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気になったのはやっぱり日米の違い

確定申告は自分でやるの？

クレジットヒストリーって一体何？

誰を信じる？ 住宅事情

NY市のトリビア

現在の市長は、ビル・デブラ
シオ。第109代市長で、2014
年1月1日から現職。ちなみ
に前代はマイケル・ブルーム
バーグで、02から13年まで3
期務めた。

ニューヨーク市はマンハッタ
ン、クイーンズ、ブルックリン、
ブロンクス、スタテンアイラ
ンドの5区から成る。ちなみ
に他区に比べ知名度が低い
スタテンアイランドは、「the 
Forgotten Borough（忘れ
られた区）」の異名を持つ。

ニュー ヨ ーク市 の 人 口 は
862万2698人（*1）で人口密
度は1平方マイルあたり２万
7012.５人（*2）。全米の人口
は3億2716万9178人（*3）、
人口密度は１平方マイル当
たり87.4人（*2）。ちなみに
人 口 に対する外 国 生まれ
はニューヨーク市は37.2%

（*2）、全米は13.4％（*2）。
（数値はUS Census より。

*1=2017年推定、*2＝2010
年調査、*3=2018年推定）
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住 で に い 度

やって ている？

NY州のトリビア

ニューヨーク の は50
27 。人口は リ

ルニア （3955万7045人）、
テ ス （2870万1845
人）、 ロリ （2 1 2 9 万
9325人）に （1954
万2209人）。ちなみに の
ニュージ ージー は890
万8520人で11 （*3）。

現 知事は、アンドリュー・
クオ 。第56代で2011年1
月1日から現職。第52代は

の マリオ・クオ
。ちなみにマーテ ン・

ン・ビューレンはじめ 人の
が当 前にニューヨ

ーク 知事を務めている。

ニューヨーク市 よ
は ロス ー ームが
い。 Bは ン ース ッ

、 F はジ イアン ジ
ッ 、 はレンジ ーズ
アイラン ーズ、 B はニ

ックス ブルックリン・ ッ
れ れ2 つある。

らに ジ ーリーグ ッ
ー（ S）はニューヨークシ
テ ーFC レッドブルがあ
る。ちなみに「ニューヨーク」

ているが、ジ イアン
ジ ッ はニュージ ー

ジー イーストラ ード
で、レッドブルは ハリ
ンが 。
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い で住める は ？
の に 、 の

について
インター ット代が い ロバイ

ーは か？
リタイア 、ニューヨークの日 人

ュニテ ーで、何か ら てる
がないか

ュニテ ー ード（ 区の
） の の 方

ニューヨーク市が定める い
分 の 方

の生 （米国、日 方につい
ての知 ）

の 方

ー ー

本誌に掲載している「暮らしベーシック情報」（P. 18,19,28-30, 32, 34, 36-38, 40,41, 52-55, 59,60, 68-70, 78, 80-82, 84,86）の各記事は、NYジャピオン、ウェブサイト
（ejapion.com）に過去に掲載した内容を再構成し、専門家に監修を依頼した一般的な情報です。問題が生じた場合、弊社、監修者は一切の責任を負いかねますのでご

了承ください。質問、詳細に関しては各機関、各専門家にお問い合わせください。

世界の中心で家を買いたい
→ 18ページ

部屋を借りるのに何が必要？
→ 19ページ

「家賃は小切手で」と言われた
→ 28ページ
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　ニューヨーク市の発表によると、2017年の市内の戸数は
346万9240戸で、うち218万3064戸が賃貸で空室率は3.93
％、持ち家率は30％程度となっている。全米平均の空室率
7.1%、持ち家率64.4％となっていることを考えると、ニューヨ
ーク市に人が集まり、引き続き不動産の需要が高いことが分
かる。
　住宅物件は、コンドミニアム（コンド）とコーポラティブハウ
ス（コープ）に二分される。コンドは不動産物件だが、コープ
は建物の所有権の株を購入し、特定の部屋を使用する権利
を得る形をとることになる。コープを購入するには管理する
ボード（理事会）の審査を受ける必要があり、賃貸目的での購
入などを制限する条件を課している場合が多い。ただし一般
的にコンドに比べ価格が低い。コンドはコープに比べ購入条
件は緩やかで、投資目的の購入などへの規制はほとんどな
いが、コープに比べ高額となるのが一般的。

  

　実際にはかなり複雑な手順を踏むが、ここでは大まかな流

れを説明する。一般的には不動産エージェントと相談しなが
ら、購入プランを立てる。モーゲージ（住宅ローン）を利用し
て購入する場合は、まず銀行に相談し「プレアプルーバル」を
取得。借り入れ可能金額を確定させ、エージェントに相談す
る。
　気に入った物件が見つかったら購入のオファーを提出す
る。契約書作成では不動産購入を専門とする弁護士が関わ
るので、事前に選定する。オファーが受諾された後、約1週間
で契約書にサインをする。締結前の時期に、物件のチェック、
必要に応じた家屋の調査、リノベーションを検討する場合
は、建築家や工事業者などを連れ、物件の再確認を行うこと。
契約内容は、不動産エージェントと弁護士を通し、売り手側と
交渉を行う。
　契約内容に合意できれば、買い手側は契約書にサインし、
手付け金に当たるデポジット（通常は購入価格の10％）を支
払う。その後、売り手側も契約書にサインをし、双方がサイン
をした契約書が買い手の弁護士に届いた段階で成約とな
る。成約後、ボードアプリケーションを準備、提出。モーゲージ
の申請もこのタイミング。物件の管理組合と銀行の承認が得
られたら、物件の最終点検の後にクロージングとなり、物件
の引き渡しを受けて、全ての手続きが完了する。

ー ークの の の に い
する。
監修： フィッセル知賀子さん
住友不動産販売ニューヨーク / TEL: 212-596-0842 / chika@sumitomo-ny.com

不動産の購入

 © HMLTD/ Shutterstock.com
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　ニューヨークの賃貸物件は主にアパートメント（アパー
ト）、コンド、コープの形態がある。アパートはビル全体をオー
ナーが所有していて、自身あるいは管理会社が住居のメンテ
ナンスや入居手続きの管理をしている。コンドミニアムとコ
ープは日本の分譲マンションに近いもので、賃貸の場合は個
人オーナーが所有する部屋を借りる。
　アパートは1年、2年と決まった期間の契約で、一般的に申
請費用が安く、入居審査の時間（1週間弱）も短い。家賃は契
約更新時に値上がりすることが多いが、一般的なアパートで
は上昇率を市場の相場で決める。また家賃統制法に従い、毎
年決まった率で家賃を値上げする、レントスタビライズのア
パートもある。コンドとコープはオーナーと直接話し合って、
入居、契約の条件、家賃を交渉できるのがメリット。ただし一
般的に、アパートと比べて申請の際の費用が高く、入居審査
の時間も長めにかかる。
　住居は不動産エージェントに相談するか、自分でオンライ
ン、アプリなどで探すことになる。物件の場所、条件が気に
入ったら、内覧した後、管理会社、またはオーナーへ申請（オ
ファー）する。コンド、コープの場合はオーナーとの交渉成立

後、必要書類などを管理組合に提出、約2週間から1カ月の審
査を経て成約となる。

  

　契約時には身分証明のほか、個人の財務状況を確認する
ために、現在の収入や貯金、クレジットヒストリー、過去数カ
月分の給与明細や銀行残高証明などの提出が求められる。
日本人の場合は、加えてパスポート、ビザ、英文の雇用証明書

（または在学証明書）なども求められる。
　デポジットは通常1カ月分だが、クレジットヒストリーがな
い場合、デポジット数カ月分、または家賃を数カ月から1年
分、あるいは最後の月分の家賃を契約の際に支払うことを要
求される場合もある。またサインをする前に、途中解約でき
るかどうか、契約期間や更新・解約に関する条件を説明して
もらい、必ず理解すること。不明な点はエージェントやオーナ
ーに問い合わせること。契約更新の際も、追加した内容が抜
け落ちていないかなど不動産エージェントに相談しよう。
　また、万が一の火災や水漏れなどに備え、借り主側の保険
であるテナント保険に入っておいた方が安心。保険料は年間
約150ドル程度からが一般的。

を る の の を紹介する。
監修： 山崎里香さん
Furumoto Realty of NYC., Inc. / rika@furumoto.com / furumoto.com

賃貸住宅

 © Ryan DeBeraridinis/ Shutterstock.com
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  チェッキングアカウント

　アメリカでは、ショッピングをはじめさまざまな場面でクレ
ジットカードやデビットカードを利用するが、家賃やセキュリ
ティーデポジットなど住居に関連した支払いは、パーソナル
チェック（個人用小切手）での支払いを求められることが多
い。チェックの使用を可能にするには、銀行でチェッキングア
カウントを開設することが必要となる。
　通常、州発行の身分証明書（運転免許証やIDカード）とソ
ーシャル・セキュリティー・ナンバーの提示が必要となる。
　チェッキングアカウントで決められた最低入金額、月々の
手数料、1カ月に発行できるチェックの枚数などは銀行ごとに
異なる。日本でいう普通預金口座に当たるセービングアカウ
ントと連結しているものや、学生やシニア向けに手数料の安
いプラン、給与や年金を直接指定の口座に振り込むダイレク
トデポジットを利用すると、手数料が無料になるなどの特典
を用意している場合もある。また、通常チェッキングアカウン
トに利子は付かないが、一定額以上の残高を維持すること
で利子の付くプランもある。
　利用の際は残高を超えてチェックを切らないこと。チェック
が不渡りになると、「オーバードラフトフィー」と呼ばれる手数

料を払うことになる。また、何度も不渡りチェックを発行する
と、クレジットヒストリーに「バッドレコード」が記録され、ロ
ーン申請やクレジットカード取得の際に支障が出ることもあ
る。不注意による不渡り防止システムとして、「オーバードラフ
トプロテクション」や、セービングから自動的に不足分を移動
させるサービスもある。

  セービングアカウント

　貯蓄を目的として開設する口座は、大きく分けて2種類、い
つでも自由に預金の出し入れができるセービングアカウント
と、日本の定期預金と同様、一定期間の出し入れが制限され
るタイムデポジットがある。
　後者の最大の特徴は、セービングアカウントが変動金利で
あるのに対し、固定金利で、金利そのものもセービングアカ
ウントに比べ高めに設定されていること。また、マネーマー
ケットアカウント（MMA）という、通常のセービング同様自由
に出し入れができるが、金利がセービングより高くなるもの
もある。ただし、最低入金額が高く設定されている場合もあ
り、口座開設にあたり、まとまった資金が必要となるのが一般
的。

アメリカ 生活する い 。日
用する との い、 ッ アカ トが る。

監修： 渡部（牛島）有貴子さん
Citigold Private Client Relationship Manager / citi.com

銀行口座の開設

 © Rawpixel.com/ Shutterstock.com
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　チェッキングアカウントを開設した後、パーソナルチェック
がつづられたブックを注文、購入すると、自分の名前と住所
が印刷された小切手が数日で送られてくる。小切手にはパー
ソナルチェックのほかに、支払い保証（オフィシャルチェック）
が付いたものがある。
　小切手の左下にある番号は、ルーティンナンバー（Routing 
number）、チェックナンバー（Check number）、アカウント・
ナンバー（Account number）の三つ。表示は銀行によってチ
ェックナンバーとアカウントナンバーの順番が逆の場合もあ
る。ルーティンナンバーはアメリカの銀行コードで、自動引き
落としなどをする際に必要となる。
　書き方は、日付（月/日/年の順）を書き込む。基本的には書
き込んだ当日の日付を記入すること。次に、「Pay to the order 
of」の欄に、支払う人、会社などを明記する。またその下のラ
インに、支払い金額を英語で書き込む。435ドル支払いたい
ときには、「Four hundred thirty five and 00/100」と書く。
00/100は、セントを表しており、たとえ金額がぴったりだとし
ても、セントまで記入する必要がある。「Pay to the order of」
の右横にある枠には、先ほど書いた金額を数字で書き込む。

書き直しや訂正をした小切手は使えないので、必ず新しく書
き直すこと。最後に、パーソナルチェックの一番右下にある
線上に、銀行を開設したときと同じサインをする。オプション
で、左下にある「memo」に、チェックを渡す人へのコメントを
書き込むこともできる。

  

　銀行口座を開設すると、ATMカードが送られてくる。ATM
を利用すれば、現金、小切手の入金や引き出し、口座間のお
金の移動、残高照会ができる。操作方法は、まずはATMマシ
ーンの所定の位置に、カードを挿入。画面の指示に従い、（通
常4桁の）暗証番号を入力。現金引き出し（Withdraw）や入金

（Deposit）、残高照会（Inquiry）など取引の種類を選択。現
金引き出しをする際には、目的の口座（チェッキング、セービ
ング）などを選び、最後に、利用明細が必要であれば、印刷ま
たは画面確認のいずれかを選ぶ。
　近年は各銀行がスマートフォンアプリを提供していて、利
用履歴の閲覧、残高照会はもちろん、口座間のお金の移動、
小切手の入金などもアプリ上で可能となっている。

日 が 用する とが い が、アメ
リカ ック と 、日常生活 用する

い。
監修： 渡部（牛島）有貴子さん
Citigold Private Client Relationship Manager / citi.com

小切手/ATMの
利用法

 © Icatnews/ Shutterstock.com
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　病気やけがなどの治療をカバーする医療保険（Medical 
Insurance/ Health Insurance）の他、歯科保険（Dental 
Insurance）、眼科保険（Vision Insurance）などがある。歯科保
険は歯の治療や予防、眼科保険は眼鏡やコンタクトレンズ代
など限られた部分をカバーする。
　「オバマケア」（the Patient Protection and Affordable 
Care Act）は、国民の保険加入率を向上させることを目的に
制定された。連邦での国民加入義務は2019年からはなくな
ったが、州ごとの加入義務がある場合もある。各州がマーケ
ットプレイスと呼ばれるウェブサイトを展開し、医療保険プラ
ンを見比べて、購入することができる。支払った保険料は税
控除の対象となり、タックスリターンの際に申請し、受給資格
を満たせば、連邦政府が保険料の一部を肩代わりする。

  

　 生 命 保 険 は 掛 け 捨 て型（ T e r m  L i f e ）と積 み 立 て型
（Permanent  L i fe）に大別できる 。掛け捨て型は通常

10～20年の期限（Term）があり、その期限中に被保険者 

（Insured）が亡くなると死亡保険金（Death Benefit）が受
給者（Beneficiary）に支払われる。「掛け捨て」は保険料の
支払いを止めると保険が失効する。積み立て型ではキャッ
シュバリュー（Cash Value）と呼ばれる生命保険の口座に積
み立てたお金があり、保険料の支払いを一時停止しても即
座に保険が失効することはない。積み立て型にはさらに終
身型（Whole Life）、ユニバーサル型（Universal Life）、変額
型（Variable Universal Life）などがあり、口座の中で貯蓄や
投資ができる。また積み立て型では、キャッシュバリューを
利用して子供の教育資金や自分の老後の蓄え、または相
続対策にも使うことができる。老後に備える生存保障には

「Annuity」と呼ばれる年金保険があり、介護保険は「Long 
Term Care」という商品がカバーする。入院保障は医療保険
の範囲であるため、生命保険は関与しない。

  

　アメリカの損害保険には自動車保険、住宅保険、雇用者傷
害保険、業務上の保険、船舶海上保険、医師の瑕疵（かし）責
任保険など、種類は非常に多岐にわたる。いずれも専門性が
高いため各部門の専門家に相談することが勧められる。

アメリカの 、 、生
、

、 のカ リーに る。
監修（医療保険）： 堀川智里さん
日米ソーシャルサービス（JASSI）/ TEL: 212-442-1541（内線1）/ jassi.org
監修（生命保険、損害保険）: ジェームズ・ナム会計士
AA & TC, Inc. / TEL: 212-594-0074 / aantcinc.com

アメリカの保険

 © Andrii Yalanskyi/ Shutterstock.com
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海外ビジネス協力会

「日本の大手保険会社が提供しているので何か起こった際の対応も安心です」と語る加入者の堀古英司さん。ウェブサイトからメールアドレスを登録すると保険の
詳細が送られてくる

海外で活躍する日本人を支援
医療に特化した保険を提供

　海外ビジネス協力会は、日本の保険代理店が立ち上げた、海

外で活動する日本人ビジネスパーソン支援を目的とした団体。

　同団体の目的の一つは、団体として契約をして、アメリカ在住

の日本人が医療保険に安価で加入できる仕組みを作ること。保

険は海外旅行保険と違い、必要のない保障を省き、医療に特化

したものとなっている。

　「アメリカの医療保険の保険料は基本的なものでもかなり高

額で、当地で活動する多くの日本人にとっては悩みのタネです」

と話すのは、同会加入者で、ホリコキャピタルマネジメントLLC

代表の堀古英司さん。さらに堀古さんは、「団体を通じて社員

全員が加入しており、月々の保険料は以前の3分の1になりまし

た。基本的に広く医療機関でもカバーされますし、日本の大手

保険会社が提供しているので何か起こった際の対応も安心で

す」と語る。

　保険加入資格は日本のパスポート保持者（日本に住所がなく

ても加入できる）。加入手続きは日本出国前に行う必要があり、

アメリカ在住者は一時帰国の際に日本出国日を保険開始日と

して加入することになる。日本に一時帰国中も90日以内であれ

ばカバーされる。最長2年まで継続が可能。

　ウェブサイトからメールアドレスを登録すると、保険の詳細が

送られてくる。

kaigaibusiness.org
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  ット ト ー ア

　アメリカの日常生活では、住居の賃貸や携帯電話の利用
をはじめ、さまざまな契約の際に、クレジットヒストリー、クレ
ジットスコアを求められることが多い。クレジットヒストリー
とは、クレジットカードを使用しての購入、返済の過去の履歴
を示す信用情報のこと。これを統計学的に数値化したものが
クレジットスコアで、アメリカでは個人の経済状況を示す一
つの指標とされている。スコアの数値は、算出する会社によ
り若干の違いがあるが、一般的に300から850の間で設定さ
れる。基本的にはスコアは高いほどよいとされる。ただし、買
うものや契約するものによって、必要とされるスコアがある
ので、それぞれのスコアを満たしていることが重要とされる。

  

　クレジットカードを取得するには、アメリカ国内に居住し、
当地のクレジットヒストリーがあり、スコアも一定以上である
ことが条件とされ、ソーシャル・セキュリティー番号も必要と
なる。また勤務先、収支のバランス、家賃などの情報も尋ねら
れる。日本でクレジットカードを取得し利用していても、当地

でのクレジットヒストリーには反映されない。
　クレジットヒストリーがない人は、セキュアードカードを作
ることになる。これは銀行が担保（デポジット）を取って発行
するカードで、例えば500ドルを担保として銀行に預け、その
額内で使うというもので、返済できない場合、担保が支払い
に充てられる。返済をしていると一般のクレジットカードに切
り替えてもらえる。また来米間もない人を対象に、プレミオカ
ード（premio.com）のように、日本の信用履歴情報をもとに
クレジットカードを発行する日系カード会社もある。

  

　アメリカの場合、最良の方法は一括払いとされるが、一
括で返済できない場合、契約時に決められた方法で算出さ
れる最低金額を期日までに返済すればよいシステム。借り
ている残金に対しては、決められたAPR（年利率／Annual 
Percentage of Rate）にのっとり利子が付く。
　最近は直接的なカード盗難の被害よりも、カード情報が流
出し、不正利用の被害に遭う方が多い。心当たりのない利用
があった場合は、異議申し立てを行えば代金の支払い義務
は発生しない。

クレジットカード
アメリカの日常生活に必須といえるのがクレジットカー
ド。取得方法、使用方法、返済方法を紹介する。
監修： 今村由梨さん
Prestige International USA, Inc. / premio.com
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  ー ー

　一般的なローンは、担保がない場合、個人で銀行から大き
な額を借りることは難しいが、住宅購入の場合は、初めての
物件購入でも、物件自体が担保となる住宅ローン「モーゲー
ジ」を組むことができる。
　アメリカ居住者（アメリカ市民権保持者、永住権保持者、
就労ビザで一定期間以上アメリカに滞在している人）の場合
は、アメリカ国内で収入を得ていること、クレジットヒストリー
があることなどが必要条件となる。

  

　モーゲージには「固定型」と「ARM（Adjustable-Rate 
Mortgage）型」と呼ばれる変動型の2種類ある。「固定型」に
は、10年、15年、20年、30年などの種類があり、固定された期
間内に固定された金利で返済する。
　一方、「ARM型」は全て30年ローンで、10/1 ARM、5/1 ARM
などと表記される。例えば、「10/1 ARM」は、最初の10年間は
固定金利で、その後は1年ごとに金利が見直される、というこ
とを表している。

  セ

　モーゲージを組むプロセスは次の通り。
①その人の資産、借金、収入などの経済状況やビザのステー
タスなどから、その人がいくらお金を借りることができるかを
書いた「プレアプルーバルレター」を銀行から出してもらう
②不動産エージェントに相談し購入したい物件を見つける
③物件が見つかったら、プレアプルーバルレターを添付し、
物件購入のオファーを入れる
④オファーが受理されると、売り手側の弁護士から契約書が
送付される
⑤買い手側の弁護士が書類を確認
⑥問題なければ、売り手と買い手が売買契約書にサイン
⑦銀行などにモーゲージの申し込みを行う
⑧60日以内（通常クロージングに要する日数）にクロージン
グできる見通しが立った時点で、金利をロック
⑨すべての書類、条件がクリアになったら、モーゲージ確約
のレターが買い手に送られる
⑩売り手と買い手が、双方の弁護士、銀行、不動産エージェ
ントなどの立ち会いのもとでクロージングの契約書にサイン
し、売買契約が完了（クロージング）する。

を する に 用する、 ー ー
ージ に い 紹介する。

監修：渡部（牛島）有貴子さん
Citigold Private Client Relationship Manager / citi.com

住宅ローン
（モーゲージ）

 © Atstock Productions/ Shutterstock.com
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  ー セキ ー ン ー

　ソーシャル・セキュリティー・ナンバー（社会保障番号／
SSN）は、給与の受け取り、確定申告（タックスリターン）、銀行
口座開設、運転免許証の取得、住宅、携帯電話、電気・ガスな
ど各種の契約などの際に提示を求められる。アメリカには戸
籍制度がないため、個々の住民を認識するためのIDとしても
重要な役割を持つ。
　九つの数字から成る社会保障番号で、日本のマイナンバ
ーに近い。一度発行された番号は、一生涯、一個人が所有す
るものとなる。
　カードを紛失した場合は再発行が可能。また結婚などで姓
が変わったり、転居して住所が変わったり、ビザステータスが
変更になった場合などは必ず届け出ること。

  

　申請するためには、ソーシャル・セキュリティー・オフィスに
赴き必要書類を提出すること。申請書はウェブサイトからダ
ウンロードできる。市民でない場合は、有効な日本のパスポ
ート、永住者はグリーンカード（Form I-551）、あるいは労働

許可証（I-766）、米国出入国記録（I-94）、F-1 、M-1ビザ保持者
はビザのスタンプとI-20、J-1、J-2ビザの保持者もDS-2019を
別途提出する。

  グ

　身分証明の役割も果たすSSNだが、本来は名前の通り、各
種社会保障プログラムを受けるための番号である。
　就労する場合は、給与、収入からソーシャル・セキュリティ
ー税を支払うことが義務付けられている。10年以上（40クレ
ジット）払った年数によって、老後年金、障害者年金、低所得
者保障、メディケア（老後医療保険）などが受けられる。

〈詳細・問い合わせ〉
Social Security Administration
TEL: 800-772-1213
socialsecurity.gov

〈申請書（SS-5）のダウンロード〉
ssa.gov/online/ss-5.pdf 

アメリカ生活 、 の に、必 と
るのが ー リ ー ー。 、す
に取得 のが い。

ソーシャル・
セキュリティー・
ナンバー

© Lane V. Erickson / Shutterstock.com



37

  

　運転免許証は、居住する州のDMV（Department of 
Motor Vehicles／ニュージャージー州ではMotor Vehicle 
Commission）で取得する。基本的には、筆記と路上試験を受
けるが、制度は州で異なる。ニューヨークでは、国外の運転
免許証の保持者への試験の一部免除措置はない。申請には
DMVが求める各項目に対して証明書類を提出する。項目は
生年月日の証明（パスポートなど。日本のパスポートの場合
は有効なビザとI-94）、ソーシャル・セキュリティー・カード、州
住民である証明（電気代請求書、給与明細など2点）、身分証
明（銀行カードなど）。有効な書類はウェブサイトで事前に確
認すること。またDMVでは身分証明のみを目的とした（Non-
driver Photo ID Card）も発行している。ただしこれまでの

「Standard」は2020年10月1日以降、国内線の飛行機に搭乗
する際などに身分証明書として利用できなくなるため、DMV
は連邦政府が定める「Real ID」の申請を推奨している。

  

　筆記試験は予約不要で、DMVに行った日に受験できる。選

択式の質問20問中14問以上の正解で合格。日本語での受験
も可能。予想問題はDMVや自動車学校のウェブサイトに掲
載されているので、事前に勉強しておくこと。筆記試験に合格
し、視力検査にパスすると、5年間有効の仮免許（ラーナーパ
ーミット）が2～3週間後に郵送されてくる。免許証を持つ21
歳以上の同乗者がいれば、州内の公道での運転練習が可能
になる。ニューヨーク州では5時間の講習の受講が義務付け
られており、講習は自動車学校などで開講されている。
　路上試験は、DMVが提示する日時・場所から選ぶ。希望の
日程、場所が提示されていなければ、提示されるまでウェブ
サイトをチェックするか、電話で確認する必要がある（必ずし
も希望日、場所で予約が取れるとは限らない。またニューヨ
ーク市内、およびウェストチェスターの場合、取れる予約は約
4～5週間後）。試験に使用する車は家族、知人や自動車学校
などの車を自分で手配する。この際、ラーナーパーミットや5
時間講習修了証のほか、使用する車の登録証や車検証も持
参すること。路上試験では試験官の指示を正確に理解し、き
ちんとそれに従うことが大事。試験に合格すると暫定免許が
渡され、約2週間後に正規の運転免許証が送られてくる。

・NY DMV: dmv.ny.gov
・NJ MVC: state.nj.us/mvc 

の を 用 るが、 の生活
の 用 必須 。アメリカ
と 用する い。

監修: 大塚豊さん
Fuji Driving School / TEL: 212-661-0434 / fujidrivingschool.com

運転免許の取得

 © imtmphoto/ Shutterstock.com



38

  ー

　アメリカでは自動車を所有する際、購入に限らず、新車の
リースも一般的な選択肢として考えられる。新車のリースは、
ディーラー、またはリースを専門とする会社で契約ができる。
　リースは3年ごとの契約が一般的。自動車は基本的に乗っ
ている年数、走行距離が長くなるのに伴い、故障の発生率も
高くなるため、新車に2～3年ごとに乗り換えれば、そうした心
配が少なくて済むというのがリースの利点。
　最初に頭金（車の価格の20％程度）を支払い、その後は
月々のリース料を支払っていく。購入より安いというよりも、
一時金としての出費が抑えられるのが利点となる。ただし、ク
レジットヒストリーによってはリース料が高くなったり、リー
スができないというケースもあるので、事前に確認すること。
メンテナンスは基本自己負担となるが、車種によってはリー
ルの料金にメンテナンスサービスが含まれるものもある。
　所有するわけではないため、契約終了時には購入時の状
態に戻す必要がある。そのためカスタマイズなどを施して
も、無駄になってしまう。また途中で契約を破棄する場合は
契約期間の支払額を満額で払うことになるので、日本への帰
国時期が決まっている場合は事前に考慮して契約すること。

　またリース契約の場合、利用期間だけでなく、年間走行距
離のキャップ（制限）も設けられる。年間の走行距離のキャッ
プは一般的には1万マイル程度で、それを超えると追加料金
が発生する。リース車を遠方への通勤用として、また企業の
営業車などとして使用する場合は、年間走行距離がキャップ
を超えると予想されるので、リースではなく購入を検討した
方がよい。

  

　自動車の購入にはアメリカの運転免許が必要。新車、中古
車の購入はディーラーを通じて行うのが一般的。購入に自動
車ローン（ファイナンス）を利用する場合は、申請にクレジッ
トヒストリーが必要。中古車を選ぶ際は、信頼の置けるディ
ーラーに相談して購入すること。アメリカで販売される車は
全て車体番号（VIN）が付けられていて、ウェブサイト（carfax.
com、autocheck.com）で、番号から車の登録場所、過去の所
有者人数、走行距離、事故記録、レンタカーとしての使用記録
などが分かる。車社会で、中古車が多いアメリカでは、特に滞
在期間が限られる場合、必要年数で安心して乗れるものを選
べば、ワンランク上の車種に乗れるのが魅力とされる。

の 用、 する 、 、 の
、リー と 。  

監修： 市村知広さん
Wish Auto / TEL: 914-381-0012 / wishauto.com

自動車の利用
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ー ーク 用 る
を紹介する。

市内の移動/
交通機関

　 ニューヨーク市 内 で は 、M T A ( T h e  M e t r o p o l i t a n 
Transportation Authority）が運営する地下鉄（Subway）が
整備され、利用者は年間のべ17億人以上（2017年、MTA調
べ）。文字通り市民の足となっている。
　数字やアルファベットで示された25路線が、市内の472駅
を結んでいる。路線により急行（Express）と各駅停車（Local）
があり、24時間運行している。ただし天候、工事、イベントなど
により、運行ルートやスケジュールの変更、運休が平日、休日
問わず頻繁に起こるので、駅構内やホームの掲示板に貼ら
れた情報を見ておくこと。
　マンハッタン内では、「Uptown（北行き）」と「Downtown

（南行き）」があり、路上から駅への入り口がそれぞれの方向
専用という場合が多く、構内で行き来ができないことが多い
ので、行き先を確認してから改札を通ること。
　乗車には、駅構内の券売機で、シングルライド（1回乗車分
の紙の切符）、または金額を補充して使うメトロカードを購
入する。2019年3月現在で、シングルライドは3ドル。1ドルで
メトロカードを購入して使う場合は、1回分の運賃は2ドル50
セントと割引となる。また7日間（32ドル）、30日間（121ドル）

乗り放題のメトロカードも駅の券売機で購入することができ
る。
　改札を通過する際には、切符、メトロカードともに、カード
リーダーにスライドさせて、ターンバーを押して入る。各駅に
は駅員が24時間常駐しているブースがあるので、何か問題が
あるときは、駅員に相談するとよい。

　マンハッタン、クイーンズ、ブルックリン、ブロンクス、スタテ
ンアイランドの5区を走るニューヨークのバスは、各駅停車や
急行などを含め300以上の路線が運行している。路線名はア
ルファベットと数字で表示されていて、アルファベットは5区
の頭文字を表わす。また、平日のラッシュ時にはマンハッタン
と他区を結ぶエクスプレスバスが運行されている。
　バスへの乗車は、アイコンと路線名が表示された標識のあ
るバス停で待つ。運転席横にある機械に現金を入れるか、ま
たはメトロカードを挿入する。降車する際には、手すりにある
ストップボタンか、窓のふちにあるテープを押し、後部ドアを
使用する。
　料金はメトロカードを利用する場合は、地下鉄と同じ。現
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金で支払う場合、1回分の運賃は3ドル、メトロカード利用は2
ドル50セント。またエクスプレスバスは6ドル50セント。 

  ー

　マンハッタンの象徴ともいえるイエローキャブは24時間走
っている。
　車体の上部にあるランプが付いているのが空車で、手を上
げて停める。乗車してから、行き先を告げる。正確な住所を告
げても良いが、目的地を交差するストリートやアベニューを
教えてもよい。支払い方法は、現金、クレジットカード、デビッ
トカード。支払いの際にはレシートをもらっておくとよい。レ
シートにはタクシーの登録番号が記入されており、車内に忘
れ物をした際の問い合わせや苦情を報告する際に役立つ。
　初乗り料金は2ドル50セント。それに、ニューヨーク州税と
して50セントが加算される（2019年3月現在）。1/5マイルごと
に50セントが加算されていくシステム。夜間（午後8時から翌
日午前6時まで）は50セントの、平日のピーク時（午後4時から
午後8時まで）は1ドルの追加料金が課される。橋やトンネル
を通る際には通行料（Toll Fee）が料金に加算される。チップ
はメーター料金の15～20％を目安にして支払う。
　またJFK国際空港とマンハッタン間は基本料金が52ドル

（その他に州の税金やラッシュアワー料金などが加算され
る）に設定されている。それ以外の区は通常の料金が適応。
ニュージャージー州にあるニューアーク・リバティー国際空港
への往路にはメーター料金以外に、17ドル50セントの追加
料金が請求される。
　イエローキャブ以外に、ニューヨーク市内のマンハッタン
以外（96ストリート以北は除外）で客をピックアップすること
が許可されているボロキャブがある。ボロキャブのタクシー
は車体が緑で、イエローキャブと区別されている。

ービ

　タクシー以外の配車サービスとして、スマートフォンアプリ
などを利用するUber、Lyftなどのほか、リムジンサービスなど
がある。
　Uber、Lyftなどを利用する場合は、スマートフォンアプリを
事前にダウンロードし、クレジットカード情報などを入力して
おくこと。ピックアップしてもらう場所と行き先を指定して配
車予約をして、降車時に料金精算を行う。
　リムジンサービスは事前に配車を手配する完全予約制で、
料金の支払いは予約時などに行う。予約はリムジン会社のウ
ェブサイトから、または電話で行う。出発地と目的地の住所、

ピックアップの日時、乗客数、荷物の数、希望する車の種類を
伝えること。料金は各会社や希望する車の種類によって料金
システムが異なるので事前に確認すること。

  ン ェア

　2013年に登場したレンタルバイクのシステムで、19年3月
現在、利用可能な自転車（バイク）は1万2000台、専用ドック

（駐輪場）は市内および近郊で750カ所ある。利用可能なエ
リアは、マンハッタンはハーレムを北限にほぼ全域、ブルック
リン、クイーンズの一部、ニュージャージー州ホーボーケン、
ジャージーシティーの一部。専用ドックにあるバイクを番号
を使って解除し、規定の時間内（30分。年間パス所有者は45
分。遅延すると15分ごとに4ドル追加料金）に別の（あるいは
同じ）場所の専用ドックに戻す。スマートフォンアプリまたは
専用ドックにある券売機で利用期間を選び、料金をクレジッ
トカードで支払う。1回3ドル、1日パス12ドル、3日パス24ド
ル、年間パスで169ドル（それぞれ税別）。

  

　MTAおよび子会社が運営する交通機関は、ニューヨーク市
を起点に、アップステートへのメトロノース鉄道、ロングアイ
ランドへのロングアイランド鉄道、ニューヨーク・ニュージャ
ージー港湾公社が運営するニュージャージー州へのパスト
レインがある。
　メトロノースはグランドセントラル駅始発のイースト・オ
ブ・ハドソン線の3路線と、ニュージャージー州ホーボーケン
駅始発のウェスト・オブ・ハドソン線の2路線（路線の中でニュ
ーヨーク州の一部のみ）。年間8700万人が利用している。
　グランドセントラル駅始発は、ハーレム線（終点： ワセイク
駅）、ハドソン線（終点： ポーキプシー駅）、ニューヘイブン線

（終点： ニューヘイブン・ステート・ストリート駅、本線のほか
に3本の支線あり）の3路線で、マンハッタンに勤務する人た
ちの通勤電車として利用されている。
　ロングアイランド鉄道は、ロングアイランドの東西を結ぶ
路線で、市内ではマンハッタン内のペン駅、ブルックリンのア
トランティックターミナル駅、クイーンズのロングアイランド
シティ、ジャマイカを始発としている。グリーンポートまでの
本線のほか、モントーク、ポートワシントン、オイスターベイへ
の支線が伸びている。
　パストレインは市内ではワールドトレードセンター、33St
駅が始発で、ハドソン川対岸のニュージャージー州ホーボー
ケン、ニューアークまでの路線がある。
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NY市および
近郊Map



44

Midtown

39

43

40

50

49

42

7

4

3

5

982
1 12

10

11

46

15
22

171621

14

20

19

484547
13

6

1＠tabit
2 DAIKIN
3 Sanatio Spa New York
4 ダイノブ
5 POSI
6 Yoshinori Takita, REALTOR®
7 Taichi Realty
8 Katagiri
9 ibec language institute
10 Jeffery M. Ahn, M.D
11 古本不動産
12 New York Business Institute
13 林美香足病科クリニック
14 Douglas Elliman REAL ESTATE
15 AA&TC
16 SEI TOMOKO
17 TAMAGO SKINCARE
19 Pan Aqua Diving
20 Bluedata International Institute
21 ダイノブ
22 P.I. Art Center
39 citibank
40 Kumon math & Reading Center 
      Midtown East Ⅱ
42 住友不動産販売NY
43 Katagiri
45 Cafe Zaiya (Midtown)
46 H Mart
47 Cafe Zaiya (Kinokuniya)
48 Sunrise Mart
49 BentOn Cafe (Midtown)
50 リセ・ケネディ幼稚園/ 日本人学校
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Lower Manhattan

18 Helbraun & Levey LLP
23 SEI TOMOKO
24 RBL Partners, PLLC
25 Jia Law Group
26 D5 LAW OFFICE PLLC
27 NY ホーム＆リビング 不動産
51 Sunrise Mart (East Village)
52 Panya Bakery
53 Bento On cafe
54 Sunrise Mart (SOHO)

27

26

53 18

2524

54

23

51
52
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28 ニューヨーク育英学園
      フレンズアカデミー
29 グレイ法律事務所
30 A-co Moving Corp
31 ポペノメソッド
32 中村デンタルNY
33 ダイノブ
41 NY ホーム＆リビング 不動産

Midtown & Uptown28

29

30

31
33

32

41
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Astoria
Queens

34   みらい塾
59   Sakura-Ya
60   Food Bazaar Supermarket
61   Food Bazaar Supermarket

55

58

Forest Hills
Queens

56

57

55   Family Market
56   H Mart
57   Food Bazaar Supermarket
58   Taiyo Foods 
        Japanese Grocery Store

34

59

60

61



48

Brooklyn

62

64

63

62   Midoriya Brooklyn
63   Food Bazaar Supermarket
64   Food Bazaar Supermarket
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White Plains, Hartsdale 
& Scarsdale

65   大道マーケット
66   Fuji Mart(Scarsdale)
67   H Mart(Hartsdale)
68   慶應義塾ニューヨーク学院
69   こどものくに幼稚園

65

35   Fuji Mart（Scarsdale）
36   Wish Auto
70   Oishinbo

66

67 68

69

Harrison & 
Mamaroneck 35

36

70
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Englewood &
Fort Lee
New Jersey

Edgewater
New Jersey

37   古本不動産
71   ニューヨーク育英学園
72   ニューヨーク育英学園（きりんのへや）
73   H Mart（Fort Lee）
74   ニュージャージー補習授業校（事務所）

71

72

73

74

38   セイロモータース
75   Mitsuwa Marketplace

37

7538
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日常の リー ッ の 方を え い。
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グロサリーストアリスト

   記事に出てくる
   スーパーマーケット（登場順）

Key Food
1937年にブルックリンで創業。ニューヨーク
を中心に近郊に200店舗以上。系列店にスー
パーフレッシュ、フードエンポリウムがある。
keyfood.com

Jubilee Market Place on John
ファイナンシャルディストリクトにあるスーパ
ー。高級食材、アジア系の品ぞろえがよい。
99 John St.
New York, NY 10038
jubileeonjohn.com

H Mart
1982年にクイーンズ・ウッドサイドで創業。ハ
ナルム・グループが運営するチェーン店。アジ
ア食材が豊富。全米で60店舗以上を展開。
hmart.com

Treader Joe’s
オーガニック、ナチュラル系スーパーマーケッ
ト。冷凍食品からお菓子まで、自社ブランド商
品が充実している。市内に11店舗。
traderjoes.com

Whole Foods Market
全米400店以上を展開するナチュラル系スー
パーマーケット。ニューヨーク上陸は2001年。
17年にアマゾン社に買収され、アマゾン・プラ
イム会員向けのサービスなどが追加された。
市内に13店舗。
wholefoodsmarket.com

Hong Kong Supermarket
1981年、ロサンゼルスで創業。ニューヨーク
を含む全米６店舗を展開。日本、中国、韓国、
ベトナムなどのアジア系食品がそろう。
157 Hester St.
New York, NY 10013

Dollar & Up Fruit And Vegetable
クイーンズ・ウッドサイドにあるスーパーマー
ケット。野菜、果物、魚介の取りそろえがいい。
6127 Roosevelt Ave.
Woodside, NY 11377

Taiyo Foods Japanese Grocery Store
45-8 44th St.
Sunnyside, NY 11104

taiyonyc.com

Katagiri（市内2店舗）
< 59th Street Store>
224 E. 59th St.
New York, NY 10022
<Grand Central Store>
370 Lexington Ave., #107
New York, NY 10017
katagiri.com

Sunrise Mart（市内４店舗）
<East Village>
4 Stuyvesant St., 2nd Fl.
New York, NY 10003
<Soho>
494 Broome St.
New York, NY 10013
<Midtown>
12 E. 41st St.
New York, NY 10017
<Brooklyn(Japan Village）>
934 3rd Ave.
Brooklyn, NY 11232
sunrisemart-ny.com

Dainobu（市内4店舗）
＜East 47th Store＞
129 E. 47th St.
New York, NY 10017
<West 56th Store>
36 W. 56th St. 
New York, NY 10019
<Greenwich Village Store>
498 6th Ave.
New York, NY 10011
<Brooklyn Prospect Park Store in J+B>
300 7th St.
Brooklyn, NY 11215
dainobu.us

Foodtown
1955年創業。ニュージャージー、ニューヨー
クを中心に75店舗を展開。
foodtown.com

Costco
日本でも知られる有料会員制ホールセール
ストア。肉、野菜などの食品から衣類、家電ま
で幅広く取り扱っている。市内４店舗。
costco.com

   それ以外のNYおよび近郊にある
   日系、日本の食品がそろう店

Daido Market
522 Mamaroneck Ave.
White Plains, NY 10605
facebook.com/DaidoMarket

Family Market
2915 Broadway
Long Island City, NY 11106

Food Bazaar Supermarket
1988年創業のアジア食品を扱うチェーン店。
ニューヨーク近郊で20店舗以上。
foodbazaar.com

Fuji Mart CT
1212 E. Putnam Ave., #1
Riverside, CT 06878
facebook.com/ctfujimart

Fuji Mart Scarsdale
816 White Plains Rd.
Scarsdale, NY 10583

Midoriya Brooklyn
167 N. 9th St.
Brooklyn, NY 11211

Midoriya Union Squair
11 E. 17th St.
New York, NY 10003
midoriyany.com

Oishinbo
283 Halstead Ave.
Harrison, NY 10528

Sakura-Ya Japanese Mart
73-05 Austin St.
Forest Hills, NY 11375
sakura-yajapanesemart.com

Shin Nippon Do
63 Mineola Ave.
Roslyn Heights, NY 11577
shinnippondony.biz

Tominaga Shouten
169 Main St., A
Port Washington, NY 11050
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　アメリカの義務教育制度と就学期間は全国的に統括して
おらず、州、地域や学校によって違う。ニューヨーク、ニュージ
ャージー州では6～16歳まで、コネティカット州は5～18歳
までが義務教育。学年割は、小学校は1～5年生（または6年
生）まで、中学校は6～8年生 （または7～8年生）まで。高等学
校は9～12年生までとなる。ニューヨーク市では5歳からのK

（kindergarten＝幼稚園年長）からが義務教育となる。

  

　ニューヨーク市は各ディストリクトに分けて管理し、それを
さらにゾーン（校区）に分けていて、居住地域のゾーン内の
公立学校に入学するのが一般的。審査の結果、特に秀でて
いると認められた子供は、学区を越えて入学を許可される特
別なプログラムもある。学齢に達した子供の保護者は、子供
の入学手続きを行う義務がある。ニューヨーク市教育局のウ
ェブサイト（schools.nyc.gov）では、住所を入力するとどのゾ
ーンに属するか分かり、入学手続きに必要な情報を提供し
ている。転入希望の場合も、同様に入学を希望する学校で登

録申込書などの必要書類を取得し、書類と共に児童の年齢
を証明する書類（出生証明書、パスポートなど）、住所を証明
する書類2点（光熱費の請求書や住居の契約書など）も提出
すること。ただし、必要書類は学校により若干異なるため、あ
らかじめ確認すること。（growingupnyc.cityofnewyork.us/
programs/kindergarten-and-elementary-school）
　公立学校の運営費は所在地域の固定資産税で賄われる
が、多くの学校は連邦補助金などを受けているほか、学校で
バザーなどを行い資金を集めている。公立学校は、昼食代な
どの諸経費以外、学費はほとんど掛からない。私立学校は授
業料や寄付などで運営される。高額の学費が掛かる場合もあ
り、寄付金なども含め経済的負担はかなり大きい。

  

　ニューヨーク市、および近郊には、全日制の日本人学校も
あり、児童は日本と近い環境で学ぶことができる。ニューヨ
ーク育英学園（japaneseschool.org）は小学部まで、ニュー
ヨーク日本人学校（gwjs.org）、ニュージャージー日本人学校

（newjerseyjapaneseschool.org）はそれぞれ小学1年から
中学３年生までを対象としている。

日 の いが る 、 に い
する。

監修： 高橋純子さん（教育コンサルタント）
jtkomet@gmail.com

義務教育

 © LeManna/ Shutterstock.com
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  ア ー

　共働きが多いニューヨーク市内では、生後3カ月程度から
子供をナニーか私立のデイケア（保育園）に預けるのが一般
的といわれる。ただし、義務教育（ニューヨーク市内ではキン
ダー＝5歳から）ではないため、一般的には費用は高額にな
る。保育以上の教育を行うプリスクールは2歳前後からのク
ラスが多い。

   

　3歳を対象としたプログラムは「3-K」クラスがある。ニュー
ヨーク市が公立のプログラムとして全日制で無料、質の高い
早期幼児教育をすべての児童に提供することを目標に掲げ
ている。現時点では公立小学校が運営・提供するもの、市教
育局の職員が運営するプリK（4歳からのプログラム）が提供
するもの、教育局から援助を受ける私立の「NYCEECs」が提
供する無料のものがある。市教育局のウェブサイトから入学
が可能な学校を探すことができる。現在限定されたディスト
リクトで開校し、その住民の入学が優先されるが、誰でも申
し込みができる。

　4歳からの「プリK」は、義務教育ではないが市内全ての児
童分の受け皿が原則用意される。市教育局の調査によると、
現在、プリK（半日、全日）に通う児童は7万1500人程度。無料
で通えるプリＫ選択肢は、3-Kと同様。
　日本人にとっては、ニューヨーク市内近郊の日系の幼稚園
や補習校を選ぶというチョイスがある。市内には、一例とし
て、たんぽぽ幼稚園（3～5歳、japaneseschool.org）、リセ・ケ
ネディ（3～5歳、jp.lyceumkennedy.org）、あおぞら学園（0～
5歳、aozoragakuen.com）などがある。

  ビー ッ ー

　日米では児童保護法の規定が違い、小学生以下の子供を
一人で公共交通機関を使って通学させたり、子供だけで留守
番させると、親の責任放棄、児童虐待と疑われ通報される場
合もある。親の不在中や通学などには、ベビーシッターを雇
い、同行させるのが一般的。単独行動が可能な年齢は州法で
明記されていない。心配が生じた場合は、ニューヨーク州の
児童保護局などに相談すること。

（参考＝ニューヨーク市教育局: schools.nyc.gov）

の が える 、 に
い 。 、日 と の に い 紹
介する。
監修： 高橋純子さん（教育コンサルタント）
jtkomet@gmail.com

幼児教育

 © Sharomka/ Shutterstock.com
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  ビ

　「ビザ（査証）」と「ビザスタンプ」は同じものを指す。ビザは
米国に入国するために必要な渡航許可のこと。
　通常、米国に入国する際に発行される「I-94」、または入国
後に移民局を通じて新しく取得した「I-94」がステータスの期
限となる。
　ここでは、各種ビザの種類と、一般的に対象となる人の渡
航目的などを紹介する。

A-1＝大使、公使や外交官、およびその家族

A-2＝A-1以外の外国政府職員、公務員とその家族

A-3＝A-1、A-2の付添人や従者とその家族

B-1＝短期商用

B-2＝短期観光用

C＝アメリカ合衆国経由でほかの国に旅行する場合に必要。

日本人旅行者の場合は、90日未満の滞在ならば通常はビザ
取得の必要なし

D＝アメリカ合衆国に入港、着陸する船舶や飛行機の乗務員

E-1＝貿易駐在員

E-2＝投資駐在員

F-1＝学生ビザ

G＝「国際機関」ビザ。アメリカ合衆国の承認政府の代表とし
て、公務でアメリカに入国する人が対象。国連を含むアメリカ
合衆国承認国際機関での任務に当たる人にはG-４が発給さ
れる

H-1B＝高度な知識、学位を必要とする専門職に就く人

H-2A＝一時的あるいは季節的に農業に従事する人

H-2B＝一時的あるいは季節的に農業以外の仕事をするため

アメリカ に する に必
、 ー と アメリカ の を
する。

監修：安田・デビン・龍弁護士
D5 Law Office PLLC / d5law.com

ビザ（査証）

 © masaya i/ Shutterstock.com
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に入国する人

H-3＝自国では受けることのできないトレーニングを受ける
ことを目的とした研修生

H-4＝各種Hビザをを持つ人の家族（配偶者、21歳未満の未
婚の子供）に発給

I＝アメリカ合衆国内で報道活動に従事する外国人ジャーナ
リストや報道関係者

J-1＝交換留学生、職業訓練生が対象。教育機関やそのほか
の非営利機関公認のプログラムで来米する場合に必要。この
プログラムの対象は学生、レジデントまたはインターンとし
て来米する医学生、客員教授として大学から招へいされる学
者、一部の企業研修生など

J-2＝J-1保持者の家族

K-1=婚約者ビザ。アメリカ合衆国市民と婚約した人がアメリ
カ合衆国に入国する際、また結婚した後に、引き続き国内に
滞在を希望する場合に発給される

K-2＝K-1の21歳未満の未婚の子供に発給される

K-3＝既婚者ビザ。アメリカ合衆国市民とすでに結婚してい
る外国人が対象。永住権取得申請のプロセスを待つ間にア
メリカ国内に滞在するために発給される

L＝企業内転勤ビザ。国際企業に所属し、転勤のために来米
して管理職に就く人や、専門知識を有する人が対象

M＝職業訓練校や専門学校の課程を履修することを唯一の
目的として、一時的にアメリカ合衆国内に入国する学生が対
象

N＝一定の条件の下で別特移民として永住権を取得した場
合、その子供と両親に発給される

O-1＝科学、芸術、教育、事業、スポーツなどにおける、卓越し
た能力の持ち主や、映画・テレビ制作において卓越した業績
を挙げた人に発給される

O-2＝O-1保持者の補助的業務を行い、アメリカ国内には存

在しない技能と経験を有するサポートスタッフが対象

O-3＝O-1、O-2保持者の家族が対象

P-1＝特定の運動選手、芸能人、芸術家、及び必須補助要員
が対象。個人だけではなく、団体の功績によって、団体自体も
対象となる

P-2＝アメリカあるいは、ほかの複数の外国との間の相互交
流訪問プログラムに基づいて、アメリカの一つまたは複数の
団体との短期交流や芸能活動のために来米する芸術家、芸
能人が対象

P-3＝独自の文化的な内容のプログラムで公演・訓練・指導
を行う個人、または団体の芸術家や芸能人が対象

Q-1=申請者が国籍を有する国の歴史、文化、伝統の普及を
目的とした国際文化交流プログラムに参加する場合に発給
される

R＝宗教活動を行う目的を持つ短期滞在者が対象

S=犯罪やテロの実行犯の逮捕などにつながる政府の捜査
のために、アメリカ合衆国内に滞在する必要がある人に発給
される

T-1＝人身売買の犠牲者としてすでにアメリカ合衆国にいる
人が対象

T-2～5＝T-1保持者の家族、親戚に発給される。年齢、親等に
より種類が異なる

U=犯罪の犠牲者に発給される

V=アメリカ合衆国に移民したために長期間離れ離れになっ
た家族が再会できるように作られたビザだが、過去数年発給
されていない

(参考＝travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html）
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　一定以上の収入がある個人は国（連邦）と州（さらにニュー
ヨーク市の住民は市に対しても）に所得税を納める義務があ
る。
　基本的に居住者は全世界での所得を申告する義務があ
り、非居住者はアメリカ国内のみの所得を申請する。市民
権、永住権保持者はアメリカに滞在していなくても居住者、
それ以外でも年間で183日以上住んでいる場合、居住者とな
る（計算には前年、前々年の滞在日数なども関係する）。非居
住者の場合はアメリカ国内での不動産売却益や株の配当、
事業により得た利益などはアメリカで申告する義務がある。
　確定申告は「タックスリターン（Tax Return）」と呼ばれ、個
人または夫婦ごとなどの家族構成により、いずれかの「ファイ
リングステータス」を選ぶ。ファイリングステータスは、Single

（独身）、Married Filing Jointly（夫婦合算申告）、Married 
Filing Separately（夫婦個別申告）、Head of Household（世
帯主、シングルペアレント）、Qualifying Widow(er) with 
Dependent Child（寡婦、寡夫）。複数のステータスに当ては
まる場合は、税金が最も低くなるステータスを選んで申告を
行うことができる。

　給与所得者は雇用主から「Ｗ2」という書類が送られる。こ
れは1年を通じた給与、給与から徴収された連邦税、州税、ソ
ーシャルセキュリティー税などの支払額の詳細が記載され
た源泉徴収票で、ここに記載される数字をもとに控除額を
計算する。一定額が控除されることを「定額控除（Standard 
Deduction）」、また税法上認められている項目の控除額
が定額控除の額より多い場合は、「項目別控除（Itemized 
deduction）」を選択することができる。
　確定申告用紙（居住者は「Form 1040」、非居住者は「Form 
1040 NR」）に必要事項を記入して、アメリカ合衆国内国歳入
庁（IRS/ Internal Revenue Service）に書類を郵送かE ファイ
ル（電子納付システム）で提出する。連邦税の申請のほかに、
居住する州（ニューヨーク州に居住および勤務している場合
は「Form IT- 201」）に申告を行う。
　自営 業 者、契 約 社員、外 部スタッフ （I n d e p e n d e n t 
contractor）として働いた場合は、「1099-Misc」が明細とし
て、報酬を得た先から送られてくる。税金の源泉徴収はされ
ていないため、本人が税金を計算して四半期ごとに予定納税

（Estimated Tax）する必要がある。また被雇用者の場合、雇
用主がFICA（Social Security TaxとMedicare Tax）の半分を支
払っているが、1099-Miscの場合は自分で全額を負担する。　

日 の に るのがアメリカの ック リ ー
。 日 に する 日
、 の 得に する を 。

監修： ジェームズ・ナム会計士
AA & TC, Inc. / TEL: 212-594-0074 / aantcinc.com

タックスリターン
（確定申告）

 © IhorL/ Shutterstock.com
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  サービス提供会社を選ぶ

　ニューヨーク市および近郊では、居住する場所によって利
用できるインターネット／ケーブルテレビのサービス提供
会社が限定される。そのため、各社のウェブサイトなどで事
前に自分が住む場所で利用できるかどうかを調べる必要が
ある。大手ではSpectrum（旧Time Warner Cable）、Optimum

（旧Cablevision）、Xfinity（Comcast）、Verizonなどがある。
　サービスは基本的にはインターネット通信（モデム、ワイフ
ァイルーターを提供）、ケーブルテレビ放送（ケーブルボック
スを提供）、固定電話通信（留守電、転送機能付きなど）から
必要なものを単独、またはバンドル（セットプラン）で選ぶこ
とになる。料金はインターネット、ケーブルテレビ単独の場
合、月額50ドル前後から。バンドルでは単独で頼むよりも割
安になるほか、選ぶプランによっては、特典として映画チャン
ネルなどが付くことがある。また料金は一定期間を過ぎると
変わることがあるので契約時に確認、検討すること。
　契約時に、設置工事の日取りを決める。当日は作業員がケ
ーブル、モデムなどの設置を行うので立ち会うことになる。住
居にすでにケーブル用回線が設置されている場合は、それ
ほど時間はかからないが、新たに回線を設置する、あるいは

回線はあるが、しばらく使われておらず機能していない場合
などは新たにケーブル回線の設置が必要で、時間がかかる。

  日本語放送

　当地の日本語放送は、地上波で視聴できるものと、ケーブ
ルテレビを契約した上で追加料金を払い視聴するものがあ
る。「テレビジャパン」は、NHKを中心に民放のドラマやバラ
エティー番組、邦画などをケーブルテレビ、衛星放送、IPTVを
通じて、毎日24時間放送している日本語プレミアム・チャンネ
ル。「テレビジャパン」を運営しているNHKコスモメディア・ア
メリカはSpectrumの取次代理店として、コールセンターを通
じて新規のインターネット、ケーブルテレビ、固定電話の開
設、サービスの追加を日本語で受け付けている。

〈インターネット/ ケーブルテレビサービス提供会社〉
・Spectrum: spectrum.com
・Spectrum日本語取次代理店（テレビジャパン）:
  tvjapancables.net

・Verizon: fios.verizon.com
・テレビジャパン: tvjapancables.net

© Rasulov/ Shutterstock.com

住んでいる場所によって、インターネット、ケーブルテレビ
のサービスを提供する会社は限定されるので、事前に確
認が必要。  
監修： テレビジャパン
tvjapan.net

インターネット /
ケーブルテレビ
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　ニューヨーク市内および近郊で利用できる電話会社が提
供するサービスは、契約が必要な料金後払いのサービスと、
契約が不要で事前に料金を支払うプリペイドに大別すること
ができる。
　一般的なプランは月決めで、通話、データ通信、テキストメ
ッセージ利用がセットになったもの。それぞれの項目で使用
無制限（Unlimited）と、使用制限を設けているものがある。
　料金後払いのサービスを利用する場合と利用する端末を
購入し、分割で代金を支払う（端末の代金が月々加算される）
場合は、基本的には契約が必要で、ソーシャル・セキュリティ
ー・ナンバー（SSN）、クレジットヒストリー（アメリカでのクレ
ジットカード信用履歴）などの提示を求められる。
　ちなみに各電話会社で販売している端末はスマートフォ
ンが主流だが、フィーチャーフォンも購入可能。

  

　プリペイドの利用の場合は、基本的にはSSNや信用履歴
は必要とされない。プランとしては、月で決められた通話時

間、データ通信量、テキストメッセージ数が設定された定額
プランと、使用分だけ料金が引かれ、料金を追加していくプ
ランがある。提供するのは、プリペイドに特化したCricket 
Wirelessなどもあるが、大手4社（AT&T、T-Mobile、Sprint、
Verizon）も、幅広いプランを提供している。プリペイドの利点
は来米から間がなく、米国での信用履歴がない場合も利用
できること。
　H2O WirelessはSIMカード（回線はAT&Tのものを使用）
を利用するサービス。こちらは当地到着後だけでなく、日本
滞在時からウェブサイトから申し込むことができる。「H2O 
Wireless」を取り扱っている「アメリカ携帯屋Bookoff店」はブ
ックオフのニューヨーク店内にブースを設けていて、日本語
で相談を受け付けている。

携帯電話サービス提供会社
・AT&T: att.com
・T-Mobile: t-mobile.com
・Sprint: sprint.com
・Verizon : verizonwireless.com
・アメリカ携帯屋: america-keitai.com

の に 、 リアが
るの 、 の 用に と を
用 。
監修：Chihiro Tainakaさん
アメリカ携帯屋 / america-keitai.com

携帯電話

 © GaudiLab/ Shutterstock.com
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　ニューヨーク市を含むニューヨーク州内の電気、ガス供
給会社ではCon Edison（コン・エディソン）、National Grid
などが大手。ニュージャージー州では電気はJersey Central 
Power & Light、Atlantic City Electricなど、ガスはNew Jersey 
Natural Gasなどが大手となる。
　まずは居住エリアで電気・ガス両方、またはいずれかのサ
ービスを供給している会社を確認すること。賃貸の場合、簡
単なのは住居のオーナーや管理人に、そのエリアを管轄す
る会社を聞くか、比較ウェブサイト（chooseenergy.com）など
で、居住地のジップコードを入力して調べること。
　ニューヨーク州の公共局のウェブサイト（dps.ny.gov）、ニ
ュージャージー州は公共事業委員会のウェブサイト（state.
nj.us/bpu/assistance/utility）で電力、ガス供給会社の一覧
も提供している。
　サービス提供を開始するには、供給会社のカスタマーサ
ービスなどに電話し、利用の開始の日程の希望を伝えるこ
と。住所を聞かれ、その後、係員がメーターを読むために家
を訪れることになる。賃貸の場合は、メーターがどこにあるの
かをオーナーに事前に確認しておいた方がよい。英語で電

気はElectric Power、ガスはNatural Gas。単にGasと言うと、ガ
ソリンを意味してしまうので注意。　

〈主要な電気、ガス会社〉
New York

・Con Edison:  coned.com/en
・National Grid: nationalgridus.com

New Jersey
・Jersey Central power & Light: firstenergycorp.com
（「JCPL」を検索）
・Atlantic City Electric: atlanticcityelectric.com
・New Jersey Natural Gas: .njng.com

　水道は各地方自治体が管轄している場合が多いので、利
用を希望する場合は、市政府のウェブサイトを確認するこ
と。ニューヨーク市内の賃貸物件の場合、水道と暖房はオー
ナーがテナントに供給する義務があるので、基本的には家
賃に含まれる。オーナーは市の環境保護局（Department of 
Environmental Protection）を通じて、登録する必要がある。

生活の と る 、 、 する
が る。 、 の 用 る ー
を 。

電気・ガス・水道
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　まずは、引っ越し先に持って行くもの、捨てるものを選別
し、搬出入する必要がある荷物の量を確定させること。その
上で、1人、あるいは友人数人で運び出しができるのか、専門
の引っ越し業者の手を借りる必要があるのかを考える。荷物
が少ない場合は、配車サービスを手配したり、U-Haulなどで
トラックを自分で借りるという手段もある。引っ越し業者に依
頼する場合、料金体系は、引っ越し作業に掛かった時間分を
払う「時間制」と、荷物の量や搬送距離で一律料金を課す「フ
ラットレート」がある。時間制の場合は最低単位の時間から
追加で掛かった時間の料金が上乗せされる。含まれないサ
ービス内容、料金については事前に確認しておくと、トラブル
を回避できる。

  

　建物のエレベーターを使う場合は、事前に搬出日にエレ
ベーター利用の予約を取ること。その際、いままで住んでい
た建物だけでなく、引っ越し先の建物のエレベーターの予約
も取ることを忘れずに。

　建物によっては、エレベーターの予約だけでなく、搬出
入時に壁や床などの損害に備えて、引っ越し業者が加入
している賠償責任保険（Liability Insurance）の保険証書

（Certificate of Insurance）を提出するよう義務付けている
場合もあるので、引越が決まったら、早い段階で事前に建
物のオーナー、管理会社に確認すること。また配達先の部屋

（Kitchen、Livingなど）をダンボールに記載しておくと、搬入
時にスムーズになる。

  

　業者に引っ越しを依頼した場合は、運んでもらうものと、自
分で持って行く手荷物を選別しておくこと。また業者に依頼
する場合は、依頼主は荷物の搬出、搬入ともに立ち会う必要
がある。ケーブルテレビやインターネットの接続、ガス、電気
などの手配はあらかじめ済ませておくとよい。特に業者が来
て作業が必要となるケーブルテレビやインターネットの接続
を引っ越し日と同時に済ませたい場合は、引っ越し作業が済
む夕方ごろ予約するのがおすすめ。
　子供がいる場合は、ベビーシッターに預けるなどしておい
た方が、作業の邪魔にならず、けがの心配がない。

ー ーク アメリカ の の を
紹介する。
監修： 細井正明さん
米国日本通運 / TEL: 1-800-447-0808 / nittsu.com/hikkoshi

近距離引っ越し

 © Spaskov/ Shutterstock.com
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　引っ越し業者に見積もりを頼む時期は帰国の2～3カ月前。
混み合う時期はさらに余裕を持って動き始めた方がよい。見
積もり時には荷物の量の確認、引っ越しの日程の打ち合わ
せ、サービス内容の説明などが行われる。持って帰るものと
処分するものを決め、業者に情報をすべて伝えて相談する
こと。引っ越し日が決まったら、処分できるものは処分してお
く。アメリカサイズの大型家具は、日本に持ち帰っても部屋に
入らないことがある。また日本への持ち込みが禁止されてい
る、あるいは課税対象となる物品もあるので、事前に業者に
確認してから梱包（こんぽう）を開始すること。
　荷物量によっては日本での開梱（かいこん）に時間が掛か
るので、リストには具体的品名を書くと後で見つけやすい。
　荷造りは、重いものを箱の底に、軽いものは上の方に詰め
ていくのが鉄則。ダンボールの中に隙間があると輸送中の破
損の原因になるので、隙間ができたら洋服やタオルなどを緩
衝材として利用するのがコツ。荷物は船便、航空便、自分で持
ち込む手荷物に分ける。日本の自宅に配達するまで、船便は
約2カ月半、航空便は約2週間かかる。船便第1便では、食器
棚や本棚などの収納用の家具、季節外れの衣類、本などを1

カ月～2カ月前に出す。当地の生活で最後まで使うものは、船
便第2便と航空便に分けて2、3日～1週間前に発送する。航空
便の到着は、帰国後、1週間程度が目安。

  

　引っ越し当日には、手荷物と業者に持って行ってもらうも
のを、しっかりと分けておくこと。鍵、財布、携帯電話、パスポ
ートなどの貴重品、手荷物は部屋の1カ所にまとめておくこと
が肝心。誤って業者に運ばれてしまうと、後で大変なことにな
る。
　帰国日、飛行機内で配られる「携帯品・別送品申告書」を
必ず2枚受け取り、2枚とも同じ内容で記入。別送品の個数は
手荷物以外の日本へ発送するものすべてに該当する。船便
1便、船便2便、航空便、そして車を送る場合はその数も含ま
れるので忘れないように。空港に到着したら税関職員に手渡
し、1枚は税関が保有、もう1枚は返却されるので、必ず税関
のスタンプが押されているか確認した上で受け取り、空港の
引越業者のカウンターに渡すか、業者に送付しよう。この申
告書が、船便や航空便到着時の通関手続きで必要となるの
で、絶対に忘れないこと。

日 の の の の
、 の を と 。

監修： 細井正明さん
米国日本通運 / TEL: 1-800-447-0808 / nittsu.com/hikkoshi

海外/帰国
引っ越し

 © comzeal images/ Shutterstock.com
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ー ーク ットを の を と
。 を に の取得が必 と る。

ペット

ッグ セン

　ニューヨーク市保険精神衛生局は、イヌの飼い主に対して
「ドッグライセンス（許可証）」の取得を義務付けている。ネ
コに関する同様の規定はない。許可証は1～5年の期限で、
期限切れになる前に更新する必要がある。
　ドッグライセンスの申請と更新は、ウェブサイトから申請書
をダウンロードして記入し郵送、またはオンラインでも可能。
料金は、去勢・避妊手術済みの場合は年間で8ドル50セント、
そうでない場合は4カ月以上が年間で34ドル、4カ月未満が8
ドル50セント。申し込みから約4週間後に許可証が届く。
　番犬、および攻撃犬として訓練を受けたイヌを飼う場合は
商業、個人目的にかかわらず、ドッグライセンスに加えて番犬
として登録する必要がある。さらに番犬が行方不明になる、
連れ去られる、または飼い主を変更する場合は5日以内に同
局に報告する必要がある。番犬は、首輪にドッグライセンス
の札と番犬登録の札の両方を常に着けている必要がある。
登録料は10ドル。

〈ニューヨーク市保険精神衛生局〉
www1.nyc.gov/site/doh/services/dog-licenses.page

〈ペットに関連した施設〉
ASPCA Adoption Center： aspca.org
Animal Care Centers of NYC：nycacc.org
BARC: barcshelter.org

ット

　ニューヨーク市内でペットも一緒に入居が可能な賃貸アパ
ートを探す場合、物件の数は限られているので、見つかるま
でに時間を要することが多い。ネコは可でもイヌは不可とい
う場合や、頭数が制限されている場合もあるので注意が必要
となる。
　また一般的に、ペット帯同の場合は家賃やセキュリティー
デポジットが割高になると考えた方がよいとされている。ま
た、契約書にペットに関する条項が明記されていることを確
認すること。またトラブル回避のため、口約束での入居は避
けた方がよい。においや鳴き声をめぐり住民とトラブルにな
る場合や、動物アレルギーの住人から苦情が寄せられる場
合もあるので、近隣への配慮が必要となる。



87



88






	01-02InsideFront
	01-03InsideBack
	01-04Back



