April, 2020

HAWAIIMONTHLY

Vol.8 No.80

アラモアナビーチ
パークのマジック
アイランドからの
夕日

新型コロナウイルスがハワイに及ぼした影響
4月2日：ハワイ州労働局は、3月の失
業者が160,929人と発表しました。新型コ
ロナウイルス感染症拡大以前は、失業率は
全米で最も低い2.7%でした。
前月の26日から、ハワイ州のイゲ
州知事（Governor David Ige）は、
居住者を含め州内外からの訪問客に
14日間の宿泊先での隔離を実施して
いましたが、1日にはハワイ州内の移
動 (interisland travel) にも適用され
ました。つまり、ハワイ居住者でも
州内を移動すれば2週間の自宅隔離を
余儀なくされたのです。しかし、14
日間の隔離政策が発表されてから
も、これまでに1,067人がハワイを訪
れています。ハワイ4島の市長は、ト
ランプ大統領への書簡でハワイへの
航空便の停止を要請しました。
3月のロックダウンによる、ハワイの基
幹産業であるホテルや旅行などの観光業と
それに付随するリテールビジネスの営業停
止、及び一次帰休やレイオフなどにより、

ハワイの失業率は10％以上に達しまし
た。
4月6日：ホノルル市警察は、ハワイ州
内で実施されている緊急事態宣言（State

Emergency Proclamation)とホノルル市
で発令されている自宅待機及び在宅勤務条
例（Stay at Home & Work at Home
Act）を厳守するため、警告で済ませてい

た違反者に対して、7日からこれらの条例
を徹底すると発表しました。今までの累計
では、5,000件以上の警告と25件の検挙が
ありましたが、今後違反者には5,000ドル
の罰金と1年の禁固刑が適用されます。
4月7日：ホノルル市のカーク・カル
ドウェル（Mayor Kirk Caldwell）市
長は、バケーションレンタルビジネ
スは必要不可欠な業務とは認められ
ず、訪問客を助長する可能性が大き
いとして、事実上の営業停止を指示
しました。また州知事は、4島の市長
から大統領に送られた書簡につい
て、「連邦政府は法律上、搭乗客を
拒否することは出来ない」と述べ
て、市長からの要請には賛同しない
見解を明らかにしました。ハワイ州
の感染者は410人になり、オアフ島
は312人になりました。この時点で、
ハワイ州民13,000人に対して新型コロナ
ウイルスの陽性検査を実施しており、人口
比率では全米トップの検査率でした。
(次ページに続く)
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4月8日：市長は、自宅待機中の屋外での
運動について「誤解などを生じた」とし
て、改めてルールを明確化しました。ハワ
イ州やホノルル市管轄のビーチが閉鎖され
ているため、ビーチでの日光浴やビーチ
マットを敷いての活動は禁止されていま
す。海でサーフィンや水泳をするために
ビーチを横断するのは可能ですが、州や市
が管轄するビーチ自体の利用は禁止になっ
ています。もちろん、ビーチ沿いにある歩
道でのジョギングやランニング、散歩は可
能です。
4月10日：市長はこの週末、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止対策の一連の行動
制限として、夜間（午後11時〜午前5時）
の外出禁止令を発令しました。同様にマウ
イ島の市長も週末の行動制限を発表しまし
た。カウアイ島の市長は、
ハワイで最も厳格な夜間外
出禁止条例（午後9時〜午
前５時）を3月18日から実
施しており、5月3日まで継
続するようです。ハワイ島
とカウアイ島の市長は、感
染拡大防止のために、島内
でのバケーションレンタル
（vacation rentals and
bed-and-breakfast）を13
日の月曜日から禁止する条
例を発令しました。
4月17日：ハワイ州労働
局は、3月の失業保険の最
終的な届出数は244,300人
だったと発表しました。昨
年のハワイ州全体の労働者
数が66万人だったので、そ
の割合は実に37％に上りま
す。ハワイでは、新型コロ
ナウイルスの感染拡大の影響で100以上の
ホテルが休業へ追い込まれ、ハワイへの来
訪客に対しては全米で最も早く14日間の
（宿泊先や自宅）隔離を実施し、感染拡大
防止のためのソーシャル・ディスタンシン
グ指針（social distancing guidelines）に
よりリテールやレストランなど（スーパー
や薬局を除く）は店内営業が禁止されてい
ます。ハワイ州の感染者は541人、オアフ
島は373人です。ハワイ州の感染者は極め
て少ないのですが、米国連邦政府のガイド
ラインにはまだ達していないため、5月1
日に緩和を出来ないことが判明しました。
また州知事は、ハワイ州緊急事態法の第
5次追加宣言（State Fifth Emergency
Supplementary
Proclamation）とし
て、賃貸住宅の家賃未払いによる立ち退き
の一時的停止、ソーシャル・ディスタンシ

ングの期間延長、ハワイ州管轄の全ての
ビーチの閉鎖を発表しました。立ち退きに
ついては、ハワイ州の裁判所が5月末まで
閉鎖されているため禁止されていました
が、今回の州知事による追加宣言で再確認
されました。ビーチの閉鎖については、新
型コロナウイルス感染症により観光客（今
までは1日平均30,000人）が大幅に減少し
ましたが、今でも平均すると毎日100人以
上の観光客が訪れているため、感染防止策
でもあります。
4月18日：全米で唯一の全国紙、USA
トゥデー（USA TODAY）は、4月11日ま
での過去4週間の失業届けの統計から算出
し、ハワイ州の失業率が21.7%と全米で最
も高い失業率だと発表しました。感染者は
ハワイ州全体で553人、オアフ島は380人
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警告と24件の違反切符でした。感染者は
ハワイ州で584人、オアフ島は385人でし
た。
4月26日：イゲ州知事は、4月30日まで
としていたハワイ州緊急事態宣言下での自
宅待機及び在宅勤務を、5月31日まで延長
すると発表しました。さらに、州内外から
の訪問客に課している14日間の隔離につ
いても、同様に延長するとしました。感染
者は州全体で604人、オアフ島は395人で
した。
4月28日：州知事は4島の市長との協議
の結果、知事が認定していた「生活に不可
欠な業務」から除外されていたフローリス
ト（florists：生花店）の営業を条件付き
で認めました。5月の第2週の日曜日が母
の日に当たるため、その配慮が窺えます。
これにより生花店への生花
のオーダーは可能になりま
すが、レストランと同様に
デリバリーやピックアップ
のみの営業になります。感
染者は州全体で607人、オ
アフ島は396人でした。

4月21日：ホノルル市長は、感染拡大防
止のためにオアフ島で厳守している自宅待
機条例（3月22日〜4月30日）を、5月31
日まで延長すると発表しました。ホノルル
市は、ジョギングや散歩、自転車乗りなど
のエクササイズのために市管轄の公園など
を開放しました。

4月29日：ホノルル市長
は、州知事の承諾を得て、
5月18日までの期限付きの
条件でいくつかの業種を
30日から再開させると発
表しました。事前の予約が
前提になり、自動車販売代
理店（car and truck
dealerships）の新車と中
古及びカーリース業務、洗
車及びワックスサービス
（car washes & detailing
services）、ペットグルー
ミングサービス（pet
grooming services）、携帯などのモバイ
ルサービス業（mobile service
providers）、プライベートで行われる音
楽などの個人指導などです。これらの全て
に、以前からのソーシャル・ディスタンシ
ング、マスク着用などを遵守することが義
務付けられています。公共やプライベート
のゴルフコースも解禁になりました。

ホノルルでは、3月18日から閉鎖された
ビーチなどで、20日の時点で実に7,700件
の警告と2,800件の違反切符が切られまし
た。その多くが、閉鎖されているビーチや
ビーチに隣接する公園内でした。例えばカ
イルアビーチパークでは400件の警告と
20件以上の違反切符、ワイキキ地区のク
ヒオとクイーンとカイマナビーチパークの
合計で1,400件の警告と770件の違反切
符、アラモアナビーチパークでは770件の

これには、ハワイ州全体の感染者が減少
していることが背景にあり、過去10日間
を見ると、ハワイ州全体で6人、カウアイ
島は過去2週間でゼロでした。水曜日の段
階では新規感染者は4人ですが、全体的に
はハワイ州の感染防止対策の効果が現れて
来ているのではないかと言われています。
29日時点で感染者の総数は613人、オア
フ島は399人です。
(次ページに続く)

でした。
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州知事は、「感染防止対策は確実に効果を
発揮しているが、油断は禁物。ワクチンが開
発されるまでは、この状況を維持しなければ
ならない」と会見で語りました。
ハワイの最大の課題は、どのように観光業
をリスタートするのかということです。感染
防止のために、ハワイに来る旅行者は事前に
検査を受け、陰性であることを証明する書類
の提出を義務づけるべきなどの意見がありま
すが、州の方針が決まるのはまだ先のようで
す。
このような状況においてもハワイへの訪問
客が後を絶たないので、ウイルスの持ち込み
による感染を防ぐことが最優先課題の一つに
なっています。米国内で隔離を実施している
州はありますが、14日間の隔離を義務付け
て遵守させているのはハワイ州だけです。
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ハワイ州副知事で医師でもあるジョン・グ
リーンは、将来の来訪客の増加に関する質問
に対して、「ハワイ州独自の訪問客の隔離対
策は、すでに整っている」と述べ、「隔離と
は、宿泊先のホテルにいることであって、外
で遊ぶことではない。ハワイ州がそれを厳密
に取り締まっていることを知れば、今はハワ
イに来る時期ではないと気づくだろう」と答
えました。
ハワイ州民には問題はないようですが、訪
問客は安いチケットを購入して観光気分で来
ているため、滞在先での14日間の隔離を正
しく理解していない人や、滞在先について虚
偽の情報を提出して警察に検挙または逮捕さ
れる人も少なからずいます。ハワイは島なの
で、今回の新型コロナウイルス感染症も、ハ
ワイへの帰郷者か訪問客から持ち込まれたこ
とになります。来訪者に限らず、自分自身及
びハワイ州民の安全と健康を守るためにも、
直ちに対策を取って欲しいものです。
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Sources: Honolulu Star Advertiser, The
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ワイキキの西側を海沿いに歩くとヒルトンの池に辿り着きます。池には沢山の小さな魚が泳いでいます。最近は人出が増えて来ました
が、このような静かな光景は滅多にありません。 3. 出雲大社も参拝を禁止していますが、5月の子供の日にちなみ、境内には鯉のぼりが泳いでい
ました。 4. 6. アラモアナビーチパークの大きな木。４番はバニヤンツリー (Banyan Tree) で、６番はモンキーポッド (Monkey Pod)。 7. 夕
暮れどきの散歩コースで眺める夕陽。 8. 9. ワイキキの東側、ゴールドコースト。 10. コロナ渦で外食産業はテイクアウトのみ。我が家ではこ
の日、簡単でヘルシーなお料理としてモロカン風ヨーグルトソース添えのサーモングリルをつくりました。
編集後記： 3月に引き続き、4月も新型コロナウイルス感染症対策として州政府から自宅待機を要請され、殆どの公共機関が閉鎖さ

れていますが、中旬ごろからマスクを着用して公園の散歩ができるようになりました。生活にメリハリを付ける意味で毎日1時間ほ
ど散歩に出かけるようになり、もうすぐ1ヶ月になります。ゴールドコーストやワイキ
キ、アラモアナの海岸沿いを歩くたびに、〝これぞハワイライフ〟と改めて実感してい
ます。滅多にしない料理に挑戦してみたり、これほど健康的な日々を過ごすのはアメリ

カ生活33年の中で初めてではないかと思います。仕事の打ち合わせは全てビデオで行
い、この時期にハワイにお迎えするはずだったお客様との交流はスマホを通して安否を
確かめ合う状況ですが、無事にこの時期を乗り越えられますよう祈っております。

