（ご参考：2/19）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）2/14 州知事

経済再開フェーズの更新

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、インズリー知事は 14 日、一つだけフェーズ１にとどまるとしていた南中央地域（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）について
も、病院からの報告漏れを正した結果、フェーズ２に進むことを明らかにした。

これにより、ワシントン州のすべての地域でフェーズ２に進むこととなった。
（２）2/15 ダーカン・シアトル市長による施政方針演説
ダーカン・シアトル市長は 15 日、本年の施政方針演説の中で、以下の方針を発表した。
・市内の全ての地域に集団接種の会場を設け、シアトル市在住の 70%の大人に対するワクチン
接種を、全米のどの市にも先駆けて達成すること
・路上生活者のためのシェルターや低所得者層向け住宅の確保、警察による市内警備の見直し
等により公共の安全に取り組む他、黒人を始めとするその他有色人種のコミュニティの保健及
び復興のために約 1 億ドル規模の予算を充てて不公平性に対処すること
なお、同市長は昨年 12 月、本年予定されている市長選への不出馬を表明しており、今回が同
市長にとって最後の施政方針演説となった。
https://durkan.seattle.gov/2021/02/at-fourth-state-of-the-city-address-mayor-jennydurkan-discusses-plan-for-equitable-vaccine-distribution-and-the-vision-for-seattleon-the-other-side-of-the-pandemic/
（３）2/18 ワシントン州 失業手当の新規申請が６週連続で減少
米国全体として新規の失業手当申請が今も増加するなか、ワシントン州では 6 週連続で減少
している。先週のワシントン州における同申請は 13,607 件と、先々週から 13 パーセント低下
した（米国全体では 861,000 件で同 1.5 パーセント上昇）
。しかしながら、前年同期との比較で
は、ワシントン州における失業手当の新規申請は 2 倍以上である。
また、失業手当全体の申請数は、447,412 件で先々週から 7.3 パーセント低下した。12 月の
ワシントン州の失業率は 7.1 パーセントで、米国全体の同 6.7 パーセントを上回った。2020 年
3 月以来、100 万人以上のワシントン州民が総額 148 億ドル以上の失業手当を受給し、同手当の
約 3 分の 2 を連邦政府が拠出した。
https://www.seattletimes.com/business/economy/jobless-claims-in-washington-statefall-for-sixth-week-in-a-row/

２．ワクチン関連情報
お詫び： 先週 2/12 にお送りしたニュースレターにおいて、ワシントン州の 1 日のワクチン
接種目標を 47,000 回と記載しておりましたが、45,000 回の誤りでした。お詫びして訂正させ
ていただきます。
（１）2/17 州保健局 ワクチン情報の更新

・接種状況：2 月 15 日の時点で、州全体で 1,201,120 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 1,294,500 回分のワクチンの 82.64％に相
当する。現在、ワシントン州のワクチン接種は平均 26,204 回／日となっている。
・配送状況：2 月 18 日の州保健局発表によると、冬の悪天候の影響により Pfizer 及び Moderna
ワクチンの配送に遅延が生じており、今週中はこの影響が続くと予想されている。
https://coronavirus.wa.gov/news/covid-19-vaccine-distribution-update-washingtonstate-department-health-5
（２）2/10 CDC 発表 ワクチン接種完了後の自己検疫について
CDC（疾病予防管理センター）は、2 回のワクチン接種を完了後、3 つの条件をすべて満たし
ている場合、新型コロナウイルス感染者と接触しても検疫の必要はないと発表。条件は以下の
とおり。
（1）接種が完全に終わっている（2 回目の接種後少なくとも 2 週間が経過している）
（2）最終の接種後 3 か月あるいは 90 日以内である
（3）無症状である
（３）ワクチン提供機関検索サイトの開設
ワシントン州内でワクチン接種が可能な医療機関を検索できるワンストップのウェブサイト
（WA COVID ワクチンファインダー）が開設された。当サイトはボランティアが運営している
が、州保健局はこのプロジェクトを支持している。ただし州内ではワクチン供給そのものが需
要に追いついていないため、現時点では接種可能な医療機関が限られている。
（４）日本におけるワクチン接種の開始
2 月 17 日より、日本において約４万人の医療従事者を対象とするファイザー社製ワクチンの
先行接種が開始された。現時点では、接種順位の上位として、まず新型コロナウイルス感染症
患者等に直接医療を提供する施設の医療従事者等、次に高齢者、次いで基礎疾患を有する者や
高齢者施設等の職員が優先されることとされている。
詳細は、厚生労働省が引き続き検討しており、令和３年前半までには全国民に提供できるワ
クチンの数量を確保することが目指されている。
※ワクチン接種情報については、今後もこのニュースレターでも状況をお伝えしていきます。
参考：厚生労働省ワクチン接種についてお知らせページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00218.html

（５）（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

２．主要航空会社運航状況
本日時点での、日本－シアトル間で直行便を運航する航空会社の運航状況をお知らせしま
す。ただし、状況により変更となる場合がありますので、ご利用の際は、各航空会社の HP 等
で最新の状況をご確認ください。
〇全日空： 2021 年 4 月 18 日までの東京(羽田)-シアトル便の運休を発表。ただし、下記の
日程のみ運航予定。詳しくは下記 HP を参照。
日時（現地時間）

便名

出発

到着

3 月 13 日（土） NH118

羽田発 21:05

3 月 13 日（土） NH117

シアトル発 15:40

3 月 20 日（土） NH118

羽田発 21:05

3 月 20 日（土） NH117

シアトル発 16:40

3 月 27 日（土） NH118

羽田発 21:05

3 月 27 日（土） NH117

シアトル発 16:40

4 月 4 日（日）

NH118

羽田発 21:05

4 月 6 日（火）

NH117

シアトル発 16:40

シアトル着 13:10
羽田着 19:00 +1

シアトル着 14:10
羽田着 19:00 +1

シアトル着 14:10
羽田着 19:00 +1

シアトル着 14:15

4 月 18 日（日） NH118

羽田発 21:05

4 月 20 日（火） NH117

シアトル発 16:40

羽田着 19:00 +1

シアトル着 14:15
羽田着 19:00 +1

※4 月 6 日及び 20 日の便は、2 月 18 日に追加発表されたもの。
※シアトル発便の日本着は、翌日の到着
※3 月 14 日以降の便は、デイライト・セービング・タイム（夏時間）でのスケジュール。
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#4

〇日本航空： 2021 年 2 月末まで東京(成田)-シアトル便を運休中だが、2021 年 3 月 1 日より
週 3 便に減便して運航を再開、現時点で 5 月末までの運航計画が発表されている。詳しくは下
記 HP を参照。
https://www.jal.co.jp/cms/other/ja/weather_info_int.html
運航曜日

便名

出発

到着

火・木・土

JL068

成田発 シアトル着

水・金・日

JL067

シアトル発

成田着

〇デルタ航空： 2021/3/27 までの冬期スケジュールでは、週４便（日本発:月水金土/米国
発:火木金日）へ減便した上で運航中。2021/3/28 以降の夏期スケジュールでは、毎日 1 便運
航することが発表されている。詳しくは下記 HP を参照。
https://news.delta.com/delta-brings-back-more-flights-across-atlantic-and-pacificwinter-and-summer-2021-JP
＜参考＞
・CDC により、2021 年 1 月 26 日以降、米国への入国（空路）には、米国行きフライト出発前
3 日以内に取得した新型コロナウイルスの陰性証明の提出が求められています。詳細は当館以
下ページをご覧ください。
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00041.html

３．その他参考情報（ジェトロビジネス短信）
『米上院、トランプ前大統領に無罪評決、今後は司法による追及の可能性も』
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/02/b1d2b393fd5b923c.html
『トヨタ自動車、2025 年までに米国で新車の 4 割電動化を目標』
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/02/37d713b386c194c1.html
『米議会予算局、2021 年度の財政赤字は 2.3 兆ドル、債務残高は 22.5 兆ドル見込みと試算』
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/02/9b7f56ab2955eb18.html

４．ウェビナー情報
（１）ジェトロ WEB セミナー・アーカイブ

〇新政権下のビザ動向解説ウェビナー（米国）
トランプ前政権は公約していた移民政策を推進し、厳しい規制を導入してきましたが、バイ
デン新政権発足でビザを取り巻く環境はどう変化するのか関心が寄せられています。そこでジ
ェトロ・ニューヨークが、移民法に詳しい弁護士を招き、米国政府による最新の移民政策、ビ
ザ動向を解説するウェビナーが開催されました。
URL：https://www.jetro.go.jp/biz/seminar/2021/1bbafacb91bcd1da.html
収録日：2021 年 2 月 3 日
視聴時間： 1 時間 5 分
○バイデン政権における通商政策の展望（米国）
2021 年 1 月 20 日、バイデン政権が誕生しました。新政権の通商政策の基本的方向性を理解
しておくことは極めて重要です。
本ウェビナーの第一部では、トランプ政権の通商政策を振り返るとともに、バイデン政権に
も引き継がれるであろう部分を中心にトランプ政権の通商政策について説明されました。第二
部では、米国で著名な通商政策の専門家であるフィル・レビー氏を迎え、新政権の通商政策の
優先事項にかかる予測とともに、新政権の通商政策チームの特徴などについて説明されました。
URL：https://www.jetro.go.jp/biz/seminar/2021/0921f78e992f4feb.html
収録日：2021 年 2 月 2 日
視聴時間： 1 時間 29 分
（２）シアトル総領事館関連無料ウェビナー

○2/21 JIA Foundation ウェビナー 「石川領事に聞く『コロナ禍のワシントン州経済活
動・日本食の日について。そして、ワシントン州と日本』」
当館石川領事が、ワシントン州経済再開情報や、新しい試みである「日本食の日」
・日本

産食材サポーター店制度、昨今の日本とワシントン州の関係等についてお話します。
日時：2 月 21 日（日） 10 時 30 分～11 時 30 分（PST）
参加：無料
申込み：2 月 20 日（土）までに、下記メールアドレスへお申し込みください。
info@japaneseinamerica.org
○（再掲）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
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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