
豪州における新型コロナウイルス対策の概要（5月 15日現在） 

 

豪州政府は，新型コロナウイルスの感染拡大に対処するため，本年 3月 15日に豪州史上初めて

国家内閣（National Cabinet）（連邦首相と各州首相・地域首席大臣の合議体）を立ち上げ，連邦

政府と各州・地域政府が一体となって各種の措置を実施してきました。 

国内における感染状況の改善や，検査，感染者追跡及び医療システムの対応能力等を踏まえ，5

月 8 日，連邦政府は，国家内閣での合意として，本年 7 月に新型コロナウイルスに対して安全な

豪州を実現するとの目標に向けて，これまでの制限措置を三段階で緩和していく「新型コロナウ

イルスに対して安全な豪州のためのロードマップ」を発表しました。各地域の状況に鑑み，各州・

準州が具体的な措置を決定します。在留邦人・渡航邦人の皆様におかれては，連邦政府や各州政

府等の最新情報に注意して，有効な制限措置に従うとともに，引き続き感染予防や拡大防止に努

めてください。 

また，世界の多くの国が国境閉鎖や旅行制限を導入しており，豪州政府も近い将来に海外渡航

が可能となる見通しはないと示しています。こうした中，国際線フライトが大幅に減便・運休さ

れていますので，一時的に滞在中の方や，日本に早期帰国の必要がある方等は，フライト情報を

こまめに確認し，早めの帰国をご検討ください。日本政府は，4 月 3 日午前 0 時から，14 日以内

に豪州に滞在歴のある日本人を含む全ての入国者を PCR 検査と 14 日間の隔離の対象とする措置

を実施しています。 

最新情報を発信するために大使館ではツイッターを運用していますので，ご関心のある方はご

参照下さい。各州・地域政府等の最新情報については，管轄の大使館や総領事館から別途情報提

供致します。 

 

１ 全般 

（１）豪州では，豪州人（永住者含む）以外の入国禁止や豪州人の出国禁止などの渡航制限，州

境制限，集会・営業に関する制限，社会的な距離をとる措置，自己隔離措置，経済対策などの様々

な対策を連邦及び州政府が実施してきています。5月 8日の「ロードマップ」の発表を踏まえ，各

州・準州政府が，各地の状況に応じて，集会・営業に関する制限，社会的な距離等について具体

的な措置を決定しますので，詳細は，各州・準州のウェブサイトを確認してください。 

（２）こうした措置に加え，1.5mの物理的距離をとること，適切な衛生管理措置（手洗いや咳エ

チケット）をとること，病気の場合は自宅で待機すること，COVIDSafeアプリをダウンロードする

ことは，引き続き各人の役割として求められています。また，必要な場合には自己隔離を実施し

なければなりません。 

 

２ 新型コロナウイルスへの感染又はその疑いがある場合の対応 

（１）新型コロナウイルスに感染した場合，熱，咳，喉の痛み，倦怠感，息苦しさといった症状が

現れます。特に過去 14日以内に感染者と接触した場合や豪州に入国した場合を含め，新型コロナ

ウイルスの症状が見られる場合には，事前に電話した上で医師の診察を至急受けて下さい。新型

コロナウイルスの検査が必要か否かは医師が判断します。呼吸困難などの重い症状が見られる場

合には，「000」に電話し，緊急の医療支援を受けて下さい。疑わしい症状がある場合，連邦政府

https://www.pm.gov.au/sites/default/files/files/covid-safe-australia-roadmap.pdf
https://www.pm.gov.au/sites/default/files/files/covid-safe-australia-roadmap.pdf
https://twitter.com/JapanEmb_AUS
https://covidsafe.gov.au/


ウェブサイトの症状チェックもご活用下さい。 

（２）ご心配な方は，豪州政府の全国コロナウイルス・ホットライン「1800-020-080」（24時間対

応）に電話し，相談して下さい（通訳サービスが必要な場合は「131 450」に電話して下さい（有

料））。各州のホットラインの連絡先は後述の【関連ウェブサイト・連絡先】を参照してください

（各州・地域の保健当局の連絡先はこちら）。 

（３）詳細は，連邦保健省ウェブサイトの新型コロナウイルス特設ページを参照してください。

主要ページについて当館作成の和訳概要は後述の【関連ウェブサイト・連絡先】に掲載していま

す。 

 

３ 集会，営業，移動等に関する制限 

（１）「基本的な制限（baseline restriction）」 

本年３月以降の累次にわたる国家内閣の合意を踏まえ，食料品等の必需品の買い物，医師の診

察や人道上の理由がある場合等を除く自宅待機が強く求められるとともに，公共交通機関，スー

パー，薬局，医療機関等の必要不可欠な活動に係る施設を除き，主に以下の制限措置が発表され

てきました。 

 屋外・屋内含め，家族以外との集会は 2 人に制限（葬儀は 10 人，結婚式は 5 人まで）（3

月 29日発表）。 

 レストラン・カフェ（持ち帰りを除く），ジム，パブ，映画館，劇場，遊園地，娯楽施設，

美容サービス施設，美術館，博物館，図書館等の社会的な集会に係る場所を制限（3月 22

日発表，3月 24日追加発表） 

 プレイグラウンド，スケートボード場等の屋外施設の閉鎖（3月 29日発表） 

 こうした制限措置は，各州・準州の法令等を通じて実施されています。最近では，地域におけ

るコロナウイルスの感染状況に鑑み，一部の州・準州は，制限措置の部分的な緩和を開始してい

ます。 

 

（２）「新型コロナウイルスに対して安全な豪州のためのロードマップ」（5月 8日発表） 

5月 8日，国家内閣の合意を受けて，連邦政府は，これまでの基本的な制限を三段階で緩和して

いく「新型コロナウイルスに対して安全な豪州のためのロードマップ」を発表しました。国家内

閣は３週間毎に進捗状況をレビューします。各地の状況に鑑み，各州・準州が具体的な措置を決

定しますので，詳細は各州・準州のウェブサイト等で確認してください。 

 

ステップ１ 

（新型コロナウイルスに対して安全な再開） 

ステップ２ 

（ほとんどのビジネスの再開） 

ステップ３ 

（全ての豪州人の職場復帰） 

1.5mの物理的距離，衛生管理措置（手洗い，咳エチケット），病気の場合の自宅待機，COVIDSafe アプリ 

 ５人までの自宅への来客，１０人ま

での職場・公共の場での集会 

 在宅勤務の推奨 

 レストラン・カフェ，買い物の再開 

 図書館，コミュニティ・センター，プ

レイグラウンド，ブート・キャンプの

再開 

 近郊への旅行 

 自宅，職場及び公共の場での２０人

までの集会 

 在宅勤務の推奨 

 ジム，美容サロン，映画館，美術館，

アミューズメント・パークの再開 

 キャラバン・パーク，キャンプ場 

 一部の州外への旅行 

 

 １００人までの集会 

 職場への復帰 

 ナイトクラブ，フードコート，サウナ

の再開 

 全ての州外への旅行 

 ＮＺや太平洋島嶼国への旅行，留学

生の渡航の検討 

https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
https://www.pm.gov.au/sites/default/files/files/covid-safe-australia-roadmap.pdf


＜各州・準州のウェブサイト＞ 

 首都特別地域 COVID-19サイト 

 ニューサウスウェールズ州 COVID-19サイト  

 北部準州 COVID-19 site  

 クイーンズランド州 COVID-19サイト  

 南豪州 COVID-19サイト  

 タスマニア州 COVID-19サイト  

 ビクトリア州 COVID-19サイト  

 西豪州 COVID-19サイト  

 

（３）国内の移動に関する制限 

連邦は遠隔地の先住民地域への立ち入り制限を発表し，州は州境閉鎖（QLD，WA），入州の条件

として 14 日間の自己隔離又は強制隔離の義務付け（SA，TAS，NT），州内移動の制限（WA）など

独自の規制を行っていますので，州を越えて移動する場合には各州政府のウェブサイト（NSW，VIC，

SA, QLD, TAS, WA, NT，ACT）で最新情報の入手に努めて下さい。 

 

４ 海外渡航に関する制限（連邦内務省の日本語版資料もご参照下さい） 

（１）豪州人や永住者以外の全ての渡航者の入国禁止 

3 月 20 日 21 時から，豪州人と永住者，その配偶者、法定後見人及び扶養者を含む直近の家族

以外の者を適用除外として，豪州への入国禁止措置がとられています。渡航制限の対象者につい

て，人道上（compassionate）の理由又はやむを得ない理由（compelling reason）により緊急に

豪州に渡航する理由がある者等は，適用除外が認められる場合があります。適用除外の申請は，

連邦内務省のオンライン・フォームで手続を行って下さい。なお，5月 14日から，到着空港にお

いて空港外に出ずに国際線にトランジットする場合，本適用除外申請は不要となりました（但し，

8時間を越える乗り継ぎの場合は，これまでと同様トランジット・ビザ等が必要となります）。 

（２）海外からの全ての渡航者を対象とする 14日間の自己隔離措置 

 海外から豪州への全ての渡航者については，3 月 15 日深夜 23 時 59 分から 14 日間の自己隔離

措置が義務付けられています。3月 28日深夜 23時 59分から到着空港の所在地にある指定された

宿泊施設での強制的な自己隔離が義務付けられました。自己隔離措置の違反者は，各州法等によ

り罰せられます。 

（３）豪州人の海外渡航禁止 

 3 月 25 日 12 時から，法令に基づき，豪州人及び永住者について海外渡航禁止（海外居住者等

一部例外を除く）措置がとられています（適用除外の申請する必要がある方は，連邦内務省のオ

ンライン・フォームで手続を行って下さい）。 

 

５ 一時滞在ビザに関する情報 

ビザが失効した場合又は間もなく失効する場合や，今後６か月の間自立して生活できない一時

滞在ビザ保有者は，可能な限り速やかに自国に帰ることが奨励されています。その一方で，豪州

を離れることができない場合には，ブリッジング・ビザを申請する必要があります。ビザの資格

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.nsw.gov.au/covid-19
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https://www.wa.gov.au/government/covid-19-coronavirus
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https://coronavirus.nt.gov.au/community-advice/border-controls
https://www.covid19.act.gov.au/
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https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form


について相談がある場合は，豪連邦内務省のビザ資格解決サービス（Status Resolution Service 

(SRS)）（電話番号：131-881，9-17時（土日祝除く））による支援が受けられます。詳細は連邦内

務省ウェブサイトのビザ関連ページ（「よくある質問」の当館作成和訳）を参照して下さい。 

 

６ その他 

（１）居住用賃貸借に係る立ち退き制限 

コロナウイルスの影響を受けたために家賃等の支払い義務を果たせない経済的困窮者の居住用

賃借について，今後 6ヵ月間にわたる立ち退きの猶予（moratorium on evictions）が合意されて

います。各州が詳細を取り決めますので，各州の最新情報の入手に努めて下さい。 

（２）詐欺に関する注意 

 最近警察から，コロナウイルスの感染拡大を受けて，ＷＨＯを謳ったフィッシング詐欺，ウイ

ルス治療薬を謳ったオンライン・ショッピング詐欺，製薬会社への投資を促す投資詐欺など，関

連する詐欺が横行しているとの警告がなされていますので，ご注意下さい。 

 

 

【関連ウェブサイト・連絡先】 

１ 連邦 

（１）連邦政府 

 ●連邦政府の新型コロナウイルス対策特設ページ（英語） 

●コロナウイルス情報アプリ（Apple App Store, Google Play），WhatsAppチャンネル 

●コロナウイルス感染者との濃厚接触追跡アプリ（Apple App Store, Google Play） 

●全国コロナウイルス・ホットライン（医療面に関する相談がある場合）：1800-020-080（24時

間対応）（通訳サービス：131 450） 

 ●連邦政府が日本語に翻訳している資料（教育，雇用，コミュニティ関連）（連邦内務省ウェブ

サイト上で掲載） 

（２）連邦保健省 

●新型コロナウイルス対策に関する特設ページ 

・豪州における感染状況（英語） 

・知っておくべきこと（英語）（日本語概要）（5月 14日更新） 

・よくある質問（英語）（日本語概要）（４月 29日更新） 

・社会的距離をとる措置（英語）（日本語概要）（5月 7日更新） 

・自己隔離措置（英語）（日本語概要）（４月 15日更新） 

・公共の場での集会制限（英語）（日本語概要）（5月 9日更新） 

・海外から豪州への渡航者のための情報（英語）（日本語概要）（３月 31日更新） 

 

（３）連邦内務省 

 ●ビザ関連情報のページ（英語） （当館作成「よくある質問」の和訳概要） 

●ビザ資格解決サービス（Status Resolution Service (SRS)）：131-881（9-17時（土日祝除

く）） 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service
https://covid19.homeaffairs.gov.au/
https://covid19.homeaffairs.gov.au/
https://www.australia.gov.au/
https://apps.apple.com/au/app/coronavirus-australia/id1503846231
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.gov.health.covid19
https://api.whatsapp.com/send?phone=61400253787&text=To%20learn%20more%20about%20COVID-19%20in%20Australia%2c%20press%20the%20send%20button%20%e2%86%92&source=&data=
https://apps.apple.com/au/app/covidsafe/id1509242894
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.gov.health.covidsafe
https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Pages/covid-19-Japanese.aspx?lang=Japanese
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-at-a-glance
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/what-you-need-to-know-about-coronavirus-covid-19
https://www.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00018.html
https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-frequently-asked-questions
https://www.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00019.html
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/how-to-protect-yourself-and-others-from-coronavirus-covid-19/social-distancing-for-coronavirus-covid-19
https://www.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00026.html
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/how-to-protect-yourself-and-others-from-coronavirus-covid-19/self-isolation-self-quarantine-for-coronavirus-covid-19
https://www.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00020.html
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/how-to-protect-yourself-and-others-from-coronavirus-covid-19/limits-on-public-gatherings-for-coronavirus-covid-19
https://www.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00022.html
https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-information-for-international-travellers
https://www.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00021.html
https://covid19.homeaffairs.gov.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service


（４）その他 

●オーストラリア政府観光局：新型コロナウイルスに関する情報（日本語） 

 ●スキャム・ウォッチ（新型コロナウイルス関連詐欺を含む最新手口の紹介） 

●オーストラリア・サイバー・セキュリティ・センター（新型コロナウイルス関連詐欺を含む

サイバー・スペース上での手口紹介・被害報告） 

 

２ 各州政府 

 ●緊急時：000（全国共通） 

（１）ニューサウスウェールズ州 

 ●新型コロナウイルス対策に関する特設ページ（州政府ウェブサイト） 

●ＮＳＷ州における新型コロナウイルス対策の概要（在シドニー総領事館ウェブサイト） 

●全国コロナウイルス・ホットライン（医療面に関する相談がある場合）：1800 020 080 

 ●州コロナウイルス関連一般ホットライン（医療分野以外）: 13 77 88 

●旅行規制に関する情報（州政府ウェブサイト） 

 

（２）ビクトリア州 

 ●新型コロナウイルス対策に関する特設ページ（州政府ウェブサイト） 

 ●新型コロナウイルス対策に関する特設ページ（州保健省ウェブサイト） 

●州コロナウイルス・ホットライン（コロナウイルス感染の疑いがある場合）：1800 675 398（24

時間対応） 

 

（３）南豪州 

 ●新型コロナウイルス対策に関する特設ページ（州政府ウェブサイト） 

 ●州インフォメーション・ライン（全般）：1800 253 787（毎日 8時～20時） 

 ●関係連絡先一覧（州政府ウェブサイト） 

●州境規制に関する情報（州政府ウェブサイト） 

 

（４）クイーンズランド州 

 ●新型コロナウイルス対策に関する特設ページ（州政府ウェブサイト） 

 ●州ホットライン（急ぎの対応が必要な場合）：13 74 68（翻訳・通訳サービスが必要な場合は、

その旨お伝えください。） 

 ●州保健省窓口（13HEALTH）（24時間対応）：13 43 25 84 

●州境規制に関する情報（州政府ウェブサイト） 

 

（５）タスマニア州 

 ●新型コロナウイルス対策に関する州特設ページ（州政府ウェブサイト） 

 ●州公衆衛生ホットライン：1800 671 738 

 ●州境規制に関する情報（州政府ウェブサイト） 

 

https://www.australia.com/ja-jp/travel-alerts/coronavirus.html
https://www.scamwatch.gov.au/
https://www.cyber.gov.au/
https://preview.nsw.gov.au/covid-19
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/nsw.pdf
https://preview.nsw.gov.au/covid-19/travel-and-transport-advice
https://www.vic.gov.au/coronavirus-covid-19-restrictions-victoria
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.covid-19.sa.gov.au/
https://www.covid-19.sa.gov.au/home/essential-information/new-measures-including-fines-for-failing-to-follow-directions/call-centres-and-information-lines
https://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/travel-restrictions
https://www.covid19.qld.gov.au/
https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/border-closing
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.coronavirus.tas.gov.au/travellers-and-visitors/coming-to-tasmania


（６）西豪州 

 ●新型コロナウイルス対策に関する州特設ページ（州政府ウェブサイト） 

 ●全国コロナウイルス・ホットライン（医療面に関する相談がある場合）：1800 020 080 

●州ホットライン（13 COVID）：132 68 43 

 ●州境規制に関する情報（州政府ウェブサイト） 

 

（７）北部準州 

 ●新型コロナウイルス対策に関する州特設ページ（準州政府ウェブサイト） 

 ●３段階の規制緩和策「ニュー・ノーマルへのロードマップ」（準州政府ウェブサイト） 

●北部準州における新型コロナウイルス対策の概要（在シドニー総領事館ウェブサイト）  

●全国コロナウイルス・ホットライン（医療面に関する相談がある場合）：1800 020 080 

●州境規制に関する情報（準州政府ウェブサイト） 

 

（８）首都特別地域 

 ●新型コロナウイルス対策に関する地域特設ページ（地域政府ウェブサイト） 

 ●地域コロナウイルス・ヘルプライン（全般）：02-6207-7244（毎日 8時～20時） 

 

 

３ 日本政府・機関 

 ●新型コロナウイルス感染症に備えて ～一人ひとりができる対策を知っておこう～ 

（首相官邸） 

●新型コロナウイルスお役立ち情報（首相官邸） 

●海外安全ホームページ（外務省） 

 ●新型コロナウイルス感染症について（厚生労働省） 

  ・新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け） 

・水際対策の抜本的強化について（新型コロナウイルス感染症） 

  ・水際対策の抜本的強化に関する Q＆A 

・帰国されたお客様へ 

  ・厚生労働省電話相談窓口（検疫の強化） 

－日本国内からの通話：0120-565-653（フリーダイヤル） 

   －国外からの通話：+81-3-3595-2176（日本語，英語，中国語，韓国語に対応） 

  ・新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター 

●海外からの入国に関する情報等（法務省） 

 ●世界各国に留学中の日本人学生の皆さんへ（文部科学省） 

 ●海外に派遣中・派遣予定であった日本人学生の皆さんの奨学金の取扱いについて（文部科学

省） 

●アジアにおける新型コロナウイルス対応状況（ＪＥＴＲＯ） 

（了） 

 

https://www.wa.gov.au/government/covid-19-coronavirus
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-advice-travelling-and-within-western-australia
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://coronavirus.nt.gov.au/steps-to-restart/roadmap-new-normal
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/nt.pdf
https://coronavirus.nt.gov.au/community-advice/border-controls
https://www.covid19.act.gov.au/home
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_info.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00001.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00002.htm
https://www.jetro.go.jp/world/covid-19/asia/

