
（ご参考：6/24）経済関係ニュースレター（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。 

 

本ニュースレターでは、当地の日系企業・団体、レストラン関係者の皆さまを含む在留邦人の

方々へ、当地経済や日米関係等のニュースを「経済関係ニュースレター」として配信するもの

です。今後の配信を希望されない場合は、件名に「ニュースレター配信解除」と記入の上、こ

ちらまでメールを返送ください。 

 

本日の参考情報を以下のとおりお知らせします。 

 

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。 

 

都合により、来週はニュースレターの発行をお休みさせていただきます。 

 

１．経済再開、地域経済関連ニュース 

（１）最高裁による中絶の権利を認めない判決を受け、州内各地で抗議などの動き 

 連邦最高裁が 24日、中絶の権利を認めた 1973年のロー対ウェイド事件判決を覆す判決を下

したことで、これに抗議するデモがピュージェット湾地域の各地で予定されている。今回の判

決により、各州が中絶を制限または禁止する法律を制定する可能性がある。（24 日付けシアト

ルタイムズ記事①、②） 
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（２）シアトル市のジャンプスタート給与税 控訴裁判所により支持 

 ワシントン州の控訴裁判所は、シアトル市によるジャンプスタート給与税をキング郡上級裁

判所が認めた昨秋の決定を支持した。同税は、2021 年において既に 231 百万ドルの税収を上

げ、住宅や社会プログラムへの資金に充てられた。シアトル・メトロポリタン商工会議所は 2020

年、同税を違憲な所得税だとして訴訟を起こしていた。商工会は、州の最高裁判所に控訴する

可能性もある。ジャンプスタート給与税は、シアトルで操業している、給与支払い総額が少な

くとも 7百万ドルの企業を対象にしたもので、15万ドル以上の年収がある従業員に対して支払

われる給与や賃金の 0.7 パーセントから 2.4 パーセントの間の税金を支払うことを課したもの

である。（21日付けシアトルタイムズ記事） 

 

（３）シアトルにおけるライトレールの安全性 

 サウンドトランジット交通のライトレール線路は、その大半が、ガイドラインに沿って、地

下や高架といった車両や歩行者から離れた場所に建設された。しかしながら、サウスシアトル

の 4マイルにわたるライトレール区間は、交通量の多い幹線道路沿いに設置され、2009年の運

行開始以来に発生した 168件の事故のうち 140件が車両、歩行者及びその他の物品を巻き込ん

だものである。同区間では、踏切間の距離があり歩行者の待ち時間が長いこと、また通行車両

にとっては左折が多いこともあり、その他の区域よりも事故の確率が格段に高い。サウンドト

ランジット交通では、対策として安全標識を増やし、列車の減速を検討しているものの、線路

を地下や高架に設置するには、周辺地域の拡張工事を続けている同交通局にとって、予算面で

の問題がある。（19日付けシアトルタイムズ記事） 

 

（４）高速 99号線建設に関する訴訟問題 

 高速 99 号線の建設中に故障した掘削機バーサの修理費をめぐる訴訟において、ワシントン

州控訴裁判所は、先週、原告のワシントン州交通局が請負業者の STPに 3億ドルを請求する下

級裁判所の判決を支持した。これを受け、STPは、州の最高裁に控訴する可能性がある。同掘

削機は日立造船製で、2013年にトンネル掘削中に故障したが、STP側は、地下に残っていた小

型のパイプが故障の原因であり州に責任があると訴えたものの、判決では、パイプによる損害

は顕著ではなく、州側に責任はないとした。（17日付けシアトルタイムズ記事） 

 

（５）アマゾン社のベルビュー市での業務拡大 

 ベルビュー市における過去 7年間の雇用数が 1万となったアマゾン社では、同市をはじめと

するイーストサイドを中心にシアトル地区での業務拡大を見込んでいる。同社では、今後数年

のあいだにベルビュー市での従業員数を計 2 万 5000 名に拡大することを予定している。（20
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日付けシアトルタイムズ記事） 

 

（６）スターバックス シアトル店舗での最新情報 

 「ヘリテージ・マーケット」のキャンペーンの一環として、スターバックス社はシアトルダ

ウンタウンにある３つのカフェを改装し、「過去」、「現在」、「未来」を祝することを発表した。

パイク・プレイス・マーケットにある同社の一号店を「過去」を象徴するよう改装し、ファー

スト・アベニュー／パイク・ストリートにある店舗、そしてファースト・アベニュー／ユニバ

ーシティ・ストリートにある店舗はそれぞれ「現在」「未来」をそれぞれ表すことになる。（ス

ターバックス社ウェブサイト） 

 

（７）その他、ジェトロビジネス短信記事より 

・6/24付け 三菱重工、米グリーン水素のエレクトリック・ハイドロジェンへ出資 

・6/23付け 米インフレ状況は危機的と 6割弱が回答、大学世論調査 

・6/23付け バイデン米大統領、連邦ガソリン税の一時停止を議会に要請、9月末まで 

・6/23 付け 米主催のエネルギー・気候主要経済国フォーラム開催、COP27 に向け協調呼び

掛け 

・6/22付け 米環境保護庁、有機フッ素化合物 PFASに関するガイドライン発表、今秋に新規

制公表へ 

・6/22 付け 米 NY で東海岸最大規模の食品展示会、ジャパンパビリオンに日本企業 28 社出

展 

・6/20付け 三菱パワー、米社などと世界最大規模の水素燃料混焼実証に成功 

 

 

２．COVID-19感染状況・ワクチン関連情報  

（１）州内の感染状況（ワシントン州保健局ウェブサイトより） 

感染数（10万人当たり） 226.9（高い）（6/7～6/13の 7日間平均。前週

比－35） 

新規入院者数（10万人当たり） 7.2（6/9～6/15の 7日間平均。前週と同値） 

死亡数（10万人当たり） 0.61（前週比＋0.03） 

新型コロナウィルス患者の病床占有率 9％（中程度）** 

* 10万人当たりの感染数が 0～9.99の場合「低い」、10～49.99の場合は「中程度」、50～99.99

の場合は「相当程度」、100以上の場合は「高い」と分類されている 

** 病院占有率が 5%未満の場合「低い」、5%以上 10%未満の場合は「中程度」、10%以上 15％

未満の場合は「相当程度」、15%以上の場合は「高い」と分類されている 
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（参考）キング郡の感染状況（キング郡ウェブサイト（COVID-19コミュニティレベル、COVID-

19ダッシュボードより） 

感染数（10万人当たり） 312.8（6/12～6/18 の 7 日間平均。前週比－

1.8） 

入院数（10万人当たり） 4.5 （6/11～6/17の 7日間平均。前週比－1） 

死亡数（10万人当たり） 1.3 （過去 14日平均。前週比＋0.1） 

新型コロナウイルス成人患者の病床占有率 8.2% （6/15～6/21 の 7 日間平均。前週比＋

0.6%） 

新型コロナウィルスコミュニティレベル*** 中程度 

*** CDC のガイドラインに基づく分類。新規感染数と病床占有率のデータを基に、「低い」「中

程度」「高い」の 3つに分類される 

 

（２）生後６ヶ月以降の幼児を対象とした新型コロナウイルスワクチン 接種可能に 

 ワシントン州内において、今週、５歳未満の子どもを対象とした新型コロナウイルスのワク

チン接種が開始された。先週後半、FDA と CDC が生後６か月以上の幼児を対象にしたモデル

ナ社とファイザー社の両方のワクチンを承認した。なお、ファイザー社のワクチンは生後６ヶ

月から４歳が、モデルナ社のワクチンは生後６ヶ月から５歳が対象である。５歳から１７歳を

対象としたファイザー社のワクチンは既に承認されており、連邦と州は６歳から１７歳を対象

としたモデルナ社のワクチンを先週承認した。（州知事室プレスリリース、21 日付けシアトル

タイムズ記事） 

 

＜シアトルエリアにおける保護者向けのリソース＞ 

シアトル子ども病院ページ 

シアトル・キング郡公衆衛生局ページ 

ワシントン州保健局ワクチン・ロケーター 

 薬局では今週からワクチンが提供される見込みであるものの、3 歳以上の子どもに限定され

る可能性があります。 

 3 歳未満の子どもの保護者らは、その年齢層に対してワクチンを接種しているプロバイダを

見つけるために小児科医に相談することが推奨されています。 

 

 

３．（再掲）当館からのお知らせ 

（１）第２６回参議院議員通常選挙の実施について 
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 第２６回参議院議員通常選挙の在外公館投票の実施について、以下のとおりご案内いたしま

す。 

○公 示 日：６月２２日（水） 

○国内投票日：７月１０日（日）（予定） 

○在外公館投票：６月２３日（木）から 

 当館の投票期間は６月２３日（木）から７月２日（土）まで（予定） 

○在外公館投票時間： 

 当館の投票時間は午前９時３０分から午後５時まで 

○投票に必要なもの：在外選挙人証、旅券等の身分証明書 

 なお、詳しくは当館ホームページをご覧ください。 

 

（２）日本食・食文化普及人材育成プログラム 

 日本食・食文化普及人材育成支援協議会が主催する日本食をプロとして真剣に学びたい外国

人日本食シェフのためのオンライン研修が参加者を募集しています。オンライン研修での成績

優秀者は、日本での 2週間の招聘研修にも招待されます。 

主催： 日本食・食文化普及人材育成支援協議会（農林水産省サポート） 

開催時期 オンライン研修： ２０２２年７月２５日～１１月３０日 

     招聘研修（成績優秀者のみ）： ２０２３年２月上旬～２月下旬 

参加締切： ２０２２年６月３０日 

研修の詳細についてはこちらをご覧下さい。 

 

 

編集後記： やっとシアトルにも、待ちに待った夏が来ましたね。今年は雨の季節が特別に長

かったような気がします。短いシアトルの晴れの季節を精一杯、楽しみましょう！この週末は

最高気温も 30℃を超えるようなので、お気をつけください。 

 

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

（参考：在シアトル日本国総領事館） 

・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～（6月 8日更新） 

・2022年経済再開・新型コロナウイルス関係情報（3月 1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 
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（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。 

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

Consulate-General of Japan in Seattle 

701 Pike Street, Suite 1000 

Seattle, WA 98101 

206-682-9107 
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