人员流动高峰，疫情防控工作正处于关键时期，为切实保障人民群众生命安全和身体健康，

依据相关法律法规和本市有关规定，现就进一步加强社区（村）疫情防控工作通告如下： 

 

一、严格居住小区（村）封闭式管理。进一步严格小区（村）封闭管理，在出入口设置检查点，居住人员和车辆

凭证出入，进入人员必须佩戴口罩并进行体温检测。无物业、无安保、开放式小区由属地街道（乡镇）负责落实封

闭措施。社区（村）传播疫情时，视情况对住宅单元楼门、小区（村）等实行封闭式隔离。 

 

二、严格核实登记小区（村）来往人员、车辆。外来人员和车辆原则上不得进入小区（村），情况特殊确需进入

的，由管理人员做好登记备案。快递、外卖等人员送至小区（村）指定区域，由客户自行领取，设置指定区域应避

免人群集聚。 

 

三、严格抵京人员登记。人员抵京当天应及时向居住地所在社区（村）报告健康情况，并配合完成个人信息登记

工作。隐瞒、缓报、谎报有关信息或阻碍疫情防控工作人员履行职务的，依法依规追究责任。 

 

四、严格重点人群的管理服务。抵京前 14 日内，离开疫情高发地区或者有过疫情高发地区人员接触史的人员，

应按规定接受医学观察或者居家观察，主动报告健康状况，配合相关管理服务，一律不得外出；出现发热症状，应

按规定及时就诊排查。各街道（乡镇）和社区（村）要严格管理，并提供基本生活保障。拒绝接受医学观察、居家

观察等防控措施，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法严肃处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 

 

五、严格集中隔离。对本市新增并经卫生健康部门流行病学调查确认后的密切接触者，原则上由各区负责实行集

中隔离并进行医学观察。密切接触者应主动配合医学观察，拒不配合的，由公安机关依法协助采取强制措施。 

 

六、严格公共空间管理。社区（村）非生活必需的文体活动室、娱乐室等公共场所一律关闭。街道（乡镇）、社

区（村）、物业企业、产权单位要做好公共场所清洁消毒、垃圾分类处理、环境整治等工作。机关事业单位办公场

所、园区、楼宇、企业等要加强体温监测，认真筛查发热人员，坚持“日报告”“零报告”制度。小区（村）内的

装修装饰等工程一律停止，水电气热等工程施工单位、旅馆等要配合社区（村）做好疫情防控工作。 

 

七、严格管理出租房屋。房屋租赁中介企业或业主要明确防控责任人和联系人，按照要求向社区（村）提供出租

房屋和承租人动态信息。对不报告租住房屋情况、不配合政府和社区（村）工作人员开展工作的，依法依规追究责

任。 

http://politics.people.com.cn/n1/2020/0210/c1001-31578622.html


 

八、强化基本生活保障。市场、菜店、超市、药店等要合理安排营业时间，做好人员导流，强化风险管控。社区

（村）要加强对老幼弱等群体的关注，做好服务保障。 

 

九、强化全民防护意识。居民要严格遵守在公共场所佩戴口罩的规定，减少外出活动，不参加聚会和集体活动。

对不听劝阻或引发矛盾冲突的，由公安机关依法严肃处理。 

 

十、强化示范带动。党员干部、党代表、人大代表、政协委员要发挥带头作用，积极主动参与疫情防控工作，带

动家人亲属、街坊邻居自觉遵守有关规定。 

 

特此通告。 

 

北京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室 2020 年 2 月 9 日 
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