新型コロナウイルス関連情報（５月２５日）
【当館所在ビルへの入館に際してのご注意（マスク等の着用）】
当館が所在するビルでは，入館者に対してビル内公共スペースにおいてマスクの着用を求
めております。このため当館にご来館される際にはマスクの着用をお願いします。
【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２５日）
- 昨５月２４日の総入院者数は４３４８人と４日連続５０００人を下回り（４２日連続減
少）
，一日の入院者数（直近３日間平均）も減少し６日連続３００人を下回った。また，同
日の死者数は９６人と２日ぶりに１００人を下回った。
- 最前線で働く医療従事者，消防士・救命士，警察官，交通機関従事者に感謝している。彼
らへの感謝は言葉だけでなく行動で示すべきであるので，本５月２５日，NY 州と地方政府
はコロナウイルスに関連する公務で亡くなった英雄たちに死亡給付金を支払うことを発表
する。また，連邦政府も彼らに敬意を示すべき。私は連邦政府に対し，最前線で働く者に対
し危険手当予算をつけるよう要請する。
- 本日は戦没将兵追悼記念日（Memorial Day）である。コロナウイルスで亡くなった退役軍
人を追悼するするとともに，アメリカの価値と原則を実践し，成長させ，前進させることに
より全ての戦没者を追悼したい。
◎（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（本５月２５日１５時時点）
https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard
*７基準全てを満たしている７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)ウエスタン NY
(7)キャピタルリージョン
*６つの基準を満たしている１地域
(8)ミッドハドソン

*５つの基準を満たしている１地域
(9)ロングアイランド
*4 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
◎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２５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
数

３６２，７６４名（３６１，５１５名）
，死者

２３，４８８名（２３，３９１名）

・感染者数内訳（主なエリア）
ニューヨーク市：感染者数

１９８，７３１名（１９８，１２３名）
，死者数

１５，０９０名（１５，０４２名）
NY 市の内訳
クイーンズ区：

６０，８２８名（ ６０，６３６名）

ブルックリン区：

５４，３６０名（ ５４，１７５名）

ブロンクス区：

４４，２４７名（ ４４，１３７名）

マンハッタン区：

２６，００９名（ ２５，９０９名）

スタテン島区：

１３，２８７名（ １３，２６６名）

ナッソー郡：

３９，９０７名（ ３９，８３７名）
，死者数

２，５９７名（ ２，５８６名）
サフォーク郡：

３９，０９０名（ ３８，９６４名）
，死者数

１，８８８名（ １，８８３名）
ウエストチェスター郡：

３３，０４９名（ ３２，９６８名）
，死者数

１，４６７名（ １，４６２名）
ロックランド郡：

１２，９９６名（ １２，９６３名）
，死者数

４５４名（

４５４名）

○ニュージャージー州：感染者数

１５５，０９２名（１５４，１５４名）
，死者数

１１，１４４名（１１，１３３名）
○ペンシルベニア州：感染者数
数

６８，１８６名（

６７，７１３名）
，死者

８，９６５名（

８，８０９名），死者

１，７７４名（

１，７５９名）
，死者

５，１３９名（ ５，１２４名）

○デラウェア州：感染者数
数

３３２名（

３２６名）

○ウエストバージニア州：感染者数
数

７２名（

７２名）

○コネチカット州フェアフィールド郡：感染者数 １５，２１３名（１５，１１４名），死
者数

１，２２１名（ １，２１５名）

○プエルトリコ：感染者数
数

１２９名（

３，２６０名（

３，１８９名），死者

６９名（

６９名），死者

１２７名）

○バージン諸島：感染者数
数

６名（

６名）

【在米団体等によるビジネス関連ウェビナー】
・Pennsylvania Chamber of Business and Industry 主催「2020 Bringing PA Back: Business
Readiness Webinar Series」
- 日時：２０２０年５月２６ 日（火）～２９日（金）の午前中（米国東部時間）
- プログラム：
- ５月２６日（火）午前８：３０～９：３０

第一部：経済活動の段階的再開に関す

る州のガイドラインの概要
午前９：４５～１０：４５ 第二部：職場における準備（清掃，衛
生，PPE）
- ５月２７日（水）午前９：００～１０：００ 第三部：人事ガイドライン
- ５月２８日（木）午前９：００～１０：００ 第四部：訴訟と責任の問題
- ５月２９日（金）午前９：００～１０：００ 第五部：ビジネス上の主要事項の復旧
プロセス
- 講演言語：英語
- 参加費：無料（ただし，主催団体のメンバーでない場合は，無料のアカウント作成が必
要）
い。
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https://www.pachamber.org/events/details/2041/2020_bringing_pa_back_busine

ss_readiness_webinar_series/

【領事窓口業務の一時的変更及び予約制の導入のお知らせ】
◎当館は以下のとおり領事窓口時間を延長するとともに，予約制を導入しています。ご来館
予定の方におかれては，事前の予約をお願い申し上げます。
１ 領事窓口の業務日
月曜日，水曜日，金曜日（除，休館日）
２ 受付時間
０９：３０～１３：００
（ビザ（査証）申請受付：１２：００～１３：００）
３ 予約方法・電話番号
以下の予約専用電話番号にお電話の上，予約をお願いします。なお，電子メール等によ
る予約は受付けておりません。
予約専用電話番号：（２１２）３７１-８２２２ 内線４８６
注：４週間分の予約を受け付けております。
現在，予約受付については午前中にお電話が集中し，午後は比較的少ない傾向にありま
す。また，予約電話で対応中は，お電話をいただいても呼び出し音が鳴り続ける状態となる
ため，このような場合には時間を改めておかけ直しいただきますようお願いいたします。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/jp/l/01.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：212371-8222）
【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/
******************************************************************

