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ハワイ州の新型コロナウイルス感染対策を振り返る
この3月号、そして次号の4月号は、パ
ンデミック (pandemic) となっている新型
コロナウイルス (COVID-19: Novel
Coronavirus) に関する米国やハワイの状
況、そしてそれが経済に与える影響などを
中心にお伝えしていく予定です。日々刻々
と状況が変化していることもあり、定例の
発行よりも遅れてお届けすることになるこ
とをご了承ください。
昨年の12月前後に、中国の武漢で発生
したとされる新型コロナウイルス。2月辺
りまでは、中国や韓国を除いて、日本国内
だけでなく欧米諸国のほとんどが、対岸の
火事として話していたように記憶していま
す。
アメリカでの感染確認は、1月20日に
米国本土、シアトルのあるワシントン州で
最初の感染が確認されましたが、どれくら
い前に入ってきたのかは定かではありませ
ん。中国政府は昨年の大晦日に、新しい感
染症の流行をWHOに報告しましたが、そ

の段階ですでに数週間の初期対応の遅れが
あり、その後も中国への配慮からか、
WHOによるパンデミック宣言が遅れ、そ
の結果、諸外国の新型コロナウイルスに対
する認識と初期対応への遅れを引き出した
のではないでしょうか。
2月2日にホワイトハウスは、中国から
の新型コロナウイルス感染予防のための入
国制限法を発動し、その後中国や韓国への
渡航注意レベルを３（渡航中止勧告）に引
き上げて、運航便などを制限しました。し
かし報道によると、中国の報告から米国の
入国制限法の発動までに、中国から43万人
以上の人が米国を訪れ、発動からこの2ヶ
月でも279便、4万人ほどが米国へ入国し
ています。米国では感染予防のスクリーニ
ングが空港によってバラバラで、徹底され
ていなかったとも報道されています。
今ではアメリカが、新型コロナウイルス
の最大の感染国になりました。特にマン
ハッタンを中心としたニューヨーク州が震

源地になり、その猛威は、ニューヨーク州
に隣接するニュージャージー州やコネチ
カット州、中西部ではシカゴのあるイリノ
イ州、南部はフロリダ州、ニューオリンズ
のあるルイジアナ州、西部では、ニュー
ヨークに次いで感染者が増えているカリ
フォルニア州と、今では全米50州のうち
41州が非常事態宣言を発令しており、大都
市であるニューヨークやロサンゼルスなど
では、外出禁止令なども発令しています。
さてハワイ州では、どのような経緯で
新型コロナウイルスの感染対策をしてきた
のか、3月を時間軸で振り返ってみたいと
思います。
3月5日：まだ新型コロナウイルスの感
染者は出ていませんでしたが、州内で起こ
りうるケースや発症に備えるため、デイ
ヴィッド・イゲ州知事 (Gov. David Ige) は
非常事態宣言 (State of Emergency) を発
表しました。
（次ページに続く）
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3月6日：ハワイで初となる新型コロナ
ウイルスの感染者が確認されました。

閉鎖、教会での礼拝の一時中止の指示をし
ました。

3月8日：2人目の感染者が確認されま
した。

イゲ州知事はまた、例外を除くすべて
のハワイ州公務員の在宅勤務もしくは自宅
待機を指示。26日からはハワイ州外から
の訪問者は宿泊先で14日間の隔離、ハワ
イ居住者の帰国も自宅で14日間の隔離を
発表。さらに労働者の保護のために、4月
30日までの退去（家賃不払いによる立ち
退き）やフォークロージャーの禁止条項も
発令しました。

3月10日：ハワイ州観光局の発表によ
ると、中国や韓国での感染多発の影響を受
け、日本を中心としたツアーのキャンセル
などが増えてきました。ハワイへの航空便
の乗客の減少やホテルの予約取り消しなど
が顕著にみられるとのことでした。ハワイ
州全体で観光業に従事している人は21.6万
人で、年間17億ドル以上の観光収入と2億
ドルの税収をもたらせています。
3月12日：ヨーロッパでは、プロス
ポーツ選手などが新型コロナウイルスに感
染した影響で、各国のサッ
カーリーグや6月に予定され
ていたEURO（ヨーロッパ
選手権）が中断や延期にな
りました。アメリカではま
だ実感がなく、プロバス
ケットボールのNBAやプロ
アイスホッケーのNHLは
シーズン中、大リーグの
MLBは春季キャンプ中でし
たが、NBAの選手の感染が
発表されるや否や、バス
ケットだけでなく全てのス
ポーツが中止または無期延
期となりました。ハワイに
はプロスポーツはありませ
んが、コンサートや展示
会、パレードなどすべての
イベントが中止になりまし
た。
3月14日：州内のすべての学校がこの
日から春休みになりました。ハワイ州保健
局は、100名以上の集会やイベントを禁止
しました。この段階で、全米の14州と首
都のワシントンDCが学校閉鎖を実施して
います。通常、ハワイへの観光客は1日あ
たり36,000〜50,000人ですが、この週は
2万人に減少しています。翌15日に感染者
は7名になりました。
3月17日：イゲ州知事は記者会見（写
真）を行い、新型コロナウイルスの拡大を
緩和するために、国内外問わず訪問者のハ
ワイ州への渡航を30日間差し控えるよう
要請しました。また、バーやクラブの閉
鎖、レストランの店内営業の中止（デリバ
リーとテイクアウトのみ許可）、映画館や
観光客が訪れるパールハーバーやシーライ
フパーク、図書館や美術館など公共施設の

3月18日：ホノルルのカーク・カルド
ウェル市長 (Mayor Kirk Caldwell) は、市
内のナイトクラブやバー、レストランの店
内営業を停止する条例を、20日から15日
間の期限で出しました。さらにホノルル動

物園、ハナウマ湾、公園などを4月30日ま
で閉鎖しました。ハワイの感染者数は16
名になりました。
3月22日：カルドウェル市長は「自宅
待機＆在宅勤務：Stay-at-Home & Work
from Home」条例（外出禁止令）を、翌
日の23日（月）の午後4時半から4月30日
まで実施すると発表しました。これはホノ
ルル市を中心にオアフ島全域に渡り、生活
に不可欠なサービス・商品を提供している
機関を除き、すべての就労者に該当しま
す。この日の訪問者数は7,000名でした
が、その半分以上の4,000名がハワイの居
住者で、観光客は2,000名でした。感染者
数は56名へと急増しました。
ハワイ州の外出禁止令の発令は25日の
午前0時からとなり、この禁止令の発令前

第79号
に、オアフ島のアラモアナSC（全米で展
開されているブティックやチェーン店はす
でに閉鎖済）を中心に、いくつかのモール
は閉鎖を決めました。
3月25日：州内のホテルも休業を決め
るところが多くなり、その数は80件を超
えて日に日に増えました。感染者数は95
名になりました。
3月26日：この日からハワイ居住者は
自宅、州外からの渡航者は宿泊先で14日
間の隔離が始まりました。
3月29日：ハワイの観光の中心地、ハ
ワイ州全体のGDPの6％を稼ぎ出すワイキ
キ地区が、ゴーストタウンのようになりま
した。夜でも人でごった返すカラカウア通
りも人影がなく、ホノルル
動物園のライオンやサルの
鳴き声が聞こえるほどの静
寂。まるで、アニマルキン
グダムになった感じです。
感染者はさらに増加して
175名、そのうちオアフ島
は123名です。
3月30日：イゲ州知事は、
26日から発動している14
日間の隔離義務を、ハワイ
州内の移動においても4月
1日から30日まで適用する
と発表しました。つまり、
同じ州内への移動でも、他
島へ移動した場合は、さら
に14日間の隔離が義務付
けられたのです。これは州
内（諸島間）の移動を制限
し、感染拡大を防止する狙
いです。違反者には最大5,000ドルの罰金
又は1年以下の禁固刑が科されます。
州内のレストランやホテルなどの休業
によるレイオフ（解雇）や一時帰休の総数
は、10万人に及ぶといわれています。連
邦政府も、今回の新型コロナウイルス感染
症の救済措置として個人や世帯への支援金
を給付する準備をしています。失業手当と
して向こう4ヶ月の間、週に600ドルが各
州の失業保険に追加されることになり、ハ
ワイでは週に受け取れる給付額の最高額は
648ドルです。感染者数は204名になりま
した。
この非常事態の間、ハワイ州では住民
の生活を維持するため、家賃やローンの返
済の遅延などに関して、詳細は別として、
（次ページに続く）
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賃料未納による強制退去を4月末まで停止す
る、連邦政府保証のローンは7月26日まで
猶予する、ホームオーナーで政府保証の
ローンを借りている場合はローンの延滞が1
年まで認められるなど、賃借人や住宅ロー
ン利用者の保護などの条例も整いました。
3月31日：州外からの渡航者の14日間の
隔離が実施されてから5日目。この日の隔離
者681名のうち121名が観光客で、この5日
間の総数はわずか887名。昨年の同時期は
15万人以上でした。ハワイ州観光局の発表
によると、2月の訪問客数は828,056名で、
2019年の同月よりも6％の増加になり、消
費金額も5％増の1.5億ドルでした。好調
だったハワイ経済がこの1ヶ月で全く機能し
なくなってしまいました。 感染者数は224
名、そのうちオアフ島は157名。
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4月1日：カルドウェル市長が、外出時の
マスク着用を要請しました。ハワイ州労働
局の発表によると、3月の失業届の申請数は
160,929名でした。1月の失業率は2.7%
で、全米平均を下回っていますが、「3月の
数字から予測すると10％を超えるのは間違
いない」とのことです。感染者数は285名
に増加し、オアフ島は206名になりまし
た。
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ハワイ州への渡航者がほとんどいなくな
り、今後の課題は州内の感染をどれだけ抑
えられるかです。それがハワイ経済の回復
へつながることを切に願っていますが、ハ
ワイは本土とも密接なつながりがあること
から、どれだけ早く新型コロナウイルス感
染症を乗り越えられるかが、米国経済復活
への足がかりになると思います。
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Sources: Honolulu Star Advertiser, The
Wall Street Journal, The New York Times
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1. ワイキキの閑散としたストリートの様子（アラモアナブルーバード）。
日本の春を連想させる空間でした。

2. ホールフーズのお花屋さんで販売していた桜の花。

3. 6. 8. 10. 人通りのないアラモアナショッピングセンターと駐車場。

4. ホールフーズは

入店する客数を66人以内に制限し、時間帯により、「ソーシャル・ディスタンス」と呼ばれる一定の距離を保った人が列を作って
並び入店を待っています。

5. 町の閉鎖により一般市民は自宅待機を余儀なくされている状況が続いています。

ショッピングでデザートを調達するのがささやかな楽しみです。
のターミナル内。

編集後記： 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、ハワイでは州知事と市長が自宅待機
を発令しました。不動産は特殊業務として例外的に個別内覧を行っていますが、ビデオ
会議や在宅のデスクワークでのやりとりが主な活動になりました。全世界はこれまで誰

も経験したことのない困難な局面を迎えることになり、事態の収束と全ての人々の安
全、健康をひたすら願っております。

7. グローサリ

9. 静まりかえったホノルルのダニエル・K ・イノウエ国際空港

