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”Amohia ake te ora o te iwi, kia puta ki te wheiao” 
国民の健康は何物にも代えられない

NĀ H.M KIINGI TUHEITIA POOTATAU TE WHEROWHERO VII (第7代マオリ王　ツヘイティア・パキ)

管理隔離・検疫局 (MIQ) は、マオリ王から贈られた Tongikura (おことば) を指針として、  
アオテアロア・ニュージーランドとそこに住む人々の安全を守る取り組みに励んでいます。
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Nau mai, haere mai: ようこそ
Kia ora、ニュージーランドへようこそ。
世界各地で新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっていますが、ニュージーランドは初期段階で徹底的な封
じ込めを行い、市中感染のリスクを抑えています。これまでに全国規模の徹底したロックダウン	(都市封鎖)	や4
段階の警戒レベル制度の導入といった封じ込め対策を実施してきました。	

現時点の国内感染者数は極めて低く、この状態を維持し、国家の安全を守るため、管理隔離・検疫	(MIQ)	制度
を設けています。	

海外からの渡航者によって、新型コロナウイルス感染症が国内に持ち込まれる可能性があります。そのため、入
国者には管理隔離施設へ14日間以上滞在していただきます。

濃厚接触が疑われる場合は、新型コロナウイルス感染症の発症後、又は検査受診日	(無症状の場合)	から、検疫
施設に10日間以上滞在することになります。	
検疫施設を退去するには、症状軽快後72時間経過する必要があります。	

管理隔離・検疫施設での滞在は、	COVID-19 Public Health Response (Isolation and Quarantine) 
Order 2020	(2020年新型コロナウイルス感染症公衆衛生対策	(隔離・検疫)	命令)	によって義務付けら
れています。

これらの施設はホテル内にあり、滞在期間中は手厚いサポートを受けられます。みなさんの滞在をできるだけ快
適なものにするため、万全の体制を整えています。滞在期間中は、	ホテルスタッフや医療担当者、関係職員に節
度ある態度で接し、そのアドバイスや指導、指示に従ってください。	

施設は警戒レベル4の条件下で運営され、滞在者全員に対し、厳重な管理体制を敷いています。本施設では、通
常のホテル業務は行われていません。新型コロナウイルス感染症対策の一部のルールは法的義務であり、違反
した場合、起訴処分に発展することもあります。ルールに従わない方には、滞在期間の延長をはじめとする制裁
措置が取られます。

本ガイドには、滞在中に役立つ情報がまとめられています。記載内容は定期的に更新され、滞在期間中に訂正
されることもあります。	

常駐の現場スタッフが、滞在に関するあらゆるご質問やご相談に応じています。	

Kia kaha、ご協力に感謝します。	
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He whakapānga－お問い合わせ
まず、現場担当班にご相談ください。	
その他の情報源：	

管理隔離・検疫局サイト：管理隔離・検疫、費用、免除 www.miq.govt.nz

警戒レベル、制限、各種支援について www.covid19.govt.nz

新型コロナウイルス感染症関連の健康情報 www.health.govt.nz 

移民関連の情報：水際対策の特例手続きや個々の移民案件等 www.immigration.govt.nz/about-
us/covid-19 

外国籍の方には、各国の大使館、高等弁務官、又は領事館が相
談に応じています。		

在ニュージーランドの大使館又は各国
代表の連絡先：		
www.mfat.govt.nz/en/embassies

ルール違反や市中感染のリスクを高める行動をとる人がいた場合は、現場担当班にご報告ください。また、	
www.covid19.govt.nz/complianceでも報告を受け付けています。	

滞在者には、滞在期間を通じて弁護士に相談する権利があります	(費用自己負担、詳しくは付録3	法的権利を
参照)	。	
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管理隔離とは？
ニュージーランド政府は、海外からの渡航者を管理隔離するための専用施設を国内各所に設置しています。	
これは、入国者が持ち込んだ新型コロナウイルスによる市中感染を防止するための水際対策です。		

管理隔離施設は安全が確保され、滞在者とそのご家族に万全のサポートを提供します。管理隔離施設には、新型
コロナウイルス感染症の感染リスクが低いと診断された方が滞在します。管理隔離施設として指定されたホテル
には、医療専門家、ホテルスタッフ、	政府関係者で構成される担当班が常駐しています。	

入国者のほとんどは、管理隔離施設に14日間滞在します。	

2020年3月以降、管理隔離・検疫施設を利用した8万人以上の人々は、安全に地域社会へ復帰しています。	

管理隔離が必要な理由
新型コロナウイルス感染症は人から人へ感染します。最近、海外から到着した渡航者は、保菌者である可能性が
高く、無症状であったり、発症までに時間がかかる場合もあります。

新型コロナウイルス感染症の潜伏期間は1～14日とされ、管理隔離施設に14日間以上滞在することによって、市
中感染拡大の可能性を抑えます。滞在期間中、施設から外出することはできません。

退去の時期
ニュージーランドに到着した日時から数えて14日間以上、管理隔離施設に滞在することが法律で義務付けられ
ています。

管理施設の退去にあたっては、ほぼ全ての検査で陰性が確認され、医療担当官又は衛生担当官によって保菌・
感染リスクが低いと判断される必要があります。	

保菌・感染リスクの判断基準：

�	 管理隔離施設に14日間以上滞在した。
�	 38°C以上の発熱がない。
�	 ほぼ全ての検査で陰性結果が出ている。

新型コロナウイルス感染症の検査を拒否したり、医療関係者によって感染リスクが高いと判断された渡航者
は、最長28日間の滞在が義務付けられます。

施設を退去するには、上記の条件を満たす必要があります。また、退去時には管理隔離施設退去申請書に記入
する必要があります。看護師が、用紙記入のお手伝いと受領確認を行います。全ての要件を満たした方は、管理
隔離施設の退去許可書を受け取ります。

注：力を合わせて乗り越えましょう。	
私たちはみなさんの滞在を快適なものにするため、最善を尽くします。滞在中の問題や不安について	
現場担当班がご相談に応じ、お役に立ちます。

ルール違反や市中感染のリスクを高める行動をとる人がいた場合は、現場担当班にご連絡ください。	
詳細：www.covid19.govt.nz/compliance
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Rātaka－隔離スケジュール	
0日目	
施設到着
管理隔離・検疫施設での滞在開始

1日目	
健康診断
医療スタッフが総合的な健康診断を実施し、	
滞在中に必要な事項を確認します。

2日目以降
毎日のヘルスチェックと健康状態の定期観察
隔離期間終了後のご予定についての面談

3日目と12日目	
PCR検査：	
3日目と12日目あたりに検査を実施します。
*陽性者には、医療スタッフが結果をお知らせし、	
その後の対応についてもご説明します。

14日目	
滞在終了、施設の退去	
検査で陰性が確認され、保菌・感染リスクが低いと判断された方は、	
施設退去が許可されます。

退去後：	
退去1週間後に保健省がヘルスチェックのご連絡を差し上げます。

Kia kaha、ご協力に感謝します。	
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施設内のサービス	

食事
三食	(朝昼夕)	が提供されます。それ以外
の食事は自己負担になります。	

食品アレルギーや食事療法の制限がある
方は、現場担当班へお知らせください。	

オンライン注文のデリバリーも可能です。
詳しくは、現場担当班にお問い合わせく
ださい。

緊急時
各施設は、緊急時の行動計画を独自に策
定しています。その内容を把握し、現場ス
タッフの指示に従ってください。	

緊急時以外に故意に火災警報器を鳴ら
した場合、犯罪として起訴されます。対人
距離2mを維持し、避難用に配給されたマ
スクを着用してください。

マオリ薬剤師協会の無料相談 
Ngā Kaitiaki o Te Puna Rongoā o 
Aotearoa－マオリ薬剤師協会	(MPA)	
は、医薬品に対する部族の長老又はご家
族からのご質問に無料で回答します。

ダイヤル	0800 664 688	に電話し、あな
たの連絡先を録音してください。マオリ人
薬剤師が、24時間以内に折り返しご連絡
します。	

緊急の医療アドバイスが必要な場合は、
現場の医療スタッフにご相談ください。

診療
滞在施設には、	医療関係者が常駐してい
ます。体調がすぐれない時は、施設責任者
に連絡し、診察の手配をしてもらいます。
現場スタッフは、医薬品や処方箋について
もお手伝いします。

ランドリー
滞在中はランドリーサービスを利用でき
ます。ホテルスタッフ又は現場担当班にお
問い合わせください。

客室内電話サービス (固定電話) 
とWI-FI 
客室間およびホテルサービスの内部通話
は無料です。	

外線通話はホテル料金	(1分あたり)	で課
金されます。外線通話をご利用になりた
い方は、	ホテルスタッフにお問い合わせ
ください。	

Wi-Fi	による無料のインターネット接
続をご利用いただけます。詳しくは、
ホテルスタッフにお問い合わせくだ
さい。客室電話の使用による課金を
避けたい方は、オンライン通話アプリ	
(FaceTime、Messenger、WhatsApp	等)		
のご使用をお勧めします。

管理隔離・検疫施設の監視・防犯シ
ステム
滞在者の安全を守るため、施設内の公共
エリアと階段には監視・防犯カメラが設
置されています。客室には設置されてい
ません。
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施設内での喫煙 
客室内は禁煙です。スペースがある施設
では、喫煙エリアが指定されています。喫
煙エリアの使用には時間制限が設けられ
ていたり、付き添いが必要な場合がありま
す。ご希望の方には、喫煙エリアの予約方
法をお知らせします。

喫煙中は、同行者	(バブル)	以外とは対人
距離2mを維持してください。喫煙エリア
は全て監視されています。禁煙希望者に
は、看護班が役立つ情報を提供します。

通訳 
通訳をご希望の方には、現場担当班が手
配します。

あなたや同行者が通訳を必要とする場合
は、現場担当班又はホテル受付にご連絡く
ださい。
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適用される制限事項	
海外からの渡航者が管理隔離施設に滞在することは、ニュージーランドを新型コロナウイルス感染症の脅威か
ら守る重要な水際対策の一つです。施設滞在中にできることとできないことを定めた、所定の行動規範やルー
ルを守ってください。	

室内待機
診察を予約している場合や緊急時を除
き、客室からは出ないでください。喫煙エ
リアや運動施設の予約については、滞在
施設からお知らせします。

部屋を出る時は、配給されたマスクを必
ず着用してください。管理隔離・検疫施設
では、再利用可能なフェイスガードやマス
クの使用は許可されていません。

マスコミのインタビュー 
管理隔離・検疫施設には、一般から多くの
関心が寄せられています。マスコミからイ
ンタビューの依頼があった場合は、	各自
の判断で対応してください。	

但し、報道関係者のホテル立ち入りは禁
止されているため、インタビューに応じる
際は、電話やビデオ通話等をご利用くだ
さい。

訪問者の禁止 
ご家族やお友だちが、管理隔離・検疫施
設を訪問することは禁じられています。い
ついかなる時でも、客室内に訪問者を招
じ入れないでください。また、同行者		
(バブル)	以外の客室に入ることも禁じら
れています。

ホテルでは	Wi-Fi による無料のインタ
ーネット接続をご利用いただけます。
ご家族やお友だちとは、電話やアプリ	
(Zoom、SKYPE	等)	で連絡を取り合いま
しょう。	

無許可の写真撮影、録画、録音の 
禁止
写真撮影、録画、録音をする際は、施設内
の他者のプライバシーとそれぞれの事情
に配慮してください。		

許可なく、他の滞在者を撮影、録音しない
でください。スタッフとのやり取りを記録
したい場合は、事前にスタッフの許可を取
ってください。
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アルコール飲料の配達
個人消費のために適度な分量を注文することは可能です。節度ある飲酒を心がけ、他の滞在者や現場
スタッフに配慮し、適切な行動に徹してください。飲酒した場合でも、現場スタッフの指示や緊急事態		
(火災発生時の避難	等)	に対応できるだけでなく、個人防護具の着用や対人距離のルールを必ず守れ
る状態でなければなりません。飲酒の影響で自他の安全を守れなくなる可能性があります。

推奨飲酒量を定めた保健省のガイドラインでは、標準量において女性は1日当たり2杯		
(週に10杯以下)、男性は3杯	(週に15杯以下)	までです。

www.alcohol.org.nz/help-advice/advice-on-alcohol/low-risk-alcohol-drinking-advice 

アルコール飲料の配達制限	(以下のいずれか)：

�	 ビール	330ml	缶　6本	(標準量6～9杯分)

�	 ワイン　1日当たり1本	(標準量7～8杯分)

�	 各	330ml	以下の	RTD	4本入りパック	(標準量7～8杯分)

�	 スピリッツ類	(蒸留酒)	の配達は不可。

数日分をまとめて注文し、指定量を超えた場合、現場スタッフがいったんお預かりし、滞在期間中に適
正量をお渡しします。

減酒をお考えの方は、Alcohol Drug Helpline 0800 787 797 (アルコール薬物ヘルプライン)	へご相
談ください。

食品や物品の配達 
滞在中は施設から外出できませんが、食品や個人宛の物品を配達してもらうことは可能です。

但し、違法品や健康と安全を脅かす物	(電気調理器具、ガス調理器、ろうそく、ヒーター、トースター、グ
リルトップオーブン、着火器具、可燃物	等)	の配達は禁じられています。現場スタッフが、配送品の中に
健康と安全を脅かす物が含まれていると確信した場合、安全性の証明が必要になるかもしれません。	

健康と安全を脅かす物がある場合、ホテル側で出発時までお預かりするか、差出人へ返送します。
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マオリ語の Te Whare Tapa Whā は、あらゆる角度から健康を考
え、癒しを促すホリスティックヘルスの概念です。
1984年にデュリー卿が開発し、健康を4つの視点から定義することによって、マオリ人の大局
観を示しています。それぞれの側面を象徴する4つの壁が、大地の上でつながり、マオリ部族の
集会所を作り上げています。

全ての側面を癒し、強化することによって、自分と家族の健康をサポートできます。

Te taha whānau
家族の健康

Te taha hinengaro
心の健康

Te taha wairua
精神衛生

Te taha tinana
健康なからだづくり
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定期的な健康観察	
施設滞在中は、定期的にヘルスチェックがあります。ヘルスチェックと検査は、健康状態の維持や適切な医療判
断のために必要不可欠であるだけでなく、	他者の安全を守るという重要な目的があります。また、濃厚接触者や
健康上の問題がある方に適切な治療を提供するうえでも役立ちます。

つきましては、関係者へのご協力をお願い致します。医療関係者は有効なヘルスチェックを実施し、みなさんの
健康を守ることに努めています。

新型コロナウイルス感染症の検査は2回	

	

3日目：	新型コロナウイルス感染症の平均的な潜伏期間は5日間とされています。そのため、到着ま
での移動期間を2日間と想定し、到着後3日目に第1回検査を実施します。	

	

12日目：	発症までに時間がかかる場合を考慮し、12日目頃に再検査を実施します。この2回目の検
査は、感染リスクが低く、14日で退去できそうかどうかの判断基準の一つになります。	

検査では、鼻腔にスワブを挿入し、検体を採取します。スワブ検査は不快感を伴うこともありますが、人体に害は
ありません。検体採取の所要時間はわずか10秒ほどです。お子さまも大人と同じ検査を受けます。	
但し、生後6カ月未満の乳児に関しては、すでに発症していたり、濃厚接触者でない限り、鼻腔スワブ検査は義務
付けられていません。どのような場合も、医師の裁量で判断を下します。

検査と結果については、付録1を参照してください。	

滞在中は、医療担当官又は衛生担当官の指示に従ってください。新型コロナウイルス感染症の検査だけでな
く、健康診断も義務付けられています。滞在中にマスク等	(配布されます)	の個人用保護具	(PPE)	の着用を求め
られた場合、いかなる時も必ず着用してください。	

新型コロナウイルス感染症の検査を拒否したり、感染リスクが高いと判断された場合は、最長28日間の
滞在延長になる可能性があります。

発症した場合	
滞在期間中の健康状態と医療上のニーズを適切に管理するため、健康状態は必ず正直に報告してください。	
滞在施設には、医療関係者が常駐しています。	

�	 体調がすぐれない時は、自室に待機し、現場担当班に連絡して指示を仰いでください。	

�	 滞在中に新型コロナウイルス感染症の症状	(発熱、咳、息切れ、喉の痛み	等)	が現れた場合は、自室に待機
し、すみやかに現場スタッフへ連絡してください。現場の医療関係者による診察を手配します。	

陽性が確認された場合	
管理隔離施設の滞在者の中から陽性者が出た場合、検疫施設搬送まで施設内で隔離されます。感染疑い事例
が発生した場合、別段の指示がない限り、他の滞在者にも自室待機が求められます。こうした事態に不安を覚え
る方もいらっしゃるでしょうが、みなさんの安全を守ることが最優先です。	

滞在中は対人距離2mを維持し、同行者	(バブル)	以外の人との濃厚接触を避けてください。	
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手洗いの方法

手を水で濡らし、たっぷり石鹸をつけます。 手のひらをこすり合わせ、	
手首まで洗います。

右手のひらを左手の甲にかぶせ、指を組み
合わせて洗い、反対の手も同様にします。

手のひらを合わせて、指を組み合わ	
せます。

両手の指先をしっかりと握りあった状態で	
指先と爪を洗います。

左手の親指を右手で握り、回転させなが	
ら洗い、右手も同様にします。

揃えた右手の指を左手のひら	
の上で回転させながらゴシゴシと洗い、	

右手も同様にします。

手を水ですすぎます。 ペーパータオルで水分をしっかりと	
拭き取ります。

1

4

7

2

5

8 9

3

6

40〜60秒
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健康と安全を守る
管理隔離施設に滞在することは、新型コロナウイルス感染症を封じ込め、感染拡大を防止して連鎖を断ち切
り、人命を救う取り組みの一環です。	

安全かつ健康に隔離期間を過ごすため、基本ルールを守りましょう。部屋を出てホテル内を移動できますが、	
行動は厳重に管理されます。滞在先の規則やスタッフの指導、指示に従ってください。	

忘れずに手を洗う
出来るだけ頻繁に水と石鹸で手を20秒
以上かけて洗い、しっかりと乾かすか、サ
ニタイザーを定期的に使用しましょう。

汚れた手で顔	(目、鼻、口)	に触れないよ
うにしましょう。皮膚の表面に感染力のあ
る飛沫が付着していることがあります。

対人距離2m
同行者	(バブル：家族や伴侶)	以外には、
対人距離2mを維持します。新型コロナ
ウイルス感染症は飛沫感染するため、
対人距離の維持と優れた衛生慣行の実
践によって感染拡大を防止することがで
きます。

手袋やマスク等の個人用保護具	(PPE)	
は、PPEステーション付近に備え付けられ
ている専用ゴミ箱に廃棄し、放置しないで
ください。

マスクの着用 
客室から出る際は、配給された使い捨て
マスクを常時着用してください。また、診
察や保守点検の担当者が入室する際も、
必ずマスクを着用してください。食事や洗
濯物を受け取るためにドアを開ける際も
同様です。	

マスクの安全な取り扱いについては、本
ガイドの37ページと38ページを参照して
ください。

咳とくしゃみのエチケット
咳やくしゃみをする時は、ティッシュ又は
ひじで口と鼻を覆ってください。使用済
みのティッシュは、すみやかにゴミ箱に捨
て、手を消毒してください。	

入室禁止
同行者	(バブル)	以外の客室に入ること
は、禁じられています。

通常のやり取りは、同行者	(バブル)	に限
定してください。
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運動はできるだけ自室で
施設によっては、ジムを常設していたり、
運動のスケジュールを設定しています。
監督者立会いの下、軽い運動を行い、
大量に発汗したり、息遣いが荒くなったり
するようなことは避けてください。運動施
設の予約は、滞在施設にお問い合わせく
ださい。

運動中も必ず使い捨てマスクを着用し、
対人距離2mを維持してください。	

体調がすぐれない時に運動してもよいか
どうかは、現場医療班にご相談ください。

煙探知機
利用者の安全を守るため、客室に煙探知
機が常設されています。煙探知機は、ほこ
りや水蒸気、タバコの煙のほか、何らかの
煙や蒸気によって作動することがありま
す。緊急時以外で故意に火災警報器を鳴
らすことは犯罪であり、起訴処分につな
がります。

�	 室内での喫煙、吸引は禁じられていま
す。		

�	 室内での調理も禁じられています。

�	 コンセントの定格を超える使用は禁じ
られています。	

�	 タオルや可燃性材質のものをヒーター
の上で乾かさないでください。	

火災警報器が作動した時は、避難手順
と、ホテルのスタッフや管理者の指示に
従ってください。避難中も対人距離2mを
維持し、マスクの着用を忘れないでくだ
さい。

メンタルヘルスケア	
隔離期間中、常に落ち着いていられるとは限りません。やっとニュージーランドへ到着したにもかかわらず、		
思い通りに行動できない不自由さから落ち込んだり、ストレスや不安、混乱を感じたりすることもあるでしょう。	

容易ならざる状況下で人は様々に反応し、影響される度合いも異なります。そのため、心身の健康を維持するこ
とが大切です。

そこですぐに役立つシンプルな方法をご紹介します。
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助けを求めましょう
その日を過ごすことに集中し、先のことを考えられなくても大丈夫です。He	waka	eke	noa－力を合わせて乗り
越えましょう。

誰かと話すことが慰みになることもあります。

隔離施設には週7日24時間体制で医療支援を提供する公認看護士が常駐し、あなたやご家族の心身の健康、
医療上のニーズに関するご相談に応じています。これらの看護師は、必要に応じて、精神科医による診察を手配
します。	

助けが必要な時に利用できる支援サービスをはじめ、健康管理に役立つサイトやアプリをまとめてみました。	

電話・SMS対応の支援サービス

ダイヤル	1737		
Telehealth (1737) では、専門カウンセラーが悩み、不
安、ストレス、メンタルヘルスケアに関するご相談に電
話やSMSで対応します。週7日24時間体制の無料サー
ビスです。	

Lifeline		
カウンセラーや専属ボランティアがご相談に応じます。
電話：0800 543 354、SMS：HELP (4357) 

Samaritans 
話し相手が必要な時はお気軽に。	
電話：0800 726 666 

Depression Helpline  
専門カウンセラーが、うつ病のご相談に応じます。	
電話： 0800 111 757、SMS：4202

Asian Family Services 
標準中国語、広東語、韓国語、ベトナム語、タイ語、日本語、ヒンディー語、グジャラート語、マラーティー語、英語の10カ
国語でご相談に応じます。電話：0900 862 342

全国規模の無料サービスを提供し、ご相談者のプライバシーを守ります。	
受付：月～金曜日	午前9時から午後8時まで。	
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Alcohol	Drug	Helpline	

飲酒や薬物使用に関する無料相談サービスです。	
電話：0800 787 797　SMS：8681 
チャット：alcoholdrughelp.org.nz

OUTLine	NZ		専属ボランティアが、LGBTIQ+関連の
ご相談に応じます。電話：0800 688 5463		
受付時間：週7日、午後6時から午後9時まで。	

メンタルヘルスケアに役立つオンラインツール 

取り扱い範囲：		
日常的なメンタルヘルスケア。不安、ストレス、悩み、睡眠、やる気のなさを克服
する方法。

Mentemiaアプリ	は、性格診断クイズや抱えている問題	(睡眠不足、ストレス軽
減、家族の支援	等)	に関する質問を通じて、相談者の個人情報を収集し、メンタ
ルヘルスケアのコーチングを行います。元オールブラックスのジョン・カーワン卿
が、自らの経験に基づいて、日常的なメンタルヘルスケアの方法について説明す
る動画も掲載されています。

www.mentemia.com/covid-19

取り扱い範囲：		
孤独感・孤立感、自分をよく知る、行動の変化、気分転換、不安の対処法

Melonは、同じような問題を抱えた人たちと知り合い、匿名で会話ができるソー
シャルコミュニティです。サポートチームもご相談を受け付けています。その他に
も、健康ジャーナル、参考文献、健康維持のためのエクササイズ、ウェビナー等を
ご利用いただけます。He waka eke noa	(力を合わせて乗り越えましょう)	

www.melonhealth.com/covid-19

取り扱い範囲：		
不安とストレス、自信のつけ方、自己認識、問題解決力、重要なことへの集中
力、睡眠、リララクゼーション

Staying on Trackは、困難な状況下で不安やストレスと上手に付き合う方法を
紹介する無料オンラインコースです。ご家庭でいつでも好きな時にアクセスで
き、効果が実証されている使い易い対処法やノウハウをセラピストが説明しま
す。

www.justathought.co.nz/covid19
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Getting Through Togetherは、新型コロナウイルス感染症の流行下のメンタ
ルヘルスケア・キャンペーンです。あなたやご家族のために役立つヒントを紹介
しています。

www.allright.org.nz/campaigns/gettingthrough-together

Sparklers at Homeは、小中学生の保護者向けにお子さまをサポートする方法
を楽しく解説したオンラインツールキットです。

www.sparklers.org.nz/parenting

Whakatau Mai: リアルタイムで参加できる無料のソーシャルイベント	
Wellbeing Sessions	を開催しています。サイトで登録し、他の参加者と一緒に	
こころとからだの健康を保ちましょう。

www.wellbeingsessions.nz

保健省は、メンタルヘルスケアに役立つ情報や文献、ツール、無料アプリのほ
か、支援団体の連絡先を公式サイトに掲載しています。

www.health.govt.nz/covid-19-mental-wellbeing

青少年のメンタルヘルスケア 

The Lowdown 電話：0800 111 757、SMS：5626

Youthline 電話：0800 376 633、SMS：234、チャット	(午後7時～10時)		
www.youthline.co.nz/web-chat-counselling.html

Kidsline		
(対象：18歳未満) 電話：0800 54 37 54

隔離施設に滞在する18歳未満の方とご家族や保護者が、安全かつ快適に過ごせるようにお手伝いします。	学校
教育の継続をはじめとする特例措置を利用できる可能性もあります。	

tvnz.co.nzオンデマンドでは、家庭学習用の	Home Learning TV を放送しています。幼児から小学校高学年ま
でを対象にした300話以上の番組が用意されています。また、learningfromhome.govt.nz でも健康な生活
と学習に役立つリソースを提供しています。

ご希望があれば、保護者が隔離滞在に付き添う特例措置を申請できます。特例措置に関する詳細は、本ガイド
の30ページをご覧ください。
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暴力から身を守るための支援

ニュージーランドでは、ドメスティック・バイオレンスと性的暴行に厳しい態度で臨みます。誰かにおびえながら
暮らしたり、傷つけられたりすることがあってはなりません。子どもから大人までを対象にした支援をご利用くだ
さい。	

ダイヤル 111 
あなたの身に危険が迫っている時は、警察の緊急ダ
イヤル111へ通報してください。声を出せない状況で
あれば、音声ガイダンスに従ってダイヤル	55	を選ぶ
と、警察に直接つながります。	

It’s not OK ドメスティック・バイオレンス	ヘルプラ
イン	
ドメスティック・バイオレンスに関する情報を提供し
ます。週7日	午前9時から午後11時まで。	
電話：0800 456 450 

	

Safe	to	talk	
	 電話とインターネットで全国からの性的被害に関するご相談に応じています。	
	 電話：0800 044 334 

福祉支援

経済的支援を含む各種支援の申請をはじめ、必須情報や支援サービスを利用できます。	

社会開発省は、個人の事情に応じて様々な方法で支援を行っています。現場スタッフを通じた問い合わせも可
能です。施設入所直後から、退去後に必要な支援について考えてみることをお勧めします。	

雇用	

施設退去後の就職先を探す必要がある方は、雇用主と求職者を結びつけるオンラインツールをご利用くださ
い。	

めぼしい求人情報を見つけたら、応募や面接についてのサポートを受けられます。さらに、職業訓練、実務経
験、履歴書やカバーレターの書き方、申請書の記入方法等を助けるサポートもあります。	

詳しくは、www.jobs.govt.nz	又は	www.workandincome.govt.nz/work をご覧ください。

住まい	
あらゆる人が安全で健康的な場所に住めるべきです。施設退去後に行く場所がない場合、住まい探しの支援を
受けられるかもしれません。社会開発省	riqc@msd.govt.nz までお問い合わせください。

その他の情報：www.workandincome.govt.nz
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経済的支援	
無職の方や、何らかの理由でしばらく働けない方は、生活保護や経済的支援の対象になるかもしれません。	

各種の経済的支援の詳細は、check.msd.govt.nz	でご確認ください。	

交通費	
生活保護を受けていなくても、施設退去後の交通費が支給される場合があります。	
お問い合わせ：riqc@msd.govt.nz

IRD の税金関連情報

税金に関する最新情報や新生活のスタートに役立つ支援等については、www.ird.govt.nz をご覧ください。
国民の多くが、安全なオンラインサービスの	MyIR	を通じて、連絡先の更新、納税申告手続き、問い合わせ等を
行っています。myIR	の登録方法については、www.ird.govt.nz/topics/myir-secure-online-services をご
覧ください。

ニュージーランドを現住所とする、ニュージーランド又はオーストラリアの国民、ニュージーランドの永住者
が、18歳未満の子どもを養育している場合、Working for Families	(家族向け生活支援金)	の支給対象になる
場合があります。詳しくは、www.ird.govt.nz/working-for-families をご覧ください。Child Support (児童
扶養手当)	の受給、支払いについては、www.ird.govt.nz/child-support	をご覧ください。
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管理隔離の費用
全国民と出入国者の双方にメリットがある水際対策を実施するため、ニュージーランド政府は管理隔離費用の
一部を利用者負担としています。	

費用の推定額	
�	 $3,100	－1室1人当たり	(大人も小人も一律)

�	 $950	－同室になる大人1人当たりの追加料金	

�	 $475	－同室になる3歳以上17歳以下の小人1人当たりの追加料金		、全て消費税込み	

3歳未満のお子さまが同室になる場合は無料。	

1室当たりの料金が請求されます。詳しくは、www.miq.govt.nz/charges をご覧ください。

支払い義務が発生する場合	
�	 90日未満の一時滞在を予定しているニュージーランド人。特例措置、又は支払い免除が適用される場合は除
く。ここで言うニュージーランド人とは国内に現住所を有する、国民	(クック諸島、ニウエ、トケラウ諸島の市民
を含む)、居住ビザ又はそれに相当するビザの保持者、オーストラリア国民、永住者を指します。	

�	 2020年8月11日午前12時1分以降に出国したニュージーランド人	(前述の定義を参照)。

�	 一時滞在ビザの保持者。但し、2020年3月19日時点の現住所が国内にあり、それ以前に出国した者は除く。	

�	 不可欠な労働者/医療従事者を除く、入国者全員に支払い義務が発生します。		

特例措置、免除	
特例措置の対象者は、管理隔離・検疫費用を支払う必要がありません。	

免除の対象者は、本来、管理隔離・検疫の費用を支払う必要がありますが、何らかの理由で費用の全額又は一
部が免除されます。	

特例措置の対象者	
�	 90日以上の国内滞在を予定するニュージーランド人。但し、2020年8月11日午前12時1分以降に出国してい
ないことが条件。	

�	 特例措置の対象となる入国者と一緒に隔離又は渡航する伴侶、子ども、保護者	(不可欠な労働者/医療従事
者として入国している場合は該当しない)	。	

�	 特例措置の対象となる入国者の世話をするために管理隔離施設に滞在するニュージーランド国内在住者。	

�	 ニュージーランドに初めて入国する難民。難民申請者、武力紛争による保護対象者、DV被害者のための特別
移民カテゴリーの申請者を含む。	

�	 国際患者搬送又は海難救助による入国者。	

�	 保健省の	High Cost Treatment Pool (高額療養費制度)	又は外務・貿易省の	New Zealand Medical 
Treatment Scheme	(医療制度)	の一環として搬送される患者。	

�	 クック諸島、ニウエ、トケラウ諸島のいずれかに現住所があり、治療のために入国するニュージーランド国民。	
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�	 通常、クック諸島、ニウエ、トケラウ諸島のいずれかに現住所があり、第三国からニュージーランド経由	(滞在
日数90日未満)	で、居住地	へ戻るニュージーランド国民	(滞在日数90日以上)。	

�	 ニュージーランドへ強制送還され、	Returning Offenders (Management and Information) Act 2015 (2015
年	送還犯罪者法－その管理と情報)	の定義に該当する人々。及びオーストラリアから強制送還されたニュー
ジーランド国民。

�	 外交官や大使館職員とその家族、及び諸外国の政府代表者。	

上記に該当する方は、現場担当班にお申し出ください。	

免除申請の対象者	
管理隔離施設に滞在する人であれば、誰でも免除申請ができ、個々の事情が考慮されます。		

経済的に極めて困窮していたり、特殊な事情がある場合は、免除措置が適用されます。	
事例：	

�	 障害又は何らかの理由で単独渡航ができない人の帰国を介助するためにいったん出国し、再入国後に管理
隔離施設へ入所するニュージーランド人。	

�	 治療のために、ニュージーランドを発着地として渡航する必要がある人。

�	 上記以外の酌量すべき事情として、重篤/瀕死の状態にある親族の見舞い、葬儀参加	(国内外を問わず)	等が
挙げられます。

免除措置は、管理隔離中や施設退去後でも適用できます。	

免除の申請資格及び必要書類等については、www.miq.govt.nz/charges でご確認ください。

免除の申請方法	
www.miq.govt.nz/charges	から	Fee and Waiver Form	(費用免除申請書)	をダウンロードして、必要項目を
記入してください。記入済みの申請書は、用紙に記載されたメールアドレスへ送信してください。その際、忘れず
に必要書類を添付します。

費用の支払い	
支払い対象者には、管理隔離施設の退去後に請求書が送付されます。支払期限は、通常、請求書発送から90日
間です。支払い方法は、請求書に説明されています。管理隔離施設で精算する必要はありません。	

費用支払いについて

www.miq.govt.nz/charges をご確認ください。



14日後に退去する場合

管理隔離施設には、最低14日間滞在することが義務付けられています。

移動計画を立てる	
施設退去後、どこへ行くかを明確にしてください。事前に現場スタッフが退去後の予定についてご質問します。		

�	 退去後の行動	(どこへどうやって行くか)	を決めておく
退去時のチェックアウトや出発手配のお手伝いがしやすくなります。

�	 到着空港へ交通手段
特にご要望がなければ、帰国時の到着空港までお送りします。

�	 別の滞在先への交通手段は個別手配
交通手段の手配ができない方は、現場スタッフにご相談ください。

�	 退去後の行き先が未定
退去後の行き先が決まっていない方は、現場スタッフにご相談ください。政府関連諸機関等をご紹介します。

滞在中に退去後の宿泊先や移動計画が変更された場合は、現場担当班へご連絡ください。退去後の予定に関
する施設担当職員との面談については、付録2を参照してください。

施設の退去	
管理施設の退去にあたっては、ほぼ全ての検査で陰性結果が確認され、医療担当官又は衛生担当官によって保
菌・感染リスクが低いと判断される必要があります。

新型コロナウイルス感染症の検査を拒否したり、医療関係者によって感染リスクが高いと判断された場合、最長
28日間の滞在が義務付けられます。

保菌・感染リスクの判断基準：

	 管理隔離施設に14日間以上滞在した。

	 喉の痛み、咳、呼吸困難/息切れといった新型コロナウイルス感染症の症状がない。

	 38°C以上の発熱がない。

	 ほぼ全ての検査で陰性結果が出ている。

施設を退去するにあたり、以上の基準を満たす必要があります。管理隔離施設で14日間を過ごし、最終健康診
断を受けた時点で、施設退去用紙に記入する必要があります。看護師が、用紙記入のお手伝いと受領確認を行
います。

その後、管理隔離期間終了証明書が発行され、面談で説明済みの予定に従った行動が許可されます。	
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退去後の行動
行動記録の作成
施設退去後は、国内の警戒レベルに注意しながら、対人距離や衛生習慣、個人用防護具の使用に関する要件を
守ってください。

警戒レベルについて：www.covid19.govt.nz/alert-system

外出時は、NZ COVIDトレーサーアプリを活用し、行動記録を作成しましょう。	

アプリを使用しない場合は、NZ COVID	新型コロナ追跡記録等で行動を記録してください。ご家族やお友だち
にも行動記録の作成を勧めましょう。

記録すべき3項目：

�	 行き先

�	 日付と時刻

�	 接触者

施設退去後の健康管理	
退去1週間後に保健省から健康確認のご連絡を差し上げます。電子メールのアンケートにご回答いただいた方
にはメールで、それ以外の方には電話でご連絡します。

健康や退去後の発症に関するフォローアップやご質問は、Healthline (0800 358 5453)	又はかかりつけ医に
お問い合わせください。

緊急時は	111	番通報にお電話ください。

まとめ：新型コロナウイルス感染症の症状	:

発熱 咳

息切れ のどの痛み

鼻水または鼻づまり	 嗅覚または味覚の喪失

限界を感じた時は、医療従事者に相談することが重要です。詳しくは、www.health.govt.nz/covid-19 をご覧
ください。
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NZ COVIDトレーサー
アプリのダウンロード

全国公式接触者追跡アプリ

NZ COVIDトレーサーアプリは、外出時に訪れた場所とその日時を記録します。 
新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能性のある人々を早急に特

定することで、あなたとご家族、地域社会を守ります。

NZ COVIDトレーサー アプリの検索：



管理隔離の特例措置	
極めて特殊な事情があり、公衆衛生上のリスクが非常に低く、リスク管理が可能であると判断された場合に限
り、管理隔離施設からの外出が許可されます。通常、特例措置の対象となるには、	3日目と12日目のPCR検査の
陰性結果と、総合的な健康診断が求められます。高リスク国からの帰国者や、それらの国に最近滞在した方に
は、許可が下りにくいかもしれません。

現在、4種類の特例措置申請	(乗り継ぎ旅客、医療特例、管理隔離者の介助、特殊な事情)	をオンラインで受け付
けています。個々の事情を考慮し、極めて厳正な判断基準を適用します。多くの場合、管理隔離の全面免除では
なく、期間限定の外出が許可されます。

特例措置の手続きと申請については、www.miq.govt.nz/exemptions	をご覧ください。

外出許可が与えられた場合でも、	到着日から数えて最低14日間の管理隔離を終了する必要があります。	

尚、施設滞在中に発症し、検疫施設へ搬送された場合、特例措置が適用されることはありません。
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健康に関する権利
ニュージーランドで医療サービスや障害者向けサービスを利用する際、常に守
られるべき権利があります。
Code of Health and Disability Services Consumers’ Rights	(医療および疾病に関するサービスを受ける消費者
の権利法典：以下、規範とする)	に規定されている権利を以下に要約しました。

利用者の権利：
1.	 敬意ある対応を受けられる
2.	 公平な対応を受けられる
3.	 個人の尊厳と自主性が尊重される
4.	 ニーズに合う優れたケアと支援を受けられる
5.	 理解できる方法で説明を受けられる
6.	 自分のケアや支援について必要なこと全てを説明してもらえる
7.	 自分のケアと支援について自分で選択できる
8.	 支援を受ける
9.	 研修、教育、調査研究の対象になるかどうかを自分で決められる
10.	 苦情申請

利用者の権利について：	
www.hdc.org.nz/your-rights/the-code-and-your-rights/

重要事項：
1.	新型コロナウイルス感染症指令は、当施設での滞在だけでなく、PCR検査の受診を法的に義務
付けています。PCR検査の法的な義務化によって、前述の規範は部分的に制約されます。

2.	規範は、当施設で受ける医療サービスのみに適用されます。施設滞在のその他の側面や、14日間
の滞在要件には適用されません。

規範を熟読し、ご質問がある場合は滞在先の医療スタッフにお問い合わせいただくか、以下の団体
から利害関係のないアドバイスを受けることができます。	
�	 Nationwide Health and Disability Advocacy Service  
(全国健康・障害支援サービス)：0800 555 050

�	 Health and Disability Commissioner  
(健康・障害委員会)：0800 11 22 33



付録1：	新型コロナウイルス感染症の検査
以下の検査情報を十分に理解しておくことが大切です。誰かに説明してもら
ってもよいでしょう。ご心配な点は、現場の医療関係者にご相談ください。

検査の手順	
�	 連絡先等の個人情報を書類に記入するか、口頭で質問されます。	

�	 鼻腔スワブで検体を採取します。多少の不快感を伴う場合がありますが、人体に害はありません。検体採取	の
所要時間はわずか10秒ほどです。	

�	 皮膚の弱い方、血栓ができ易い方、抗凝固薬を服用している方は、検体採取の担当者にあらかじめお知らせ
ください。上記に当てはまる方には、健康問題を考慮し、スワブ検査を実施しないことがあります。	

�	 結果が出るまでに数日かかります。	

�	 検査費用はかかりません。

�	 結果が出るまでは、管理隔離の決まりに従ってください。

陰性の場合	
�	 陰性結果は、SMS、電話、又は現場の看護班を通じて通知されます。	

�	 3日目の検査後も、引き続き管理隔離施設に滞在する必要があります。	

�	 12日目の検査では、感染・保菌のリスクが低く、所定の滞在期間	(14日間)	終了後に施設を退去できるかどう
かを判断します。	

�	 陰性結果は、検査時に新型コロナウイルスが検出されなかったことを意味します。しかし、検査後に発症する
可能性も残っています。そのため、施設滞在中は優れた衛生慣行を実践し、隔離対策に従ってください。

陽性の場合	
�	 陽性結果が出た方には、直接ご本人にご連絡します。	

�	 陽性の場合、検疫施設又は滞在先の検疫エリアへ搬送されます。この状況がストレスになる方もいるでしょう
が、検疫期間中は専門医療チームによる高度医療を受けられます。		

�	 滞在中に濃厚接触した可能性のある人々やご家族も、健康観察体制の徹底した施設へ移動することになり
ます。

�	 新型コロナウイルス感染症の発症後、又は検査受診日	(無症状の場合)	から10日間以上は検疫施設又は検
疫エリアに滞在します。さらに、検疫施設を退去するには、症状軽快後72時間経過する必要があります。	

�	 この場合でも、管理隔離・検疫施設の合計滞在日数は最低14日間です。

�	 濃厚接触者について心当たりがある場合は、現場スタッフまでお知らせください。公衆衛生スタッフが、濃厚
接触者についてご質問します。濃厚接触者は、万一の体調不良に備え、検疫施設へ搬送されることがありま
す。濃厚接触者は、	感染者と接触した日から数えて14日間にわたり、検疫施設に滞在する必要があります。
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管理隔離施設滞在中に不調を感じ始めた場合	
隔離中に新型コロナウイルス感染症の症状	(咳、喉の痛み、息切れ、鼻水、嗅覚の喪失、発熱)	やその他の病状が
現れ始めた場合は、医療スタッフへ必ずご連絡ください。その際は、客室の電話を使用してください。診察後、医
療班がその後の適切な対応についてご説明します。

個人情報の取り扱い	
滞在者の個人情報と検査結果は、新型コロナウイルス感染症対策に直接関与する政府諸機関のみが共有しま
す。個人情報はプライバシー法で許可される場合に限り、使用、開示されます。	

国家規模の新型コロナウイルス感染症対策の実施中は、感染拡大に対処するため、衛生局等が個人情報を使
用し、匿名の統計データを公開することがあります。自分の個人情報にアクセスし、内容訂正を求める権利が認
められています。詳細：www.health.govt.nz/MIQ-Privacy-statement

ご相談窓口	
医療関連のご質問は、滞在施設の医療スタッフにお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の国内感染状況に関する一般情報は、		
www.covid19.govt.nz、又は保健省公式サイト	www.health.govt.nz をご覧ください。
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付録	2：退去後の予定に関する面談
管理隔離施設には、最低14日間滞在することが義務付けられています。 
施設退去後の動向をある程度把握するため、	面談を実施して、具体的なご予定についてご質問します。この面談
は施設到着後4日以内に実施され、	現場スタッフが日時をお知らせします。	
面談にあたり、以下の情報をご用意ください。	
隔離期間終了後に住む場所がある場合：

�	 具体的な住所

�	 隔離・検疫施設からその場所までの具体的な移動方法。例：国内線利用、家族が迎えに来る	等

�	 隔離・検疫施設から空港までのシャトルを希望する場合：

–	 出発時刻

–	 利用者数

–	 客室番号

–	 出発便と時刻

�	 お住まいまでの移動手段が未定の方は、現場担当班へご相談ください。

�	 隔離・検疫施設まで迎えに来る人についての情報

�	 国内便又は陸上交通に何らかのご要望がある方は、事前にお知らせください。

隔離期間終了後に住む場所がない方は、事情をご説明ください。適切な支援が受けられるよう、	公営住宅や社
会福祉等の関係省庁をご紹介します。
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付録	3：法的権利	
以下は、管理隔離・検疫施設に滞在する方の法的権利をまとめたものです。	
COVID-19 Public Health Response Act 2020 (2020年新型コロナウイルス感染症対策法、又はその改訂法及
び関連命令)	によって、施設内に滞留することが義務付けられています。これは新型コロナウイルス感染症から
国民を守るためです。	
2020年新型コロナウイルス感染症対策法	(原文)：www.pco.govt.nz/covid-19-legislation 

施設滞在中は、いつでも遅滞なく弁護士に相談、指示することができます	(費用自己負担)。その際は、機密を保
護する、安全な環境を利用する権利があります。	

お困りの時はご相談ください
管理隔離・検疫局	(MIQ)	は、どんな苦情にも真摯に対応します。あらゆる人に苦情を申し立て、敬意ある正当な
対応、公平な調査を受ける権利があります。	

お申し出のあった苦情に対し
ては、公正でシンプルな解決
策を提示し、迅速かつ効率的
な対応に努めます。	

守秘義務を順守し、誠意ある
事実調査を実施します。	

苦情から得られた結果は学習
の機会として、それに基づいて
取り組みの改善に努めます。

ご意見、ご感想
滞在中の管理隔離・検疫施設にご不満がある方は、まず施設責任者又は健康コーディネーターへご相談くださ
い。
セキュリティ、安全、健康、食事、福祉支援をはじめ、各分野の担当者が様々なご相談に応じています。まずは現
場担当班にご相談ください。	
問題が解決しない場合は、管理隔離・検疫局公式サイトの苦情申請手続きをご利用ください。	
管理隔離・検疫局の苦情申請：	www.miq.govt.nz/about/contact-us

苦情取扱い手続き
苦情の申請方法：

管理隔離・検疫施設の施設責任者又は	
健康コーディネーターに相談します。

管理隔離・検疫局公式サイトの苦情申請
手続きを利用します。	
www.miq.govt.nz/about/contact-us
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申請後の流れ 
苦情申請の受領後2営業日以内に受領確認メールが届きます。
受領確認メールの発送後5営業日以内に問題が解決しない限り、その間に事実調査を実施します。事実調査に5
日間以上かかる場合、その理由と完了予定日をお知らせします。
その後、苦情解決担当者が検討した証拠、根拠、措置をまとめた決定内容を通知します。
苦情内容が管理隔離・検疫施設の運営に関与する別の組織に関するものである場合、関連諸機関に苦情取扱
いを委託することがあります。国防軍、保健省、地区保健委員会、警察、施設運営に関与するその他の政府機関
や提携諸機関等の方が、より適切に対応できる苦情等が、それに該当します。

提示された解決方法に不満がある場合
苦情解決に納得できない方には、苦情解決担当者が	Office of the Ombudsman (オンブズマン事務局)	又は	
Privacy Commissioner (プライバシー委員会)	のいずれか適切な機関への申請についてご説明します。	
申請手続きについて：
www.ombudsman.parliament.nz

www.privacy.org.nz

無料法律相談	
以下の無料法律相談を利用できます。

Community Law Centre (地区法律相談センター)

弁護士費用を払えない方のために無料法律相談を提供しています。	
詳細と連絡先：	
https://communitylaw.org.nz

Citizens Advice Bureau (市民相談所)

お住まいの地域であらゆる分野の無料相談を提供しています。	
通訳の手配も行います。	
CABNZ National Office	(市民相談所全国事務局)	：	
Eメール	admin@cab.org.nz 電話	0800 367 222

Youth Law (青少年向け法律相談)

25歳未満の青少年を対象に無料法律相談を提供しています。	
電話	0800 884 529	
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付録4：マスクの安全な着脱方法
管理隔離・検疫施設	(MIQF)	内でのマスク使用を説明しています。管理隔離・検疫施設から支給され
る使い捨てマスクのみを使用してください。管理隔離・検疫施設では、再利用可能なフェイスガードや
マスクの使用は許可されていません。

使い捨て	－客室の外へ出る度に、必ず新しいマスクを使用します。使い捨てマスクが足りなくなった
場合は、施設スタッフに補充を依頼してください。

マスク着用時の注意：

手を洗う。
マスク着用の前に、手を洗って乾
かすか、サニタイザーを使用してく
ださい。

手を洗う。
手を洗って乾かすか、サニタ
イザーを使用してください。

マスクをつける。
マスクで鼻、口、あごを覆い、イヤール
ープを耳にかけてマスクを固定しま
す。鼻の高さに合わせてマスクを	
ぴったり装着します。

マスクの前面に触らない。 顔を触らない。 マスクを動かさない。

マスクを確認する。
清潔で乾燥し、	
破損のないことを確認します。

マスクは4時間ごとに取り換える。それ以前でも、	
湿ったり、破損や汚れがあるものは交換する。
マスクはゴミ箱に捨ててください。	

マスクのつけ方：

32



手を洗う。
マスクを取り外す前に、手を洗って
乾かすか、サニタイザーを使用して
ください。

マスクを外す。
イヤーループを耳から外し、マスクを
持ち上げて顔から離します。	

手を洗う。
マスクを外したら、手を洗って乾かすか、サニ
タイザーを使用してください。

マスクはゴミ箱に捨てる。
使い捨てマスクの再利用や殺菌処
理はしないでください。

マスクの取り外し方：
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MIQ 6238

Kia ora、ようこそ！
国と地域社会を守るため、みなさんのご協力に感謝します。  
以下は、管理隔離中に守っていただきたい簡単なルールです。これらはみなさんを守り、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大を防ぎます。ルールに従わない方には、滞在期間の延長をはじめとする制
裁措置が取られます。

室内待機	
診察を予約している場合や緊急時を除き、客室からは出ないでください。	
喫煙エリアや運動施設の予約については、滞在施設からお知らせします。	

体調がすぐれない時は、自室に待機し、現場担当班に連絡して指示を仰いでください。

マスクの着用
客室から出る際や、診察又は保守点検の担当者が入室する際は、	
必ず配給された使い捨てマスクを常時着用してください。	

対人距離2m	
同行者	(バブル：家族や伴侶)	以外には、常に対人距離2mを維持します。

入室禁止	
いついかなる時でも、客室内に訪問者を招じ入れないでください。また、同行者	(バブル)	
以外の客室に入ることも禁じられています。


