新型コロナウィルス関連情報（５月１７日）
【領事窓口のご利用にあたってのお願いと注意事項】
◎在ニューヨーク日本国総領事館では，新型コロナウイルスの影響下においても，可能な限
り継続して在留邦人の皆様に領事業務を継続する観点から，ニューヨーク州及び市当局の
指示等を踏まえて，領事窓口の業務日を月・水・金（除，休館日）の週３日とし，受付時間
を１０時３０分－１３時に短縮しています（ビザ（査証）の申請受付については１２時－１
３時）。
このような状況下，５月に入り来館者が増加する傾向にあり，来館者が一定の距離を維
持できるようにするために当館への入場を制限し，館外にてお待ちいただかざるを得ない
状況が発生しています。
つきましては，急を要しない案件（パスポート（旅券）の有効期間が６か月以上残って
いる方の切替申請など）については，状況が落ち着いてからご来館をいただきますよう皆様
のご理解とご協力をお願いします。
なお，電話でのお問い合わせは月曜－金曜まで受け付けておりますので申し添えます。
また，ご来館の際にはマスク着用をお願いするとともに，ご来館時に当館ビル１階受付
にて検温（摂氏３７．５度以上の場合は入館をお断りしています。）を実施しております。
詳細は以下リンク先をご参照ください。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-03-30.html
◎当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しております。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html
ご不明な点がありましたら当館までご連絡をいただきますようお願いします。（電話：
212-371-8222）
【州政府等による措置等のポイント】
（注）各州政府の措置等についても，できる限り正確な情報を記載するよう努めております
が，ご自身に関係する事項については，米側当局が提供する情報に依拠してください。
◎（NY 州）クオモ知事のメッセージ（５月１７日）
- 昨５月１６日の総入院者数は５８９７人と３月２５日以来初めて６０００人を下回り
（３４日連続減少）、一日の入院者数（直近３日間平均）も３７４人と３月２０日以降最低
の水準となった。また、同日の死者数は１３９人と６日連続２００人を下回った。
- 既に再開している５つの地域に加え、キャピタルリージョン及びウエスタン NY は既に６
つの基準を満たした。残るは追跡要員の基準を満たすのみであり、これは各地域が事務作業
で達成可能であるので今日中に７つ全ての基準を満たせるであろう。

- メンタルヘルスのケアも重要である。Time 誌の調査によれば、コロナウイルスのパンデ
ミックにより、米国民で精神的苦痛を感じている人は 3 倍に増えており、特に１８歳から４
４歳で急増している。メンタルヘルス関連で相談したい方は以下のサイトにアクセスして
ほしい。
*The Mental Health Coalition：www.howareyoureally.org
*New York State Emotional Support Hotline: １-８４４-８６３-９３１４
*メンタルヘルス関連情報：headspace.com/ny
- データに基づき検査・追跡・隔離を進めている中でウイルス検査は極めて重要である。州
は 1 日の検査数の目標を、６千件（３月１３日）
、１万件（３月１９日）
、１万５千件（３月
２６日）
、２万件（４月１７日）と上げていき、４月２１日にトランプ大統領と会談し、１
日４万件の検査をするための支援を受けることで合意した。その後も検査数を伸ばし、本５
月１７日現在、州は１日平均４万件の検査を実施している。
- その結果、人口比でみた NY 州の検査の割合は７.１％となり、他国（イタリア（４.９％）
、
カナダ（３.４％）
、米国（３.３％）
、英国（２.６％）
、韓国（１.４％）
）を遥かに超えてい
る。他州と比べても圧倒的に多い（
（WA(３.５%), CA(２.９%), GA(２.８%), FL(２.８%),
KT(２.７%)）
。検査は、以前は感染拡大を抑えるために重要であったが、今では経済社会活
動の再開において感染率を監視するために重要となっている。
- 本 5 月１７日より、CVS ファーマシーと連携して、州内６０以上の CVS の店舗でのウイル
ス検査を可能とした。各店舗で１日５０件以上のウイルス検査を行うことができる。これに
より、州は７００以上のウイルス検査場を有することになる。
- 問題は、ドライブスルー形式の検査場や予約不要の Walk-in 形式の検査場において、１
日１万５千件の検査のキャパシティを有している一方、実際には 1 日 5 千件の検査しか実
施されていない。NY 州は経済社会活動を再開させたので、より多くの州民が検査を受ける
必要があるので検査を受けてほしい。なお、ウイルス検査は簡単であり、誰でも、知事でも
受けられる（その後、医師が登場し実際にクオモ知事の鼻の奥から粘液を摂取）。ウイルス
検査場は、以下のサイトで見つけることが可能なので是非ともアクセスしてほしい。
*州政府のサイト：coronavirus.health.ny.gov
- 次の症状がある人は検査を受けることが可能である。判断材料としてほしい。
*社会経済活動の再開第１段階で仕事に戻る労働者
*咳・鼻が出る・熱・においがしない・味がしないなどの感染時の症状がある人
*陽性者と濃厚接触した人
*予防的・強制的隔離者（外国からの入国・帰国者）
*医療従事者、高齢者施設職員、救急隊員（警察官・消防士・救命士等）
*勤務中に一般市民と直接触れる機会のあるエッセンシャルワーカー
◎（NY 州）経済社会活動再開の関する情報

- 州内１０地域における７基準の充足状況（毎日更新）
https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard
- 本５月１７日１６時時点の各地域の充足状況
*７基準全てを満たしている５地域
(1)セントラル NY (2)フィンガーレイクス (3)モホークバレー (4)ノースカントリー (5)
サザンティア
*６つの基準を満たしている２地域
(6)キャピタルリージョン (7)ウエスタン NY
*５つの基準を満たしている１地域
(8)ロングアイランド
*4 つの基準を満たしている１地域
(9)ミッドハドソン
*３つの基準を満たしている１地域
(10)NY 市
- 基準を全て満たした地域での再開に向けた事業別ガイドライン
https://forward.ny.gov/industries-reopening-phase
- 基準を満たしていない地域へ有効となっている NY State on PAUSE 政策
https://coronavirus.health.ny.gov/new-york-state-pause
- 上記情報の概要を当館 HP にも掲載しておりますので併せてご利用ください。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/states.html
◎（NY 市）デブラシオ市長のメッセージ（５月１７日）
- ウイルス検査の体制について、CityMD の協力を得て新たに１２３のウイルス検査場が立
ち上がり、予定より前倒しで２万件/日の検査体制を構築できる見込みである。予約不要の
Walk-in 形式で、無保険者でも無料で受けられるので利用してほしい。場所などの詳細は次
のサイトに記載している。
*CityMD のサイト：https://www.citymd.com/
- 抗体検査の体制も拡大する。医療従事者及びエッセンシャルワーカーに対して１４万件
の検査を実施することに加え、ノンエッセンシャルワーカーに対しても１４万件の検査を
実施する。検査は無料だが予約制とする。
- 追跡の体制も拡充している。５００名の追跡員が室内研修を終了し、５月２４日から実施
研修を開始する。また、１０００名も室内研修を実施中である。
- 川崎病に似た症状の小児性多臓器系炎症性疾患(Pediatric Multi－System Inflammatory
Syndrome: PMIS)の発症は市内で１３７名となった。発症者のうち６６名はウイルス検査で
陽性又は抗体を持っていた。引き続き調査を進め、親への周知を徹底していく。
- NY 市は未だ人々が集会できる状況にはない。そのため、
（州政府がビーチのオープンを可

能としている）メモリアル・デイ後においても、引き続きビーチでの集会・遊泳・スポーツ
等を禁止する。散歩は可能とするが、入口にフェンスを設置して入場を制限する。もしも、
他者との距離がとられていなければ更に制限を強化する。残念ながら、感染の震源地である
NY 市でビーチを今オープンすることは正しいこととは言えない。
◎（NY 市）抗体検査の会場などの情報
・本日発表された、NY 市の抗体検査の会場などの情報は次のとおりです。
- 予約サイト：nyc.gov/antibodysurvey
- 営業時間
*月曜から金曜：正午から午後８時
*土曜・日曜：午前８時から正午
- 開設される５会場
*ブロンクス：4006 3rd Avenue, The Bronx
*ブルックリン：NYPD Community Center, 127 Pennsylvania Avenue. Brooklyn
*マンハッタン：21 Old Broadway, New York
*クイーンズ：34-09 Queens Blvd, Long Island City
*スタテン島：St. John Villa Academy, 57 Cleveland PI, Staten Island
◎ビジネス関連情報
・各州等のビジネス関連情報は以下をご覧ください。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/covid19-sb.html
【感染者数等に関する情報】
５月１７日現在，当館管轄内における新型コロナウイルスの感染者数及び死者数は以下
のとおりです。（カッコ内は前日の数）
○ニューヨーク州：感染者数

３５０，１２１名（３４８，２３２名）
，死者数

２２，６１９名（２２，４７８名）
・感染者数内訳（主なエリア）
ニューヨーク市：感染者数

１９２，５９３名（１９１，６００名），死者数

１４，６６５名（１４，５９６名）
NY 市の内訳
クイーンズ区：

５９，１３２名（ ５８，８４１名）

ブルックリン区：

５２，２９８名（ ５１，９９１名）

ブロンクス区：

４３，０２２名（ ４２，８１２名）

マンハッタン区：

２５，１３０名（ ２４，９８２名）

スタテン島区：

１３，０１１名（ １２，９７４名）

ナッソー郡：

３９，１３６名（

３９，０３３名），死者数

２，５１７名（２，５０７名）
サフォーク郡：

３８，１７７名（

３７，９４２名），死者数

３２，２２４名（

３２，０９７名），死者数

１２，７５８名（

１２，６８８名），死者数

１，７９９名（１，７８３名）
ウエストチェスター郡：
１，４１２名（１，３９８名）
ロックランド郡：
４４０名（

４３９名）

○ニュージャージー州：感染者数
数

１４６，３３４名（１４５，０８９名），死者

１０，３５６名（１０，２４９名）

○ペンシルベニア州：感染者数

６２，２３４名（ ６１，６１１名）
，死者数

４，４１８名（４，４０３名）
○デラウェア州：感染者数
２９０名（

７，６７０名（

２８６名）

○ウエストバージニア州：感染者数
数

７，５４７名）
，死者数

６５名（

１，４９２名（

１，４７０名），死者

６５名）

○コネチカット州フェアフィールド郡：感染者数 １４，２４８名（１４，１４０名），死
者数

１，１４６名（１，１２５名）

○プエルトリコ：感染者数
１２３名（

２，６４６名（

２，５８９名）
，死者数

６９名（

６９名）
，死者数

１２２名）

○バージン諸島：感染者数
６名（

６名）

【医療関係情報】
◎CDC はホームページ上で新型コロナウイルスの典型的症状として「熱，咳，息切れ」を挙
げています。これらの症状があり，感染が疑われる場合は医療機関に電話で相談をした上で，
医療機関の指示に従って受診してください（特定の医療機関がない場合には地元保健当局
等（NY 市の場合は 311）に電話してください）
。
CDC ホームページ：https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
・新型コロナウイルスに関する予防措置については以下のサイトをご覧ください。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html
・ニューヨーク市作成の新型コロナウイルスに関するファクトシート（発症した場合等の対
応が日本語で記載されています）。
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet-jp.pdf

◎当地の病院やクリニックは，完全予約制を導入し，付き添い人数を制限（一人のみ）する
など予防措置をしながら外来を受け付けているところが多い模様です。また，一部の病院で
は電話診察，オンライン診療（有料）を導入しているところもあるようです。ただし，当地
の医療事情については，日々状況が変化しますので，皆様ご自身で病院やクリニックの HP
や直接電話するなどして，ご確認くださるようお願いします。
******************************************************************
■ 本お知らせは，安全対策に関する情報を含むため，在留届への電子アドレス登録者，
「緊
急メール／総領事館からのお知らせ」登録者，外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配
信しています（本お知らせに関しては，配信停止を承れませんのでご了承願います。）
。
■ 本お知らせは，ご本人にとどまらず，家族内，組織内で共有いただくとともにお知り合
いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。
■ 在留届，帰国・転出等の届出を励行願います。
緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。
以下のＵＲＬから所定の用紙をダウンロード後， (212)888-0889 までご連絡ください。
http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/02.html
■ 在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Avenue, 18th Floor, New York, NY 10171
TEL:(212)-371-8222
HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/
facebook: https://www.facebook.com/JapanConsNY/
twitter: https://twitter.com/JapanCons_NY
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