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１ 総領事通信 HP掲載・総領事館公式 Instagram開設 

第 9回 スポーツが深めるオーストラリアと日本の絆（2月 21日掲載） 

 最近の日豪スポーツ交流を紹介しながら、両国がスポーツ分野で果たしている役割につ

いて考察します。 

https://www.sydney.au.emb-

japan.go.jp/itpr_ja/about_consul_generals_newsletter.html  

 

第 8回 オーストラリアの森林火災と日本の支援（2月７日掲載） 



 オーストラリアで発生した過去最大級の森林火災と日本からの支援の状況について報告

します。 

https://www.sydney.au.emb-

japan.go.jp/itpr_ja/about_consul_generals_newsletter_archive_no8.html  

 

＜総領事館公式 Instagram 開設＞ 

 総領事館の公式 Instagram アカウントを開設しました。総領事館の行事や日本関連のイ

ベント、日本の観光情報等について発信中ですので、ぜひフォローください。 

https://www.instagram.com/CGJapanSyd/   

 

＜総領事公式 Twitter・Facebook発信中＞ 

 紀谷総領事による公式 Twitterアカウントです。総領事の活動などを発信中です。 

https://twitter.com/CGJapanSydney  

 総領事館の行事、NSW 州・北部準州で開催される日本関連のイベント、日本の観光情報等

について発信中です。 

https://www.facebook.com/CGJSYD  

 

２ 領事情報 

（１）新型コロナウイルス関連情報 

（Ａ）豪州への中国からの外国人入国制限措置の延長（3回目） 

 2 月 27 日、豪州政府は，中国本土にいた外国人の入国制限措置を更に 1 週間延長し 3 月

7 日までとする旨発表しました。  

 中国本土にいた外国人（豪州永住者を除く）は，中国本土を離れあるいはトランジットし

てから 14日間，豪州に入国することができません（香港，マカオ，台湾への滞在・渡航者

はこの制限の対象には含まれていません）。 

 これまでと同様に，豪州人，豪州永住者及びその家族（配偶者，法的後見人及び扶養家族

のみ）は，中国本土からの入国が認められますが，2月 1日から中国本土に滞在し豪州に帰

国した場合，中国本土を離れてから 14日間は，自宅待機隔離することを引き続き求められ

ています。  

 禁止措置に拘わらず豪州に到着し，且つ出発地に戻ることを拒否する外国人は，義務的な

検疫措置の対象となりますので，ご注意ください。   

○豪州政府の発表（メディアリリース）   

https://www.pm.gov.au/media/press-conference-australian-parliament-house-4  

 

（Ｂ）豪州政府によるイランへの渡航歴のある外国人の入国制限措置 

 2 月 29 日、ハント保健大臣は，イランにおけるコロナウィルスの感染拡大と高い致死率



を受け，同国からの入国制限措置を決定した旨発表しました。 

 この措置は，3月 1降にイランに滞在（乗り継ぎ含む）していた外国人（豪州人及び永住

者等を除く）が，イランを離れてから 14，豪州に入国することを禁止するというものです。 

 これまで，豪州政府は同様の措置を中国本土に滞在歴のある外国人に対して実施してい

ましたが，イランに滞在歴のある外国人に対しても同様の措置を実施することとなりまし

た。 

 つきましては，在留邦人の皆様，豪州に滞在されている方，またはこれから渡航を予定さ

れている方は，豪州への入国に当たり，上記制限措置が実施されていることに留意し，引き

続き関係機関から最新の情報を入手するよう努めてください。 

◯ハント保健大臣の記者会見 

https://www.health.gov.au/news/press-conference-in-melbourne-about-coronavirus-

covid-19  

 

（Ｃ）各国・地域における入国制限措置等 

 3月 1日時点で日本国外務省が把握している、日本からの渡航者，日本人に対し，入国入

域制限措置及び入国入域後の行動制限措置が行われている国，地域について、ご参考までに

お知らせします。 

◯日本国外務省海外安全ホームページ 

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html  

 

（２）在留届とたびレジに関するお願い  

 外国に 3か月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館又は総領事館等に「在留届」を提出

することが義務付けられています。  

 大規模な災害が発生した場合など、当館では、オーストラリアの関係当局に連絡を取って

邦人の被害について確認をする一方、在留届を確認して該当地域にお住まいの方に、直接ご

連絡を差し上げ安否を確認することがあります。在留届は、このような災害時の安否確認の

ためにも使用いたしますので、届出内容に変更（住所や同居家族の変更等）が生じた場合に

は「変更届」を、帰国の際には「帰国届」をご提出いただくようお願いいたします。  

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html 

 また、3か月未満の旅行や出張などの際には、海外滞在中も安全に関する情報を随時受け

とれるよう、「たびレジ」にご登録をお願いいたします。詳細は以下の URLよりご確認くだ

さい。    

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html  

 

（３）在外選挙人名簿への登録  

 日本国外に居住されている満 18歳以上の日本人は、国外からの投票を通じて国政選挙に



参加することができます。 国外で投票するには、在外選挙人名簿への登録が必要ですので、

登録を済まされていない方は、最寄りの大使館又は総領事館等にて登録をお願いいたしま

す。  

 当館にて登録申請をされる場合、3か月以上継続して当館管轄区域に居住していることを

確認する必要がありますが、すでに在留届を提出されている場合は在留届により確認が可

能ですので、パスポートを持参の上、ご来館いただければ登録が可能です。    

 申請後、在外選挙人証を交付するまでに 2か月程度を要します。選挙日程が決まり、選挙

に対する関心が大きくなった時点からでは登録が間に合わない恐れがありますので、今後

の国政選挙に備えて、お早めに在外選挙人名簿への登録手続きを行ってください。詳細は以

下のリンクにてご確認ください。  

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html  

 

３ 犯罪対策 

（１）強盗にご注意ください（直近の事例及び対策） 

 ここ 1か月ほどの間、在留邦人が被害者となる強盗事件が連続発生しております。以下で

被害の概要と対策を述べますので、ご参考の上、被害の未然防止に努めてください。 

 

◎事例 1 

 1月下旬の平日 22時 50分ころ、シドニー西郊の Rooty Hill地区において、30代男性が

徒歩にて路上通行中、複数の男に取り囲まれ、荷物を奪われそうになったことから抵抗した

ところ、殴る蹴る等の暴行を受け、鼻骨骨折等の重傷を負った。 

 

◎事例 2 

 2 月中旬の平日 5 時ころ、シドニー西郊の Kingswood 地区において、50 代女性が徒歩に

て路上通行中、自転車乗車の男 2人組から顔面を激しく殴打され、一時意識不明の重傷を負

わされた後、所持していたリュックを奪われた。 

 

●NSW州警察からのアドバイス 

・今回の現場であるシドニー西郊地区は非常に治安の悪い地域であり、これまでも徒歩通行

中の者を狙った強盗事件が多発していることから、今回の事件に関しては、特段日本人のみ

を狙った犯行ではないとみられる。 

・これら治安の悪い地域においては、「夜間 1人で出歩かずタクシーを利用する」「極力人通

りの多いルートを選ぶ」「高価なバッグを所持するなど狙われやすい格好をしない」など、

十分な防犯意識を持って行動してほしい。 

・もし強盗に遭った場合は、抵抗することは控え、相手の人着、特徴を記憶して警察に通報

してほしい。 



 

（２）シドニー安全の手引き・CrimeMaps 

 防犯のための注意事項や、強盗などの犯罪の多発地域を掲載した「シドニー安全の手引き」

を当館ウェブサイトに掲載しております。また、NSW 州犯罪統計局が公開している犯罪発生

状況を地図上に表した「CrimeMaps」も犯罪多発地域の把握に役立ちますので、安全対策の

参考にしていただければ幸いです。 

「シドニー安全の手引き」 

https://www.sydney.au.emb-

japan.go.jp/document/japanese/life_and_safety/safety_information/ShidoniANT2019_

complete.pdf  

「CrimeMaps」 

http://crimetool.bocsar.nsw.gov.au/bocsar/  

 

４ 森林火災関連 

（１）航空自衛隊が緊急援助の任務を終えてオーストラリアから帰国 

 1 月中旬から派遣された自衛隊の部隊は、2 月 10 日、オーストラリアでの森林火災にか

かる活動を完遂し、日本に無事帰国しました。同部隊は、リッチモンド空軍基地を拠点に活

動し、消火・復旧活動に関連する人員、被災者延べ約 600名、消火・復旧活動に関連する物

資延べ約 11トンを空輸しました。リンダ・レイノルズ・オーストラリア国防大臣は「日本

の仲間達へありがとう、さようなら」と題したツイッターで、「森林火災の消火・復旧活動

に大いに貢献した 71人の航空自衛隊隊員が今日帰国されます。」「彼らの援助に対し深く感

謝しており、無事の帰国を祈っています。」と謝意を述べました。河野防衛大臣はこの緊急

援助について「（日豪間の）信頼関係の強化に役立ったと思う」と述べています。 

 

（２）豪 NSW州政府主催の森林火災追悼式典 

 2 月 23 日、豪 NSW 州政府主催で森林火災追悼式典が開催されました。豪連邦総督・首相

夫妻、NSW 州総督夫妻・首相はじめ政府関係者、犠牲者の家族、領事団等が参加しました。

消火活動中に命を落とした消防隊員３名と米国人航空機乗員３名、一般市民 19名の犠牲者

計 25 名に対して、尊敬・感謝と思いやりの気持ちにあふれたメッセージが贈られました。

各国からの支援や寄付金に対する謝意表明もありました。 

https://www.facebook.com/NSWGovernment/videos/491275301558292/   

 

５ 南極観測船「しらせ」の寄港（艦内特別公開の不実施） 

 3月 19日から 24日の間、南極観測船「しらせ」がシドニーに寄港することとなりました。 

 「しらせ」は毎年この時期にシドニーに寄港しており、例年は当地寄港中に当地在留邦人

等を対象とした艦内特別公開を実施しておりましたが、本年は、防衛省より、新型コロナウ



ィルスの拡大を防ぐ観点から本年 3 月末までの同省及び海上自衛隊関連行事のうち多数の

部外者の参加を前提とした行事の原則中止が決定されたことを踏まえ、艦内特別公開は実

施しないこととさせて頂きますので、ご理解頂ければ幸いです。 

 

６ 日本文化行事情報 

（１）東日本大震災復興支援映画上映会と東北郷土料理&物産展 

 JCS（シドニー日本クラブ）レインボープロジェクト主催の東日本大震災復興支援イベン

トが開催されます。 

日時：3月 6日（金）16:45～21:00 

会場：Sydney Mechanics School of Art ( https://goo.gl/maps/KCbNRBCtbSMBHcsW9 ) 

詳細：https://jcsrainbow.com/  

問い合わせ先：sydneyrainbows@gmail.com 

 

（２）世界初、ブラインドセイリングによる無寄港太平洋横断を果たした岩本光弘氏の講演

会 

 全盲のヨットマン岩本光弘氏は、何事にもチャレンジする勇気と実行力を身をもって伝

え、これまでの経験を生かし、「ポジティブなものの考え方」を通じた命の尊さや目に見え

ないものの大切さについて講演を行い、人々に伝えてきました。2019年 4月 20日には、全

盲のヨットマンとして史上初めて 13,000km、55日間におよぶ太平洋横断を成功させました。 

 自身を支えてくれる仲間への感謝、挑戦を続けることの大切さ、困難の先にひらける景色

のとらえ方など、岩本氏の原体験から溢れでる言葉をとおして、我々の日々の仕事や生活に

勇気と希望を与えてくれます。 

日時：3月 27日（金）15:00～17:00 

会場：ジェトロシドニーオフィス（ https://goo.gl/maps/q36dj6KUUFoNEbpRA ） 

チケット販売：www.eventbrite.com.au/e/93451167959  

（JAMS.TV主催，当館他後援） 

 

（３）『Wagashi: Nature And Tradition In Sweets』 Talk & Demonstration 

日時：4月 18日（土）14:00～15:30 

会場: 国際交流基金（ https://goo.gl/maps/FcTcC6RbVBYyyDip9 ） 

詳細：https://jpf.org.au/events/wagashi-nature-and-tradition-in-sweets/  

 

（４）鹿鳴家（カナリヤ）一門 英語落語公演及びワークショップ 

日時：3月 6日（金）、7日（土） 

会場：国際交流基金セミナールーム（ https://goo.gl/maps/FcTcC6RbVBYyyDip9 ） 

詳細：https://jpf.org.au/events/rakugo-in-english/  



 

（５）"Japan supernatural"展 

日時：3月 8日（日）まで 

会場：NSW州立美術館 (https://goo.gl/maps/FiFweRQePEb4BwL88 ) 

詳細：https://www.artgallery.nsw.gov.au/exhibitions/supernatural/  

 

（６）『Seikatsu Kogei: Objects for Intentional Living』展（工芸） 

日時：5月 23日（土）まで 

会場：国際交流基金（ https://goo.gl/maps/FcTcC6RbVBYyyDip9 ） 

詳細：https://jpf.org.au/events/seikatsu-kogei/  

 

７ 休館日のお知らせ（3・4月） 

土日及び以下の日は休館いたします。 

【3月】20日(金) 春分の日 

【4月】10日(金) グッド・フライデー 

    13日(月) イースター・マンデー 
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在シドニー日本国総領事館 

Level 12、 1 O'Connell Street、 

Sydney NSW 2000 Australia 

代表電話：（61-2）9250-1000 

Fax: （61-2）9252-6600 

Web: http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/index_j.htm  

Email: japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp 

 

※このメールに関してお気づきの点がございましたら、以下の当館代表メールアドレスに

お気軽にご連絡ください。 

japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp 

 

※「たびレジ」に簡易登録された方でメールの配信を変更・停止したい方は、以下の URLか

ら手続きをお願いいたします。 

（変更）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth  

（停止）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete  

  

※「メールマガジン」に登録された方でメールの配信を変更・停止したい方は、以下の URL



から手続きをお願いいたします。 

（変更）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/modify?emb=sydney.au  

（停止）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=sydney.au  

 

※本メールマガジンのバックナンバーは以下のページに掲載しています。 

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/life_and_safety_mailimag.html 


