新型コロナウイルス対応施策一覧：（ニューヨーク州）
株式会社三菱総合研究所

《伝播の抑制》

項目
モニタリング

適用開始日
内容
3月2日 州知事が会⾒で、1日1,000件の検査が実施可能な体制を構築するとの目標を提⽰。州のワズワースセンターが
CDC以外の検査機関として初めて⾷品医薬品局（FDA）に承認されており、同センターの協⼒で、州の病院が検
査を実施できるようにすることで、この検査件数の目標を達成しようとした。

URL

https://www.governor.ny.gov/news/novelcoronavirus-briefing-governor-cuomoannounces-state-partnering-hospitals-expandnovel

3月5日 州知事が、州が病院の検査室と協⼒して検査能⼒を増強させることについて、連邦政府の承認を得たことを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/videoaudio-photos-rush-transcript-coronavirusbriefing-nassau-county-governor-cuomoannounces

3月8日 州のノースウェル研究所が検査機関としてFDAにより承認。

https://www.governor.ny.gov/news/after-tournorthwell-labs-governor-cuomo-announces-fdaapproval-northwell-test-novel

3月11日 州知事が、州が28カ所の⺠間の研究所と契約し、検査能⼒を拡充させることを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/duringnovel-coronavirus-briefing-governor-cuomoannounces-new-york-state-will-contract-28

3月13日 州の28カ所の公⽴・私⽴の研究所が検査機関としてFDAにより承認。これにより⼀日当たりそれまでの3,000件から
6,000件の検査実施が可能に。

https://www.governor.ny.gov/news/afterweeks-demanding-approval-governor-cuomoannounces-fda-gives-new-york-state-authority
https://www.fda.gov/news-events/pressannouncements/coronavirus-covid-19-updatefda-gives-flexibility-new-york-state-departmenthealth-fda-issues

3月13日 ニューロシェル地区でドライブスルー式の検査を開始。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-opens-states-first-drive-through-covid19-mobile-testing-center-new-rochelle-0

3月23日 州知事が、ブロンクスで可搬型のドライブスルー検査施設を開設したことを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-initial-delivery-equipment-andsupplies

3月28日 州知事が、州のワズワースセンターが他の研究所と協⼒して、極めて重篤なCOVID-19患者のために設計された抗
体検査を評価していることを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoissues-executive-order-moving-new-york

4月1日 州知事が、製薬会社Regeneronが50万の検査キットを製造中で、無償提供を受けることを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-regeneron-creating-500000-test-kits

4月3日 州知事が、州全体および郡レベルの検査結果を表⽰するウェブサイトを開設したことを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-executive-order-allowing-state

4月7日 州知事が、州が⺠間企業に投資し、COVID-19検査のキャパシティ拡⼤を加速すると発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-state-will-invest-private-companies#

閲覧日
4月6日
〜20日

4月6日
〜20日
4月6日
〜20日
4月6日
〜20日

4月6日
〜20日

4月6日
〜20日
4月6日
〜20日

4月6日
〜20日
4月6日
〜20日
4月6日
〜20日
4月6日
〜20日

4月12日 抗体検査の対象者拡⼤を求める知事令を発給。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoissues-executive-order-directing-employers

4月15日 最前線で働く労働者を優先に抗体検査を今週から開始。指プリック法を用いて2000回/日の検査を実施。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoissues-executive-order-requiring-all-people-new

4月17日 NY州のすべての公⽴および私⽴研究所にコロナウイルス診断検査の優先順位付けを州保健局と調整する指⽰が
記載された知事令を発⾏すると発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoissues-executive-order-directing-all-nys-public

4月19日 NY州⺠の3,000⼈に対して、20日に抗体検査を実施することを発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-statewide-antibody-testing-surveywill

4月6日
〜20日

4月22日 NY州、NJ州等にて、感染率を制御するための連絡先追跡プログラムの開始を発表。このプログラムのコンタクトトレー
サー訓練のためのオンラインカリキュラム等をジョンズホプキンス⼤学のブルームバーグ公衆衛⽣校が構築し、医療分野
の⼤学⽣を含むトレーサー候補の採用も⾏うと発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoand-mayor-mike-bloomberg-launch-nationleading

4月23日

4月23日 抗体検査結果を発表（3,000⼈を対象とした検査で、13.9%が抗体を持っていると発表）。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-state-health-department-will-partner

4月24日

4月23日 アフリカ系アメリカ⼈やラテン系のコミュニティの教会や礼拝所を検査場所等に活用するイニシアチブを発表。
ニューヨーク市の公営住宅の住⺠を対象にしたCOVID-19検査を4/23より拡⼤すると発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-state-health-department-will-partner

4月24日

4月25日 薬剤師がCOVID-19の診断検査を実施することを許可する知事令を発給。
抗体検査は、輸送労働者や州警察を対象に継続することを発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-expansion-diagnostic-testing-criteria

4月27日

4月27日 ５つの自治体で、ドライブスルー形式の検査施設を解説することを発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-phase-ii-results-antibody-testingstudy

4月30日 コンタクト・トレース・パイロット・プログラムを、Mike Bloomberg氏が主導し、今後数週間のうちに開始すると発表。
（4/22発表情報に関連）

1

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-contact-tracing-pilot-programsupport-0

4月6日
〜20日
4月6日
〜20日
4月6日
〜20日

4月28日

5月8日

新型コロナウイルス対応施策一覧：（ニューヨーク州）
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
5月2日 ⼈⼝の12.3％がCOVID-19抗体を持っていることを発表。（過去2週間にわたって州全体の⾷料品店とコミュニティ
センターで15,000⼈を検査）
5月9日 低所得地域や有色⼈種の地域社会における検査へのアクセスを拡⼤する新たなイニシアティブの開始を発表。

5月11日

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-new-york-has-issued-firstnation-criteria-healthcare-professionals

5月15日

5月17日 COVID-19検査数を⼀日あたり4万件とすることを発表。そのための検査サイトの維持拡⼤、検査サイトを⾒つける
ための新しいウェブサイトを⽴ち上げることを発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-new-york-state-has-doubled-testing

5月18日

5月20日 ニューヨーク市の低所得層コミュニティと教会で実施された抗体検査の結果、陽性率はニューヨーク市全体の19.9%
に対し、27%で高い数値を⽰したと発表。これに対処するための支援プログラムを開発するよう指⽰。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-results-states-antibody-testingsurvey

5月22日 52の薬局が毎週7,000件の検査を実施する新しいパイロットプログラムの⽴ち上げを発表。
コンタクト・トレース・プログラムのカリキュラムを全米知事協会を通じて、すべての州で感染者を追跡するトレーサーをト
レーニングするカリキュラムを無料で利用できるようにすると発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomolaunches-100-million-new-york-forward-loanfund

5月29日 州⺠や州職員、専門家が参照するための、COVID-19に関する広範なデータ収集・集約するダッシュボードの実装
を発表。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-new-york-city-enter-phase-1reopening-june-8-and-five-regions-enter

6月1日

5月30日 ニューヨーク市のCOVID-19ホットスポットに、郵便番号ごとに、10の追加の検査サイトを開設すると発表。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-signs-law-new-measure-providing-deathbenefits-families-frontline-government

6月1日

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-state-expanding-covid-19testing-criteria-include-anyone-who-attended

6月8日

6月4日 州がCOVID-19の試験基準を拡⼤し、最近の抗議活動に参加した個⼈を含めることを発表。

6月6日 商業ビルに⼊るすべての⼈の体温チェックを認める知事令を発⾏することを発表。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-lowest-numberhospitalizations-and-deaths-beginning-covid-19pandemic

5月21日

5月25日

6月8日

6月7日 ニューヨーク市が6/8より経済活動再開することをふまえ、市で1日あたり35,000件の検査を実施する等の検査戦略
を開始することを発表。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-outdoor-graduations-150people-will-be-allowed-beginning-june-26th

6月8日

6月14日 低所得者層等感染率の高いコミュニティに対してCOVID-19の健康影響調査を実施するよう要求する法律に知事
が署名したことを発表。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-low-risk-youth-sportsregions-phase-three-can-begin-july-6th

6月15日

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-phase-three-indoor-diningpostponed-new-york-city

7月2日

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-president-trump-has-noplans-send-federal-agents-new-york-city

7月27日

7月1日 ニューヨーク州が検査基準を州内のすべてのニューヨーカーに拡⼤すると発表。

7月23日 レストランやバーでのソーシャルディスタンスの違反を取り締まるべく、複数機関からなるタスクフォースを設⽴することを
発表。
9月8日 感染状況等をリアルタイムで把握・追跡するオンラインダッシュボード「The COVID-19 Report Card」を発表。指
定された学校や地方政府の保健局や研究所、検査場にダッシュボードに感染状況等報告することを義務付ける知
事令に署名したことも発表。
ー
ー
ー

5月8日

5月11日

5月14日 川崎病に似た症状が現れることに対して、医療機関に診察を求める定義等したことを発表。

※

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomolaunches-new-initiative-expand-access-testinglow

閲覧日

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-new-york-notifying-49-other-states

5月10日 特別養護⽼⼈ホームのすべてのスタッフに週に2回COVID-19のテストを義務付ける⾏政命令を発⾏。

⼊国者の隔離
⼊域制限
出域制限
施設使用制限

URL

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-results-completed-antibody-testing

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-launches-covid-19-report-card-onlinedashboard-tracking-real-time-covid-19

9月14日

ー
ー
ー
3月10日 州知事が、ニューロシェル地区で2週間、学校、礼拝所等の⼈が集まる⼤規模な施設を閉鎖することを決定。

ー

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-accepts-recommendation-state-healthcommissioner-new-emergency-measurescontain

4月6日
〜20日

3月15日 州知事がニューヨーク市、ウェストチェスター郡、ナッソー郡、サフォーク郡の公⽴学校を2週間閉鎖することを決定。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-all-new-york-citywestchester-suffolk-and-nassau-public-schoolswill

4月6日
〜20日

3月16日 州知事が、州の全ての学校を3/18から2週間（4/1）まで閉鎖する知事命令に署名。

https://www.governor.ny.gov/news/no-2024continuing-temporary-suspension-andmodification-laws-relating-disaster-emergency

3月27日 州知事が、州の全ての学校の閉鎖を4/15まで延⻑することを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-completion-first-1000-bed-temporary

3月29日 州知事が、学校が無償でデイケアサービスを実施できるようにする知事命令に署名。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-nys-pause-functions-extended-nexttwo

4月7日 州知事が、公共施設を閉鎖させる知事命令の4/29までの延⻑。
州の学校の閉鎖の4/29までの延⻑等の措置を講じる知事命令に署名。

2

ー
ー

https://www.governor.ny.gov/news/no-20214continuing-temporary-suspension-andmodification-laws-relating-disaster-emergency

4月6日
〜20日
4月6日
〜20日
4月6日
〜20日

4月6日
〜20日

新型コロナウイルス対応施策一覧：（ニューヨーク州）
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
5月1日 州内のK-12のすべての学校と⼤学施設は引き続き閉鎖されるが、遠隔教育や労働者への託児サービス等は継続
すると発表。
州知事は州のすべての学校、⼤学にCOVID-19の流⾏を考慮して学校施設の再開計画を作成するよう指⽰。作
成された計画は、州によって、審査・承認されるプロセスを経る予定。
7月13日 学校再開に関するガイダンスを発表（14日間平均で感染率が5%未満であればフェーズ4地域は再開可能）。

営業・経済活動の制限
（強制⼒、罰則なし）

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-new-data-driven-guidancereopening-schools

3月14日 州知事が、⼈の接触を減少させるため、州議会選挙への⽴候補に必要な署名数を下げる等の措置を講じる知事
命令に署名。

https://www.governor.ny.gov/news/amid-covid19-pandemic-governor-cuomo-signs-executiveorder-temporarily-modifying-election

3月16日 州知事が、自治体⾸⻑選挙を延期する等の措置を講じる知事命令に署名。

https://www.governor.ny.gov/news/no-2024continuing-temporary-suspension-andmodification-laws-relating-disaster-emergency

3月28日 州知事が、⼤統領選挙予備選挙日程の後倒しを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoissues-executive-order-moving-new-york

4月8日 6月の⼤統領選予備選について、全有権者に不在者投票を認める知事令を出すと発表。

営業・経済活動の制限
（強制⼒、罰則あり）

URL

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-schools-and-college-facilities

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomodirects-flags-be-flown-half-mast-honor-those-we

3月12日 州知事が会⾒で、500名以上が参加するイベントを中⽌または延期させることを決定したことを公表。参加者500
名未満の場合は参加者を会場の収容定員の50%とする。
⽼⼈ホームの訪問は医療上必要な場合のみ認めることを公表。州は⽼⼈ホームに対して、⼊居者が家族と連絡が
取れるようオンラインのコミュニケーション手段を設置するよう要請。

https://www.governor.ny.gov/news/duringnovel-coronavirus-briefing-governor-cuomoannounces-new-mass-gatherings-regulations

3月16日 ニューヨーク、ニュージャージー、コネチカット3州の知事が共同で、参加者50⼈以下の集会のみを認める、レストランや
バーの営業をテイクアウトと宅配に限る、映画館、ジム、カジノを⼀時的に閉鎖することを決定。

https://www.governor.ny.gov/news/amid-lackfederal-direction-governor-cuomo-governormurphy-and-governor-lamont-announce

3月18日 州知事が、州内のすべての企業および非営利団体に対して、最⼤限の在宅勤務の実施や、事業所における労働
者を50%削減するよう要求する知事命令に署名。

https://www.governor.ny.gov/news/no-2026continuing-temporary-suspension-andmodification-laws-relating-disaster-emergency

3月18日 ニューヨーク、ニュージャージー、コネチカットに加えてペンシルベニアの4州の知事が共同で、小売ショッピングモール、遊
園地、ボーリング場等の屋内部分の閉鎖を決定。

https://www.governor.ny.gov/news/pennsylvani
a-joins-new-york-new-jersey-and-connecticutsregional-coalition-combat-covid-19
https://www.governor.ny.gov/news/no-2025continuing-temporary-suspension-andmodification-laws-relating-disaster-emergency

閲覧日

5月8日

7月16日

4月6日
〜20日
4月6日
〜20日
4月6日
〜20日
4月6日
〜20日

4月6日
〜20日

4月6日
〜20日
4月6日
〜20日

4月6日
〜20日

3月19日 州知事が、理髪店等の社会的離隔の確保が難しいサービスの停⽌や、事業所における労働者を75%削減するよう
要求する知事命令に署名。

https://www.governor.ny.gov/news/no-2027continuing-temporary-suspension-andmodification-laws-relating-disaster-emergency

3月20日 州知事が、以下の内容を含む知事命令に署名。
－必須のものを除き、事業所における労働者を100%削減するよう要求
－借家や借り上げ事業所の⽴ち退きや差し押さえを90日間実施しない
－自動⾞免許の効⼒の延⻑

https://www.governor.ny.gov/news/no-2028continuing-temporary-suspension-andmodification-laws-relating-disaster-emergency

3月20日 ニューヨーク、ニュージャージー、コネチカット、ペンシルベニアの4州の知事が共同で、理髪店等の社会的離隔の確保
が難しいサービスを停⽌させることを決定。

https://www.governor.ny.gov/news/amid-covid19-pandemic-governor-cuomo-governormurphy-governor-lamont-and-governor-wolfdirect

4月6日
〜20日

3月29日 州知事が、レストラン、ショッピングモール、理髪店等の閉鎖等の措置が4/15まで延⻑されることを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-nys-pause-functions-extended-nexttwo

4月6日
〜20日

4月6日 学校や、必要不可⽋ではないビジネスを閉鎖する命令を州知事が4/29まで延⻑。
社会的離隔の確保に関する命令違反の罰⾦が500ドルから1,000ドルに増額。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-nys-pause-functions-extendedadditional

4月6日
〜20日

4月7日 州知事が、⺠間事業所を閉鎖させ、不要不急の集会等を延期または中⽌させる知事命令の4/29までの延⻑。

https://www.governor.ny.gov/news/no-20214continuing-temporary-suspension-andmodification-laws-relating-disaster-emergency

4月16日 事業所や店舗の閉鎖を5月15日まで延⻑すると発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-nys-pause-extended-until-may-15

4月26日 経済活動の再開について発表。建設および製造業の再開をフェーズ1、優先度とリスクレベルに基づいて特定の業界
の活動再開をフェーズ2とした。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomooutlines-phased-plan-re-open-new-york-starting

5月11日 州の3つの地域で経済活動フェーズ1の再開に必要な7つの指標を満たしていることから、このまま⾏けば、今月15日
から経済活動再開できると発表。
造園業など感染リスクの低いビジネスも今月15日より州全体で解禁される⾒込みと発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-three-regions-new-york-state-ready

5月13日 ノースカントリー地域が正式に経済活動フェーズ1の再開に必要な7つの指標を満たし、15日から経済活動再開でき
ることを発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-fourth-region-hits-benchmark-begin

3

4月6日
〜20日

4月6日
〜20日

4月6日
〜20日
4月6日
〜20日

4月27日

5月12日

5月14日

新型コロナウイルス対応施策一覧：（ニューヨーク州）
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
5月15日 NY州内の5つの地域（セントラルニューヨーク、ノースカントリー、フィンガーレイク、サザンティア、モホークバレー）は本
日から経済活動の再開を発表。
NYCは28日まで閉鎖を延⻑することを発表。
5月18日 6番目の地域（ニューヨーク⻄部）が経済活動再開の指標を満たし、19日から経済活動再開できることを発表。

URL

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-five-regions-will-begin-reopeningtoday

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-sixth-region-hits-benchmark-begin

閲覧日
5月18日

5月19日

5月19日 7番目の地域（都市圏︓キャピタルリージョン）が経済活動再開の指標を満たし、20日から経済活動再開できるこ
とを発表。
10⼈以下の式典を許可することを発表。（最終決定は各自治体が⾏う）
全米の16の病院で2週間の病院訪問パイロットプログラムを実施することを発表。これにより家族面会もできることも
可能になるとのこと。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-seventh-region-hits-benchmarkbegin

5月24日 8番目の地域（ハドソン中部地域）が26日から、9番目の地域（ロングアイランド地域）が27日から経済活動再
開第⼀フェーズに⼊る予定と発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-new-york-professional-sports-leagues

5月25日

5月26日 ハドソン中部地域が経済活動再開第⼀フェーズに⼊ったことを発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-eighth-region-hits-benchmark-begin

5月27日

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomocalls-us-senate-pass-coronavirus-relief-bill

5月28日

5月27日 ロングアイランド地域が経済活動再開第⼀フェーズに⼊ったことを発表。

5月29日 5つの地域（セントラルニューヨーク、フィンガーレイクス、モホークバレー、ノースカントリー、サザンティア）が経済活動再
開第二フェーズに本日から⼊ったことを発表。
ニューヨーク市が6月8日に経済活動再開の第⼀フェーズに⼊ると発表。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-new-york-city-enter-phase-1reopening-june-8-and-five-regions-enter

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-dentists-can-reopenstatewide-tomorrow-and-updates-new-yorkersstates

6月1日 ⻭科が6/1より州全域で再開できることを発表。

6月1日 ニューヨーク⻄部が6/2より、キャピタルリージョンが6/3より経済活動再開第二フェーズに⼊ることを発表。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-western-new-york-expectedenter-phase-2-reopening-tomorrow-and-capital

6月2日 ニューヨーク⻄部が本日より経済活動再開第二フェーズに⼊ったことを発表。
ニューヨーク市は6/8より経済活動再開第⼀フェーズに⼊る予定と発表。
低リスクの屋外レクリエーション活動と、そのような活動を提供するビジネスが第⼀フェーズに⼊った地域で許可する知
事令を発⾏したことを発表。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-western-new-york-entersphase-2-reopening-today

6月8日 ニューヨーク市が本日から経済活動再開第⼀フェーズに⼊ったことを発表。

https://www.governor.ny.gov/news/new-yorkcity-enters-phase-one-reopening-todaygovernor-cuomo-announces-new-york-city-now

6月9日 ハドソン中部地域が本日から経済活動再開第二フェーズに⼊ったことを発表。

6月10日 ロングアイランドが6月10日から経済活動再開第二フェーズに⼊る予定であることを発表。

5月20日

6月1日

6月1日

6月2日

6月4日

6月9日

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-mid-hudson-valley-entersphase-two-reopening-today

6月10日

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-state-expanding-covid-19testing-criteria-include-anyone-who-attended

6月8日

6月13日 ニューヨーク⻄部が6月16日より、都市圏︓キャピタルリージョンが６月17日より経済活動再開第三フェーズに⼊るこ
とを発表。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-western-new-york-expectedenter-phase-3-reopening-june-16-and-capital

6月15日

6月15日 経済活動第三フェーズにある地域では、最⼤25⼈の集会が許可されることを発表。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-gatherings-25-people-will-beallowed-phase-three-reopening-0

6月18日

6月17日 NYCが6月22日より経済活動再開第二フェーズに、ミッドハドソンバレーとロングアイランドが経済活動再開第三フェー
ズにそれぞれ6月23日、24日に⼊る予定であることを発表。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-lowest-percentage-positivecovid-19-test-results-pandemic-began

6月22日

6月24日 セントラルニューヨーク、フィンガーレイクス、モホークバレー、ノースカントリー、サザンティアが、26日に経済活動再開第
四フェーズに⼊る予定と発表。
ロングアイランドが経済活動再開第三フェーズに⼊ったことを発表。（NYCは予定通り22日に第二フェーズ、ミッドハド
ソンバレーも23日に第三フェーズに移⾏済）

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-five-regions-track-enterphase-iv-reopening-friday

6月29日 ニューヨーク⻄部が明日より経済活動再開第四フェーズに⼊る予定と発表。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-state-decide-wednesdaywhether-slow-reopening-indoor-dining-new-york

7月2日

7月1日 NYCが7月6日に経済活動再開第三フェーズに⼊る予定としたが、当該フェーズで許可される屋内ダイニングの再開
については、他の地域で混雑が⾒られるため除外されることとした。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-phase-three-indoor-diningpostponed-new-york-city

7月2日

7月6日 ミッドハドソン地域とロングアイランド地域が経済活動再開第四フェーズにそれぞれ7/7、7/8に⼊ることを発表。
NYCが屋内レストランの再開なしで経済活動再開第三フェーズに⼊ったことを発表

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-new-york-city-enters-phaseiii-reopening-without-indoor-dining-and

7月9日

7月8日 ミッドハドソン地域とロングアイランド地域が経済活動再開第四フェーズに予定通り⼊ったことを発表。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-new-york-state-will-decidefall-school-reopening-during-first-week

7月9日

4

6月25日

新型コロナウイルス対応施策一覧：（ニューヨーク州）
株式会社三菱総合研究所
項目
上記に関連する財政支
援措置

適用開始日
内容
3月28日 州知事が、個⼈および法⼈の納税申告の締め切りを後倒しする知事命令に署名。

4月11日 景気刺激策の支払いが銀⾏によって凍結されたり、債権者に差し押さえられたりしないことを保証する書簡を米財務
省に送付。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-partnership-nys-court-systemprovide

4月27日 州のフードバンクとプロバイダーに州の特別公衆衛⽣緊急資⾦から2,500万ドルを提供すると発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-phase-ii-results-antibody-testingstudy

5月1日 NY⾦融サービス局は、州が規制する医療保険会社に対し、基幹業務従事者のためのメンタルヘルスサービスの自費
負担免除を義務付けることを発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-schools-and-college-facilities

5月7日 家賃未払い等による住居や商業目的の⽴ち退き禁⽌を、8月20日まで延⻑すると発表。合わせて、滞納による遅
延料や延滞料の徴収の禁⽌も発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-moratorium-covid-related-evictionswill

5月21日 消費税申告期限（Sales Tax Filing Deadline）を6/22まで延⻑することを発表。

個⼈の活動制限

上記に関連する財政支
援措置

URL

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoissues-executive-order-moving-new-york

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-summer-school-will-be-conductedthrough

閲覧日
4月6日
〜20日
4月6日
〜20日

4月28日

5月8日

5月8日

5月22日

5月22日 NYフォワードローンプログラムが開始したことを発表。（従業員20名以下、売上300万ドル未満の中小企業に対
し、融資を⾏う制度）

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomolaunches-100-million-new-york-forward-loanfund

3月17日 州知事が、COVID-19対応に必須ではない地方公務員の在宅勤務や休暇取得を認める。

https://www.governor.ny.gov/news/no-2024continuing-temporary-suspension-andmodification-laws-relating-disaster-emergency

3月25日 州知事が、ニューヨーク市において、社会的離隔規定を遵守させるための市の計画の⼀環として、自動⾞を道路に⼊
らせず、歩⾏者に開放することを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-40000-health-professionals-havesigned

3月28日 CDCがニューヨーク州、ニュージャージー州およびコネチカット州州⺠に対して、今後14日間、不要不急の国内旅⾏
を控えるよう促すステートメントを発出。

https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s038
-travel-advisory.html

4月16日 公共交通機関等の利用の際にマスク着用の義務付けを知事令に記載（知事令は17日から有効となる予定）。
事業所や店舗の閉鎖を5月15日まで延⻑すると発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-nys-pause-extended-until-may-15

5月28日 店がマスクやフェイスカバーを着用しない⼈の⼊店を断ることを可能にする知事令を発⾏することを発表。
Rosie PerezおよびChris Rockとパートナーを組み、マスク着用やソーシャルディスタンスの重要性に関するコミュニ
ケーションと教育を促進することを発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoissues-executive-order-authorizing-businesses

6月13日 公共の場でのマスク着用禁⽌を廃⽌する法律に知事が署名したことを発表（公共の場でマスクを義務付ける知事
令とマスク着用を禁⽌する古い法律間の⽭盾を取り除く）。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-western-new-york-expectedenter-phase-3-reopening-june-16-and-capital

6月15日

6月24日 ニューヨークとニュージャージー、コネティカット州は、COVID-19が感染拡⼤する州からの来訪者に14日間の自主隔
離を義務付けると発表。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-governor-murphy-and-governor-lamontannounce-joint-incoming-travel-advisory-all

6月25日

3月11日 州知事が、隔離命令の対象となった州職員に対して2週間の有給休暇を州が保証すると発⾔。

https://www.governor.ny.gov/news/duringnovel-coronavirus-briefing-governor-cuomoannounces-new-york-state-will-contract-28

3月14日 州の⾦融サービス省が保険会社に対して、遠隔診断の利用者の自⼰負担分支払いを免除するよう要求。

https://www.governor.ny.gov/news/duringcoronavirus-briefing-governor-cuomoannounces-department-financial-services-willrequire

3月17日 州知事と州議会が、雇用保護や隔離された労働者への手当の支払い等を内容とする法案について合意。なお知事
は、翌18日に署名。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-three-way-agreementlegislature-paid-sick-leave-bill-provide-immediate
https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-signs-bill-guarantee-paid-leave-newyorkers-under-mandatory-or-precautionary

3月27日 州知事が、COVID-19のために経済的困難に直面している契約者が、90日間、⽣命保険料の支払いを猶予され
る可能性があることを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-completion-first-1000-bed-temporary

3月28日 州知事が、個⼈および法⼈の納税申告の締め切りを後倒しする知事命令に署名。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoissues-executive-order-moving-new-york

4月1日 州知事が、失業手当の申請書の提出が遅れても受給できるようにする措置を講じることを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-regeneron-creating-500000-test-kits

4月2日 州知事が、COVID-19により経済的困難にある個⼈や小規模事業者が6/1まで健康保険料の支払いを遅延でき
る可能性のあることを公表。また、健康保険未加⼊者の加⼊のための特別申請期間が5/15まで延⻑されることを
公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-state-department-health-hasapproved

5

5月25日

4月6日
〜20日
4月6日
〜20日

4月6日
〜20日
4月6日
〜20日

5月29日

4月6日
〜20日
4月6日
〜20日

4月6日
〜20日

4月6日
〜20日
4月6日
〜20日
4月6日
〜20日

4月6日
〜20日

新型コロナウイルス対応施策一覧：（ニューヨーク州）
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
4月7日 州知事が、COVID-19の流⾏で経済的な影響を受けている学⽣ローンの借り手への救済策の実施に関して事業
者と合意したと公表。具体的には、毎月の返済の繰り延べ、延滞⾦の免除、ブラックリストへの登録の不実施等。
4月8日 失業給付に関して、追加で600ドルを給付することに加え、給付期間を13週間延⻑し39週間とすると発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-new-york-state-ramping-antibodytesting

4月17日 CARES法に基づく、NY州低所得者向けに資⾦を提供するキャンペーンを開始。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoissues-executive-order-directing-all-nys-public

4月23日 医療従事者、製薬スタッフ、法執⾏機関、消防⼠、⾷品配達労働者、⾷料品店の従業員など、要不可⽋な労働
者に育児奨学⾦を提供すると発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-state-health-department-will-partner

6月13日 過去に罰⾦を課された個⼈にも失業手当を給付できるようにする法律に知事が署名したことを発表。

6月17日 ニューヨークの⾦融サービス局が、消費者の信用報告書への不当なマイナス影響を避けるためにCOVID-19によって
困難に直面している消費者を助けることでニューヨークの信用報告業界との合意に達したと発表。（⾦融機関に信
用スコアを最小限に抑える方法で支払いの滞納等報告できる手順の通知等実施予定）

項目
隔離施設・体制の準備

医療物資の供給体制

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomodirects-flags-be-flown-half-mast-honor-those-we

4月10日 SNAPに加⼊した70万世帯以上の低所得世帯に対する2億ドルの緊急⾷料援助を発表。

5月1日 州政府はKate Spade New York FoundationおよびCrisis Text Lineと提携して、前線で働く労働者のため
の24時間年中無休の⼼のサポートサービスを提供していると発表。

《医療提供体制》

URL

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-state-will-invest-private-companies#

適用開始日
内容
3月13日 ⽼⼈ホームの訪問は医療上必要な場合のみ認めることを公表。州は⽼⼈ホームに対して、⼊居者が家族と連絡が
取れるようオンラインのコミュニケーション手段を設置するよう要請。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-schools-and-college-facilities

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-western-new-york-expectedenter-phase-3-reopening-june-16-and-capital
https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-lowest-percentage-positivecovid-19-test-results-pandemic-began

URL

https://www.governor.ny.gov/news/duringnovel-coronavirus-briefing-governor-cuomoannounces-new-mass-gatherings-regulations

5月19日 全米の16の病院で2週間の病院訪問パイロットプログラムを実施することを発表。これにより家族面会もできることも
可能になるとのこと。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-seventh-region-hits-benchmarkbegin

6月16日 病院やグループホームが自由裁量で訪問者を受け⼊れることを許可することを発表。ただし、州の感染防⽌等定めた
ガイドラインに則る必要あり。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-us-open-be-held-withoutfans-august-31st-september-13th

3月7日 州知事が州の消費者保護担当部門に対して、衛⽣用品や手洗い⽯鹸等の不当な価格つり上げの有無に関する
調査を命令、無料の通報電話窓⼝を開設。

https://www.governor.ny.gov/news/novelcoronavirus-briefing-governor-cuomo-declaresstate-emergency-contain-spread-virus

3月9日 州知事が、消毒液を週10万ガロン⽣産し、最も影響を受けた地域やリスクの高い地域、州政府機関に配布すると
表明。

https://www.governor.ny.gov/news/novelcoronavirus-briefing-governor-cuomoannounces-state-will-provide-alcohol-basedhand

閲覧日
4月6日
〜20日
4月6日
〜20日
4月6日
〜20日
4月6日
〜20日

4月24日

5月8日

6月15日

6月22日

閲覧日
4月6日
〜20日

5月20日

6月18日

4月6日
〜20日
4月6日
〜20日

3月21日 州知事が、個⼈保護具の供給を増やすための州によるマスクの購⼊、⾐服製造業者によるマスクやその他の医療用
品の製造、州内の⼈⼯呼吸器を調達しての最も重⼤な状況にある地域での集中利用といった措置を講じていること
を公表。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-four-sites-identified-armycorps-engineers-initial-list-temporary

3月22日 州知事が連邦政府に対して、「国防⽣産法」を執⾏して医療用品納⼊に関する契約や調達を国として実施するよう
要請。（「国防⽣産法」により、連邦政府は⺠間企業に対して、全ての州のために必要不可⽋な製品を製造するよ
う義務付けることが可能になる）

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoaccepts-recommendation-army-corps-engineersfour

3月22日 州知事が、州が薬物試験を開始し、7万回分のヒドロキシクロロキン、1万回のジスロマックおよび750,000回分のク
ロロキンを取得したことを公表。また、FDAにCOVID-19抗体の血清学的検査を直ちに承認するよう要請。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoaccepts-recommendation-army-corps-engineersfour

4月6日
〜20日

3月23日 州知事が、FDAが抗体注射を使用して、ウイルスに対する個⼈の免疫系を刺激および促進する実験薬の使用を承
認したことを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-initial-delivery-equipment-andsupplies

4月6日
〜20日

3月24日 州知事が、ジェイコブKジャビッツコンベンションセンターに備蓄していたマスク、手袋、フェースシールドをニューヨーク市、
ロングアイランド、およびウェストチェスターに発送したことを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-distribution-health-care-supplies-new

4月2日 州知事が、⼈⼯呼吸器に転用可能なフィリップス製のBiPAPを州が3,000台調達したこと、750台がすぐに病院に
配備されることを公表。また、州が全病院の備品の在庫を毎日確認し、病院には即座に使用しない備品は州に供
出し、州が最もニーズのある病院に供給する体制を整備していることを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-state-department-health-hasapproved

4月3日 州知事が、州が⼈⼯呼吸器および個⼈保護具を即座には必要としていない機関から回収し、ニーズの高い他の病
院で利用できるようにするための知事命令に署名。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-executive-order-allowing-state

4月4日 州知事が、中国⼤使の協⼒の下、中国系カナダ⼈が設置した財団からマスクやゴーグルの提供を受けたこと、NBAの
チームからマスクの提供を受けたことを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-1000-ventilators-donated-new-yorkstate
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4月6日
〜20日

4月6日
〜20日

4月6日
〜20日

4月6日
〜20日

4月6日
〜20日

4月6日
〜20日

新型コロナウイルス対応施策一覧：（ニューヨーク州）
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
4月8日 100万本以上の消毒剤を州内すべての自治体の医療関係施設等に配布すること発表。
BiPAP2,400台がNY州に寄贈されたことを発表。

URL

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomodirects-flags-be-flown-half-mast-honor-those-we

4月15日 SUNYとCUNYが3Dプリンタを使用して医療従事者のための個⼈防護器具を製造。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoissues-executive-order-requiring-all-people-new

4月27日 200万本の手指消毒剤がNY州すべての自治体に配布されたことを発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-phase-ii-results-antibody-testingstudy

5月2日 700万以上の布マスクを州の前線で働く労働者らに配布することを発表。

5月3日 NY州が他5州と共に、個⼈用防護具、その他の医療機器や検査機器のための地域サプライチェーンを開発するため
の共同多州協定（joint multi-state agreement）を発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-results-completed-antibody-testing
https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomogovernor-murphy-governor-lamont-governorwolf
https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoissues-executive-order-authorizing-businesses

5月28日 貧困地域に100万枚のマスクを配布することを発表。

閲覧日
4月6日
〜20日
4月6日
〜20日

4月28日

5月8日

5月8日

5月29日

7月30日 州政府支援のもと、新たに12社がCOVID－19関連機器（フェイスマスクや⼈⼯呼吸器等）の製造を開始すると
発表。これまで、NYを本拠とする20の企業が州政府支援のもと関連機器を製造している。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-12-new-york-companiesstart-producing-covid-19-related-equipment-and

8月3日

病床の拡充

3月22日 州知事が、州内の病院に対して収容能⼒拡⼤計画策定を要求する州保健省緊急命令が策定されたことを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoaccepts-recommendation-army-corps-engineersfour

4月6日
〜20日

緊急性の低い診療等の
抑制

3月22日 州知事が、州内の病院に対して、3/25以降、即座に実施する必要のない手術をキャンセルするよう義務付け。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoaccepts-recommendation-army-corps-engineersfour

4月6日
〜20日

4月21日 NY州保健局が地域に応じた外来治療等の再開のガイダンスを公表することを発表。（病院の収容能⼒が郡の
25%を超え、かつ郡内で過去10日間にCOVID-19患者の新規⼊院が10例未満であれば、病院は2020年4月
28日に選択外来治療を再開できる、等）

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-elective-outpatient-treatment-can

3月15日 州知事が⼤統領に公開書簡を送り、検査能⼒拡⼤のためのFDAやCDCの規制の緩和、学校や会社の閉鎖、医
療体制強化のための陸軍⼯兵部隊の起用を要請。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-calls-president-trump-takecomprehensive-federal-action-combat-novelcoronavirus

3月17日 州知事が会⾒で、州が病院の⼈員の補填のため、引退した医者や看護師、医療専門家に連絡を取っていることを
公表。

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-announces-three-way-agreementlegislature-paid-sick-leave-bill-provide-immediate

3月23日 州知事が、州の⾦融担当部局が保険会社に対して、雇用している看護師や医師、医療専門家の⼈数に関する情
報を公表し、それにより州がこれらの看護師等に対して⼀時的にCOVID-19対応に従事するよう求めることができる
よう、要請していることを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-initial-delivery-equipment-andsupplies

3月25日 州知事が、退職者や学⽣を含む40,000名の医療従事者が、急増医療部隊の⼀部として働くボランティアに、
6,000名以上のメンタルヘルス専門家が無料のオンラインメンタルヘルスサービスを提供するために登録したことを公
表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-40000-health-professionals-havesigned

3月25日 州知事が、マンハッタンのフォーシーズンズホテルが、看護師、医師および医療専門家のためにホテルを提供することを
公表（同ホテルがこうしたサービスを実施するホテルの第⼀号）。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-40000-health-professionals-havesigned

4月6日
〜20日

3月30日 州知事が、州保健省が州全体の医療システムと連携し、病院間でリソースの情報を共有するための指揮センターを
開設することを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-statewide-public-private-hospitalplan

4月6日
〜20日

3月31日 州知事が、前日公表した指揮センターを支援する中央調整チームを⽴ち上げること、オンラインポータルサイトを開設
し、ボランティアと病院の橋渡しをして最もニーズのある病院にボランティアが登用されるようにすることを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-new-hospital-network-central

医療スタッフの拡充

4月4日 知事が、卒業を控えた医学⽣が業務を開始できるようにする知事命令に署名したことを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-1000-ventilators-donated-new-yorkstate

4月5日 州知事が、連邦政府が医師、看護師、呼吸器技師、セラピストを含む約1,000⼈の職員をニューヨーク州に配置す
ることを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-federal-government-deploying

4月8日 COVID-19医療従事者にニューヨークへの渡航について、複数航空会社が無料で渡航できることを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomodirects-flags-be-flown-half-mast-honor-those-we

4月10日 知事が議会代表団と協⼒してCOVID-19ヒーロー補償基⾦を設⽴。COVID-19対応の最前線で働く医療従事
者およびその家族をサポートすることが目的。
医療現場の労働者に無料の住居を提供するための⺠間セクターとの新たなパートナーシップを発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-new-york-state-ramping-antibodytesting

4月23日 医療従事者、製薬スタッフ、法執⾏機関、消防⼠、⾷品配達労働者、⾷料品店の従業員など、要不可⽋な労働
者に育児奨学⾦を提供すると発表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-state-health-department-will-partner
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4月22日

4月6日
〜20日

4月6日
〜20日

4月6日
〜20日

4月6日
〜20日

4月6日
〜20日

4月6日
〜20日

4月6日
〜20日
4月6日
〜20日

4月6日
〜20日

4月24日

新型コロナウイルス対応施策一覧：（ニューヨーク州）
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
5月30日 COVID-19で亡くなった最前線の労働者（医療従事者や救急隊員、警察官等を指す）に死亡給付を提供する
法案（S.8427 / A.10528）に州知事が署名したことを発表。（給付額は年齢等に応じ算出される予定）

重傷者向けトリアージ
ー
病床の拡充（野戦病院
等の緊急措置）

URL

https://www.governor.ny.gov/news/governorcuomo-signs-law-new-measure-providing-deathbenefits-families-frontline-government

ー
3月16日 州が、州兵、建設労働組合および⺠間不動産業者を組織し、既存の建物を医療施設に改築して9,000床の病
床を確保へ。

ー

3月18日 州知事が、1,000床の病床をもつ米海軍病院船がニューヨーク港に配備されたことを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-deployment-1000-bed-hospital-shipusns

3月22日 州知事が、陸軍⼯兵部隊が推奨した4カ所の臨時の病院建設サイトを承認。また、これに加えてFEMAが4カ所の
連邦の医療施設をジェイコブKジャビッツコンベンションセンター内に建設することを公表。さらに、州が引き続き既存の
建物を改築し医療施設とするためのサイトを探しており、ブルックリンリハビリ・ヘルスケアセンターを臨時の病院とするた
めにリースしたことを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoaccepts-recommendation-army-corps-engineersfour

3月27日 州知事が、1,000床の病床を有する臨時病院がジェイコブKジャビッツコンベンションセンターに完成したこと、および新
たな仮設病院建設サイト4カ所を選定したこと、⼤統領にこれらのサイトをすぐに承認し、建設に着手できるよう要請
したことを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-completion-first-1000-bed-temporary

3月28日 州知事が、695床の病床追加のため、3カ所の施設を選定したこと、⼤統領が、州が3/27に選定した4カ所のサイト
を臨時病院建設サイトとして承認したことを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoissues-executive-order-moving-new-york

3月30日 州知事が、ジェイコブKジャビッツコンベンションセンターが臨時病院としての機能を開始し、患者受け⼊れを開始したこ
とを公表。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-statewide-public-private-hospitalplan

4月6日 ニューヨーク港に配備された米海軍病院船について州知事が、COVID-19の患者への対応のみに利用するよう州知
事が連邦政府に要請。
802台の⼈⼯呼吸器が州内で配備される。

https://www.governor.ny.gov/news/amidongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomoannounces-nys-pause-functions-extendedadditional

※州としての措置のみを記載し、国としての措置は記載していない
出所︓当該自治体等の事務連絡・プレスリリース等を基に三菱総合研究所作成、各内容の出所はURL参照
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https://www.governor.ny.gov/news/duringcoronavirus-briefing-governor-cuomo-issuesexecutive-order-allowing-state-increase

閲覧日
6月1日

4月6日
〜20日

4月6日
〜20日

4月6日
〜20日

4月6日
〜20日

4月6日
〜20日
4月6日
〜20日

4月6日
〜20日

