
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新感染者情報  

新型コロナウイルス(COVID-19)の感染人数の最新の状況は下記豪州連邦保健省のサイト(英語)から確認できます。 

オーストラリア＆全世界の感染人数が毎日アップデートされています。 

 

オーストラリア国内の最新感染者情報(11/24 日午前 9 時 00 分時点) 

・感染者総数：27,750 名 

・回復（退院）者総数：25,321 名 

・死亡者数：907 名 

最新の感染者情報をチェック 

 

症状と対応について 

●主な症状 

‐発熱 

‐咳 

‐喉の痛み 

‐息苦しさ 

●症状がある場合の対応 

  呼吸困難など、症状がひどい場合は緊急電話番号にお掛けください：000  

*11 月 17 日より、SA 州にて新型コロナウイルスの感染の拡大を受け、ジム・フィットネスセンターの閉鎖や飲食店の人数

制限など新たに規制を課すと発表されました。 

*10 月 28 日より VIC 州のロックダウン規制が緩和され、小売店・飲食店・ジムなどが再開し、自宅から 25 キロメートル

以上の移動が可能になりました。 

*体調不良の方は、すぐにコロナ検査を受けて自己隔離してください。 

-11 月 24 日現在、オーストラリアの新型コロナウイルスの感染者数は 92 人です。 

-過去 24 時間の新規感染者総数は 15 人です。 

-各州にて規制が段階的に緩和されていますので、詳しくは 6 ページ目の各州毎の最新情報を参照ください。 

-入国制限は厳しく、入国者全員をホテルなどの施設での 14 日の間隔離が義務付けられています。 

-11 月 24 日現在、全日空(ANA)がシドニー羽田間のダイレクト便をシドニー発を週 5 便、羽田発を週 3 便運航してお

り、日本航空(JAL)はシドニー発羽田行きを週 3 便、羽田発シドニー行きを週２便（11 月 1 日から週 3 便）で運航され

る予定です。 

 

更新日：2020 年 11 月 24 日 

https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers


現在豪州政府はワーキングホリデー等で滞在する外国人（日本人含む）に対しては経済的支援を行わないとし、現状

下で経済的自立が難しい方には早期帰国の呼びかけをしております。 

早期ご帰国をご検討される方は下記までご相談ください。 

①0413-214-636（担当者：エドワーズ） 

②0415-789-091（担当者：ホリ） 

メール：air@ntaaus.com 

営業時間（平日）: 9:00-17:30（お問い合わせ・予約は 9:00-17:00） 

 

ワーキングホリデーの方からよくある質問への回答集（在オーストラリア日本国大使館より） 

NSW 州政府による留学生支援策の発表（住まい、医療、メンタルヘルス、法的支援、食料・緊 

急物資、公共料金、就業支援など）（在オーストラリア日本国大使館より） 

 

＊オーストラリアコロナウイルスヘルプライン：1800 020 080（24 時間） 

＊ヘルスダイレクト： 1800 022 222（24 時間） 

ヘルスダイレクトのご自身で症状を診断できるツール 

＊GP に電話で相談（二次感染防止のため、直接 GP には足を運ばず、 

まずは事前に電話で連絡を入れた上で受診しましょう。 

お近くの GP を探す 

NSW 州にて日本語対応可能な一般開業医のリスト（遠隔医療サービス対応可） 

 

短期滞在者（ワーキングホリデー・ビザ等）の方へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーストラリア‐日本間の航空状況 

 

 

10 月 8 日更新―日本への直行便の運休状況（在オーストラリア日本国大使館より） 

●日本航空 (JAL)  

＜シドニー‐羽田線＞ 

シドニー発の便 

-10 月 18 日から 2021 年 1 月３１日まで週３便（日曜日、月曜日、水曜日）に拡大して運航する予定です。 

羽田発の便 

現在、日本航空（JAL)と全日空（ANA)の羽田‐シドニー線がダイレクト便として両国間を結んでおります。詳しくは各航

空会社、外務省などのウェブサイトをご参照頂く他、航空券ご購入空席状況等メールにてお気軽にお問合せ下さい。 

mailto:air@ntaaus.com
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/whfaq.pdf
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/20200520student.pdf
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/20200520student.pdf
https://www.healthdirect.gov.au/symptom-checker/tool/basic-details
https://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/gp_list.pdf
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/20201008jal.pdf


-11 月 1 日から 2021 年 1 月３１日まで週３便（月曜日、金曜日、土曜日）に拡大して運航する予定です。 

＜メルボルン‐成田線＞ 

2021 年 1 月３１日発の便まで運休予定。 

https://press.jal.co.jp/ja/release/202005/005631.html 

 

●全日空 (ANA)        

＜シドニー‐羽田線＞  

シドニー発の便 

‐2021 年１月３1 日までは週５便（日曜日、月曜日、木曜日、金曜日、土曜日）で運航される予定です。 

羽田発の便 

-１１月１日から 2021 年１月３1 日までは週５便（日曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日）で運航される予定

です。 

＜パース‐成田線＞         

-2021 年 1 月 3１日パース発の便まで運休。 

https://www.anahd.co.jp/group/pr/202006/20200609.html 

 

●カンタス航空 (QF)  

-豪州・ニュージーランド間を除く国際線の運休が発表されています。 

https://www.qantas.com/au/en/travel-info/travel-updates/coronavirus/qantas-international-

network-changes.html 

 

 ●ジェットスター航空 (JQ)         

-1２月 3１日までの期間、日本路線を含む全ての国際線を運休予定。 

https://www.jetstar.com/au/en/travel-alerts 

 

●ヴァージン・オーストラリア航空 (VA)        

-当面の間、日本路線を含む全ての国際線を運休。 

https://newsroom.virginaustralia.com/release/virgin-australia-group-update-response-covid-19  

 

日本に帰国する方へ 

*在シドニー日本国総領事館からの連絡を抜粋 

-１０月３０日、外務省は豪州について感染症危険情報のレベル３（渡航は止めてください。）からレベル２（不要不急

の渡航は止めてください。）への引き下げを行いました。 

https://press.jal.co.jp/ja/release/202005/005631.html
https://www.anahd.co.jp/group/pr/202006/20200609.html
https://www.qantas.com/au/en/travel-info/travel-updates/coronavirus/qantas-international-network-changes.html
https://www.qantas.com/au/en/travel-info/travel-updates/coronavirus/qantas-international-network-changes.html
https://www.jetstar.com/au/en/travel-alerts
https://newsroom.virginaustralia.com/release/virgin-australia-group-update-response-covid-19


-１１月１日以降、豪州から日本に帰国・入国する際、国籍にかかわらず、これまで必要であった日本入国時の空港での新

型コロナウイルス感染症の検査が原則不要となりました。 

-なお、日本到着後の公共交通機関の不使用及び１４日間待機等の要請については、変わりませんのでご注意ください。 

ご帰国予定の方は，下記リンク先から詳細をご確認ください。 

-日本国外務省海外安全ホームページ（10 月 30 日） 

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C078.html 

  

海外渡航について 

3 月 20 日から、オーストラリア市民、永住者、配偶者、直近の家族のみがオーストラリアに入国が認められます。それ以外の

全ての者に対し国境を閉鎖。 

- 3 月 28 日から、オーストラリアに到着する者全てに対し、空港から直接移送により指定施設（ホテル等）での 14 日間の

隔離が義務付けられました。尚、指定施設は州政府によって決定されます。 

https://www.australia.com/ja-jp/travel-alerts/coronavirus.html（日本語） 

 

オーストラリア州ごとの州境の閉鎖  

 

ニューサウスウェールズ州(NSW)  

-１１月２３日以降、VIC 州との国境が再開されます。これにより、VIC 州から NSW 州への入州者は、現在義務づけられ

ている入州前の許可（permit）取得や入州後のホテルでの１４日間の強制隔離が不要になります。 

 

ビクトリア州(VIC)   

-SA 州からの入州者は入州許可証が必要となります。 

https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus 

 

クイーンズランド州(QLD)   

-14 日間以内にオーストラリアの COVID-19 ホットスポットに同地滞在歴のある者は、QLD 州への入州が拒否されます

（QLD 州内での 14 日間の隔離も不可）。 

https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/border-closing 

 

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C078.html
https://www.australia.com/ja-jp/travel-alerts/coronavirus.html
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/border-closing


南オーストラリア州(SA)    

-VIC 州からの SA 州への入州は、特定者以外は拒否されます。NSW、ACT、NT、QLD、TAS、WA から来訪の場合は

14 日間自己隔離の必要がありませんが、入州者には最低 14 日前のオンライン事前登録手続きが求められます。 

https://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/travel-restrictions 

 

西オーストラリア州(WA)   

 -TAS、QLD、ACT、NT 州からの入州者は 14 日間の自己隔離の必要がありませんがオンライン事前登録手続きが求めら

れます。 

-NSW、VIC 州からの入州者は 14 日間の自己隔離する必要があります。 

-現在 SA 州からの入州は特定者以外拒否されます。 

https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-

coronavirus-travel-wa 

 

タスマニア州(TAS)   

-NSW、QLD、NT、WA 州からの入州者は１４日間の自己隔離は不要です。 

- VIC、SA 州からの入州者は、政府提供の宿泊施設にて 14 日間隔離しなければいけません。費用はすべて自己負担とな

ります。 

https://www.coronavirus.tas.gov.au/families-community/current-restrictions 

 

ノーザンテリトリー(NT)   

-オーストラリアの COVID-19 ホットスポットからの来訪者は政府提供の宿泊施設にて 14 日間、強制隔離が実施されます。

費用はすべて自己負担となります。 

https://coronavirus.nt.gov.au/stay-safe/quarantine 

 

オーストラリア首都特別地域 (ACT)   

-VIC 州以外の国内他州に対して ACT の州境に閉鎖や制限はありません。 

-VIC 州から ACT への来訪者は、同措置の免除措置を受けていない限り拒否されます。ACT 住民が VIC 州から戻る場

合、１４日間の自己隔離が求められます。 

https://www.covid19.act.gov.au/community/travel 

 

https://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/travel-restrictions
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-travel-wa
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-travel-wa
https://www.coronavirus.tas.gov.au/families-community/current-restrictions
https://coronavirus.nt.gov.au/stay-safe/quarantine
https://www.covid19.act.gov.au/community/travel


*在シドニー日本国総領事館からの連絡を抜粋 

-５月８日の国家内閣会合後の記者会見で，モリソン首相は，７月に新型コロナウイルスに対して安全な経済を実現

するとの目標に向けて，これまでの制限措置を３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。 

-この制限緩和措置は，各州・準州政府が，各地の状況に鑑み，具体的な措置を決定しますので，詳細は各州・準

州政府の発表を確認してください。 

ニューサウスウェールズ州（NSW） 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules 

ビクトリア州(VIC) 

https://www.dhhs.vic.gov.au/state-emergency 

クイーンズランド州（QLD） 

https://www.covid19.qld.gov.au/updates/premier-maps-road-to-easing-restrictions 

南オーストラリア州(SA) 

https://www.covid-19.sa.gov.au/recovery 

西オーストラリア州（WA） 

https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-

coronavirus-community-advice#social-distancing  

タスマニア州(TAS) 

https://coronavirus.tas.gov.au/families-community/roadmap-to-recovery 

ノーザンテリトリー(NT)   

https://coronavirus.nt.gov.au/steps-to-restart/roadmap-new-normal 

オーストラリア首都特別地域(ACT) 

https://www.covid19.act.gov.au/faqs/faqs-changes-to-restrictions 

州境の閉鎖-最新の状況をチェック (Australian Interstate Quarantine) 

 

ロックダウンの状況・規制の緩和 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

*在シドニー日本国総領事館からの連絡を抜粋 

 

ステップ１ ステップ2 ステップ3

（新型コロナウイルスに対して安全な再開） （ほとんどのビジネスの再開） （全ての豪州人の職場復帰）

・５人までの自宅への来客 ・自宅，職場及び公共の場での２０人 まで ・１００人までの集会 

・１０人ま での職場・公共の場での集会 の集会  ・職場への復帰

・在宅勤務の推奨 ・在宅勤務の推奨 ・ナイトクラブ，フードコート，サウナの再開

・レストラン・カフェ，買い物の再開  ・ジム，美容サロン，映画館，美術館， ・全ての州外への旅行 

・図書館，コミュニティ・センター， アミューズメント・パークの再開 ・ＮＺや太平洋島嶼国への旅行，留学生の

プ レイグラウンド，ブート・キャンプの 再開 ・キャラバン・パーク，キャンプ場 渡航の検討

 ・近郊への旅行 ・一部の州外への旅行

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

https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules
https://www.dhhs.vic.gov.au/state-emergency
https://www.covid19.qld.gov.au/updates/premier-maps-road-to-easing-restrictions
https://www.covid-19.sa.gov.au/recovery
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-community-advice%23social-distancing
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-community-advice%23social-distancing
https://coronavirus.tas.gov.au/families-community/roadmap-to-recovery
https://coronavirus.nt.gov.au/steps-to-restart/roadmap-new-normal
https://www.covid19.act.gov.au/faqs/faqs-changes-to-restrictions
https://www.interstatequarantine.org.au/state-and-territory-border-closures/


コロナウイルス情報アプリ 

-３月 29 日、コロナウイルスに関する情報アプリ 「Coronavirus Australia」がダウンロード可能となりました。 

●Apple App Store ダウンロード先 

●Google Play ダウンロード先 

-また、WhatsApp（aus.gov.au/whatsapp）のチャンネルの立ち上げも公表しました。 

 

「COVIDSafe」 アプリ 

４月 26 日、豪州連邦首相府及び保健省は，コロナウイルス感染者との濃厚接触歴を記録する機能を持ったスマートフォン

用のアプリ「COVIDSafe」を立ち上げました。 

このアプリをスマートフォンにインストールして利用すると，感染者との濃厚接触が判明した場合，利用者に各州・準州の保健

当局から連絡がくる仕組みです。 

国家内閣は，豪州人を守り基本的な制限をリセットするために COVIDSafe アプリをダウンロードするよう促しております。 

https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app 

 

便利なリンク 

●在オーストラリア日本国大使館 コロナウイルス情報ページ 

https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

豪州における新型コロナウイルス対策の概要（7 月 30 日） 

●一時滞在ビザに関するよくある質問等  

https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100042223.pdf (豪内務省ホームページ) 

●州ごとのコロナウイルス最新情報 

ニューサウスウェールズ州(NSW) https://preview.nsw.gov.au/covid-19 

ビクトリア州(VIC)  https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus 

クイーンズランド州(QLD)  https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19 

南オーストラリア州(SA)   https://www.sa.gov.au/covid-19 

西オーストラリア州(WA)  https://www.wa.gov.au/government/covid-19-coronavirus 

タスマニア州(TAS)  https://coronavirus.tas.gov.au/ 

ノーザンテリトリー(NT)  https://coronavirus.nt.gov.au/ 

https://apps.apple.com/au/app/coronavirus-australia/id1503846231
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.gov.health.covid19
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app
https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100023087.pdf
https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100023087.pdf
https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100042223.pdf
https://preview.nsw.gov.au/covid-19
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19
https://www.sa.gov.au/covid-19
https://www.wa.gov.au/government/covid-19-coronavirus
https://coronavirus.tas.gov.au/
https://coronavirus.nt.gov.au/


オーストラリア首都特別地域(ACT)  https://www.covid19.act.gov.au/ 

https://www.covid19.act.gov.au/

