
 
ジャカルタ首都特別州 

知事 

 

ジャカルタ首都特別州における 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対応の 

大規模社会的制限実施 

に関する 

ジャカルタ首都特別州 2020年第 33号 

 

唯一神のご加護により 

 

インドネシア共和国大統領は、 

a. 保健大臣決定第 HK.01.07/MENKES/239/2020 号による、新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）対応迅速化のために、ジャカルタ首都特別州における大規模社会的制限

の決定であること； 

b. 前項の検討に従い、ジャカルタ首都特別州における新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）対応の大規模社会的制限実施に関するジャカルタ首都特別州知事令を定

める必要がある。 

を考慮し、 

1. 感染症に関する法律 1984 年第 4 号（インドネシア共和国官報 1984 年第 20 号、イン

ドネシア共和国官報付記 1984年第 3723 号） 

2. 国都市としてジャカルタ首都特別州に関する法律 2007 年第 29 号（インドネシア共和

国官報 2007 年第 93 号、インドネシア共和国官報付記第 4744 号） 

3. 地方政府に関する 法律 2014 年第 23 号（インドネシア共和国官報 2014 年第 244 号、

インドネシア共和国官報付記第 5587 号）を最後に改正され、地方政府に関する 法律

2014 年第 23 号の改正に関する法律 2015 年第 9 号（インドネシア共和国官報 2015 年

第 58 号、インドネシア共和国官報付記第 5679 号） 

4. 健康検疫に関する法律 2018 年第 6 号（インドネシア共和国官報 2018 年第 128 号、官

報追記第 6236号） 

5. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対応の迅速化における大規模な社会的な制限
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に関する 政令 2020 年第 21 号（インドネシア共和国官報 2020年第 91号、官報追記第

6487号） 

6. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対応迅速化特別対策本部に関する大統領令

2020年第 7号、改正され、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対応迅速化特別対

策本部に関する大統領令 2020年第 7号の改正に関する大統領令 2020年第 9号 

に留意し、 

ここに「ジャカルタ首都特別州における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対応の 

大規模社会的制限実施に関する知事令」をここに制定する。 

 

第 1章 総則 

第 1条 

本大臣令中の語彙の意味を下記の通りに定義する。 

(1) 大規模社会的な制限（以下「PSBB」という）とは、新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）拡散を防止するために、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に感

染される疑いがある地域人口の特定活動の制限を指す。 

(2) 基本的生活需要品とは大規模な需要であり、多くの人の生活に関わる物及び社会厚生

に履行要因物を指す。 

(3) 貴重品とは円滑な国家開発に重要な役割を持つ戦略物資を指す。 

(4) 住民とはジャカルタ首都特別州に居住する及び／または活動全ての者を指す。 

(5) 業者とは商業活動するインドネシア人又はインドネシア共和国法令に基づいて設立し、

インドネシア国内に置く法人／非法人を指す。 

(6) ジャカルタ首都特別州とはインドネシア共和国の都市として特別な地方政府を運営す

る州を指す。 

(7) ジャカルタ首都特別州地方政府とはジャカルタ首都特別州における政府を運営者とし

て知事及びジャカルタ首都特別州の当局を指す。 

(8) 知事とはジャカルタ首都特別州における代表とし、ジャカルタ首都特別州の地方長を

指す。 

(9) 官房局とはジャカルタ首都特別州の官房局を指す。 

(10) 地方当局とはジャカルタ首都特別州に権限になる地方政府運営における知事及び地方

議会をサポートする当局を指す。 

(11) ジャカルタ首都特別州の新型コロナウィルス感染症 2019（COVID-19）対応急速化特

哲対策本部（以下「州レベル COVID-19 迅速対策本部」という）はジャカルタ首都特

別州政府が組織する州レベルにおける新型コロナウィルス感染症 2019（COVID-19）
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対応急速化特哲対策本部を指す。 

(12) 行政市／行政県の新型コロナウィルス感染症 2019（COVID-19）対応急速化特哲対策

本部（以下「行政市／行政県 COVID-19 迅速対策本部」という）は行政市／行政県政

府が組織する行政市／行政県における新型コロナウィルス感染症 2019（COVID-19）

対応急速化特哲対策本部を指す。 

 

第 2章 趣旨及び目的 

第 2条 

本知事令はジャカルタ首都特別州に新型コロナウィルス感染症 2019（COVID-19）対応急

速化における PSBB実施の手順として意図する。 

 

第 3条 

本知事令の目的は以下の通りとなる。 

a. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡散を防止するために人及び／または物の

移動を制限する； 

b. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡散防止対策を向上する； 

c. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）で健康対応を強化する；及び 

d. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡散で社会と経済への影響に対応する。 

 

第 3章 範囲 

第 4条 

本知事令の範囲は以下の通りとなる。 

a. PSBB実施； 

b. 住民基本需要の権利、義務及び充足； 

c. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の対応資源； 

d. 監督、評価及び報告；及び 

e. 制裁 

 

第 4章 PSBB実施 

第 1部 総則 

第 5条 

(1) 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡散を防止するために、知事はジャカルタ

首都特別州に PSBBを制定する。 
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(2) 上記第 1 項の PSBB はジャカルタ首都特別に居住する及び／又は活動する全ての住民

の在宅外の活動を制限する。 

(3) PSBBの期間に全ての者は以下の義務を負う。 

a. 健全で健康な行動をとるような生活をする。；及び 

b. 在宅外にはマスクをつける。 

(4) 上記第 2項の PSBBにおける在宅外の活動は以下のことを含む。 

a. 学校及び／又はその他の教育機関における学習の実施； 

b. 職場における業務活動； 

c. 礼拝所における宗教活動； 

d. 公共場所又は公共施設における活動；及び 

e. 公共手段を使用する人及び物の移動。 

(5) 上記第 1 項の PSBB の協力、資源配備、及び操業は州レベル COVID-19 特別対策本部

が実施する。 

(6) 上記第 1項の PSBBの実施期間については知事決定書に制定する。 

 

第 2部 学校及び／又はその他の教育機関における学習実施の制限 

第 6条 

(1) PSBB期間に、学校及び／又はその他の教育機関における活動を一時的に停止する。 

(2) 上記第 1項の学校及び／又はその他の教育機関における一時的活動停止において、全て

の学習活動は在宅で遠隔教育方法を通して行う。 

(3) 学校事務サービス活動は在宅から調整されたサービスで行う。 

(4) PSBB 期間の技術的な実施、学習評価及び事務サービスの詳細規定は教育分野に責任の

ある地方当局が定める。 

 

第 7条 

(1) 上記第 6条第 1項の PSBB期間に停止するその他の教育機関は以下を含む。 

a. 高等教育機関； 

b. 研修機関； 

c. 研究機関； 

d. 指導機関；及び 

e. その他の同様機関。 

(2) 上記第 1項のその他の教育機関の一時活動停止は保険サービスに関連する教育、研修、

研究は例外となる。 
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(3) 上記第 1項のその他の教育機関の一時的活動停止の実施については活動、学習活動、事

務サービスにおける活動は関連機関からの技術的な規定に従い、在宅からオンラインで

行う。 

 

第 8条 

(1) PSBB 期間に一時的活動停止の実施により学校及びその他の教育管理者は以下のことを

行う義務を負う。 

a. 学習活動は継続に行い、学習者の教育を受ける権利を満たされる； 

b. 学校及び／又はその他の教育機関環境に新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

の拡散を防止するために対応を行う；及び 

c. 学校及び／又はその他の教育機関の安全を維持する。 

(2) 上記第 1 項 b の学校及び／又はその他の教育機関環境に新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）の拡散を防止するために、定期的に下記の防止策を行う。 

a. 学校施設を掃除し、非生体消毒薬を行う；及び 

b. 教師及びその他の教育者に新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の対応防止の

実施要綱を適用する。 

 

第 9条 

(1) 大規模社会的制限（PSBB）の期間中は、職場/事務所での就労活動を一時的に停止する。 

(2) 1 項で記載する通りの職場/事務所での就労活動を一時的に停止している期間中は、職

場での就労活動を家/居住場所での就労活動に置き換える。 

(3) 2 項で記載する通りの職場での就労活動を一時的に停止する職場の責任者は、以下の義

務を負う： 

a. 提供するサービスおよび/または事業活動を制限的に運営することを維持する； 

b. 労働者の生産性/パフォーマンスを維持する； 

c. 職場の場所および環境での新型コロナウイルス（COVID-19）感染防止を行う； 

d. 職場周辺の場所および官僚の安全を維持する； および 

e. 法令法規に従った新型コロナウイルス（COVID-19）が発覚した労働者に保護を与

える。 

(4) 3 項 c に記載された通りの職場の場所および環境で新型コロナウイルス（COVID-19）

感染防止の工夫は、以下の方法で定期的に行われる： 

a. 職場環境を清潔にする 

b. 床、壁および建物デバイスの消毒を行う 
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c. 不要な人の入場アクセスを閉鎖する 

 

第 10条 

(1) 第 9 条 1 項に記載の通りの職場/事務所での就労活動一時停止から除外されるのは、以

下の文類の職場/事務所となる。 

a. 関連省庁の規定に基づく中央、地方を問わず全ての政府関係の機関/事務所； 

b. 外国代表事務所およびあるいは、国際法の帰依地に従った外交および領事機能、そ

の他の機能を実行するための国際組織； 

c. 新型コロナウイルス（COVID-19）を取り扱いにおいて関与する、および/または、

関連省庁および/またはジャカルタ特別州の取り決めに従って社会の基本的需要に

対応する政府国営/地方所有企業 

d. 以下のセクターで稼働する事業者 

1. 保健； 

2. 食糧/食料/飲料事業体； 

3. エネルギー； 

4. 情報通信； 

5. 金融； 

6. ロジスティック； 

7. ホテル； 

8. 建設； 

9. 戦略的産業； 

10. 基本サービス、国家の重要および特定の対象として指定されている公共および

産業用ユーティリティ； および/または 

11. 日常必要品。 

e. 災害および/または社会的セクターで稼働する地域社会および国際組織 

(2) 1 項で記載する通りの職場/事務所で就労活動一時停止除外を実施において、職場責任者

は以下を行う義務がある： 

a. 就労活動における相互作用の制限 

b. 職場での活動を行う際、以下の基礎疾患があるおよび/または新型コロナウイルス

（COVID-19）が発症した場合、致命的な結果をもたらす状態の各人の制限 

1. 高血圧患者； 

2. 心臓病； 

3. 糖尿病； 
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4. 肺疾患患者； 

5. 癌患者； 

6. 妊婦；および 

7. 60歳以上の年齢。 

c. 職場での新型コロナウイルス（COVID-19）感染防止実施要綱の実施は、以下を含

む 

1. 職場は常時清潔で衛生的であることを確保する； 

2. 緊急対策のために最寄りの医療サービス施設との健康保護と新型コロナウイル

ス（COVID-19）防止に関する運用上の協力関係を持つ； 

3. ワクチン、ビタミン、その他栄養素を提供し、労働者の免疫力を向上させる 

4. 定期的に職場の床、壁および建物デバイスの消毒を行う； 

5. 職場に入る従業員の体温を検温して監視し、職場で働く従業員の体温が正常を

超えていないまたは病気ではないことを確認する； 

6. 石鹸および/または手の消毒剤（ハンドサニタイザー）で手を洗うことを強制し、

職場から簡単にアクセスできる適切な手洗い設備を提供する； 

7. 尐なくとも 1メートル範囲の従業員同士の距離を維持する（社会的距離）； 

8. 職場の戦略的な場所に、新型コロナウイルス（COVID-19）防止の情報および

アドバイス/要請を普及する； および 

9. 職場の従業員が観察患者となったことが発覚した場合は、以下を行う。 

a) 尐なくとも 14 稼働日の間、職場での業務活動を一時停止しなければなら

ない 

b) 治安ユニットにより支援された医療スタッフが避難、すべての場所、施設、

作業機器の消毒剤の散布を行う 

c) 一時停止は、避難工程および消毒剤の散布、健康検査と新型コロナウイル

ス（COVID-19）が発覚した従業員と濃厚接触した従業員の隔離が完了す

るまで行われる 

(3) 食料飲料の提供活動に対して、レストラン/食堂/同種事業の責任者は以下の責任を持

つ： 

a. サービスは、直接的に持ち帰り（テイクアウト）、オンラインオーダー、および/ま

たは電話/配送サービスのみに制限する； 

b. 起立または着席の列での客同士の距離は、尐なくとも 1メートルを維持する 

c. 規定に従った食品取扱工程における食品衛生原則を実施する； 
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d. 準備、加工、提供工程において、料理を直接触ることを最小限にするため、手袋お

よび/またはトングといった補助材を提供する； 

e. 標準に従った食品加工において、十分な加熱工程を確保する； 

f. 特に食べ物と直接接する表面がある作業エリア、設備および器具の掃除を行う； 

g. 顧客および従業員用に石鹸で手を洗える場所を提供する； 

h. 病気または、正常以上の体温、咳、鼻水、下痢および呼吸困難がある従業員の就業

を禁止する； および 

(4) ホテル活動に対して、ホテル責任者は以下の義務がある： 

a. 特に自主隔離を行なおうとしている宿泊客に対してサービスを提供する； 

b. 宿泊客の活動をルームサービス利用で部屋の中だけに制限する； 

c. ホテルの敷地内で群衆を作り出すようなホテルサービス施設の活動をなくし、閉鎖

する； 

d. 病気または、正常以上の体温、咳、鼻水、下痢および呼吸困難がある宿泊客を禁止

する； および 

e. 従業員へのマスク、手袋、労働安全衛生手順に従った制服の使用を強制する 

(5) 建設活動に対して、職場責任者は以下の義務を負う 

a. 現在建設中の建設活動は、プロジェクトエリアのみでの労働者の活動を制限するこ

とで行うことが出来る；および 

b. 建設作業サービス所有者および/または提供者は以下の義務がある 

1. プロジェクトエリアでの新型コロナウイルス（COVID-19）防止実施において、

責任者を任命する； 

2. プロジェクトエリアにおいてのみ行える従業員の活動と相互作用を制限する； 

3. プロジェクトエリアに滞在する間、全労働者の住居と日常の生活必需品を提供

する； 

4. 職場に適切な医療機器を備えた保健室を準備する； 

5. 病気または、正常以上の体温、咳、鼻水、下痢および呼吸困難がある労働者、

客を問わずすべての人を禁止する； 

6. 全ての朝の労働安全衛生啓蒙活動または安全朝礼（Safety Morning Talk）にお

いて、新型コロナウイルス（COVID-19）防止技術的な説明、助言、キャンペ

ーン、促進を伝える； 

7. プロジェクトエリアに滞在する間、労働者の定期的な健康監視を行う； 

(6) 州レベルの新型コロナウイルス（COVID-19）迅速対策本部長は、1 項に記載される就
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業活動一時停止の除外職場/事務所分類の追加を行うことが出来る。 

 

第 4部 礼拝所における宗教活動 

第 11条 

(1) PSBB期間に礼拝所及び／又は特定場所における宗教活動は一時的に停止する。 

(2) 上記第 1 項の礼拝所及び／又は特定場所における宗教の一時的活動停止期間において

宗教活動は各在宅に行う。 

(3) 上記第 1 項の礼拝所及び／又は特定場所における宗教の一時的活動停止期間はアザー

ン、鐘及び／又はその他の礼拝時告知は従来通り行う。 

 

第 12条 

(1) PSBB期間に礼拝所管理者は以下のことを行う義務を負う。 

a. 各宗教集団者に対して、宗教活動は各在宅に行うように監督と教育を与える； 

b. 各礼拝所に新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡散防止対応を行う；及び 

c. 各礼拝所の安全を維持する。 

(2) 上記第 1 項 b の礼拝所に新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡散を防止するた

めに定期的に下記の防止策を行う。 

a. 礼拝所及びその環境を掃除する； 

b. 礼拝所の床、壁、及び建物の装置を非生体消毒薬行う；及び 

c. 非関連者には立ち入り禁止する。 

 

第 5部 

公共の場所または施設での活動制限 

第 13条 

(1) 大規模社会的制限の施行中は、住民は、公共の場所または施設で、5 名より多くの人数

で活動を行うことを禁止する 

(2) 公共の場所または施設の運営者は、住民の活動のために公共の場所または施設を閉鎖す

る 

(3) 1 項に記載される公共の場所または施設での活動の禁止から除外されるのは、以下の住

民活動である 

a. 基本的需要および/または日常需要を満たしている 

b. 単独のスポーツ活動の実施 

(4) 州レベルの新型コロナウイルス（COVID-19）迅速対策本部長は、３項に記載される就
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業活動一時停止の除外職場/事務所分類の追加を行うことが出来る 

 

第 14条 

(1) 第 13条 3項 aに記載される通りの基本的需要の履行は、提供、加工、分配および/また

は送付活動を含む 

a. 食糧/食料/飲料 

b. エネルギー 

c. 情報通信 

d. 金融、銀行および支払いシステム； および/または 

e. ロジスティック 

(2) 第 13条 3項 aに記載される日常需要の履行は、以下が含まれる 

a. 小売品の提供： 

a. 人民市場 

b. コンビニエンス、ミニマーケット、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、

卸売店および、特に単独の場所にあるまたは、ショッピングセンターにあるは

問わず、店舗； または 

c. 食料品店/ワルン 

b. クリーニング（Laundry） 

(3) サービスにおいて、大規模社会的制限施行中の 1項および 2項で記載される通りの住民

需要の履行は、事業者は以下の活動制限の決まりに従う義務がある： 

a. オンライン注文および/または配送サービスでの遠距離注文を優先する； 

b. 値上げを行わず、経済と購買能力の安定を維持することに従事する； 

c. 事業場所の定期的な消毒を行う 

d. 市場/店舗に入場する従業員や消費者の体温の検査と監視を行い、従業員が軽度の

熱または病気ではないことを確認をとる 

e. 尐なくとも 1 メートルの範囲で市場/店舗に来場する消費者同士の距離の制限（社

会的距離）を実施する 

f. 全従業員に対し、労働の安全衛生手順に従った制服を使用するように義務付ける 

g. 石鹸および/または手の消毒剤（ハンドサニタイザー）で手を洗うことを助言し、

消費者や従業員から簡単にアクセスできる適切な手洗い設備を提供する 

 

第 15条 

(1) 第 13 条 3 項 b に記載される通りの単独のスポーツは、大規模社会的制限施行中、家の
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外で住民が制限をしながら行うことが出来る 

(2) 1項で記載される単独のスポーツ活動は、以下の決まりに従い、行うことが出来る： 

a. 単独で行い、集団では行わない；および 

b. 住居の周辺エリアで制限的に行う 

 

第 6部 

社会的及び文化的活動の制限 

第 16 条 

(1) PSBB期間に、群集を生じさせる社会的及び文化的活動は一時停止。 

(2) 上記第 1項の社会的及び文化的活動には、下記の協会または会議を含む： 

a. 政治的； 

b. 運動； 

c. 娯楽； 

d. 学問的；と 

e. 文化的。 

 

第 17 条 

(1) 第 16条第 1項の制限される社会的及び文化的活動の中止から除外された活動： 

a. 割礼； 

b. 結婚式；と 

c. 新型コロナウイルス(Covid-19)に起因しない死の葬儀。 

(2) 上記第 1項 aの割礼活動は、規定に従って行われる： 

a. 医療施設で実施； 

b. 参加制限； 

c. 群衆を生じさせるお祝いを排除する；と 

d. 参加者が最小距離を 1メートル（物理的距離）に保つ。 

(3) 上記第 1項 bの結婚式は、規定に従って行われる： 

a. 宗教事務局／住民登録局で行われる； 

b. 参加制限； 

c. 群衆を生じさせるお祝いを排除する；と 

d. 参加者が最小距離を 1メートル（物理的距離）に保つ。 

(4) 上記第 1 項 c の新型コロナウイルス(Covid-19)に起因しない死の葬儀は、規定に従って

行わる： 
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a. 葬儀場で行われる； 

b. 参加限定；と 

c. 参加者が最小距離を 1メートル（物理的距離）に保つ。 

(5) 地方新型コロナウイルス感染症(Covid-19)対応迅速化特別対策部長は、第 1 項に制限さ

れる人口活動のカテゴリーを追加できる。 

 

第 7部 

人と物の移動のための交通手段使用制限 

第 18条 

(1) 大規模社会的制限施行中、以下の場合を除いて、人および/または物の移動活動を一時

的に停止する： 

a. 基本的な需要の充足； および 

b. 大規模社会的制限施行中、許可されている活動 

(2) 1項で記載する通りの人の移動活動の一時停止除外は、以下の交通手段の種類である： 

a. 個人の原動機付き車両 

b. 一般原動機付き車両での人の輸送 

c. 電車輸送 

(3) 1項に記載される通りの物の移動活動の一時停止除外は、以下の交通手段の種類である 

(4) 個人の自家用車使用者は、以下の決まりを遵守する義務がある： 

a. 基本的な需要の充足および/または大規模社会的制限施行中に許可されるその他の

活動のためだけに使用する； 

b. 使用後、車両の消毒を行う； 

c. 車両内ではマスクを使用する； 

d. 車両の搭乗能力の最大 50%の人数に制限する；および 

e. 正常以上の体温または病気の場合、運転しない 

(5) 個人の原動機付バイクの使用者は、以下の決まりを遵守する： 

a. 基本的な需要の充足および/または大規模社会的制限施行中に許可されるその他の

活動のためだけに使用する； 

b. 使用後、車体と属性品の消毒を行う； 

c. マスクと手袋を着用する； および 

d. 正常以上の体温または病気の場合、運転しない 

(6) アプリケーションベースの二輪車輸送は物品輸送に限り使用を制限する 

(7) 一般原動機付車両、電車、および/または貨物交通手段での人（フジスタッフ：物品の
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誤植と思われます）の輸送は、以下の決まりを遵守する義務がある 

a. 輸送能力の最大 50%の人数に制限する； 

b. ジャカルタ特別州政府、および/または関連機関の規定に従い、操業時間を制限す

る； 

c. 使用する交通手段を定期的に消毒する； 

d. 交通手段に搭乗する係員および乗客の体温を検査し監視する； 

e. 交通手段の係員および乗客が、正常以上の体温または病気でないことを確認する 

f. 尐なくとも 1メートルの範囲で乗客同士の距離の制限（社会的距離）を実施する 

(8) 州レベルの新型コロナウイルス（COVID-19）迅速対策本部長は、２項および 3 項に記

載される人と物の移動のための交通手段の一時停止から除外されている交通手段の追加

を行うことが出来る 

 

第 5章 

PSBB期間に居住者の基本的な需要を満たす及び権利と義務 

第 1 部 

権利と義務 

第 19 条 

(1) PSBB期間に、ジャカルタ首都特別州のすべての居住者には以下の権利がある： 

a. ジャカルタ首都特別州政府から治療とサービスを受ける； 

b. 医療需要に応じた基本的な保健サービスを受ける； 

c. 新型コロナウイルス感染症(Covid-19)に関する公開データと情報を入手する； 

d. 新型コロナウイルス感染症(Covid-19)についての苦情のアクセス； 

e. 新型コロナウイルス感染症(Covid-19) 死体及び／又は容疑者の葬儀。 

(2) 上記第 1 項の権利の充足は、新型コロナウイルス感染症(Covid-19)対応迅速化特別対策

部長が決定した技術的指示に従う。 

 

第 20 条 

(1) PSBB期間に、ジャカルタ首都特別州のすべての居住者の義務は： 

a. PSBB期間におけるすべての規定に準拠する； 

b. PSBBの実施に参加；と 

c. 清潔で健康的な生活行動の実施。 

(2) 新型コロナウイルス感染症(Covid-19)対応に関する、すべての居住者の義務は： 



 

PT Fuji Staff Indonesia ©2020, All Rights Reserved Page 14 

a. 役員による検査が決定されている場合は、疫学的調査（コンタクトトレース）で

新型コロナウイルス感染症（Covid-19）の検体の検査とその他検査を実施する； 

b. 医療従事者の推奨に従って、住居及び／又は避難所での独立した隔離、及び病院

治療を実施する； 

c. 自分や家族が新型コロナウイルス感染症（Covid-19）に感染している場合は、医

療関係者に報告する。 

(3) 上記第 2項の義務の実施は、新型コロナウイルス感染症(Covid-19)対応迅速化

特別対策部長が決定した技術的指示に従う。 

 

第 2 部 

居住者の基本的な需要の充足 

第 21 条 

(1) ジャカルタ首都特別州政府は、PSBB 期間に基本的な需要を満たすことで影響を受ける

脆弱な人々に社会的支援を提供することができる。 

(2) 上記第 1 項の社会支援は、配布の仕組みが法令法規に従って食料及び／又はその他の

直接援助の形で提供される。 

(3) 上記第 2項の社会支援の受領者の決定は、知事令により決定されるものとする。 

 

第 22 条 

(1) ジャカルタ首都特別州政府は PSBB実施の影響を受ける事業家に支援を提供できる。 

(2) 上記第 1項の支援は、次の形式で与えられる： 

a. 企業の税金と課税の削減； 

b. PSBB実装の影響を受ける従業員への社会支援； 

c. 法令法規に従ってその他の支援。 

 

第 6章 

新型コロナウイルス感染症（Covid-19）対応資源 

第 23 条 

(1) ジャカルタ首都特別州に新型コロナウイルス感染症（Covid-19）対応を行うために、

ジャカルタ首都特別州政府は、資源の供給要件と配布に関するデータベースと情報を

まとめている。 

(2) 上記第 1 項の資源の供給と配布における情報システムの手順と使用は、地方新型コロ

ナウイルス感染症(Covid-19)対応迅速化特別対策部長が決定する。 
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第 24 条 

(1) 法令法規に従って、ジャカルタ首都特別州政府は PSBB を実施する際に、さまざまな

関係者と組織的な協力を実施できる。 

(2) 上記第 1項の組織的な協力は次の形式で与えられる： 

a. 人材支援； 

b. 施設とインフラ； 

c. データと情報； 

d. その他のサービス及び／又は支援。 

 

第 7章 

監視、評価、報告 

第 25 条 

(1) PSBB の実施の監視と評価は、新型コロナウイルス感染症(Covid-19)の伝染の連鎖を断

ち切る PSBBの実施の成功を評価するために行われる。 

(2) 上記第 1 項の監視と評価は、権限と責任に従って現場を監視または検査することによ

り、地域レベルに従って新型コロナウイルス感染症(Covid-19)対応迅速化特別対策部に

よって実行される。 

(3) 上記第 1項の PSBBの正常な実施の評価は、次の基準に基づいている： 

a. 知事の規則に従って PSBBの実施； 

b. 症例数； 

c. 症例分布。 

 

第 26 条 

(1) PSBBの実施では、公共、隣組、町内会が PSBBの実施の監視に積極的に参加する。 

(2) 上記第 1 項の PSBB の実施の監視は、ジャカルタ首都特別州政府が所有する公共の苦

情を処理するためのチャネルを通じて報告する。 

(3) 上記第 2 項の公共からの苦情は、権限と責任を持ち、地域レベルの新型コロナウイル

ス感染症(Covid-19)対応迅速化特別対策部がそれに引き続く。 

 

第 8章 

罰則 

第 27 条 
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PSBBの実装に対する違反は、刑事罰を含む法令法規に従って制裁の対象となる。 

 

第 9章 

おわりに 

第 28 条 

本知事令は、法制化された日から効力を発する。 

全ての者に知らせるため、本知事令の制定に関してジャカルタ首都特別州官報紙上において

公告することを命じる。 

 

 

ジャカルタにて制定する。  

2020 年 4 月 9 日 

ジャカルタ首都特別州 

     知事 

 

 

      署名 

 

ANIES BASWEDAN 

 

 

 

ジャカルタにて法制化する。  

2020 年 4 月 9 日 

ジャカルタ首都特別州 

地域秘書 

 

署名 

SAEFULLAH 

 

 

 

ジャカルタ首都特別州官報 2020 年第 55003 号 
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写しは原本と相違ないものである。 

法務·組織局長 

ジャカルタ首都特別州 

署名 

YAYAN YUHANAH 

NIP 196508241994032003 


