
（ご参考：2/18）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 

 

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。 

 

在シアトル総領事館では別途、月 2回の英語ニュースレター"From Japan to the Northwest"

を配信しています。こちらでは日本に関する政治・外交等の情報や当館の活動などを発信して

います。登録及び過去のアーカイブはこちらから。 

 

１．経済再開、地域経済関連ニュース 

（１）州知事 3月 21日から屋内でもマスク着用義務を解除 

 インズリー州知事は 17日、州全域の屋内でのマスク着用義務について、3 月 21日からこれ

を解除することを発表。学校、チャイルドケア施設、食料品店、バー、ジム等の多くの屋内施

設が対象となるが、医療施設や歯科医院、介護施設、刑務所、公共交通機関、スクールバス等

では引き続きマスク着用が必要となる。 

 ただし、州全域の義務に加えて、独自にマスク着用義務をかけているキング郡は現時点でマ

スク着用義務の解除を発表しておらず、今後数週間にかけて引き続き感染状況を評価するとし

ている。 

 21日から学校でマスク着用義務が解除されることから、州保健局は 3月 6日の週に、学校

向けの新たなガイダンスを提供するとしている。（17日付けシアトルタイムズ記事） 

 

（２）キング郡 3月 1日にワクチン接種の確認義務を終了 

https://www.contact.mofa.go.jp/form/pub/seattle-us-emb-japan/form02
https://www.contact.mofa.go.jp/form/pub/seattle-us-emb-japan/form02
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_en/08182021_e-newletter.html
https://www.governor.wa.gov/news-media/covid-19-trends-give-leaders-confidence-look-towards-next-phase-pandemic-response
https://www.seattletimes.com/seattle-news/health/was-mask-mandate-for-schools-businesses-to-end-march-21-inslee-says/


 キング郡の飲食店、バー、シアター、ジムなどの事業者は、3 月 1 日から利用客がコロナの

ワクチンを接種しているかどうかを確認する義務がなくなる。ただし、事業者が希望する場合

は利用客への確認を継続することができる。また、キング郡のダウ・コンスタンティン郡長、

シアトル市のブルース・ハレル市長は 2 年近くにわたりリモートワークを続けている企業に対

して、段階的にオフィスに戻るよう求め始めることを発表した。キング郡では、平均の新規感

染者数は、1 月上旬のピーク時から 82 パーセント減少している。（16 日付けシアトルタイム

ズ記事） 

 

（３）カナダ ワクチン接種を完了した人に対する入国規制の緩和を発表 

 カナダ政府はオミクロン株による感染拡大ピークが過ぎたとし、2月 28日からワクチン接種

を完了している渡航者に対し、入国規制の緩和を発表。これまでは入国前の要件として出発 72

時間以内の分子検査を受けることが義務づけられていたが、フライト搭乗前日または陸路・海

路でのカナダ到着の前日に受けた迅速抗原検査（rapid antigen test）の結果でも認められるよ

うになった。渡航者は、分子検査又は迅速抗原検査のどちらかを選択することができる。なお、

迅速抗原検査の場合、家庭用のテストキットによる検査は認められず、認可された検査機関や

医療機関でなされる必要がある。また、引き続き、渡航者はワクチンの接種証明を事前に

ArriveCANにアップロードする必要がある。 

 

（４）マイクロソフト社、エクスペディア社 シアトル圏のオフィスを再オープン 

 マイクロソフト社は 2 月 28 日からシアトル圏のオフィスを完全に再開することを発表、エ

クスペディア社はシアトルのウォーターフロントにある本部を 4月 4日からハイブリッド形式

で再開することを決めた。マイクロソフト社の建物は全ての活動に対して開かれている一方、

従業員はハイブリッド勤務を選ぶこともできる。エクスペディア社は少なくとも 50 パーセン

トの従業員が職場に戻ることを見込んでいる。（14日付けシアトルタイムズ記事） 

 

（５）シアトルの立ち退き一時停止措置 今月末で失効、来月以降は延長せず 

 シアトル市のブルース・ハレル市長は、市の住居立ち退き一時停止措置及び中小企業・非営

利商業テナントに対する立ち退き一時停止措置について、2 月末で失効し、以降の延長はない

ことを発表。市長は、コロナの新規感染者数が安定的に減少していることに加え、必要とされ

ている場所への賃貸補助に注力する必要性を理由に挙げた。賃借人や小規模の家主に対して、

2,500万ドルを分配する予定。約 12パーセントの賃借人は、家賃の支払いが遅れているとされ

ている。市は賃借人に対して、立ち退きに対する無料の弁護サービスや、大幅に賃貸料が増加

する場合の 6 ヶ月前の事前通告や、特定の場合における引っ越しの支援を含め、追加のサポー

トを行う予定。（11日付けシアトルタイムズ記事） 

https://www.seattletimes.com/seattle-news/king-county-will-end-covid-vaccine-requirements-at-restaurants-bars-gyms/
https://www.seattletimes.com/seattle-news/king-county-will-end-covid-vaccine-requirements-at-restaurants-bars-gyms/
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2022/02/government-of-canada-lightens-border-measures-as-part-of-transition-of-the-pandemic-response.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/splash-arrivecan.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_arrivecan
https://www.seattletimes.com/business/microsoft-to-reopen-washington-offices-this-month/
https://www.seattletimes.com/seattle-news/seattle-extends-eviction-moratorium-through-end-of-february/


 

（６）キング郡の賃貸支援プログラムがまもなく終了 

 キング郡は、連邦救済基金に基づく賃貸支援プログラムの資金がまもなく枯渇し、2月 28日

から新規申請の受け付けを停止すると発表。同プログラムは 2020年以降、2億 4400万ドルを

提供し、25,000世帯以上を支援してきたが、キング郡は、支援を必要とする最大 8,000の賃貸

者が同プログラムの提供を受けることができなくなると予想している。シアトル地域では、賃

貸世帯の約 13％が支払いを滞納していると推定されており、州全体での住居立ち退き一時停止

措置が解除され、賃貸支援プログラムも終了することにより、問題の長期化が懸念されている。

（14日付けシアトルタイムズ記事） 

 

（７）ワシントン州の企業 6社が「アメリカの最も働きがいがある会社」にランクイン 

 フォーブス社が発表する 2022年「アメリカの最も働きがいがある会社」ランキングに、マ

イクロソフト（15位）、コストコ（17位）、アラスカ航空（70位）等、ワシントン州の企業

6社がランクインしている。（13日付けシアトルタイムズ記事） 

 

 

２．COVID-19感染状況・ワクチン関連情報 

（１）（更新）2/16時点 ワシントン州内における変異株の感染状況 

 ワシントン州では、感染が確認されたケースのうち、少なくとも 10%について検体の精密な

検査を行っている。2 月 16 日付の州保健局の公表データ（15 日までの集計）によると、これ

までに州内で確認された変異株感染の総数は以下のとおり（括弧内の数字は 2月 9日付けデー

タからの差分）：  

 ・インド型 B.1.617.2株（デルタ株）： 37,018件（+36） 

 ・南アフリカ型 B.1.1.529株（オミクロン株）： 11,900件（+1,675） 

 ・イギリス型 B.1.1.7株（アルファ株）： 9,922件（－） 

 ・南アフリカ型 B.1.351株（ベータ株）： 272件（－） 

 ・カリフォルニア型 B.1.427／B.1.429株（イプシロン株）： 4,035件（－） 

 ・ニューヨーク型 B.1.1525株（イータ株）： 83件（－） 

 ・ブラジル型 P.1株（ガンマ株）： 2,391件（－） 

 ・ニューヨーク型 B.1.1526株（イオタ株）： 893件（－） 

 ・インド型 B.1.617.1株（カッパー株）： 46件（－） 

 ・コロンビア型 B.1.621株（ミュー株）： 181件（－） 

 ・ブラジル型 P.2株（ゼータ株）： 44件（－） 

https://www.seattletimes.com/business/real-estate/king-county-will-close-rent-assistance-program-to-new-applications-as-money-runs-out/
https://www.seattletimes.com/business/eight-washington-employers-get-high-marks-on-forbes-americas-best-employers/
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/data-tables/420-316-SequencingAndVariantsReport.pdf


 また、2 月 2 日から 8 日までの間の変異株感染の割合は、オミクロン株が 100%となってい

る。 

 

（参考）シアトル地域でのコロナ検査会場の予約サイト 

 UW Medicine運営の検査会場の検索・予約はこちら。 

 Curative運営の検査会場の検索・予約はこちら。 

 

（参考）「自身が陽性」又は「陽性者との濃厚接触」と判定された場合の推奨検疫／隔離期間 

＜自身が陽性と判定された場合の自宅待機期間＞ 

 ワクチン接種の有無に関わらず、 

・5日間は自宅待機すること 

・症状がない又は 5 日後時点で症状がなくなった場合は、5 日後から自宅待機を解除できる。

熱が有る場合は、熱が下がるまで自宅待機を延長すること。 

・その後 5日間は、マスクを着用すること 

 

＜陽性者との濃厚接触と判定された場合の検疫期間＞ 

・ブースター接種を終えている場合 

・6 ヶ月以内にファイザー社製又はモデルナ

社製の 2回のワクチン接種を終えている場合 

・2 ヶ月以内にジョンソン・アンド・ジョン

ソン社製ワクチン接種を終えている場合 

症状がなければ、10日間マスクを着用するこ

とにより、自宅待機の必要はない。5 日後に

検査を受けることを推奨。 

症状が出た場合は、検査を受けて自宅待機す

ること。 

・ワクチン未接種の場合 

・ファイザー社製又はモデルナ社製の 2回の

ワクチン接種から 6ヶ月以上経過している場

合 

・1 回目のジョンソン・アンド・ジョンソン

社製ワクチン接種から 2ヶ月以上経過してい

る場合 

5 日間は自宅で検疫し、その後 5 日間は、マ

スクを着用（自宅検疫できない場合は、10日

間のマスク着用が必要）。 

5日後に検査を受けることを推奨。 

症状が出た場合は、検査を受けて自宅待機す

ること。 

 

（２）日本のコロナ感染状況 

 日本経済新聞社が厚生労働省や各自治体の発表データをまとめたところによると、日本時間

16日に日本全国で新たに確認された新型コロナウイルスの新規感染者は 9万 1,051人で、引き

続き感染者数が多い状況。 

https://www.uwmedicine.org/coronavirus/testing?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://book.curative.com/search
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-japan-chart/


 急激な感染拡大を受けて、各地域に「まん延防止等重点措置」が適用されている。（内閣官

房ホームページ） 

＜まん延防止等重点措置＞ 

・1/9から 2/20まで： 山口県、沖縄県 

・1/9から 3/6まで（延長）： 広島県 

・1/21から 3/6まで： 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知

県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県 

・1/27から 2/20まで： 山形県、島根県、大分県 

・1/27から 3/6まで（延長）： 北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、

静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、福岡県、佐賀県、鹿児島県 

・2/5から 2/27まで： 和歌山県 

・2/12から 3/6まで： 高知県 

 

（３）2/14 州保健局 ワクチン接種情報の更新 

接種状況：2 月 14 日時点で、州全体で 12,928,492 回以上のワクチンが投与されており、これ

は州内で提供可能なワクチンの 89.1％近くに相当する。なお、現在は過去 1週間平均で 12,665

回／日の接種が実施されている。 

 また、2月 14日時点でのワクチン接種割合は以下のとおり。 
 

全州民に対する割合 5 歳以上の州民に対す

る割合 

1回目のワクチン接種完了 73.3% 77.9% 

完全なワクチン接種完了 66.5% 70.6% 

 

（４）（再掲）CDC ブースター接種の対象者 

 CDCによると、新型コロナウイルスを防ぐために 3つのワクチンがアメリカで使用が承認・

認可されており、ファイザー社またはモデルナ社のものが推奨されている。状況によっては、

ジョンソン・エンド・ジョンソン社のワクチンを接種することも可能である。 

 2月 2日時点でブースター接種の対象となっているのは次のとおり。 

 

１）ファイザー社製ワクチンを接種している場合 

接種すべき： 

 12歳以上の全ての人 

接種時期： 

 最初の一連の接種から少なくとも 5か月経過した後 

https://corona.go.jp/emergency/
https://corona.go.jp/emergency/
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/DataDashboard
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html


接種すべきワクチンの種類： 

 多くの場合において、ファイザー社製又はモデルナ社製ワクチンを推奨。12 歳から 17 歳の

人については、ファイザー社製のワクチンのみ。 

 

２）モデルナ社製ワクチンを接種している場合 

接種すべき： 

 18歳以上の全ての人 

接種時期： 

 最初の一連の接種から少なくとも 5か月経過した後 

接種すべきワクチンの種類： 

 多くの場合において、ファイザー社製又はモデルナ社製ワクチンを推奨 

 

３）ジョンソン・エンド・ジョンソン社製ワクチンを接種している場合 

接種すべき： 

 18歳以上の全ての人 

接種時期： 

 最初の接種から少なくとも 2カ月経過した後 

接種すべきワクチンの種類： 

 多くの場合において、ファイザー社製又はモデルナ社製ワクチンを推奨 

 

＜参考＞ワクチン接種予約方法 

 かかりつけ医に依頼、もしくはワシントン州、郡・市の公式ウェブサイトやドラッグストア、

医療機関のウェブサイト等で予約が可能となっています。 

予約が混みあっている場合は、ウェイトリストに登録し、空きが出ればメールで連絡が来るよ

うです。 

・ワシントン保健局ワクチン検索サイト（郵便番号を入力すると近辺の接種会場が羅列されま

す。右上の言語マークから日本語ページの選択可） 

・シアトル市 ワクチン予約サイト 

・キング郡保健局 ワクチン予約サイト 

※シアトルタイムズのこちらの記事もご参照ください。 

 

（５）ワクチン接種状況（日本および全米） 

 日本時間 2 月 18 日公表のデータ（首相官邸のホームページ）によると、合計 217,642,958

回、うち高齢者へは 66,157,547回分のワクチン接種を実施。全体のワクチン接種率は 1回以上

https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
https://seattle.signetic.com/service?lang=en
https://yourcovidvaccine.kingcounty.gov/en-US/vaccine-registration/
https://www.seattletimes.com/seattle-news/health/how-to-get-a-covid-19-vaccine-in-seattle-king-county-and-washington-state/
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html


接種済みが 80.2%、2回目の接種完了者が 79.0%、3回目の接種完了者が 12.6%となっており、

65歳以上の高齢者については 1回以上接種済みが 92.6%、2回目の接種完了者が 92.3%となっ

ている。ブースター接種については、18歳以上で、2回目の接種完了から一定の期間が経過し

た方が対象とされている（対象者やタイミングによって「一定の期間」は異なります。詳細は

こちら）。 

 なお、全米のワクチン接種状況については、2月 17日時点で、214,474,721人が接種を完了、

全人口のワクチン接種率は 1回以上接種済みが 76.1%、接種完了者が 64.6%となっており、65

歳以上の高齢者については 1回以上接種済みが 95%、接種完了者が 88.6%となっている。また、

ブースターについては 90,852,670人が接種済みであり、これは接種が完了した人のうち 43.1％

を占める。 

 

 

３．（2/15更新）シアトル－日本間のフライト情報 

※状況により変更となる場合がありますのでご注意ください。最新状況の確認やご利用の際

は、各航空会社へ直接お問い合わせください。 

 

〇 全日空： 1月 15日（土）から日本の発着先を羽田空港から成田空港へと変更し、週 1

便（土曜日発着）で運航中。3月 27日以降は、週 2便（木曜日、土曜日発着）で運航予定。

詳しくは下記HPを参照。 

https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#4 

 

～2022年 3月 26日の運航予定（注） 

運航曜日 便名 出発 到着 

土 NH178 成田発 シアトル着 

土 NH177 シアトル発 成田着（翌日着） 

注）3月 10日（木）及び 17日（木）には、シアトル発成田着（NH177便）も運航予定。 

 

2022年 3月 27日～2022年 6月 30日の運航予定 

運航曜日 便名 出発 到着 

木・土 NH178 成田発 シアトル着 

木・土 NH177 シアトル発 成田着（翌日着） 

 

〇 日本航空： 週 4便にて運航中。詳しくは下記HPを参照。 

https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/#inter 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_booster.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations_vacc-total-admin-rate-total
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#4
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/#inter


 

2021年 7月 1日～2022年 5月 31日の運航予定 

運航曜日 便名 出発 到着 

月・火・木・土 JL068 成田発 シアトル着 

月・火・木・土 JL067 シアトル発 成田着（翌日着） 

 

〇 デルタ航空： 2021/3/28以降の夏期スケジュールでは、毎日 1便運航中。2022年夏期ダ

イヤ（2022年 3月 27日～）については、現時点では未発表。 

 

 

４．イベント情報 

（１）3/2～15 宇和島屋・宮城フェア「Taste of Miyagi」及び日本酒プロモーション（宮城県

主催） 

 ２年ぶりに宮城フェアがシアトルに帰ってきます。「食材王国みやぎ」の海・山・大地が育ん

だ多彩な食材が宇和島屋に集結します。 

【日時・商品】3月 2日～15日 水産加工品、納豆、大福、日本酒など 

       3月 9日～15日 米、味噌、麺、菓子類など 

【場所】宇和島屋シアトル店（ベルビュー店でも 9日から一部商品の取り扱い予定） 

【その他】フェア期間に併せ，日系レストランで宮城県産の日本酒のプロモーションも開催。 

 

（２）（再掲） JASSW無料ウェビナービジネスアカデミー開講 

 ワシントン州日米協会は、州内の小規模事業オーナーを支援するため、専門家による実践的

な無料ビジネスウェビナーシリーズ「Small Business Empowerment Academy」が 2月 15

日より開講しました。次回は、3月 1日になります。引き続き、第一期生を募集中とのことで

す。 

 プログラムの詳細やお申し込みはこちら。 

 

（３）（再掲）2/24 JASSW “Japan Currents: Empowering Women in Japan and the USA”

の開催 

 ワシントン州日米協会は、24日に“Japan Currents: Empowering Women in Japan and 

the USA”をオンラインにて開催する。 

 プログラムの詳細や視聴お申し込みはこちら。 

 

Editor’s Note： 

https://jassw.info/event-4672851
https://japanamericasocietyofthestateofwashington.wildapricot.org/event-4640036


Who's heading back to the office in Seattle? With the fall in COVID cases and 

hospitalizations, there has been a flurry of recent announcements by employers in the area 

preparing to welcome back workers. Microsoft and Expedia both announced plans on 

Monday to fully open their corporate campuses in the coming weeks and months, and Seattle 

Mayor Harrell said in his annual State of the City address that city employees will return 

to offices in the middle of March. Yet, Seattle's largest employer Amazon has yet to announce 

a companywide return date and others including Microsoft and Expedia still plan to allow 

some remote work flexibility. 

 

 

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

（参考：在シアトル日本国総領事館） 

・毎月 11日は日本食の日（Japanese Restaurant Day）です 

・新型コロナウイルス関連情報（全般的な情報） 

・日本へ入国・帰国するすべての方へ ～日本の水際対策措置～（1月 28日更新） 

・2021年経済再開・新型コロナウイルス関係情報（11月 15日更新） 

・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月 15

日更新） 

・州保健局 新型コロナウイルス日本語ページ 

（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

https://www.seattletimes.com/business/from-amazon-to-zillow-seattle-workers-consider-getting-back-to-office-or-not/
https://www.seattletimes.com/business/microsoft-to-reopen-washington-offices-this-month/
https://www.japaneserestaurantday.com/
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00015.html
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Japan_mizugiwa.html
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/COVID-19_economy_2021.html
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/economy_coronavirus.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Japanese


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。 

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

Consulate-General of Japan in Seattle 

701 Pike Street, Suite 1000 

Seattle, WA 98101 

206-682-9107 
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