
新型コロナウイルス関連情報（２月５日） 

 

【当館の感染防止対策】 

 当館では、新型コロナウイルス感染症予防のため，館内（領事待合室を含む）において定

期的（毎日）な清掃・消毒作業に加え、必要に応じて臨時の消毒作業等も併せて実施してお

ります。 

領事窓口をご利用される来館者の皆様におかれては、待合室内の過密化防止の観点から、障

がいのある方、高齢者及びお子様に同伴する場合等を除き、各種申請やパスポート受取等の

ためにご来館される際には可能なかぎりお一人でご来館いただきますようご協力を御願い

いたします。また、窓口で使用する筆記具については可能な限りご自身の筆記具（黒色ボー

ルペン）をご持参いただきますようお願いします。 

 

【Google Mapでの当館所在地の誤表示について】 

 5 日現在、Google Map において当館の所在地が異なった場所に表示される状態が確認さ

れています。当館では既に Google社に誤表示について連絡をし、修正を依頼しております

が、現時点では修正されていません。 

 当館は Park Avenue の 48 丁目と 49 丁目の間の東側（グランドセントラルステーション

を背にパークアベニューに立った場合右手側）のビルの 18 階及び 19 階になります。もし

Google Map で当館の所在地がパークアベニューの 48丁目と 49丁目の間に表示されていな

いようであれば誤表示ですのでご注意ください。 

当館住所は以下のとおりです。 

299 Park Avenue, 18th Floor, 

New York, NY 10171 

 

【州政府等による措置等のポイント】 

（ニューヨーク州）クオモ知事のメッセージ（２月１日～２月５日） 

・２月５日、2 月 15 日以降にワクチン接種の対象となる併存疾患および基礎疾患のリスト

を発表。ガン、慢性腎臓病、肺疾患等をお持ちの方は、2 月 15 日からワクチン接種の対象

となります。以下より、疾患の詳細リストをご確認ください。 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-list-comorbidities-

and-underlying-conditions-eligible-covid-19-vaccine 

・２月３日、ヤンキースタジアムに、ブロンクス在住者向けの予約制ワクチン接種サイトを

2月５日にオープンすると発表。 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-and-mayor-de-blasio-announce-

mass-vaccination-site-yankee-stadium-open-friday 

・２月 3日、今週、教会、コミュニティセンター、公営住宅団地、文化センター等３５カ所
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に予約制ワクチン接種サイトを開設すると発表。 

詳しい場所は以下のサイトからご確認ください。 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-35-community-based-

pop-vaccination-sites-coming-online-week-provide 

 

（ニュージャージー州）マーフィー知事のメッセージ（２月１日～２月５日） 

・２月３日、NJ州は２月５日（金）午前８時より、レストランの店内飲食、カジノやジムな

どのレクリエーション施設、理髪店、ネイルサロン等の屋内の収容率の上限を２５％から３

５％に緩和することを発表。また、店内飲食について、夜１０時から午前５時の間は営業停

止とする旨の行政命令も州として無効とすることを発表。ただし、地元自治体は必要に応じ

て、店内飲食等の必要不可欠でない業種の屋内営業に関し、夜８時から午前５時の間、営業

停止の措置を執ることができる旨発表。冠婚葬祭や政治・宗教的行事についても、屋内の収

容率の上限を２５％から３５％に緩和。３５％に満たない場合でも上限は１５０人までと

することを発表。 

https://nj.gov/governor/news/news/562021/approved/20210203a.shtml 

・２月５日、マーフィー知事はレストラン等が歩道等を活かして屋外飲食スペースを拡大で

きるようにする法案に署名。 

https://covid19.nj.gov/faqs/announcements/all-announcements/governor-murphy-

signs-legislation-to-expand-outdoor-dining 

・２月５日、州内のウイルス検査場の情報を更新。詳細は以下サイトをご参照ください。 

https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/testing-and-treatment/where-can-i-

find-a-list-of-public-testing-locations-how-can-i-access-free-covid-19-testing-

or-treatment 

 

（デラウェア州）カーニー知事のメッセージ（２月１日～２月５日） 

・２月４日、DE州は２月１２日（金）午前８時より、レストランの店内飲食、店舗、ジム等

の屋内の収容率の上限を消防法上定められている収容制限の５０％まで緩和する旨発表。

ただし、引き続き、建物内でソーシャル・ディスタンシング等感染予防措置を徹底するよう

呼びかけ。 

https://news.delaware.gov/2021/02/04/governor-carney-issues-update-to-omnibus-

covid-19-emergency-declaration/ 

 

（ウェストバージニア州）ジャスティス知事のメッセージ（２月１日～２月５日） 

・２月１日、今週、州内全５５郡でワクチンに関する無料相談所を開設すると発表。６５歳

以上の州民が利用可能。 

https://governor.wv.gov/News/press-releases/2021/Pages/COVID-19-UPDATE-Gov.-
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Justice-announces-free-vaccination-clinics-to-be-held-in-all-55-West-Virginia-

counties-this-week.aspx 

 

（プエルトリコ準州）ピエールルイシ知事のメッセージ（２月１日～２月５日） 

・２月４日、感染拡大防止に関する行政命令を更新。夜間の外出禁止を午前０時から午前５

時までに 1時間短縮し、商業活動は１時間延長し午後１１時まで可能とするとともに、定員

の５０％を上限とする（ただし、レストランは引き続き定員の３０％を上限とする）。本命

令は２月８日（月）から３月１４日（日）まで有効。 

https://www.fortaleza.pr.gov/content/gobernador-anuncia-cambios-la-orden-

ejecutiva-por-covid-19 

 

（米領バージン諸島）ブライアン知事のメッセージ（２月１日～２月５日） 

・２月１日、新型コロナウイルスワクチンの接種対象者からの接種予約を受け付けるホット

ラインを設置したことを発表。電話番号は 340-777-8227 (VACS) で、受付時間は月曜～金

曜の午前８時３０分から午後３時まで（対応言語は英語とスペイン語）。なお、接種予約は

下記ウェブサイトからも可能。 

http://www.vitema.vi.gov/ 

・２月１日、スーパーボウルが開催される２月７日（日）に限り、レストラン・バーにおけ

るアルコール類の販売時間を深夜０時まで、営業時間を午前１時までそれぞれ延長するこ

とを認める旨発表。 

https://www.vi.gov/vitema-announces-vaccination-hotline-health-operating-pop-up-

sites-for-free-covid-19-testing/ 

 

【感染者数等に関する情報】 

２月５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  １，４４９，４９５名、 死者数   ３５，９２０名 

 ニューヨーク市： 感染者数     ６１７，１６８名、 死者数   １８，７０２名 

https://covid19tracker.health.ny.gov/views/NYS-COVID19-Tracker/NYSDOHCOVID-

19Tracker-Map?%3Aembed=yes&%3Atoolbar=no&%3Atabs=n 

・ニュージャージー州：感染者数   ７１３，３２４名、 死者数   ２１，８８６名 

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

・ペンシルベニア州：感染者数    ８６１，６７４名、 死者数   ２２，２３９名 

https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Cases.aspx 

・デラウェア州：感染者数      ７９，５４６名、 死者数   １，１９１名 

https://coronavirus.delaware.gov/ 
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・ウエストバージニア州：感染者数 １２３，６４１名、 死者数   ２，１００名 

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 ７４，４０４名、 死者数 １，９４７名 

https://portal.ct.gov/Coronavirus/COVID-19-Data-Tracker 

・プエルトリコ：感染者数     １６５，５０１名、 死者数   １，８６７名 

http://www.salud.gov.pr/pages/coronavirus.aspx 

・バージン諸島：感染者数       ２，４４９名、 死者数      ２４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 

・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：212-

371-8222） 

 

【ご来館にあたっての留意点】 

◎当館では新型コロナウイルスの影響下においても、在留邦人の皆様に可能な限り安全に

領事業務を継続的に御利用いただけるよう、ニューヨーク州及び市当局のガイドライン等

を踏まえて、待合室内の過密化防止の観点から予約制をとっておりますのでご留意くださ

い。 

◎ 限られた人員での対応となりますので、急を要しない案件については、後日、状況が落

ち着いてからご来館をいただきますよう、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。 

１ 領事窓口の業務日 

月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日（除、休館日） 

２ 受付時間 

０９：３０ － １３：００ 

（ビザ申請受付：１２：００－１３：００、ビザ交付：９：３０－１２：００） 

３ ご来館にあたり事前予約を必要とする手続 

パスポートの申請、戸籍・国籍関係の届出、在留証明等の各種証明の申請、ビザの申請。 

なお、（申請後の）パスポートの受け取り、ビザの受け取り、在留届のご提出、在外選挙人

名簿への登録申請等につきましては予約の必要はありませんので上述の窓口時間に来館可

能です。 

４ 予約方法・予約専用電話番号 
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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、予約は一元的かつリア

ルタイムに受け付ける必要があることから、予約専用電話のみにて対応させていただきま

す。 

予約専用電話番号： 

当館代表電話（（２１２）３７１－８２２２）につながり次第、日本語案内の１を押さずに、

次の内線番号を押してください。 

パスポート、証明、戸籍・国籍関係： 内線４８６ 

ビザ関係：             内線４９２ 

予約受付時間： 月曜日－金曜日の０９：３０－１６：００（除、休館日） 

５ 予約受付時間 

月曜日－金曜日の０９：３０－１６：００（除、休館日） 

予約専用電話は、できるだけ多くのお電話に対応できるようにするため、各手続きの詳細に

ついてのご案内はできかねますので、あらかじめご理解をお願いいたします。 

現在、予約については限られた窓口業務時間内での対応となるため２週間先の予約まで埋

まる傾向にあります。このため予約をされる際には余裕を持った申し込みをお願いいたし

ます（予約は５週間分の予約を受け付けております）。お急ぎの事情がある場合には予約の

際にご説明ください。 

なお、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。 

６ 補足 

（１）急を要しない案件（パスポートの有効期間が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お願いします。 

（２）窓口で使用する筆記具について、可能な限りご自身の筆記具（黒色ボールペン）をご

持参いただきますようお願いします。 

（３）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階において

検温を実施しております。万が一体調が悪い場合にはご来館をお控えください。 

 

【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 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
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・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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