（ご参考：2/12）日系企業・レストラン向け COVID-19 関連情報（在シアトル総領事館）

ワシントン州日系企業・団体・レストラン関係者の皆様
いつもお世話になっております。在シアトル日本国総領事館経済班です。
本日の参考情報を以下のとおりお知らせします。
現在の危機的状況に鑑み、このニュースレターでは、多くの方にご利用いただける有益な情報
の提供があった場合、情報元を示して掲示しています。なお、このことは、総領事館として、
情報元の団体・個人をいかなる意味でも宣伝・推薦するものではないことを申し添えます。
本ニュースレターを追加で受け取りたい方が周りにいらっしゃいましたら、こちらの登録フォ
ームをご紹介ください。また、当地日系企業等に周知できる有益な情報などございましたらお
知らせください。館内で確認し、公平・中立の観点から適切なものを本ニュースレター等で共
有させていただきます。
【参考：在シアトル日本国総領事館：新型コロナウイルス危機の影響を受ける中小企業・
NPO・労働者への支援策一覧（12/15 更新）、経済再開情報（新型コロナウイルス関係）（2/1
更新）、新型コロナウイルス関連情報（全般的な情報）、州保健局 新型コロナウイルス日本
語ページ】
・２０２０年日系企業実態調査にご協力をお願いします（オンラインでも回答可、所用時間５
分程度）
・毎月 11 日は日本食の日（Japanese Restaurant Day）、日本食フォトコンテストも実施中！

１．経済再開・企業支援情報
（１）2/11 州知事

経済再開フェーズの更新

インズリー州知事は 11 日（木）、ワシントン州の経済活動再開ロードマップ（"Healthy
Washington" Roadmap to Recovery）について、5 つの新たな地域がフェーズ２移行への条件を
満たすと発表した。5 つの地域は以下のとおり。
○北地域：アイランド郡、サンフアン郡、スカジット郡、ワットコム郡

○北中央地域：シェラン郡、ダグラス郡、グラント郡、オカノガン郡、
○北西地域：クララム郡、ジェファーソン郡、キットサップ郡、メイソン郡
○東地域：スポケーン郡、アダム郡、アソーティン郡、フェリー郡、ガーフィールド郡、リン
カーン郡、ペンド・オーレイル郡、スティーブンズ郡、ウィットマン郡
○南西地域：クラーク郡、コウリッツ郡、クリキタット郡、スカマニア郡、ワキアクン郡
上記 5 つの地域のフェーズ２への移行は，14 日（日）から適用される。
また、既にフェーズ２へと移行している中央（ピュージェット湾）地域（キング郡、ピアー
ス郡、スノホミッシュ郡）及び西地域（グレイズハーバー郡、ルイス郡、パシフィック郡、サ
ーストン郡）については、引き続きフェーズ２にとどまるとされた。
これにより，フェーズ１にとどまるのは南中央地域（ヤキマ郡、ワラワラ郡、ベントン郡、
コロンビア郡、フランクリン郡、キティタス郡）のみとなる。
https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-announces-five-regions-progress-phase2
（２）2/10 州保健局 ワクチン情報の更新
・接種状況： 2 月 6 日の時点で、州全体で 940,000 回以上のワクチンが投与されており、こ
れは、プロバイダーや介護プログラムに提供された 1,195,207 回分のワクチンの 80％近くに相
当する。現在、ワシントン州のワクチン接種は平均 26,857 回／日となっている（目標は 47,00
回/日）
。
・2 回目接種： 2 回目のワクチン接種について混乱が見られたことから、州保健局は、最初の
ワクチン接種を受けるすべての人が 2 回目の接種を受けることを保証するとしている。2 回目
の接種は、可能な限り以下の推奨される間隔で実施される必要がある：
Pfizer-BioNTech ワクチン： 3 週間又は 21 日間隔
Moderna ワクチン： 1 ヶ月又は 28 日間隔
・ワクチン供給状況： 440,000 回分以上（281,100 回の初回接種、165,750 回の 2 回目接種）
の需要に対し、連邦政府から受け取った量は 20 万回強で、半分以下となっている。ただし、州
保健局は、連邦政府からの Pfizer ワクチン及び Moderna ワクチン両方の配布量が今後数週間
から数か月の間で増加する見込みであるとしている。
また、Johnson&Johnson ワクチンの進捗について、先週の木曜日、同社は、ワクチンの緊急使
用許可（EUA）の申請書を米国食品医薬品局（FDA）に提出したと発表しており、FDA が 2 月末ま
でに EUA を決定する可能性があるとしている。
https://www.doh.wa.gov/Newsroom/Articles/ID/2608/COVID-19-vaccine-distribution-

update-from-the-Washington-State-Department-of-Health
なお、現在ワクチン接種はフェーズ 1B Tier１で、高いリスクのある医療関係者等（フェーズ
1A 対象者）に加え、65 歳以上のすべての方、複数世代の家族と住んでいる 50 歳以上のすべて
の方が接種対象となっている。
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/vaccine
（３）（再掲）州保健局の日本語情報 COVID-19 用のワクチン接種について
現在、米国内では２種類のワクチンが開発されており、いずれの接種も連邦政府が負担し無料
で提供される。ワクチンは３～４週間の間隔で２回接種が必要。現在、高いリスクにさらされ
ている方々へ優先的に接種を行っている。
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/GettingVaccinatedJapanese.pdf
ワシントン州保健局は、以下リンクにおいて、ワクチン情報含む COVID-19 の情報を適宜日本語
で提供していますのでご覧ください。
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Japanese
（４）CDC 二重マスク・タイトフィットの推奨
CDC（米国疾病予防管理センター）は 10 日、マスクに関する新たな調査結果を発表し、以下の
2 つの対策を実施することにより、感染対策を強化できるとしている：
・二重マスク：不織布（サージカル）マスクの上に布マスクをする
・タイトフィット：不織布（サージカル）マスクの耳紐で結び目を作り、顔にしっかりフィッ
トさせる
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm

２．その他参考情報（ジェトロビジネス短信）
『バイデン米大統領、習国家主席と初の電話会談、不公正な経済慣行や威圧的行為に懸念表明』
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/02/eb7831e3d4307fa6.html
『米国移民局、H-1B 就労ビザ選考方法変更の施行日を 12 月 31 日に延期、パブコメを 3 月 10
日まで募集』
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/02/a450bd0e6da6d33b.html

『米議会予算局、政権公約の最低賃金引き上げで 140 万人の雇用減と試算』
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/02/7d76fe03f4af8281.html
『中小企業の約 9 割で売り上げが「新型コロナ前」に戻らず、米 FRB レポート』
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/02/11c352b42398d3a3.html
『米議会、バイデン大統領の経済対策案を含む予算決議案を可決』
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/02/a940611066a981b7.html
『1 月の米失業率 6.3％に改善、雇用者数は 4 万 9,000 人増』
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/02/a339c96fd48d83ce.html
『米ヒューストンで、気候変動テック支援施設の建設進む』
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/02/b712bfd33e28ae03.html

３．ウェビナー情報
（１）シアトル総領事館関連無料ウェビナー

○3/3 和心会オンライン講演会「百人一首 中世和歌の世界」
（Hyakunin Isshu and the
world of Japanese medieval poetry）
ワシントン大学の日本古典文学専攻のポール・アトキンス教授が、百人一首を題材に、日本
の中世和歌の魅力や歴史等について解説するオンライン講演会が開催されます。
日時：3 月 3 日（水） 19 時～20 時 30 分（PST）
申込み：https://events.uw.edu/event/628b6792-c52e-416d-81d8-9c23654c35d8/summary

○（再掲）2/16-17 AI "Online" Meetup 16.0
オンライン AI ミートアップは、各 1 時間で 2 日間にわたり、10 社の最先端スタートアップ
によるピッチをライブで見ることができます。
日時：２月 16 日（火）
、17 日）
（水） 16 時～17 時（PST） ※日本時間 17・18 日９時～10 時
申 込 み ： https://www.eventbrite.com/e/ai-online-meetup-160-feb17wed-18thu-jst-feb16tue-17wed-pst-tickets-135452906289
※各講演は基本的に英語ですが、スタートアップのピッチ毎の解説などで一部日本語の説明が
あります。

○（再掲）2/18

ウェビナー：日・米国ワシントン州

気候変動対策としての森林保全及

び木材製品利用・木造建築
日本とワシントン州における（1）持続的な森林管理とカーボンニュートラル（2）森林・林
業・木材産業分野での各政府の地球温暖化対策の取組み・事例、
（3）木造建築物事例をご紹介
するウェビナーを実施します。
日時： 2 月 18 日（木）17 時～18 時 30 分（PST）※日本時間 2 月 19 日（金）午前 10 時～11 時
30 分
詳細・申込み：https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/woodwebinar2021.html
※ウェビナーは英語で進められますが、日本語の資料・同時通訳をご用意する予定ですので日
本からのご参加もお待ちしております。
※在シアトル日本国総領事館主催・ワシントン州商務局共催・林野庁後援事業
引き続きよろしくお願いいたします。

*************
（注意点）
本情報は、ワシントン州の主要な行政機関や団体のウェブサイトの情報をもとに、その時点にお
ける当地日系企業・NPO・邦人労働者に役立つ情報を、皆様のご参考として迅速に日本語で届ける
目的で発信しているものです。法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきもの
ではありません。実際の申請等にあたっては、該当するウェブサイトで最新の情報や詳細を直接ご
確認ください。なお、当館として個別企業の申請書作成等の支援は出来かねますのでご容赦くださ
い。
（免責）
本メール又は当館情報に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰
的損害および利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因
に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いません。
（領事メールについて）
当館では外国に３ヶ月滞在される在留邦人に対し、旅券法に基づく在留届、帰国・転出等の届出
をお願いしております。本届けでメールアドレスをご登録いただいた方に対して、コロナに関する
情報や各種安全情報を領事メールにてお送りしておりますほか、緊急時の安否確認を当館から行う
ためにも必要なものですので是非ご協力ください。詳細はこちらをご覧ください。
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/zairyu.html
（Unsubscribe:本日系企業支援関係メールについて）

当館が把握しておりますワシントン州日系企業にお送りしております。今後、本メールが不要な
方はその旨ご返信をお願いいたします。

*************
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