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アジア太平洋諸国

欧米諸国

UNWTO,TTRA,WTTC等

終息後、観光に関わる行動様式の変化
がみられたのか

感染症経験国が国の政策・観光政策に
経験をどう活かしてきたか

諸外国の取組

国際観光機関・国際
観光関連産業組織等

スペイン風邪(1918-21)、
SARS(2002-03)、MERS(2012-15)等

国際動向の把握 過去のパンデミックとその後

対応方針タイプ

「備え」への活用方策

「天災」との比較分析

各国の感染状況と政策・声明等発信のタイミング

日本の観光のレジリエンス向上に向けた感染症対策の
ガイドライン整備のための基礎的知見へ

「新たな行動様式・観光
行動」へのヒント

歴史

「国際(諸外国の取り組み等情報把握)チーム」作業・分析枠組
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分析対象国と担当者

イギリス：◎小林裕和（株式会社JTB/
相模女子大学大学院）

イタリア： 五艘みどり（帝京大学）
スペイン： 七枝敏洋（比治山大学）
アメリカ： 海津紀子（我孫子市役所）

■人口 ●●人
■最初の感染者：●月●日
■最初の死亡者：●月●日
ーーーーーーーーーーーーーーー
■感染者数 ●人(●月●日現在)
■死亡者数 ●人(●月●日現在)
ーーーーーーーーーーーーーーー
■感染への対策・対応等の経緯

感染の基本情報
■政府の取り組み
・行動基準・フェーズ設定に
もとづく移動の制限・緩和

・地域別ルールの設定 等
■観光業界の取り組み
・観光事業者への救済制度
・観光復興予算の活用 等

個別取組状況 取り組みの
特徴分析

日本の観光政策
・観光業界への示
唆/「創造的復興」

へ向けて

中国：李崗（多摩大学）
台湾・豪州：西野孝徳（株式会社JTB）
ニュージーランド：小長谷悠紀（高知県立大学）
シンガポール：◎齋藤千恵（金沢星稜大学）
タイ：橘高 聡（株式会社日経リサーチ）
韓国：オユラ（Peter & Kim）

アジア太平洋地域 欧米

◎グループリーダー

世界的ホテルチェーン：
相澤美穂子（公財日本交通公社）

OTA：渡部友一郎（Airbnb）

UNWTO：◎藤田玲子（成蹊大学）
WTTC：王蛍雪（中部大学）

国際企業 国際機関・団体 橋本俊哉
（立教大学）

「アジア太平洋地域グループ」「欧米グループ」

「国際組織グループ」 歴史



ニュージーランド

高知県立大学文化学部
小長谷悠紀

日本観光研究学会・ワークショップ
新型コロナ・特別プロジェクト（国際チーム）
2020年12月5日



感染状況の推移と感染対策・対応の経緯（ニュージーランド）

第一波対応 2/3中国出国の外国人旅行者
に対して入国拒否。2月末に感染者確認。
3/16 太平洋諸島からを除く入国14日自主隔
離、ｸﾙｰｽﾞ船6月末まで入国禁止。

3/17 対ｺﾛﾅ経済政策発表 3/19 国境封鎖。
3/22 4段階警報ｼｽﾃﾑ発表、Lv2告知。3/23感
染100人超、Lv3、48H後にLv4と告知。3/25
23:59～ﾛｯｸﾀﾞｳﾝ。先立って携帯にｱﾗｰﾄ一斉
送信、首相が自宅からFacebook liveで対策
の説明・質疑対応。 ｱﾗｰﾄ体制にﾌﾟﾗｽし負
傷し易い水泳ｻｰﾌｨﾝなど制限（救急医療体
制確保施策）

4/27 Lv3 ﾛｯｸﾀﾞｳﾝ継続に際し4/28 大臣ら給
与ｶｯﾄ.（経済的影響を受ける市民との連帯
感のため）

収束へ 5/14 Lv2=ﾛｯｸﾀﾞｳﾝ解除.国内無症状
感染者をみつける市中ｺﾐｭﾆﾃｨ検査。
6/8 Lv1社会的距離や集会等の国内の制限
撤廃。
＝ LV1 ﾆｭｰﾉｰﾏﾙのｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾙｰﾙ ＝
健康観察と行動経路の自己記録を求め行
動経路追跡ｱﾌﾟﾘ利用と店舗施設へのQRｺｰﾄﾞ
提示、第2波前の職場環境・通勤方法・在
宅勤務・ｵﾝﾗｲﾝ会議等の続行や体制作りを
推奨。ﾒﾝﾀﾙのｹｱとして「他者にも自分にも
優しく」。

6-7月入国者の自主隔離用施設運営上の不
備問題発覚への対処・説明。

第2波対応 8/11 102日ぶりの市中感染者
最大都市ｵｰｸﾗﾝﾄﾞでｸﾗｽﾀｰ、8/12 ｵｰｸﾗﾝﾄﾞLV3

＝ﾛｯｸﾀﾞｳﾝ～8月末、他はLV2. 9/1全土LV2
公共交通ﾏｽｸ義務化 9/21 ｵｰｸﾗﾝﾄﾞ以外は
Lv1 9/23 ｵｰｸﾗﾝﾄﾞLV2のまま集会人数の制限
緩和10→100 10/7 23:59～ｵｰｸﾗﾝﾄﾞもLv1
10/12 大学院留学生250名に入国許可

その後市中感染2×2確認＝水際付近従業者
10/21 25の感染確認はうち入国時確認23で
貨物船上作業時感染を追跡により確認2。
11/2-3 ｸﾗｲｽﾄﾁｬｰﾁの隔離施設従業者に2感染
者確認。
11/3 帰国者隔離用施設予約ﾊﾞｩﾁｬｰ義務付け
（No voucher no fly) 
11/19 ｵｰｸﾗﾝﾄﾞ公共交通と国内ﾌﾗｲﾄ乗客のﾏｽ
ｸ着用義務化

(感染の基本情報)

■人口 5,002,100 人

（2020年3月31日現在）

■最初の感染者：2月28日

■最初の死亡者：3月29日

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

■感染者数 2, 059人

（2020年12月1日現在）

■死亡者数 25 人

（2020年12月1日現在）

資料：https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6（2020年12月1日現在）

【アジア太平洋グループ】

10/21

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


国内アラートレベル LV４ LV３ LV２ LV１
追跡のための記録をのこす （LV１は奨励）

安全計画を用意
すれば営業可ｴｯｾﾝｼｬﾙW以外は休業

直接対話がある事業の
休業

油断しないで
対コロナ体制づくり

旅行・体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑはﾋﾞｼﾞﾈｽ扱い
で定員100名まで可。但しﾂｱｰ等
実施中に客同士で密になるのを
防止する管理体制考案・実施要。

葬儀・ﾀﾝｷﾞﾊﾝｶﾞ50人まで

社会的集まり10人まで

国境封鎖 国境封鎖は、海外の状況から継続。
国民・永住者＝入国許可者は隔離施設で14日。身内の不幸は配慮措置で移動してからの自己隔離。

オークランド
9/1からのLV2.5の

集まり制限

ニュージーランドにおける 水際対策
および国内 アラートLV別 主な規制等

LV4 都市封鎖中の4月

オークランド市は独自に課していた宿

泊施設所有者対象の特別固定資産税を

1年間停止すると発表。業界団体側で

はそのまま撤廃へとも期待。

都市封鎖 3/25 23:59～ 封鎖継続で 4/28 からLv3

ﾀﾝｷﾞﾊﾝｶﾞ＝ﾏｵﾘの葬儀

11/3到着便から入
国者は航空機搭乗
先立ち、NZでの隔
離施設利用許可申
請要。

11/19からｵｰｸﾗ
ﾝﾄﾞの公共交通
と国内ﾌﾗｲﾄ乗
客のﾏｽｸ義務化

10/12 大学院留学生
250名に入国許可

3/20～帰国者除き国境閉鎖 6/8  国境封鎖継続でLv1へ

2波 8/12正午 ｵｰｸﾗﾝﾄﾞLV３ 他はLV２ 10/7 23:59～全土Lv1

水際対策 入国者は14日間自主隔離施設へ。滞在中2度検査し医師の診断を得て開放。
身内の不幸などに特例措置を設けたがその中から感染者がでた。6-7月隔離の徹底や施設内

の過ごし方などが批判され体制を強化。10月以降の少数の市中感染はこれら施設や港湾部の
ボーダーワーカー。8月に施設利用を有償化したが10/25 現在請求書に対する料金回収率3％、
32施設で1日あたり約200万NS$支出。年内にも政府の予算超過見込（出所：RNZ～Stuff）。



Scan for gohsts
play it safe this Halloween.
10/29・31ﾊﾛｳｨﾝに向けた政府の対策SNSか
らの発信。今年は訪問させないでと返信も。

10/17総選挙
混雑を防ぐため事前投票、ﾏｽｸ着用、
自分のﾍﾟﾝ持参を推奨。

アプリの普及と追跡の見える化
10/29 Unite against COVID-19

3/25 緊急ｱﾗｰﾄ発信。Facebook Liveを使って自宅

から対策説明、視聴者からの質問に答えた首相。

3/27 中：自主隔離下のご近所協力依頼用のちらし

4/6 子供たちにﾛｯｸﾀﾞｳﾝを説明「ｲｰｽﾀｰﾊﾞﾆｰはｴｯｾﾝ

ｼｬﾙﾜｰｶｰ」。右はｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ発信されたｲｰｽﾀｰの塗り絵。

◆ 多言語表記、手話＠NZ、やさしい英語、大きな文字、音声
https://covid19.govt.nz/

◆ＦＢ https://www.facebook.com/UniteAgainstCOVID19

NZ ウィルス拡散を防ぐ情報は丁寧に

あらゆる市民に届け 連帯のアピール

5/13 新型コロナ対策法 制定

The COVID-19 Public Health Response Act 
2020 

5月中旬 無症状者探し 無料ｺﾐｭﾆﾃｨ検査

（画像出所ｵｰｸﾗﾝﾄﾞ日本人会）



ニュージーランド政府のよる観光関連対策

★ ツーリズム復興予算 4億ドルパッケージ

短期的に

国内観光需要掘り起こし

対 あらゆる規模の事業者

資源・資産の維持存続

（対外イメージも）

事業者の適応支援

中長期的に

Build Back Better

未来のNZ観光像の構築

高スキル化、革新化

SDGｓ対応

出所：1https://www.beehive.govt.nz/release/investing-tourism-sector%E2%80%99s-recovery August 2020

★重要事項を決める

観光復興の大臣グループ
Ministers of Tourism, 
Finance, Conservation, 
Māori Development,
the Under Secretary of Regional Economic Development. 

2020年予算で5月発表8/1迄に全使途承認

initiatives Specific  
projects

Total Funds
Committed

観光資産保護戦略ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ $286,397,514

Businesses 225,199,818

マオリのBusinesses 20.997,696

観光地域組織 20,200,000

インバウンド観光組織 20,000,000

ﾏｰｹｯﾄ国内化、冬眠型休業する企業

適応支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

$17,000,000

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ対応支援 = 設備とﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ $10,000,000

国内地域ｲﾍﾞﾝﾄ開催支援 $50,000,000

NZ マオリ観光支援 $10,000,000

国に納める保護地区利用料肩がわり $25,000,000

観光未来構想のためのﾀｽｸﾌｫｰｽ 設立 $755,000

計 $399,152,514

6月

2019 観光消費額 409億NS＄ New Zealand’s biggest export earner ≒20％

観光労働者 229,566人（うち経営者 28,887）観光労働者比率8.4％ 働く12 人に1人



ガイドライン、支援、マーケティング

・事業横断的な観光産業団体 Tourism industry Aotearoa(TIA)が、宿泊業やアクティビティサービス業への
ガイドラインを作成。TIAはまた10月の総選挙後すぐ新政府に「最初の100日（でやってほしい観光のための
即時行動）」を示し、国境閉鎖を緩めていくことや国内旅行カード配布等をもとめた。

・自然保護地域内の活動に環境や海事の担当省庁からも規制等告知（事業者やレクリエーショニストへ）。

・タスクフォースGo with Tourismが活動をコロナ禍下の観光労働者支援に業務シフト。2019年に民間で発足
し助成を得て観光人材の養成や経営者とのマッチング等を手掛けてきた団体。

2020.5. ダニーデン（南島人口第二のまち）の観光キャンペーン「プランD」が話題に

Dunedin may not have been their first choice, but it is ‘a pretty good Plan D’ 

外国旅行できないなかでの、国内観光喚起の映像。オーストラリアなど近隣国へのアピールにも
左のコピーは「バリ…みたいでしょ。ウェットスーツは要るけどね」国内のサーファーへ

事業者がデジタル発信力をつける機器設営やトレーニングに対する補助金のサイト内でも紹介された。

2019年NZの国内観光消費額は全観光消費額の約58％（https://www.stats.govt.nz）



日本の感染症対策への示唆、「創造的復興」に向けて

●政府の姿勢
厳しい封じ込めと協力意識づくりの両輪
早い封じ込めが経済復興の早道とし、厳し

い制限要請に協力する市民の連帯共感を重視。
＝多様な人々をまとめ、置きざりにしない伝達
・団結の訴え「500万人で協力」
・インターネットの多種表記や音声等での広
域発信と、社会のサブカテゴリ―団体や近隣
社会を介した呼びかけ。こどもにも語りかけ。
＝追跡徹底 施設・店、人の動く先々へのQR
コードの設置、追跡やアプリ普及の見える化

●医療体制の後方支援
・マリンレクリエーションの自粛要請により
水の事故対応の必要を減らす
・署名電子化社会への移行を明言
● 近隣社会へ
近くの自主隔離者や高齢者等へのサポート

のやり方を例示しつつ、促すちらし

●水際対策に焦点化したNZの経験⇒入国者隔
離施設、感染追跡のシステム等についてNZ
で見いだされたアクシデントや課題の参照は、
ホテル等での隔離ノウハウ獲得に。

経済停滞中、国内資源・資本を失わないこと
産業人材の高スキル化に向かうこと
●失職者等支援
転職・転業種にむけ職業訓練を受ける期間

も補助対象。
●観光復興パッケージ
・観光活動が低調な間の国内の資源、空間、
企業や人材等の損壊消失を防ぐ
・マーケット変更、職種替え、休業等も含む
事業者や労働者の環境適応を支援
・デジタルスキルアップ支援⇒中小事業者
・同種支援金をタイプの違う仲介組織などに
経路を分けて拠出。広くいきわたるように。
・観光タスクフォースをたちあげ、アフター
コロナNZ観光の指針づくりへ
●営業再開要件として各業者が安全計画自作
保健省提供情報や関係団体が作成した宿泊

施設やアクティビティ事業者向けガイドライ
ン等に学び、その意味を理解して作成・実施。

日本の感染症対策への示唆、創造的復興 Build Back Betterに向けて

●置きざりにしない体制づくり；日本の地方
公共交通へ 事業者ノウハウの大手からの

移譲促し、こどもの乗客意識づくりなど。



イタリア

五艘 みどり
帝京大学
経済学部地域経済学科

日本観光研究学会・ワークショップ
新型コロナ・特別プロジェクト（国際チーム）
2020年12月5日



1月31日
2月23日

3月9日

3月10日

3月23日

5月3日

政府が非常事態宣言、中国便の停止
北部ロンバルディア州（州都ミラノ）に指令
（イベント中止、保育・教育機関閉鎖、博物
館・映画館閉鎖、飲食店営業6AM-6PM）
イタリア全土に首相令（会議・イベントの中
止、1m間隔の確保、日常生活での注意）
イタリア全土で行動制限（職務と健康上の理
由以外での移動禁止、移動に自己宣誓書）
政府の感染対策「クーラ・イタリア」実施
（健康保険や医療の強化、就労・所得補償、
企業・家計の資金繰り支援、納税保留など）
第1段の制限緩和（ただし観光産業は対象外）

5月19日

6月5日
6月10日
7月3日
8月5日
8月14日
10月9日
11月4日
11月６日
11月20日

（親族訪問の移動可、一部の経済活動可）
第2段の制限緩和（州移動とEU圏入国可）
※州政府が独自対策を追加実施
接触追跡アプリ「インムーニ」運用開始
各地の都市で観光ガイドが支援不足の抗議
欧州外の日本を含む14ヶ国の入国制限解除
11ヶ国の入国制限の解除
一時解雇が可能になり給与補助が開始
非常事態宣言は2021年1月末まで延長
新たな企業救済措置「回復令」の実施
全土で夜間外出制限（一部州は終日制限）
地域別措置の実地（州別措置の強化）

（感染の基本情報）

■人口6,036万人（2019年1月1日, ISTAT）

■最初の感染者：1月30日（2名）

■最初の死亡者：2月22日（1名、70代）

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

■感染者数 1,601,554人

（2020年12月1日現在）

■死亡者数 55,576人

（2020年12月1日現在）

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/
bda7594740fd40299423467b48e9ecf6（2020年12月1日現在）

イタリアの感染者数と政府等の対応の経緯

出所：

（新型コロナウイルス発覚後の経緯）

出所：ジェトロ・ビジネス短信等から作成
2

1日当りの感染者数の推移

1日当りの死亡者数の推移



国内地域別措置（11月20日～）

 感染度フェーズ1-3の発信から、詳細な
国内地域別措置を実施。（濃色ほど病
床割合が高いおよび感染者数が多い）

出所：在イタリア日本国大使館（11月24日現在）

フェーズ1 都市封鎖

フェーズ2 出口戦略へ

フェーズ3 感染との共存
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イタリア観光事業者インタビューの概要

実施期間・協力者
実施期間：9月1日～10月6日
協力者：パーパスジャパン㈱

回答事業者

ランドオペレーター4件、ガイド3件、宿泊2件の計9件
①中規模ランドオペレーター（ローマ）
②中規模ランドオペレーター（アルベロベッロ）
③小規模ランドオペレーター（ナポリ）
④小規模ランドオペレーター（全国、日本人専門）
⑤公認ガイド（ローマ）
⑥公認ガイド（ローマ）
⑦公認ガイド（フィレンツェ）
⑧中規模ホテル（ローマ）
⑨小規模B&B（ローマ）

調査項目

①新型コロナウイルスによる観光事業者や観光地への影響
②観光事業者、観光地による感染防止対策
③観光事業者への救済制度（休業補償/融資/雇用）
④観光事業活性化の取り組み
⑤観光客の旅行に対する意識の変化
⑥観光事業者や地域が抱える不安や課題
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バカンスシーズン

 目的地：ビーチリゾート、田
園、キャンプ場（田園＞海）、
普段行かない珍しい観光地

 州別人気：プーリア州、トス
カーナ州など

 外国人旅行者：シェンゲン協
定国のドイツやフランスから
ごく少数が来訪

観光への影響（10月6日現在）

観光客数

△97.8%
（5月時点）

観光目的地

近距離を短時間
週末～1週間

移動手段

自動車
（国内旅行）

旅行人数

少人数
（4人程度）

宿泊施設

ホテルより
アパートメント

予約時期

間際予約
（数日前）

海外旅行
ギリシア, スペイ
ン, スロベニア,
クロアチア等

バカンスシーズン
小規模・独立型宿泊施設

大規模・集合型宿泊施設

都市観光地

コロナ禍で集客した観光地域と宿泊形態

プーリア州●
トスカーナ州●

カンパニア州●

地方観光地

●ローマ
●フィレンツェ
●ヴェネツィア
●ミラノ
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イタリア政府による救済制度

全業種

① 社会保険料：新規雇用や営業再開で社会保険料免除（雇用期間条件有り）
② 所得補償：80%の所得補償（税控除され、額面は50-60%程度、～12月）
③ 特別支給金：個人事業主、季節労働者は€600×2ヶ月と€1,000が支給
④ ローン支払：期日の延長（～12月）
※上記の条件にリモートワーク規制：事務はSmart Workingの実施

観光事業者

① 賃料：売上50%以上減の場合、賃料60%を税金で相殺するTax Credit（宿
泊、旅行、温泉）

② 固定資産税：宿泊施設、海水浴場等の2020年度固定資産税免除
③ 設備投資：アグリツーリズモやキャンプ場含む宿泊施設の設備投資に65%

を税金で相殺するTax Credit
④ 宿泊税基金設置：宿泊税が減少した市町村へ€3億の予算で設立
⑤ 観光バス：買い替えへの助成金（1mの距離を保つため大型化）
⑥ 飲食施設：屋外にテーブルを置く際に係る市町村税の免除
⑦ タクシー、ハイヤー業：観光客の多い都市の歴史地区で援助金（適用27ヶ

所、9/7現在）
⑧ ガイド業：€10,000の融資制度
⑨ ボーナスバカンス（キャンペーンの実施）

• 国内宿泊において、世帯収入が€40,000に満たない世帯に対し、最大
€500を支給（80%は現地で使用、20%は税金で相殺）

• 宿泊施設側は渡されたバウチャーが税金と相殺となり、現金が受け取
れない、手続きが複雑という事情から、制度を利用しない傾向
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観光事業者、観光地域による取組み

宿泊業 交通業 旅行業・ガイド 観光施設 飲食業

感染防止策

マスク着用、除菌剤設置、定期的な清掃、1mの距離確保

●ホテル
・食事の部屋提供
・問合は部屋のタ
ブレットで対応

●アパートメント
・暗証番号をLINE
やWhatsappで
伝え、会わずに
鍵を渡す

●空港
・入国時PCR検査
（抜き打ち有）
・自己宣誓書
・入国後2週間隔離
●鉄道
・特急列車でマス
ク/手袋/消毒液/
ヘッドカバー

（顧客とオンライン
でのやり取り）
※国内旅行中心
のため、この時
期顧客との直接
的な接点は殆ど
無い

●距離の徹底
・1mの距離を守ら
ないとブザーで
警告等（フィレ
ンツェの大聖堂
等）

●人数制限
・入場者数制限

●施設内
・テーブル間隔を
都度変更

・入場者数制限
●感染者追跡
・利用者リストを
作成し感染者追
跡を可能に

顧客獲得
の取組

●キャンペーン
・ボースバカンス
（収入が€40,000に
満たない世帯）

●予約
・オンラインタ
クシー＆ハイ
ヤーの拡大
（料金の明確
化が拡大）

●商品
・地方、アパート
メントを核とし
た商品の拡大。

●宣伝
・観光目的地の継
続的な宣伝

●オンライン・
ツアー

・美術館がビジュ
アル・ツアー

（全国的にオンラ
イン・ツアー人
気なし）

※積極的に実施
できない雰囲気

電子化対応

●予約
・直前予約の対応
（移動中予約に
対応）

●予約
・直前予約の対応
●販売
・オンラインセミ
ナー拡大。旅行会
社向けプラット
フォーム販売活況

●ガイド
個人でYouTube
等で売込み拡大

●予約
・オンラインでの
事前予約化

●電子チケット
・入場券の電子チ
ケット化

●メニュー
・QRコードによる
メニュー提供

（対応不可能な層
へはメニューを
口頭で説明）
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日本の感染症対策への示唆、「創造的復興」に向けて

 政府
トップダウンと早急な措置
ソーシャルディスタンスの徹底

財政上の工夫
個人、法人の各補助にTax Creditを活用

電子化の推進
チケットレスによる感染防止に注力

 自治体
州別規制
カンパーニャ州は終日マスク、罰則有り

 事業者
政府・自治体の規制を受けた個別対策
観光事業者は、施設で距離を保つブザー
の設置、ホテルでの部屋食化など

 住民
感染防止意識の拡大

7-8月は欧州のコロナ封じ込め優等生とい
う意識が拡大、国民同士で声を掛け合い
感染防止する雰囲気の醸成

 旅行会社の存在意義
信頼性の向上、相談窓口の重要性
パンデミック時には旅行会社の商品購入
者の方が入国/帰国がスムーズで、相談窓
口の重要性が認識された

旅行業の中抜きが更に進む可能性
観光客とガイド、ドライバーとの直の直
接の連絡が増え、旅行会社が中抜きにな
る傾向が強まっている

 EU加盟の肯定
EU加盟こその多額の補助

 個人旅行化の更なる拡大
コロナ後には団体旅行はますます縮小す
ると想定、するとガイドがタクシーなど
が個人営業し、個人旅行が更に加速する

 電子化と利用層の拡大
急速な電子化に高齢者がついていけず、
置いて行かれる傾向

日本の感染症対策への示唆 創造的復興に向けて
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