新型コロナウイルス対応施策一覧：アイスランド
株式会社三菱総合研究所

《伝播の抑制》

項目
モニタリング

適用開始日
内容
1月24日 国家衛生総局が1月24日に公表したアイスランドにおける感染予防策に関する情報によると、ケプラヴィーク国際空
港において、過去14日間に武漢市を訪問し、感染者または感染が疑われる者と接触した者で、呼吸器系疾患の症
状のある者には、同空港における検査を指示。また無症状であっても、過去14日間に武漢市を訪問し、感染者また
は感染が疑われる者と接触した者には申告を指示。
3月1日 政府がイタリア全土を危険地帯に指定。

https://www.covid.is/flokkar/vidbrogd-a-islandi

3月6日 国家警察委員⻑が、警戒レベルを「緊急時フェーズ」に引き上げ（警戒レベルの定義などは不明）。ただし、引き上
げは、それまでにすでに講じられていた措置以上に、公衆に影響を及ぼすものではない。

https://www.government.is/news/article/?newsi
d=422e5545-5e45-11ea-9455-005056bc530c

3月13日 3月13日時点で1,021名に検査を実施し118名が陽性。感染者のほとんどは、⾼リスク地域への旅⾏者であり、全
感染者の感染原因の特定ができている。

https://www.government.is/news/article/?newsi
d=422e5545-5e45-11ea-9455-005056bc530c

3月13日 政府およびアイスランドのdeCode Genetics社が無償の検査を開始。3月15日公表、同月21日アップデートされ
たプレスリリースによれば、国内で症状や隔離の有無を問わず9,768名に対して検査を実施。

https://www.government.is/news/article/?newsi
d=f96a270c-66e8-11ea-945f-005056bc4d74

3月24日 3月24日まで、検疫や隔離について罰則はなかったが、同日から罰則を適用。

https://www.covid.is/categories/icelandsresponse

3月25日 3月25日のプレスリリースによれば、同日時点で合計11,727名に対して検査を実施。

https://www.government.is/news/article/?newsi
d=c65cf658-6eb6-11ea-9462-005056bc4d74

2020年 感染した場合に感染者の位置を当局と共有できるアプリを3月29日の週にリリースし、4月7日時点で12万人以上
3月29日 がダウンロード。ただし、ダウンロードや、位置情報の共有は任意。
の週

https://www.government.is/news/article/?newsi
d=73507dc9-7a5c-11ea-9464-005056bc4d74

閲覧日

4月20日

4月10日

4月9日 右のプレスリリースによると、deCode Genetics社が実施している検査は、18,170名に対して実施しており、陽性
142名、陰性18,028名。なお、過去2日間で一般公衆のうち合計で2,161名に対して検査が実施されたが、陽性
は2名。
一⽅で、アイスランド国⽴⼤学病院は、12,777名（ほとんどが、症状があるまたは感染者への接触がある等の理由
でウィルスへの接触があったと考えられる者）に対して検査を実施しており、陽性1,474名、陰性11,303名。アイスラ
ンド国⽴⼤学病院の検査では、近日陽性の割合が減少。
5月25日 法務⼤臣が、警戒レベルが「緊急時フェーズ」から「警戒フェーズ」に引き下げられたことを公表。

入国者の隔離

URL

https://www.landlaeknir.is/umembaettid/frettir/frett/item38807/hvad-er-veridad-gera-a-islandi-til-ad-hefta-utbreidslu-hinnarnyju-koronaveiru-2019-ncov-

4月9日

4月9日

4月10日
4月9日

4月10日

https://www.government.is/news/article/?newsi
d=73507dc9-7a5c-11ea-9464-005056bc4d74

4月10日

https://www.government.is/news/article/2020/
05/25/Easing-of-restrictions-on-gatherings/

7月1日 政府がプレスリリースにおいて、7月1日以降徴収されるPCR検査費用を、当初予定の15,000クローナから、現場で
の支払いの場合11,000クローナに、前払いの場合9,000クローナに引き下げることを公表。これは、想定より⾼い検
査能⼒が確保され、より効率的に検査を実施できることが確認されたため。なお、当初検査の一日での最⼤可能件
数は500件と想定されていたが、deCode Genetics社が検査に加わることにより、2,000件の検査が可能となった。

https://www.government.is/news/article/2020/
06/26/Price-for-border-screening-decreases/

7月1日 政府がプレスリリースにおいて、6月15日から実施されている、希望する入国者は入国地点でPCR検査を受検すれば
⾃⼰隔離を⾏わずに入国できることとした措置の結果の概要を公表。
米国から帰国したアイスランド人が、帰国時点でのPCR検査では陰性であったが後に陽性であることが確認され、この
者の周囲の者を含め合計5名が陽性となった。しかし5名の健康状態は良好で、入院している者はいない。
入国地点でのPCR検査は15,197名に実施され、28名が陽性とされた。28名に対して、伝染性を確認するため抗
体量の検査が実施されている。なお、⾎清学的検査結果では、28名中6名のみが伝染性を有している可能性があ
ると判定され、隔離されている。また3名が⾎清学的検査の結果待ちとなっている。

https://www.government.is/news/article/2020/
07/01/Few-active-COVID-19-cases-found-inborder-tests/

7月9日 運輸・地⽅政府省が、7地⽅（アイスランドには全部で8地⽅があり、そのうち⾸都地⽅を除く全地⽅）の⾃治体に
対して、COVID-19による影響からの回復等を支援するために、合計で2億クローナの追加資⾦を拠出する決定を
⾏ったことを公表。なお、地⽅への1回目の支援は5月13日に公表されている。

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/07/09/Samningarum-vidbotarfjarveitingu-til-landshlutasamtakaundirritadir/

7月15日 7月15日に、保健⼤臣の承認を得て、保健医療専門官による、抗体検査によるCOVID-19の診断およびフォロー
アップに関する指示が発効。症例によっては、COVID-19の診断および観察のために抗体検査を実施しなければなら
ず、試験費用は無償とされる。
特に抗体検査の実施が求められる症例は以下の通り。
－感染が強く疑われるがPCR検査では陰性の場合、特に、症状の発生以降10日以上経過している場合
－PCR検査で陽性であるが感染していないことが疑われる場合。この場合、病気が他の原因によるものではないかを
解明するために、抗体検査によって早い時点からCOVID-19に感染していたのか否かを確認
－海外を訪問する者で、アイスランドの健康保険からの保険料支払いを求める者
なお、抗体検査は、保健医療専門官が定めた必要とされる要件に該当する場合にのみ実施される。

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/07/17/Fyrirmaelilandlaeknis-um-motefnamaelingar-vegnaCOVID-19/

8月28日 閣議において、アイスランドにおいてCOVID-19ワクチンの調達はEUとの協定に基づき実施され、欧州経済地域
（EEA）諸国へのワクチン供給を認められているスウェーデンから調達することを決定。アイスランドでは、国⺠の75%
に2回ワクチンを接種するために、55万回分のワクチンが必要と推定されている。

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/08/28/Kaup-aboluefni-vegna-COVID-19-raedd-i-rikisstjorn/

9月14日 厚生⼤臣が、国家衛生総局の疫学専門官の勧告を受け、現在14日間となっているPCR検査で陽性となった国⺠
やアイスランド居住者の⾃⼰隔離期間について、感染の兆候が⾒られないことがサンプリングにより確認された場合に
は7日間に短縮できるようにすることを決定。サンプリングは、疫学者が実施し、費用負担はない。なおこの措置は、国
内に適用される措置であり、入国者には適用されない。

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/09/11/Timi-isottkvi-styttur-ur-14-dogum-i-7-med-skimun-ilok-timabilsins/

3月13日 3月13日時点で1,116名が検疫下にあり、118名が隔離されている。⾼リスク地域から帰国した者には14日の⾃⼰
隔離が推奨される。

https://www.government.is/news/article/?newsi
d=422e5545-5e45-11ea-9455-005056bc530c
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4月9日

5月26日

6月29日

7月3日

7月10日

7月20日

8月31日

9月11日

4月9日

新型コロナウイルス対応施策一覧：アイスランド
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
3月19日 アイスランドに入国した全ての者（アイスランド人で国外から帰国した者を含む）に14日間の⾃⼰隔離を義務付け。
なお、航空機や船舶の輸送に携わる人員は除く。
4月24日 厚生⼤臣が国家衛生総局の疫学専門官の勧告を受け、4月24日から、海外からの入国者は到着日から14日間
隔離することと、シェンゲン協定国に対して暫定的国境管理を実施することを決定。この決定は、医学的・科学的な
助言がない場合、少なくとも5月15日まで有効。

URL

https://www.government.is/news/article/?newsi
d=6171aeaf-6ac9-11ea-9456-005056bc530c

4月9日

https://www.government.is/news/article/?newsi
d=058de3e7-84a8-11ea-9458-005056bc530c
https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/04/22/Breyttarreglur-um-sottkvi-og-upptakalandamaeraeftirlits-a-innri-landamaerum/

2020/6/15 政府が、遅くとも6月15日までには、アイスランドに入国する者がケプラヴィーク国際空港において検査を受けられるよう
までに適用開 にすることを決定。また、陰性だった者については14日間の⾃⼰隔離を免除することも決定。なお、この措置の開始2
始
週間後に、措置の実施経験を踏まえ更なる⾏動が必要か、更なる緩和が正当化できるか、ケプラヴィーク国際空港
以外の入国地点でも同様の措置が可能かを検討。

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/05/12/Synataka-aKeflavikurflugvelli/

6月15日 政府が、国家衛生総局の疫学専門官の勧告および財務・経済省による経済的負担に関する影響評価を踏まえ、6
月15日から、全ての入国地点において、入国者が14日間の⾃⼰隔離を⾏うか、検査を受けるかを選択できるように
することを決定。

https://www.government.is/news/article/2020/
06/02/Testing-for-international-arrivals-to-starton-15-June/

6月15日 政府が、6月15日から、全ての入国者が14日間の⾃⼰隔離を⾏うか、検査を受けるかを選択できるようにすること、
検査を選択した場合6月15日から6月30日までは検査費用を無料とすること、7月1日から検査一回につき
15,000クローナを徴収すること、2005年以降に出生した者は検査も⾃⼰隔離も免除することを公表。検査は、ケ
プラヴィーク国際空港や、その他の国際空港および港湾で受検可能とされる。入国者は、事前の問診票記載が求め
られ、また追跡のためのアプリのダウンロードを推奨される。

https://www.government.is/news/article/2020/
06/05/Information-for-travellers-arriving-inIceland-from-15-June-2020/

6月15日 政府がプレスリリースにおいて、以下の決定事項を公表。
－シェンゲン協定国に対する暫定的国境管理が7月1日まで延⻑される。EU、EFTA英国⺠は、事前登録をしPCR
試験を受けるか入国後2週間の⾃⼰隔離を⾏った場合入国が可能となる
－制限措置は緩和され、シェンゲン協定国以外の国からでも学生や専門家の入国が可能となる
－検査を選択した場合6月15日から6月30日までは検査費用を無料、7月1日から検査一回につき15,000クロー
ナを徴収
－6月15日より前に入国し同日時点で⾃⼰隔離をしている者は、保健所で有償でPCR検査を受けることができ、ま
たそれで陰性だった場合は⾃⼰隔離を解除することができる
－国家衛生総局が定義するCOVID-19の症状が⾒られる者は、無償で保健所でPCR検査を受けることができる
－症状が⾒られない者も保健所でPCR検査を受けることができる。その場合は有償で、7月1日からは11,000クロー
ナと手数料を徴収

https://www.government.is/news/article/2020/
06/12/Changes-in-travel-restrictions-untill-1July/

遅くとも7月13 厚生⼤臣が、国家衛生総局の疫学専門官の勧告を受け、国境におけるスクリーニングに関する規則の改定を決定。
日から有効に 改定はアイスランド人とアイスランド居住者にのみ適用され、外国人旅⾏者には適用されない。適用対象となる者は、
なる予定 5日間⾃⼰隔離を命じられ、偽陰性のリスクを除去するため無償で2回目のPCR試験を受検する。ただし従来通り、
国境でPCR試験を受検する代わりに14日間の⾃⼰隔離を選択することも可能である。

https://www.government.is/news/article/2020/
07/03/COVID-19-Decision-on-revised-borderscreening-regulations/

4月23日

5月13日

6月3日

6月8日

https://www.government.is/news/article/2020/
06/12/Regulation-on-quarantine-isolation-andtesting-for-COVID-19-at-the-border-/

7月13日 厚生⼤臣が、国家衛生総局の疫学専門官の勧告を受け、入国時に国境でPCR検査を受検することを選択したア
イスランド人およびアイスランド居住者に対して、入国後最初の5日間または2回目のPCR検査まで、以下に示す特
別な予防措置を講じるよう求める規則を策定。
－10人以上が参加する集会への不参加
－重⼤な疾患へのリスクがある者または病気に対して脆弱である者との濃厚接触の回避
－他者との交流時に2mの距離を確保
－握手やハグの回避
－徹底した手洗いといった個人の衛生の実施
しかし以下は禁止されない。
－公共交通機関の利用
－⾃動⾞の運転
－⾷料品店での買い物
－上記制限を遵守した上で友人や家族と会うこと

https://www.government.is/news/article/2020/
07/10/Icelanders-and-residents-in-Iceland-totake-special-precautions-on-arrival-in-Iceland/

7月16日 国家衛生総局の疫学専門官が、7月16日から、デンマーク、ノルウェー、フィンランドおよびドイツを⾼リスク国から除外
することを決定。この決定により、これらの国からの入国者には⾃⼰隔離や検査の義務が適用されなくなる。

https://www.government.is/news/article/2020/
07/14/Travellers-from-Denmark-NorwayFinland-and-Germany-to-be-exempt-fromscreening-and-quarantine-requirements/

7月23日 保健省および外務省の7月23日付のプレスリリースによると、⾼リスク地域の指定を7月末に⾒直す予定。
なお、本プレスリリースの公表時点で⾼リスク地域から除外されているのは、デンマーク、フェロー諸島、フィンランド、ドイ
ツ、グリーンランドおよびノルウェー。

https://www.government.is/news/article/2020/
07/23/Further-easing-of-restrictions-announced/

7月30日 政府が、⾼リスク地域から入国しアイスランドに10日以上滞在する予定の者に対して、アイスランド人に課されている
のと同様に、入国後最初の5日間または2回目のPCR検査まで、以下に示す特別な予防措置を講じさせることを決
定する規則を策定。規則は9月15日まで有効。
－10人以上が参加する集会への不参加
－重⼤な疾患へのリスクがある者または病気に対して脆弱である者との濃厚接触の回避
－他者との交流時に2mの距離を確保
－握手やハグの回避
－徹底した手洗いといった個人の衛生の実施

https://www.government.is/news/article/2020/
07/30/Iceland-takes-precautionary-measures/

8月19日 政府が、国家衛生総局の疫学専門官の勧告や国内で発生したクラスター感染、および感染リスクの⾼まりを受け、8
月19日から、アイスランドへの入国者に対して14日間の隔離か、4〜5日間の隔離を伴う2回のPCR検査のいずれか
を選択させることを決定。後者の場合、入国者は入国時とその4〜5日後の2回、PCR検査を受け、2回目の検査ま
での期間は隔離される。

https://www.government.is/news/article/2020/
08/14/Double-border-screening-for-all-arrivingpassengers/

2

閲覧日

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/it
em42088/S%C3%BDnataka%202%20eftir%20h
eimkomusmitg%C3%A1t.pdf

6月15日

7月6日

7月13日

7月15日

7月24日

7月31日

8月17日

新型コロナウイルス対応施策一覧：アイスランド
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
8月19日 政府がプレスリリースにおいて、8月19日から入国者に対する上欄の措置が実施されることの他、隔離期間に適用さ
れる以下の制限等を公表。
－入国前は、接触履歴等をオンラインフォームで事前に登録しなければならない。
－隔離中、必要な医療を受けるといったやむを得ない事情がない限り家または敷地を離れてはならない。散歩は、
2mの距離を確保できれば認められる。
－家や敷地に訪問者を受け入れない。
－タクシーは利用できるが、公共交通機関を利用してはならない。
－職場、学校といった他の者がいる場所に⾏ってはならない。
－人が多く集まる会合、パーティまたは場所に⾏ってはならない。これには店や薬局も含む。
－集合住宅、ホテル等の共有部分に入ってはならない。これには階段、洗濯室や共有の庭、⼾外部分を含むが、建
物への出入りの際を除く。
－PCR検査費用は従来通り現場での支払いの場合11,000クローナ、前払いの場合9,000クローナであり、2回目
の検査は無償

入国制限

URL

https://www.government.is/news/article/2020/
08/18/New-rules-on-quarantine-isolation-andscreening-at-the-border/

8月19日

9月11日 厚生⼤臣が、国家衛生総局の疫学専門官の勧告を受け、4〜5日間の隔離を伴う2回のPCR検査等の現在実施
されている国境での検疫措置を10月6日まで延⻑することを決定。

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/09/11/Obreyttarreglur-um-skimanir-a-landamaerum-til-6.oktober/

3月20日 EU / EEA、EFTA、英国の国⺠を除く外国人のアイスランド入国を禁止（4月17日まで有効）。

https://www.government.is/news/article/?newsi
d=6171aeaf-6ac9-11ea-9456-005056bc530c

4月24日 上記の、EU / EEA、EFTA、英国の国⺠を除く外国人の入国禁止措置を5月15日まで延⻑。

https://www.government.is/news/article/?
newsid=058de3e7-84a8-11ea-9458005056bc530c
https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/04/22/Breyttarreglur-um-sottkvi-og-upptakalandamaeraeftirlits-a-innri-landamaerum/

出国制限
施設使用制限

ー

5月15日 グリーンランドとフェロー諸島（いずれもデンマーク領）が⾼リスク地域から除外され、それによりこれらの地域からアイス
ランドへの入国に制限がなくなる。

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stokfrett/2020/05/12/Ferdatakmarkanir-rymkadar-iskrefum/

6月15日 政府がプレスリリースにおいて、シェンゲン協定国に対する暫定的国境管理が7月1日まで延⻑されることが決定された
ことを公表。

https://www.government.is/news/article/2020/
06/12/Changes-in-travel-restrictions-untill-1July/

不明 政府が、EUの決定に合わせて、以下の15カ国の住⺠に対する入国制限をもうすぐ解除すると発表。なお、制限を解
除する国については少なくとも2週ごとに⾒直すとされている。
アルジェリア、オーストラリア、カナダ、ジョージア、日本、モンテネグロ、モロッコ、ニュージーランド、ルワンダ、セルビア、韓
国、タイ、チュニジア、ウルグアイ、中国（中国は、相互の解除措置が確認されてから制限を解除）

https://www.government.is/news/article/2020/
06/30/Travel-restrictions-for-residents-of-15countries-to-be-lifted-soon/

7月15日 法務⼤臣が、EUの決定に合わせて、7月15日から以下の14カ国の住⺠に対する入国制限を解除すると発表。
アルジェリア、オーストラリア、カナダ、ジョージア、日本、モンテネグロ、モロッコ、ニュージーランド、ルワンダ、セルビア、韓
国、タイ、チュニジア、ウルグアイ
また、アンドラ、モナコ、サンマリノ、およびバチカンの市⺠や居住者に対する旅⾏制限も解除。

https://www.government.is/news/article/2020/
07/13/Residents-of-fourteen-non-EEA-andSchengen-states-allowed-to-visit-Iceland/

7月16日 外務省および法務省が、EUの決定に合わせて、入国制限を解除する国から、セルビアとモンテネグロを除外したことを
公表。

https://www.government.is/news/article/2020/
07/16/Revised-list-residents-of-twelve-non-EEAand-Schengen-states-allowed-to-visit-Iceland/

8月6日 法務⼤臣が、2020年3月20日より前からアイスランドに滞在しており、旅⾏制限や隔離のために帰国していない外
国人居住者に対して、滞在許可やビザなしでも2020年9月10日までのアイスランド滞在を認める規則を策定。

https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?Reco
rdID=ebbde8d8-ad35-4300-aba8-c98345a7871f

ー
3月16日 ⾼等教育機関は閉鎖、幼稚園には⾃治体の決定により、園児間の距離を離すなどの条件を課す。義務教育の学
校には、同じ教室で授業を受ける生徒数を20名以下にするなどの条件を課す。（以上は全て、4月12日まで有
効。違反には罰⾦または懲役刑が科される場合がある）

閲覧日

9月11日

4月9日

4月23日

5月13日

6月15日

7月1日

7月14日

7月20日

8月7日

ー
https://www.government.is/news/article/?newsi
d=8e737b9b-6535-11ea-9456-005056bc530c
https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stokfrett/2020/03/13/Takmarkanir-a-samkomu-ogskolahaldi-til-ad-haegja-a-utbreidslu-Covid-19/

4月9日

https://www.althingi.is/lagas/nuna/1997019.ht
ml

5月4日 政府が5月4日より、以下の通り制限を緩和すること等を発表。
●5月4日から変更される点
－学校・幼稚園を通常通り開校
－⾼校・⼤学は再開されるが、50名の制限と2mの距離を取るとのルールは続⾏

営業・経済活動の制限
（強制⼒、罰則なし）

ー

https://www.government.is/news/article/?newsi
d=dccab32b-7e59-11ea-9464-005056bc4d74
https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/04/21/Skolafristunda-og-ithrottastarf-barna-og-ungmennaeftir-4.-mai-/

5月18日 プールの営業再開を許可。ただし、入場者数には制限あり。

https://www.covid.is/categories/icelandsresponse

5月25日 厚生⼤臣が、以下の緩和策を公表。以下の措置は6月21日まで有効
－体育館は、通常の定員の50%の入場者数であれば再開可能

https://www.government.is/news/article/2020/
05/25/Easing-of-restrictions-on-gatherings/

8月21日 厚生⼤臣が、教育機関について、⾼校と⼤学では学生と職員が1mの距離を確保できれば業務を⾏ってよいことなど
を定めた規則を策定。本規則は9月29日まで有効。

https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?Reco
rdID=611e72ee-1ee1-4d4f-a09a-1e59feef3363

ー

ー

3

4月15日

5月19日

5月26日

8月26日

新型コロナウイルス対応施策一覧：アイスランド
株式会社三菱総合研究所
項目
営業・経済活動の制限
（強制⼒、罰則あり）

適用開始日
内容
3月16日 100名以上が参加する集会を禁止。集会では、人と人の距離を2m以上取らなければならない。（4月12日まで有
効。違反には罰⾦または懲役刑が科される場合がある）

URL

https://www.government.is/news/article/?newsi
d=8e737b9b-6535-11ea-9456-005056bc530c

閲覧日

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stokfrett/2020/03/13/Takmarkanir-a-samkomu-ogskolahaldi-til-ad-haegja-a-utbreidslu-Covid-19/
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1997019.ht
ml

4月9日

https://www.landlaeknir.is/umembaettid/frettir/frett/item39688/samkomuban
n-sett-a-vegna-covid-19

3月23日 厚生⼤臣が、3月23日から5月31日まで、不要不急な手術を中止させることを決定。

3月24日 政府が3月24日から4月12日まで有効な措置として、以下を決定。違反には罰⾦または懲役刑が科される場合が
ある。
－20名以上が参加する集会を禁止
－集会等人の集まる活動では個人間の距離を2m以上取ることを義務付け
－事業所等で、同一のスペースに20名以上収容しない。
－⾷料品店や医薬品店では、個人間の距離2mを確保できれば、一度に100名まで入店させることができる。⾷料
品店で、面積が1,000m2を超える場合、10m2を超えるごとに1名の追加入店を認めるが、200名を超える客の入
店は認めない。
－プール、体育館、娯楽施設、パブ、アーケード、美術館を閉鎖。また、アルコールを提供するレストランの営業を23
時までに制限
－人の間の距離を確保できない活動やサービス（スポーツ、美容室、マッサージ、スキーリフト）の禁止
－店、公共の建物、周囲に人が多くいる場所での頻繁な清掃
－入口における消毒液の設置

https://www.landlaeknir.is/umembaettid/frettir/frett/item40390/frestunvalkvaedra-skurdadgerda-vegna-covid-19
https://www.government.is/news/article/?newsi
d=2f49a0ac-6c74-11ea-9462-005056bc4d74
https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/03/22/Hertartakmarkanir-a-samkomum-morkin-sett-vid-20manns/
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?Reco
rdID=63a79c00-2633-4a60-b0a0447983b5f418

5月4日 政府が5月4日より、以下の通り制限を緩和すること等を発表。下記の措置は6月1日まで有効。
●5月4日から変更される点
－制限される集会の参加人数を20名から50名に緩和。ただし、2mの距離を取るとのルールは続⾏
－美容室、美術館等を再開させるが、可能な限り2mの距離を取るとのルールは続⾏
－ヘルスケア・⻭科治療を再開
●以下は5月4日以降も変更なし
－⾷料品店や医薬品店は同時に100名までしか入店させない
－プールと体育館の閉鎖（ただし学校の⽔泳事業でのプールの利用は可能に）
－娯楽施設、パブ、アーケードの閉鎖。アルコールを提供するレストランの23時までの営業制限

4月9日

https://www.government.is/news/article/?newsi
d=dccab32b-7e59-11ea-9464-005056bc4d74
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?Reco
rdID=ab3485b5-a616-48bd-8db2476a28fb45ce

4月15日

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/04/21/Skolafristunda-og-ithrottastarf-barna-og-ungmennaeftir-4.-mai-/

5月25日 厚生⼤臣が、以下の緩和策を公表。以下の措置は6月21日まで有効
－制限される集会の参加人数を200名に緩和
－全てのレストランとバーは営業可能だが午後11時までに閉店
ただし、2mの距離を取るとのルールは続⾏

https://www.government.is/news/article/2020/
05/25/Easing-of-restrictions-on-gatherings/

6月15日 厚生⼤臣が国家衛生総局の疫学専門官の勧告を受け、6月15日に発効する以下の緩和策を公表。
－制限される集会の参加人数を500名に緩和
－定員の最⼤75%までとされていたプールおよびフィットネスセンターの入場者数制限を撤廃

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/06/11/Fjoldamorka-samkomum-ur-200-i-500-manns-15.-juni/

5月26日

7月3日 厚生⼤臣が、国家衛生総局の疫学専門官の勧告を受け、集会の参加人数を500名に制限する措置を3週間延
⻑して7月26日まで継続することを決定。

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/07/03/Obreyttarreglur-um-takmarkanir-a-samkomum-vegnaCOVID-19/

7月21日 厚生⼤臣が国家衛生総局の疫学専門官の勧告を受け、集会の参加人数を500名までとする制限、およびアルコー
ルを提供するレストランの23時までの営業制限を8月4日までは変更しないことを決定。

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/07/21/Obreyttarreglur-um-takmarkanir-a-samkomum-vegnaCOVID-19-til-4.-agust/

7月31日 保健⼤臣が国家衛生総局の疫学専門官の勧告を受け、7月31日から8月13日まで、以下の措置を実施すること
を決定。なおこれは、クラスター感染が発生した可能性があることを受けたもの。
－制限される集会の参加人数を100名に強化すること（ただし2005年以降に生まれた⼩児は除く）
－人の集まりでは2mの距離を取るルールを再開
－2mの距離が取れない場合はマスク着用を要求
－事業所、公共の建物、店やサービス提供施設は、100名以上を収容しないようにし、また人の間の距離が2m確
保できるようにすること
－公共の建物、店やサービス提供施設は、入り口や人の接触のある場所に手の消毒剤を備えること
－プールとレストランでは、客数を制限して人の間の距離が2m確保できるようにすること
－レストランとバーは午後11時までに閉店
また、疫学専門官が以下の点を勧告している。
－スポーツやフィットネスセンター、商業施設において複数の者が共用する設備は、供用を止めるか利用ごとに消毒す
ること
－美術館、娯楽施設等の公共の場所で、人の間の距離を2m確保することができない場合は営業を中止すること

https://www.government.is/news/article/2020/
07/30/Iceland-takes-precautionary-measures/

8月4日 保健⼤臣が国家衛生総局の疫学専門官の勧告を受け、8月4日以降、最⼤1,000人が参加する集会の開催を
許可すること、バーやレストランの営業時間が深夜まで延⻑されることを公表。

https://www.government.is/news/article/2020/
07/23/Further-easing-of-restrictions-announced/

4

4月9日

https://www.landlaeknir.is/umembaettid/frettir/frett/item40389/samkomurtakmarkadar-enn-frekar

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stokfrett/2020/04/03/Samkomubann-framlengt-tilad-hefta-utbreidslu-Covid-19/

4月3日 20名以上が参加する集会の禁止措置を5月4日まで延⻑。

4月21日

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/07/30/Hertaradgerdir-innanlands-og-a-landamaerum-vegnaCOVID-19-fra-hadegi-31.-juli-nk/

6月12日

7月6日

7月22日

7月31日

7月24日

新型コロナウイルス対応施策一覧：アイスランド
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
8月28日 厚生⼤臣が国家衛生総局の疫学専門官の勧告を受け、フィットネスセンターに課される感染リスク対応の制限をプー
ルや入浴施設と同等とすることを定めた規則を策定。フィットネスセンターの入場者数は、営業許可で定められた定員
の半分を超過してはならない。この規則は9月10日まで有効。
8月28日 厚生⼤臣が国家衛生総局の疫学専門官の勧告を受け、以下を定めた規則を策定。この規則は9月10日まで有
効。
－スポーツ活動は一般に認められるが、一部のスポーツは⾃らガイドラインを策定するか、アイスランドスポーツ・オリン
ピック協会が定めるガイドラインに従わなければならない
－演劇、音楽および映画製作について、リハーサル中の人と人の接触が認められる
9月7日 厚生⼤臣が国家衛生総局の疫学専門官の勧告を受け、以下を内容とする規則を策定。
－ソーシャルディスタンスで取るべき距離を2mから1mに緩和
－制限される集会の参加人数を100名から200名に緩和
－プール、入浴施設、フィットネスセンターの入場者数の制限を、営業許可で定められた定員の50%から75%に緩
和
－アルコール販売許可をもつ店舗の閉店時間はこれまで通り遅くとも午後11時

上記に関連する財政支
援措置

URL

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/08/25/Nyauglysing-um-takmorkun-a-samkomum-vegnafarsottar/

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/08/25/Nyauglysing-um-takmorkun-a-samkomum-vegnafarsottar/

閲覧日
8月26日

8月26日

https://www.government.is/news/article/2020/
09/04/Less-stringent-restrictions-on-gatheringstake-effect-on-7-September/

9月7日

9月21日 厚生⼤臣が国家衛生総局の疫学専門官の勧告を踏まえて、9月21日までとされていたレイキャビックおよび近隣⾃
治体のバーとナイトクラブの閉鎖を9月27日まで延⻑する規則を発出。

https://www.government.is/news/article/2020/
09/21/COVID-19-Closure-of-bars-and-nightclubs-extended-to-27-September/

9月25日 厚生⼤臣が、国家衛生総局の疫学専門官の勧告を受け、集会に関する制限の有効期限を10月18日まで延⻑す
ることを決定。
また厚生⼤臣は、アルコール飲料を提供する店が、座席を設置し、客はレストランやカフェと同様に着席すべきであると
の国家衛生総局の疫学専門官の勧告を承認。同時に、レイキャビックおよび近隣⾃治体のバーとナイトクラブの閉鎖
措置を解除（ただし座席の設置に関するルールの遵守が必要）。

https://www.government.is/news/article/2020/
09/25/COVID-19-Seating-requirement-in-alllicensed-premises/

3月10日 経済対策として、以下を内容とする⾏動計画を策定。
・一時的に売り上げが減少した事業者に対して、税や公的支払の期限延⻑等、柔軟な措置を実施
・観光業に対して、一時的な税負担の軽減を含む残敵的な救済策を実施
・状況が回復次第、旅⾏推進活動を実施するとともに、国⺠に国内旅⾏を推奨
・減税、社会給付増額などの個人消費や需要の刺激策を実施
・実施中・計画中のインフラ建設プロジェクトを加速
・観光業における流動性や支払い困難に対応するために、政府は⾦融サービス協会と協⼒
・政府基⾦の資⾦を中央銀⾏から市中銀⾏に移し、企業や個人に対する与信能⼒を向上

https://www.government.is/news/article/2020/
03/10/-Economic-response-to-COVID-19-/

3月21日 政府が以下を柱とする16億米ドルの財務対応策を発表。
・政府が給与の最⼤75%を支払い
・企業に対して国が支援する緊急融資を実施
・納税の延期
・観光業への財政支援
・1回限りの児童手当の支払い
・⺠間年⾦貯蓄からの取り崩しを可能に
・建設プロジェクトのVATの払い戻し
・公共プロジェクトの加速－技術インフラへの投資

https://www.government.is/news/article/?newsi
d=afa0d410-6b79-11ea-9462-005056bc4d74

4月17日 財務・経済省とアイスランド中央銀⾏が、⺠間の与信機関が実施する困難に直面した企業に対する追加融資に対
する政府補償に関する条件について合意。

https://www.government.is/news/article/?newsi
d=9e628b54-80da-11ea-9458-005056bc530c

9月23日

9月28日

4月9日

4月9日

4月20日

不明 政府が⼩規模事業者、⾰新的企業家や脆弱なグループの救済を主眼として、以下の内容の合計4.2億米ドルの経
済対策を発表。
－閉鎖を余儀なくされた企業に対する補償のための補助⾦支給
－中⼩企業に対する緊急支援
－2019年の所得税の2020年の損失による相殺を許可
－求職者や脆弱なグループに対する支援
－メンタルヘルスサービの強化、DVに対するキャンペーンの実施
－子供に対する多面的な支援（低所得世帯に対するレクリエーションのための補助）
－COVID-19対応に従事する医療従事者への一時⾦の支払い
－学校の夏学期を支援する基⾦の設置と国内の学生のための3,000名分の雇用創出
－イノベーションとマーケティングを通じた⾷品製造業の強化

https://www.government.is/news/article/?newsi
d=5a7b7cb1-83f7-11ea-9467-005056bc4d74

不明 運輸・地⽅政府省が、雇用創出やイノベーションにつながるプロジェクトに活用するための資⾦として、7地⽅（アイス
ランドには全部で8地⽅があり、そのうち⾸都地⽅を除く全地⽅）の⾃治体に合計で2億クローナの資⾦を拠出するこ
とを公表。

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/05/13/200milljona-kr.-vidbotarfjarveiting-tilsoknaraaetlana/

5月14日

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/06/19/Ferdagjofinafhent-Islendingum/

6月22日

6月19日 産業⾰新省が、国内観光業を支援するためのウェブサイトを⽴ち上げたことを公表。

7月3日 政府が、COVID19により苦境に陥っている新興企業に対する融資ファンドを⽴ち上げることを公表。新興企業は
2020年内のみ融資を受けることが可能であり、政府はファンドに7億クローナを拠出。

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/04/21/Varnirvernd-og-vidspyrna-gegn-efnahagslegum-ogfelagslegum-afollum/

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/07/03/StudningsKria-hefur-sig-til-flugs-Stefnt-admotframlagslanum-i-sumar/

7月17日 議会が、パンデミックによりキャンセルされた団体旅⾏の払い戻し費用を旅⾏代理店が負担しきれない事態に備えて、
基⾦の設⽴を承認。

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stokfrett/2020/07/17/Ferdaabyrgdasjodurendurgreidslur-til-neytenda-vegna-pakkaferda/

8月18日 運輸・地⽅政府省が、観光業の不振が深刻な6⾃治体に合計1億5,000万クローナ（3⾃治体にそれぞれ3,200
万クローナ、3⾃治体にそれぞれ1,800万クローナ）拠出する支援策を策定。

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/08/18/Sexsveitarfelog-fa-studning-vegna-hruns-iferdathjonustu/

5

4月22日

7月6日

7月20日

8月19日

新型コロナウイルス対応施策一覧：アイスランド
株式会社三菱総合研究所
項目

個人の活動制限

適用開始日
内容
9月1日 教育・科学・⽂化⼤臣が、パンデミックにより経済的影響を受けた⺠間メディアへの支援に関するメディア委員会の提
案を承認し、支援対象となるメディアの社名や支援額を公表。

URL

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/09/01/Studningurvid-einkarekna-fjolmidla/

9月3日 アイスランドスポーツ・オリンピック協会が、新型コロナウイルス肺炎により影響を受けたスポーツ活動に対して、1億
5,000万クローナ強の補助⾦を支給することを公表。なお、補助⾦の支給案は教育・⽂化省の承認を受けている。

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/09/03/Sertaekirstyrkir-til-ithrotta-og-ungmennafelaga-vegnaCOVID-19-150-milljonum-kr.-uthlutad-/

9月11日 政府がプレスリリースで、パンデミックにより閉鎖を余儀なくされたビジネスに対する補助⾦について、支払総額が10億ク
ローナに、受領企業が約1,000社に達したことを公表。

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/09/11/Milljardurkrona-greiddur-ut-i-lokunarstyrki-/

1月29日 国家衛生総局の疫学専門官が不必要な中国旅⾏の中止と中国からの帰国者の14日間の家での隔離を勧告。

https://www.covid.is/flokkar/vidbrogd-a-islandi

不明 北イタリアやチロルを含む⾼リスク地域を指定。⾼リスク地域から帰国した者には14日の⾃⼰隔離が推奨される。

5月4日 政府が5月4日より、以下の通り制限を緩和すること等を発表。
●5月4日から変更される点
－⼾外での子供のスポーツ活動を許可（50名の制限と2mの距離を取るとのルールは適用）
－子供以外の⼾外でのスポーツ活動を許可するが、4名以上が参加してはならない、接触してはならず2mの距離を
取る、用具の共同利用は制限し、用具は使用後消毒するとの制限付き
8月3日 保健⼤臣が国家衛生総局の疫学専門官の勧告を受け、公共交通機関での移動時間が30分を超える場合マスク
の着用を義務付けること等を決定。

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/08/04/Breyting-aauglysingu-um-takmarkanir-a-samkomumvegna-farsottar/

《医療提供体制》

項目
隔離施設・体制の準備

https://www.government.is/news/article/2020/
08/12/Modified-rules-on-restrictions-on-publicgatherings-take-effect-on-14-August/

8月28日 厚生⼤臣が国家衛生総局の疫学専門官の勧告を受け、以下を定めた規則を策定。この規則は9月10日まで有
効。
－2mの距離を取るルールについて、これまで「住居を共有していない者の間において2mの距離を取る」としていたも
のを、「密接な関係にない者の間において2mの距離を取る」というルールに変更
－スポーツ活動は一般に認められるが、一部のスポーツは⾃らガイドラインを策定するか、アイスランドスポーツ・オリン
ピック協会が定めるガイドラインに従わなければならない

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/08/25/Nyauglysing-um-takmorkun-a-samkomum-vegnafarsottar/

8月13日

https://www.government.is/news/article/2020/
09/04/Less-stringent-restrictions-on-gatheringstake-effect-on-7-September/

9月7日

https://www.government.is/news/article/?newsi
d=422e5545-5e45-11ea-9455-005056bc530c

不明 社会問題・児童問題担当⼤臣が、12〜16歳を中⼼とした弱い⽴場にある子供の夏季におけるレクリエーション活動
の支援に充てるために、⾃治体に対して合計で7,500万クローナを拠出することを公表。

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/05/29/Aukinnstudningur-vid-fristundir-12-16-ara-barna-isumar-/
https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/06/19/Ferdagjofinafhent-Islendingum/

URL

https://www.government.is/news/article/?newsi
d=422e5545-5e45-11ea-9455-005056bc530c

8月14日 厚生⼤臣が国家衛生総局の疫学専門官の勧告を受け、以下の措置を発表。
－介護施設、その他の医療機関およびそれに類する組織に対して、来訪者の受け入れ等について規定した規則の
策定を要求

https://www.government.is/news/article/2020/
08/12/Modified-rules-on-restrictions-on-publicgatherings-take-effect-on-14-August/

9月22日 厚生⼤臣が、COVID-19の後遺症に苦しむ患者のためのリハビリテーション能⼒充実のため、最⼤2億クローナを拠
出するプロジェクトを開始することを公表。

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/09/22/COVID-19Heilbrigdisradherra-veitir-200-milljonir-krona-iaukna-endurhaefingu/
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8月5日

8月26日

不明 隔離下にある被用者が病気休暇を取得できることを政府が保証。また政府は、そのために経済団体および労働組合
と協⼒。

適用開始日
内容
3月13日 3月13日時点で1,116名が検疫下にあり、118名が隔離されている。

4月9日

4月15日

8月14日 厚生⼤臣が国家衛生総局の疫学専門官の勧告を受け、以下の措置を発表。
－⼤学では、マスク着用なしでの個人間の距離を2mから1mとする
－スポーツのトレーニングや競技中、競技者の接触を認める。ただし更⾐室内やトレーニング・競技以外の場面では、
2mの距離を取るという原則を適用

6月19日 産業⾰新省が、2002年以前に生まれた国⺠に、一人当たり5,000クローナの旅⾏券を配布することを公表。

9月11日

4月10日

https://www.stjornarradid.is/library/04Raduneytin/Heilbrigdisraduneytid/ymsarskrar/Augl%c3%bdsing%20um%201.%20breyti
ngu%20%c3%a1%20augl%c3%bdsingu%20nr.
%20758%202020%20um%20takm%c3%b6rku
n%20%c3%a1%20samkomum%20vegna%20fa
rs%c3%b3ttar_.pdf

上記に関連する財政支
援措置

9月4日

https://www.covid.is/flokkar/vidbrogd-a-islandi

https://www.government.is/news/article/?newsi
d=dccab32b-7e59-11ea-9464-005056bc4d74

9月7日 厚生⼤臣が国家衛生総局の疫学専門官の勧告を受け、以下を内容とする規則を策定。
－ソーシャルディスタンスで取るべき距離を2mから1mに緩和
－制限される集会の参加人数を100名から200名に緩和
－プール、入浴施設、フィットネスセンターの入場者数の制限を、営業許可で定められた定員の50%から75%に緩
和
－アルコール販売許可をもつ店舗の閉店時間はこれまで通り遅くとも午後11時

9月2日

4月10日
https://www.covid.is/categories/icelandsresponse
https://www.government.is/news/article/?newsi
d=422e5545-5e45-11ea-9455-005056bc530c

2月24日 国家衛生総局の疫学専門官が不必要な北イタリア4県への旅⾏の中止を勧告。

閲覧日

4月9日

6月1日

6月22日

閲覧日
4月9日

8月13日

9月23日

新型コロナウイルス対応施策一覧：アイスランド
株式会社三菱総合研究所
項目
医療物資の供給体制

適用開始日
内容
1月27日 国家警察委員会が、国家衛生総局および疫学専門官と協議した上で、国家不確実状態を宣言。準備状況、緊
急時計画および必要な機器の在庫状況の確認が⾏われる。

URL

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/it
em38918/Koronaveira_StatusReport_29012020.
pdf

3月30日 アイスランドがパンデミックに備えた医療物資のEUとの共同調達協定に署名。

https://ec.europa.eu/health/preparedness_resp
onse/joint_procurement/jpa_signature_en

5月26日 日・アイスランド外相電話会談によれば、日本政府はアイスランドの要請に応えアビガン錠を提供した。

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stokfrett/2020/05/26/Utanrikisradherrar-Islands-ogJapans-raeda-samstarf-a-timum-heimsfaraldurs/

閲覧日
4月17日

4月9日

5月27日

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pr
ess4_008455.html

病床の拡充
緊急性の低い診療等の
抑制

ー

ー
3月23日 厚生⼤臣が、3月23日から5月31にとまで、不要不急な手術を中止させることを決定。
5月4日 厚生⼤臣が、不要不急な手術の延期を5月4日で解除する公告を発出。

医療スタッフの拡充
ー
ー
重傷者向けトリアージ
ー
ー
病床の拡充（野戦病院 ー
ー
等の緊急措置）
出所︓当該国の中央省庁等の事務連絡・プレスリリース等を基に三菱総合研究所作成、各内容の出所はURL参照
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ー
https://www.landlaeknir.is/umembaettid/frettir/frett/item40390/frestunvalkvaedra-skurdadgerda-vegna-covid-19

4月21日

https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2020/04/22/Valkvaedarskurdadgerdir-heimiladar-a-ny-4.-mai/

4月23日

ー
ー
ー

