
件名：【新型コロナウイルス】クリスマス及び年末年始における規制措置の勧告について 

●〇●〇●新規事項●〇●〇●  

１ クリスマス及び年末年始における規制措置の勧告について 

 スペイン保健省によるクリスマス及び年末年始の規制措置の勧告を受けて、各州がクリスマ

ス及び年末年始における規制内容を発表しておりますので、以下のとおりお伝えします。今後、

感染状況を踏まえて変更される可能性もありますので、ご注意ください。 

 

（１）ポイント 

●１２月２３日（水）～１月６日（水）までの期間、全ての州が州外への出入り制限を行いま

す。ただし、正当な理由を伴う移動や、家族や親戚等の近しい人（allegados）の家に向かう場

合は例外となります（※「allegados」は認めないとする州もあります）。 

●会合の人数制限：同居人の場合を除き、全ての州において会合の人数は最大６名まで（セウ

タ及びメリーリャ自治都市のみ最大４名まで）に制限されています。ただし、アストゥリアス

州、ガリシア州、バレンシア州、マドリード州を除き、１２月２４日、２５日、３１日、１月

１日における会合人数は最大１０人まで許可されます。多くの州で１つの会合に同居人同士の

グループが２つを超えないことが推奨されています。 

●夜間外出制限：１２月２４日夜、３１日夜における外出禁止の開始時間が、多くの州におい

て 1:30 からとされています（※例外はマジョルカ島（22:00）、テネリフェ島(0:30)、カステ

ィーリャ・ラ・マンチャ州(0:30)、カタルーニャ州(1:00)、アストゥリアス州(0:30)、バレン

シア州(0:00)、エクストレマドゥーラ州(0:30)、メリーリャ自治都市(1:00)）。 

 

（２）マドリード州の規制について 

マドリード州では州外への出入り制限の他、保健地区単位での出入り制限が引き続き課され

ています。また、会合の人数はクリスマス、年末年始も最大６名までに制限されますので、ご

注意ください。詳しい規制内容は以下のとおりです。 

 

●移動制限： 

・１２月２３日から１月６日まで州への出入りを制限。家族や親戚等の近しい人(allegados)の

家への移動は許可。 

・以下の保健地区における出入りを制限。 

（ただし、１２月２３日から１月６日までは制限解除。） 

当面１２月２８日まで：ラ・モラレハ保健地区（アルコベンダス市） 

当面１月４日まで：マドリード市内２つの保健地区（アンドレス・メジャド保健地区（チャン

ベリ地区）、サンチナロ保健地区（オルタレサ地区））、フェリペ２世保健地区、アルカルデ・バ

ルトロメ・ゴンサレス保健地区（モストレス市内）、ヘタフェ・ノルテ保健地区（ヘタフェ市内） 

※お住まいの地域が制限区域かどうかは以下のマドリード州ＨＰリンクをご参照ください。 



https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus 

※州官報（１２月１９日付）は以下をご参照ください。 

（クリスマスの規制について） 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/19/BOCM-

20201219-1.PDF 

（保健地区の移動制限について） 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/19/BOCM-

20201219-2.PDF 

 

●夜間外出制限： 

0:00-6:00 までの外出禁止。 

（１２月２４日の夜及び３１日の夜は 1:30 までの移動を許可。） 

 

●会合人数制限： 

６名を超える会合を禁止（クリスマス、年末年始の例外なし、最大２家族までを推奨）。 

 

（３）各州の規制内容 

その他の各州の詳しい移動制限、夜間外出制限、会合人数制限については以下をご参照くだ

さい（★はクリスマス、年末年始の特別措置になります）。 

 

【アンダルシア】 

移動制限： 

当面１月９日まで州への出入りを制限。 

★１２月２３から１月６日までは家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動を許可。 

夜間外出制限： 

当面１月９日までは 23:00-6:00 の外出禁止。 

★１２月２４日の夜及び３１日の夜は 1:30 までの移動を許可。 

会合人数制限： 

当面１月９日まで６名を超える会合を禁止。 

★１２月２４、２５、３１日及び１月１、６日は最大１０名までの会合を許可。１つの会合に

２家族までを推奨。 

 

【アラゴン】 

移動制限： 

当面１月１２日まで州外及び県外への移動を制限。 

★１２月２３日～２６日及び１２月３０日～１月２日は家族（親戚等の近しい人(allegados)は
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含まない）に会うためであれば移動可能。 

夜間外出制限： 

当面 1 月１２日まで 23:00-6:00 の外出禁止 

★１２月２４の夜及び３１日の夜は 1:30 までの移動を許可。 

会合人数制限： 

６名を超える会合を禁止 

★１２月２４、２５、３１日及び１月１日は最大１０名までの会合を許可。 

 

【アストゥリアス】 

移動制限： 

州への出入りを制限。 

★１２月２３から１月６日までは家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動を許可。 

夜間外出制限： 

23:00-6:00 までの外出禁止。 

★１２月２４日の夜及び３１日の夜は 0:30 までの移動を許可、１２月２５日及び１月１、６

日の朝は、7:00 から移動を許可。 

会合人数制限： 

６名を超える会合を禁止。クリスマス、年末年始は１つの会合に２家族まで。 

★例外なし。 

 

【バレアレス】 

移動制限： 

１２月２０日から５月８日まで、感染レベルの高い州外地域からの旅行者へ陰性証明の提出等

を義務づけ。 

夜間外出制限： 

当面１２月２９日まで、マジョルカでは 22:00-6:00 までの外出禁止。その他の地域では

0:00-6:00 までの外出禁止。 

★マジョルカ以外では、１２月２４日から２５日及び１２月３１日から１月１日は 1:30 まで

の移動を許可。 

会合人数制限： 

当面１２月２９日までマジョルカ及びメノルカでは、６名を超える会合を禁止。イビサでは、

屋内６名、屋外１０名を超える会合を禁止。フォルメンテラでは、屋内１０名、屋外２０名を

超える会合を禁止。 

★マジョルカ以外では、１２月２４、２５、３１日及び１月１日は最大１０名までの会合を許

可。 

 



【カナリア】 

移動制限： 

１２月１０日から１月１０日まで州への出入りを制限。 

ただし、申告書（DECLARACIÓN RESPONSABLE）及び陰性証明を提示すれば出入り可能。 

夜間外出制限： 

テネリフェでは、１２月２３日から１月１０日まで 22:00-6:00 の外出禁止。 

その他の地域では、１２月２３日から１月１０日まで 1:00-6:00 までの外出禁止。 

★１２月２４日の夜及び３１日の夜は、テネリフェでは 0:30 まで、その他の地域では 1:30

までの移動を許可。 

会合人数制限： 

テネリフェでは、最大４名まで、同居人以外との会合を禁止。 

★１２月２４、２５、３１日及び１月１、６日は６歳以下を除き、最大６名を超える会合を禁

止。 

その他の地域では６名を超える会合を禁止。 

★１２月２４、２５、３１日及び１月１、６日は最大１０名までの会合を許可。 

 

【カンタブリア】 

移動制限： 

州への出入りを制限。 

★１２月２３から１月６日までは家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動を許可。 

夜間外出制限： 

22:00-6:00 までの外出禁止。 

★１２月２４日の夜及び３１日の夜は 1:30 までの移動を許可。 

会合人数制限： 

６名を超える会合を禁止。 

★１２月２４、２５、３１日及び１月１日は最大１０名までの会合を許可。１つの会合に２家

族までを推奨。 

 

【カスティーリャ・ラ・マンチャ】 

移動制限： 

州への出入りを制限。 

★１２月２３から１月６日までは家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動を許可。 

夜間外出制限： 

０:00-6:00 までの外出禁止。 

★１２月２４日の夜及び３１日の夜は 1:30 までの移動を許可。 

会合人数制限： 



６名を超える会合を禁止 

★１２月２４、２５、３１日及び１月１日は最大１０名までの会合を許可。 

 

【カスティーリャ・イ・レオン】 

移動制限： 

当面１月１０日まで州への出入りを制限。 

★１２月２３日から２６日及び１２月３０日から１月２日は家族や親戚等の近しい人

(allegados)の家への移動を許可。 

夜間外出制限： 

22:00-6:00 までの外出禁止。 

★１２月２４日の夜及び３１日の夜は 1:30 までの移動を許可。 

会合人数制限： 

６名を超える会合を禁止。 

★１２月２３日～２６日及び１２月３０日～１月２日最大２家族、１０名までの会合を許可。 

 

【カタルーニャ】 

移動制限： 

当面１月１１日まで、州外及び州内郡間の出入り制限。 

★１２月２４、２５、３１日及び１月１日は家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動

を許可。 

夜間外出制限 

22:00-6:00 までの外出禁止。 

★１２月２４日の夜及び３１日の夜は 1:00 まで、1 月５日は 23:00 までの移動を許可。 

会合人数制限： 

１２月２１日～１月１１日まで６名を超える会合禁止。 

★１２月２４、２５、３１日及び１月１日は最大２家族、１０名までの会合を許可。 

 

【セウタ】 

移動制限： 

州外への出入り制限。 

★１２月２３日から１月６日までは家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動を許可。 

夜間外出制限 

22:00-6:00 までの外出禁止。 

★１２月２４日の夜及び３１日の夜は、1:３0 までの移動を許可。 

会合人数制限： 

当面１月１５日まで４名を超える会合を禁止。 



★１２月２４、２５、３１日及び１月１日は最大１０名までの会合を許可。 

 

【バレンシア】 

移動制限： 

当面１月１５日まで州への出入りを制限。 

★１２月２３、２４、２５、３１日及び１月１日は家族や親戚等の近しい人(allegados)の家へ

の移動を許可。 

夜間外出制限： 

当面１月１５日まで 23:00-6:00 までの外出禁止。 

★１２月２４日の夜及び３１日の夜は、0:00 までの移動を許可。 

会合人数制限： 

当面１月１５日まで６名を超える会合を禁止。最大２家族とすることを推奨。 

 

【エストレマドゥーラ】 

移動制限： 

★１２月２３日から１月６日まで州への出入りを制限するが、家族や親戚等の近しい人

(allegados)の家への移動を許可。 

夜間外出制限： 

0:00-6:00 までの外出禁止。 

★１２月２４日の夜及び３１日の夜は 0:30 までの移動を許可。 

会合人数制限： 

６名を超える会合を禁止。 

★１２月２４、３１日は最大１０名までの会合を許可（ただし家族のみ、allegados は除く）。 

 

【ガリシア】 

移動制限： 

★１２月２３日から１月６日まで州への出入りを制限するが、家族や親戚等の近しい人

(allegados)の家への移動を許可。 

夜間外出制限： 

23:00-6:00 までの外出禁止。 

★１２月２４日の夜及び３１日の夜は 1:30 までの移動を許可。 

会合人数制限： 

１０歳以下を除き、６名を超える会合を禁止。 

 

【マドリード】 

移動制限： 



★１２月２３日から１月６日まで州への出入りを制限するが、家族や親戚等の近しい人

(allegados)の家への移動を許可。 

以下の保健地区における出入りを制限。ただし、１２月２３日から１月６日までは制限解除。 

ラ・モラレハ保健地区（アルコベンダス市）（当面１２月２８日まで） 

マドリード市内２つの保健地区区（アンドレス・メジャド保健地区（チャンベリ地区）、サンチ

ナロ保健地区（オルタレサ地区））、フェイペ２世保健地区、アルカルデ・バルトロメ・ゴンサ

レス保健地区（モストレス市内）、ヘタフェ・ノルテ保健地区（ヘタフェ市内）（当面１月４日

まで） 

夜間外出制限： 

0:00-6:00 までの外出禁止。 

★１２月２４日の夜及び３１日の夜は 1:30 までの移動を許可。 

会合人数制限： 

６名を超える会合を禁止。 

★例外なし 

 

【メリーリャ】 

移動制限： 

当面１月９日まで州への出入りを制限。 

★１２月２３から１月６日までは家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動を許可。 

夜間外出制限： 

当面１月９日まで 23:00-6:00 までの外出禁止。 

★１２月２４日の夜及び３１日の夜は 1:00 までの移動を許可。 

会合人数制限： 

当面１月９日まで４名を超える会合を禁止。 

★１２月２４、２５、３１日及び１月１、６日は最大１０名までの会合を許可。 

 

【ムルシア】 

移動制限： 

州への出入りを制限。 

★１２月２３日～２６日及び１２月３０日～１月２日は家族（親戚等の近しい人(allegados)は

含まない）に会うためであれば移動可能。 

夜間外出制限： 

23:00-6:00 までの外出禁止。 

★１２月２４日の夜及び３１日の夜は 1:30 までの移動を許可。 

会合人数制限： 

６名を超える会合を禁止。 



★１２月２４、２５、３１日及び１月１日は最大３家族、１０名までの会合を許可。 

 

【ナバラ】 

移動制限： 

当面１月１４日まで州への出入りを制限。 

★１２月２３日から２６日及び１２月３０日から１月２日は家族や親戚等の近しい人

(allegados)の家への移動を許可。 

夜間外出制限： 

当面１月１４日までは 23:00-6:00 までの外出禁止。 

★１２月２４日の夜及び３１日の夜は 1:30 までの移動を許可。 

会合人数制限： 

当面１月１４日までは６名を超える会合を禁止 

★１２月２４、３１日は最大２家族、１０名までの会合を許可。 

 

【バスク】 

移動制限： 

当面１月１１日まで州への出入りを制限。 

★１２月２３～２６、１２月３０日～１月２日は家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への

移動を許可。ただし、宿泊先を当局に報告する必要がある。 

夜間外出制限： 

当面１月１１日まで 22:00-6:00 までの外出禁止。 

★１２月２４日の夜及び３１日の夜は、1:30 までの移動を許可。 

会合人数制限： 

当面１月１１日までは、６名を超える会合を禁止。 

★１２月２４、２５、３１日及び１月１日は、最大１０名までの会合を許可。 

 

【リオハ】 

移動制限： 

当面１月１４日まで州への出入りを制限。 

★１２月２３日から２６日及び１２月３０日から１月２日までは、家族や親戚等の近しい人

(allegados)の家への移動を許可。 

夜間外出制限： 

23:00-5:00 までの外出禁止。 

★１２月２４日の夜及び３１日の夜は 1:30 までの帰宅による移動を許可。 

会合人数制限： 

６名を超える会合を禁止。 



★１２月２４、２５、３１日及び１月１日は最大１０名までの会合を許可。 

 

２ スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について 

スペインにおける新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生状況等については、以下

のスペイン保健省 HP をご参照ください。 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov

-China/situacionActual.htm 
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