新型コロナウイルス関連情報（７月２４日）
【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）クオモ州知事のメッセージ（７月２３日、２４日）
- 昨７月２３日時点の陽性率は０.９８%、新規感染者数は７５３人、死者数は９人となり、
特に入院者総数の６５０人、ＩＣＵ入院者総数の１５６人は３月中旬以来の低水準となっ
た。
- この傾向を維持することが重要であるが、レストランやバーで他者と一定の距離を取っ
ていない事態が見受けられ、それが若者（特に２１歳から３０歳）の間で感染が拡大する一
因となっているので取り締まりを強化している。これまで、州酒類管理局と州警察は１１０
０件のケースを調査し、８４件の違反を摘発した（そのうち昨晩のみで３７件摘発）
。違反
が摘発された場合、最大１万ドルの罰金が科されることとなる。今後は州政府だけではなく、
各地方政府による取り締まりの強化も重要となる。
- メジャーリーグのトロント・ブルージェイズは今シーズンのホームゲームをバッファロ
ー市の Sahlen Field にて開催する見通しである。無観客で実施されるものの、人々は試合
を家から観戦できるので良いニュースである。
- 州の矯正施設内に収監された５５歳以上の４０００名を対象としたウイルス検査の結果、
陽性者は７７名（陽性率は１.９％）となった。引き続き矯正施設での安全確保に努めてい
く。
（NY 市）デブラシオ市長のメッセージ（７月２３日、２４日）
- 子供が道路上で遊べるように、市内１２か所の道路を開放する Play Street Initiative
を立ち上げ、子供たちが工作やスポーツを楽しめるようにする。
- 暑い日が続いており、ＮＹ市は１５の公営プールを再開することとする。まずは本７月２
４日に５か所、８月１日に４か所のプールを再開する。２歳以上で、プールの中に入らない
者はマスク等を着用して欲しい。
- Play Street となる道路及び開放日時は以下のサイトでご確認になれます。
https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/544-20/new-york-city-adds-playstreets-nation-leading-open-streets-initiative
- 再開される公営プールは以下のとおりです。
・７月２４日
Mullaly Pool in the Bronx
Kosciuszko Pool and Sunset Pool in Brooklyn

Wagner Pool in Manhattan
Liberty Pool and Fisher Pool in Queens
Lyons Pool and Tottenville Pool in Staten Island
・８月１日
Crotona Pool and Haffen Pool in the Bronx
Betsy Head Pool in Brooklyn
Jackie Robinson Pool and Marcus Garvey Pool in Manhattan
Astoria Pool in Queens
（NJ 州）マーフィー州知事のメッセージ（７月２４日）
- 昨７月２３日時点の新規感染者数は４８８人、入院者総数は８００人、死者数は３６人、
実効再生産数は０.８４となった。実効再生産数が１を下回っていることは良いニュースで
ある。
- 秋学期の学校再開に当たり、遠隔授業に参加するためのガイドラインを作成した。生徒は
全ての授業を遠隔で受けるという選択肢を選ぶこともできる。遠隔授業を選択した場合で
あっても出席や授業時間などの要件は通常と同様となり、学校で授業を受けた場合と同じ
クオリティの教育を受けられるようにする。
※本日発出されたガイドラインは以下のサイトでご確認になれます。
https://nj.gov/education/reopening/updates/docs/7.24.20%20RtR%20Fulltime%20Remot
e%20Update.pdf
（PA 州）ウォルフ知事のメッセージ（７月２３日、２４日）
- 学校の再開に関しては、子供たちへの教育機会の提供と安全確保とのバランスをとった
難しい選択が求められる。バーチャルでの学習と対面学習を組み合わせた教育が合理的で
あると考えているが、今後、新型コロナウイルスの感染状況や保護者・教師・生徒が安心し
て学校に戻れると判断するかどうかを踏まえて検討すべきである。
- 新型コロナウイルスによりファーストレスポンダーの重要性が改めて認識されたことか
ら、彼らが職務中に心的外傷後ストレス障害などを被った場合に対応する支援プログラム
の提供を目的とした法案等に署名した。
- （レヴィン PA 州保健省長官より）最近は新規感染者数が増加しており、マスクの着用、
ソーシャル・ディスタンシングの実施、バーやレストラン、集まり、テレワーク等に関する
命令の遵守などをしっかりと継続する必要がある。PA 州は科学的なアプローチにより経済
社会活動を再開してきた模範的な州であるが、新規感染者数の増加が示す通り新型コロナ
ウイルスの脅威は消えておらず、更なる新規感染者数の増加を食い止めるに州民の協力が
必要である。

（WV 州）ジャスティス知事のメッセージ（７月２１日～２４日）
- ジャスティス知事は、７月２１日、州内２７の全ての公立・私立大学関係者とテレビ会議
を開催し、各校の再開に当たっては感染防止の対策を十分に講じること、州外から戻る学生
に対しては検査を求める考えを示しました。これを踏まえ、ジャスティス知事は、本２４日、
全ての公立・私立大学の再開に係る行政命令に署名をしました。また、同じ行政命令には、
９月８日に予定されている州内の全ての公立・私立学校の再開に関する内容も含まれてい
ます。詳細は WV 州政府ホームページを参照ください。
https://www.wv.gov/Pages/default.aspx
- ジャスティス知事は昨２３日、モノンガリア郡のすべてのバーの閉鎖を更に１０日間延
長する行政命令を発出しました。これは、同２３日の時点で、ウェストバージニア州の新型
コロナウイルス陽性者のうち１７．９％以上がモノンガリア郡で発生しており、州全体で最
も陽性者が多く発生していることを受けた措置です。
- また、メーソン郡の教会で新たな感染者が確認され、ウェストバージニア州全体では８つ
の郡における教会での集団感染は計１２５件に上っています。教会の参加者の多くは高齢
者で、リスクの高い人たちのため、教会への参加にはガイドラインを厳守するよう求めてい
ます。
（DE 州）デラウェア州保健局の発表（７月２４日）
- 本２４日、デラウェア州保健局は、昨２３日時点の数値として、７日平均の陽性率が７月
１６日時点の４.９％から２３日時点の４.２％に減少したと発表しました。また、現在の入
院者５５人のうち重症患者は９人であると発表しました。また、同保健局は、５月及び６月
の死亡報告を再調査したところ、新たに４９人の死亡者を新型コロナウイルスによる死亡
者に計上したとしています。これにより、デラウェア州の新型コロナウイルスによる累計死
亡者は５７８人となります。
- カーニー知事は、引き続き、マスク等の着用、他者との距離確保に努めてほしい旨呼びか
けています。
【感染者数等に関する情報】
７月２４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。各州の地域別感染者数等については各リンク先をご参照ください。
・ニューヨーク州：感染者数
ニューヨーク市：感染者数

４１０，４５０名
２２３，１９２名

死者数
死者数

２５，０９０名
１５，７４８名

https://covid19tracker.health.ny.gov/views/NYS-COVID19-Tracker/NYSDOHCOVID19Tracker-Map?%3Aembed=yes&%3Atoolbar=no&%3Atabs=n
・ニュージャージー州：感染者数 １７８，３４５名

死者数

https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_dashboard.shtml

１３，８４５名

・ペンシルベニア州：感染者数

１０５，５７１名

死者数

７，１０１名

https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Cases.aspx
・デラウェア州：感染者数

１４，２０２名

死者数

５７８名

５，６５３名

死者数

１０３名

https://coronavirus.delaware.gov/
・ウエストバージニア州：感染者数

https://dhhr.wv.gov/COVID-19/Pages/default.aspx
・コネチカット州フェアフィールド郡：感染者数 １７，４２１名

死者数 １，４０２

名
https://portal.ct.gov/Coronavirus/COVID-19-Data-Tracker
・プエルトリコ：感染者数

１３，９６７名

死者数

１９１名

死者数

７名

http://www.salud.gov.pr/pages/coronavirus.aspx
・バージン諸島：感染者数

３３６名

https://www.covid19usvi.com/?utm_source=doh&utm_medium=web&utm_campaign=covid19u
svi
【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
【日本国税関からのご案内】
成田空港、羽田空港、関西空港、中部空港、福岡空港及び新千歳空港を利用して日本にご帰
国する際の税関手続きには、電子申告ゲートがご利用いただけます。利用に際しては、あら
かじめ、税関申告アプリをダウンロードしてください。
https://itunes.apple.com/jp/app/id1454991621
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.customs.EGateMobile
【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変更するとともに、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。また、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。
１

領事窓口の業務日

月曜日、火曜日、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
約は受け付けておりません。
予約専用電話番号： （２１２）３７１-８２２２ 内線４８６
（注：代表電話につながり次第、（日本語案内の１を押さずに）内線４８６を押してくださ
い。
）
予約受付時間： 月曜日～金曜日の０９：３０～１６：００（除、休館日）
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
******************************************************************
■ 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をご参照ください。
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/
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