
 
  

事 務 連 絡 

令和２年４月 27 日 

 

別記 ご担当者 殿 

 

国 土 交 通 省 海 事 局 

安 全 政 策 課 危 機 管 理 室 

 

 

中華人民共和国で発生した新型コロナウイルス感染症 

に関する政府の取組について 

 

標記に関し、本日、国家安全保障会議において、水際対策の強化に向けた更なる施

策として、別紙１のとおり追加的に対応することとなったので、傘下事業者等に周知

いただくとともに、旅客輸送を行う外航船舶にあっては、下記につき適切に対応する

よう徹底されたい。 

 

記 

 

１．次の事項等について、旅客等への周知に努めること。 

(1) 本邦への上陸申請日前14 日以内に別紙２の地域における滞在歴がある外国人※１

について、当分の間、特段の事情※２のない限り、本邦への上陸が禁止されるこ

と 

(2) 14 日以内に別紙２の地域における滞在歴のある入国者について、PCR 検査の実

施対象となること 

(3) 全ての地域からの入国者について、検疫所長の指定する場所で 14 日間待機し、

国内において公共交通機関を使用しないことを要請されること 

(4) 別紙３の地域に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査

証の効力が停止されること 

(5) 別紙４の地域との APEC・ビジネス・トラベルカードに関する取決めに基づく査

証免除措置の適用が順次停止されること 

※１ 本文書において､「別紙２の地域における滞在歴がある外国人」には、中華人民共和国

湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人、香港発船舶ウエス

テルダムに乗船していた外国人が含まれる。 

※２ ４月２８日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永

住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により再入国する場合

は、原則として、特段の事情があるものとする。ただし、４月２９日以降に出国する者

については、この限りではない。また、「特別永住者」については、入国拒否対象とは

ならない。 

 

２．旅客の乗船前に、１．の措置について説明を行うとともに、別紙２の地域におけ



 
  

る滞在歴がある外国人でないことを確認すること。また、この確認により、別

紙２の地域における滞在歴のある外国人に該当することが判明した場合には、

当該旅客に対し、当分の間、特段の事情がない限り本邦への上陸ができない旨

を改めて説明するなど、適切に対応すること。なお、必要に応じて、最寄りの地

方出入国在留管理局等に相談すること。 

 

３．２．の確認により、旅客が別紙２の地域における滞在歴のある外国人に該当す

るとして、当該旅客の乗船を認めなかった事案が発生した場合には、当該事案

の発生及び当該旅客の取扱いについて、速やかに海事局に報告すること。 

 

 

以上 

  



 
  

（参考） 

○出入国管理及び難民認定法 

（上陸の拒否） 

第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。 

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百

十四号）に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しく

は指定感染症（同法第七条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第

十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。）の患者（同法第八条（同法第

七条において準用する場合を含む。）の規定により一類感染症、二類感染症、新型

インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。）又は新感

染症の所見がある者 

（中略） 

十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害

する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 

 

〇検疫法 

（交通等の制限） 

第五条 外国から来航した船舶又は外国から来航した航空機（以下「船舶等」という。）

については、その長が検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、何人

も、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場

ごとに検疫所長が指定する場所から離れ、若しくは物を運び出してはならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

一 検疫感染症の病原体に汚染していないことが明らかである旨の検疫所長の確認

を受けて、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検

疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所から離れ、若しくは物を運び出すとき。 

二 第十三条の二の指示に従つて、当該貨物を陸揚げし、又は運び出すとき。 

三 緊急やむを得ないと認められる場合において、検疫所長の許可を受けたとき。 

 

（汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置） 

第十四条 検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航し、又はその地域に寄

航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫

感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているお

それのあるねずみ族が発見された船舶等、その他検疫感染症の病原体に汚染し、又

は汚染したおそれのある船舶等について、合理的に必要と判断される限度において、

次に掲げる措置の全部又は一部をとることができる。 

一 （略） 

二 第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者を

停留し、又は検疫官をして停留させること（外国に当該各号に掲げる感染症が発

生し、その病原体が国内に侵入し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるお

それがあると認めるときに限る。）。 

三 （略） 

２ （略） 



 
  

（検疫感染症以外の感染症についてのこの法律の準用） 
第三十四条 外国に検疫感染症以外の感染症（次条第一項に規定する新感染症を除く。）

が発生し、これについて検疫を行わなければ、その病原体が国内に侵入し、国民の

生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるときは、政令で、感染症の種類を

指定し、一年以内の期間を限り、当該感染症について、第二条の二、第二章及びこ

の章（次条から第四十条までを除く。）の規定の全部又は一部を準用することができ

る。この場合において、停留の期間については、当該感染症の潜伏期間を考慮して、

当該政令で特別の規定を設けることができる。 
 

 

  
電話：03-5253-8111(代表)  

国土交通省海事局安全政策課 

宮岡 miyaoka-s2wr@mlit.go.jp 

伊藤 itoh-y2ug@mlit.go.jp 

脇野 wakino-s2nx@mlit.go.jp 
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【別記】 
 
一般社団法人 日本船主協会 
一般社団法人 日本外航客船協会 

 一般社団法人 日本旅客船協会 

 一般社団法人 日本長距離フェリー協会 

 日本内航海運組合総連合会 

外国船舶協会 
 外航船舶代理店業協会 

 日本船舶代理店協会 

 一般社団法人 日本造船工業会 

 一般社団法人 日本造船協力事業者団体連合会 

一般社団法人 日本中小型造船工業会 

一般社団法人 日本舶用工業会 

一般社団法人 日本マリン事業協会 

一般財団法人 舟艇協会 

 一般財団法人 日本造船技術センター 

 公益財団法人 マリンスポーツ財団 

 一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会 

 一般財団法人 沿岸技術研究センター 

 公益財団法人 日本適合性認定協会 

 上海フェリー株式会社 

 日中国際フェリー株式会社 

 有限会社 沖縄シップスエージェンシー 

 有限会社 陸通 

一般社団法人 日本船舶電装協会 

一般社団法人 日本舶用機関整備協会 

一般社団法人 日本船舶品質管理協会 

公益財団法人 東京エムオウユウ事務局 

一般財団法人 日本海事協会 

一般財団法人 日本舶用品検定協会 

日本小型船舶検査機構 

 アメリカン・ビューロー・オブ・シッピング 

 ＤＮＶ ＧＬ ＡＳ 

 ロイドレジスター・グループリミテッド 

 ＣＣＳ 

 韓国船級協会 

 一般社団法人 大日本水産会 

 一般財団法人 日本船舶技術研究協会 

 全日本海員組合 

  一般社団法人 全国モーターボート競走施行者協議会 

一般財団法人 日本モーターボート競走会 



 
  

全国モーターボート競走施設所有者協議会 

一般社団法人 全国ボートピア施設所有者協議会 

公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 

公益財団法人 日本海事科学振興財団 

一般財団法人 日本船渠長協会 

一般社団法人 日本船長協会 

一般社団法人 全日本船舶職員協会 

一般財団法人 海洋育英社 

一般社団法人 海洋会 

一般社団法人 日本船舶機関士協会 

公益財団法人 海技教育財団 

独立行政法人 海技教育機構 

日本水先人会連合会 

一般財団法人 海技振興センター 

公益財団法人 海技資格協力センター 

一般財団法人 日本船舶職員養成協会 

一般社団法人 日本海員掖済会 

一般財団法人 日本船員厚生協会 

公益財団法人 日本船員雇用促進センター 

公益財団法人 日本船員福利厚生基金財団 

一般財団法人 全日本海員福祉センター 

公益財団法人 日本殉職船員顕彰会 

一般社団法人 外航船員医療事業団 

船員災害防止協会 

  



水際対策強化に係る新たな措置 

令和２年４月 27日 

 

１．入国拒否対象地域の追加（法務省） 

入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下 14か国の

全域を指定（注１）。14 日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国

人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする（注２）。 
 

アラブ首長国連邦、アンティグア・バーブーダ、ウクライナ、オマーン、カタール、

クウェート、サウジアラビア、ジブチ、セントクリストファー・ネービス、ドミニ

カ共和国、バルバドス、ベラルーシ、ペルー、ロシア 

 

（注１）本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で 87 か国・地域となる。 

（注２）４月 28 日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者

等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により、

今般追加した 14か国の入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段

の事情があるものとする。４月 29 日以降に出国した者については、この限りではな

い。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。 

 

２．検疫の強化（厚生労働省） 

14 日以内に上記１．の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者

について、PCR 検査の実施対象とする。 

 

３．実施中の水際対策の継続 

第 20 回、第 22 回、第 23 回及び第 25 回新型コロナウイルス感

染症対策本部（それぞれ令和２年３月 18 日、３月 23 日、３月 26

日、４月１日開催）において、４月末日までの間実施することと

した検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び

到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、５月末日までの間、

実施する。右期間は、更新することができる。 

 

上記１．及び２．の措置は、４月 29 日午前０時から当分の間、

実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も

対象とする。 

以上 

（別紙１） 



新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について

令和２年４月２７日現在

感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関し，令和２年１月３１

日以降の累次にわたる閣議了解，新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を

出入踏まえて，法務省では，当分の間，以下のいずれかに該当する外国人について，

国管理及び難民認定法（以下「入管法」という ）第５条第１項第１４号に該当する。

外国人として，特段の事情がない限り，上陸を拒否することとしています（注１ 。）

「永住者 「日本人の配偶者等 「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格」， 」，

（ 。を有する外国人 これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む

以下同じ ）が再入国許可（みなし再入国許可を含む。以下同じ ）により出国した場。 。

合であっても，原則として，特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります

ので（注２ ，上陸拒否の対象地域への渡航を控えていただくようお願いします。）

第５条第１項の審査の対象となりませんので，特別永住者の方については，入管法

上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

○ 上陸の申請日前１４日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人

・ ア ジ ア：インドネシア，シンガポール，タイ，韓国，台湾，中国（香港及

びマカオを含む ，フィリピン，ブルネイ， ベトナム，マレー。）

シア

・ 大 洋 州：オーストラリア，ニュージーランド

・ 北 米：カナダ，米国

・ 中 南 米：アンティグア・バーブーダ，エクアドル，セントクリストファー

・ネービス，チリ，ドミニカ国，ドミニカ共和国，パナマ，バル

バドス，ブラジル，ペルー，ボリビア

・ 欧 州：アイスランド，アイルランド，アルバニア，アルメニア，アンド

ラ，イタリア，英国，ウクライナ，エストニア，オーストリア，

オランダ，北マケドニア，キプロス，ギリシャ，クロアチア，コ

ソボ，サンマリノ，スイス，スウェーデン，スペイン，スロバキ

ア，スロベニア，セルビア，チェコ，デンマーク，ドイツ，ノル

ウェー，バチカン，ハンガリー，フィンランド，フランス，ブル

ガリア，ベラルーシ，ベルギー，ボスニア・ヘルツェゴビナ，ポ

ーランド，ポルトガル，マルタ，モナコ，モルドバ，モンテネグ

ロ，ラトビア，リトアニア，リヒテンシュタイン，ルーマニア，

ルクセンブルク，ロシア

・ 中 東：アラブ首長国連邦，イスラエル，イラン，オマーン，カタール，

クウェート，サウジアラビア，トルコ， バーレーン

・ アフリカ：エジプト，コートジボワール，コンゴ民主共和国，ジブチ，モー

リシャス，モロッコ

※ 下線は，４月２９日午前０時（日本時間）から新たに追加される国

○ 中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人

○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人



（注１）出入国管理及び難民認定法（抄）
（上陸の拒否）

第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は､本邦に上陸することができない。
一～十三 （略）
十四 前各号に掲げる者を除くほか､法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行

うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
２ （略）

（注２）
①４月２日までに再入国許可により出国した「永住者 「日本人の配偶者等 「永住者の配偶者」， 」，
等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人が再入国する場合は，原則として，特段の事情があ
るものとします。

「 」，「 」，②４月３日から４月２８日までの間に再入国許可により出国した 永住者 日本人の配偶者等
「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人が再入国する場合は，上陸拒否の
対象地域のうち，４月２９日から新たに追加される１４か国のみに滞在歴がある場合は，原則とし
て，特段の事情があるものとします。ただし，その他の上陸拒否対象地域（７３か国・地域）にも
滞在歴がある場合は，これらの在留資格を有する外国人であっても，原則として，特段の事情がな
いものとして上陸拒否の対象となります。
③４月２９日以降に再入国許可により出国した外国人が再入国する場合は 「永住者 「日本人の， 」，
配偶者等 「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人であっても，原則と」，
して，特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。



 
  

（別紙３） 

 

査証の制限等の対象国※ 

 

 

アイスランド共和国 

アイルランド 

アゼルバイジャン共和国 

アフガニスタン・イスラム共和国 

アラブ首長国連邦 

アルジェリア民主人民共和国 

アルゼンチン共和国 

アンゴラ共和国 

アンティグア・バーブーダ 

アンドラ公国 

イエメン共和国 

イスラエル国 

イタリア共和国 

イラク共和国 

イラン・イスラム共和国 

インド 

インドネシア共和国 

ウガンダ共和国 

ウクライナ 

ウズベキスタン共和国 

ウルグアイ東方共和国 

英国（グレートブリテン及び北ア

イルランド連合王国） 

エジプト・アラブ共和国 

エストニア共和国 

エスワティニ王国 

エチオピア連邦民主共和国 

エリトリア国 

エルサルバドル共和国 

オーストリア共和国 

オマーン国 

オランダ王国 

ガーナ共和国 

カーボベルデ共和国 

ガイアナ共和国 

カザフスタン共和国 

カタール国 

ガボン共和国 

カメルーン共和国 

ガンビア共和国 

カンボジア王国 

ギニア共和国 

ギニアビサウ共和国 

キプロス共和国 

キューバ共和国 

ギリシャ共和国 

キリバス共和国 

キルギス共和国 

グアテマラ共和国 

クウェート国 

クック諸島 

グレナダ 

クロアチア共和国 

ケニア共和国 

コスタリカ共和国 

コモロ連合 

コロンビア共和国 

コンゴ共和国 

コンゴ民主共和国 

サウジアラビア王国 

サモア独立国 

サントメ・プリンシペ民主共和国 

ザンビア共和国 

サンマリノ共和国 

シエラレオネ共和国 

ジブチ共和国 

ジャマイカ 

ジョージア 

シリア・アラブ共和国 

シンガポール共和国 

ジンバブエ共和国 

スイス連邦 

スウェーデン王国 

スーダン共和国 

※ 本措置は少なくとも５月末日まで実施。 



 
  

スペイン王国 

スリナム共和国 

スリランカ民主社会主義共和国 

スロバキア共和国 

スロベニア共和国 

セーシェル共和国 

赤道ギニア共和国 

セネガル共和国 

セントクリストファー・ネービス 

セントビンセント及びグレナディ

ーン諸島 

セントルシア 

ソマリア連邦共和国 

ソロモン諸島 

タイ王国 

大韓民国 

タジキスタン共和国 

タンザニア連合共和国 

チェコ共和国 

チャド共和国 

中央アフリカ共和国 

中華人民共和国(香港、マカオ含) 

チュニジア共和国 

ツバル 

デンマーク王国 

ドイツ連邦共和国 

トーゴ共和国 

ドミニカ共和国 

トリニダード・トバゴ共和国 

トルクメニスタン 

トンガ王国 

ナイジェリア連邦共和国 

ナウル共和国 

ナミビア共和国 

ニウエ 

ニカラグア共和国 

ニジェール共和国 

ネパール連邦民主共和国 

ノルウェー王国 

バーレーン王国 

ハイチ共和国 

パキスタン・イスラム共和国 

バチカン 

バヌアツ共和国 

バハマ国 

パプアニューギニア独立国 

パラオ共和国 

パラグアイ共和国 

バルバドス 

ハンガリー 

バングラデシュ人民共和国 

東ティモール民主共和国 

フィジー共和国 

フィリピン共和国 

フィンランド共和国 

ブータン王国 

フランス共和国 

ブルガリア共和国 

ブルキナファソ 

ブルネイ・ダルサラーム国 

ブルンジ共和国 

ベトナム社会主義共和国 

ベナン共和国 

ベネズエラ・ボリバル共和国 

ベラルーシ共和国 

ベリーズ 

ペルー共和国 

ベルギー王国 

ポーランド共和国 

ボツワナ共和国 

ボリビア多民族国 

ポルトガル共和国 

ホンジュラス共和国 

マーシャル諸島共和国 

マダガスカル共和国 

マラウイ共和国 

マリ共和国 

マルタ共和国 

マレーシア 

ミクロネシア連邦 

南アフリカ共和国 

南スーダン共和国 

ミャンマー連邦共和国 

メキシコ合衆国 



 
  

モーリタニア・イスラム共和国 

モザンビーク共和国 

モナコ公国 

モルディブ共和国 

モンゴル国 

ヨルダン 

ラオス人民民主共和国 

ラトビア共和国 

リトアニア共和国 

リビア 

リヒテンシュタイン公国 

リベリア共和国 

ルーマニア 

ルクセンブルク大公国 

ルワンダ共和国 

レソト王国 

レバノン共和国 

ロシア連邦 



 
 

（別紙４） 

 

APEC・ビジネス・トラベル・カードの停止の対象国※ 

 

 

中華人民共和国 

（香港を含む） 

大韓民国 

インドネシア共和国 

シンガポール共和国 

タイ王国 

パプアニューギニア独立国 

フィリピン共和国 

ブルネイ・ダルサラーム国 

ベトナム社会主義共和国 

ペルー共和国 

マレーシア 

メキシコ合衆国 

ロシア連邦 

※ 本措置は少なくとも５月末日まで実施。 


