
新型コロナウイルス感染症対策 時系列表

月日 海外の主な出来事 国内の主な出来事 会議等 市の対応 医療機関、保健所等 広報関係
国、県等

(内閣府、厚生労働省等)
検査 判定

1/6 中国武漢で原因不明の肺炎 厚労省
が注意喚起

1/7
1/8 WHO中国武漢の肺炎「新型ウイル

スの可能性否定できない」
1/9
1/10
1/11 中国武漢肺炎の男性(61)が死亡 死

者は初めてか
1/12
1/13
1/14 WHO新型コロナウイルスを確認
1/15 武漢の保健当局「限定的だがヒトヒ

ト感染の可能性排除できない」
1/16 WHO「感染限定的だが「春節」は

監視体制強化」
日本国内で初めて感染確認 武漢に
渡航した中国籍男性
「春節」前に訪日ビザの発給ピーク

1/17 中国のインターネット上に疑問の声
米CDC武漢からの便の検疫態勢強化

1/18 のちに集団感染が確認されたタク
シー組合の新年会

1/19 中国「春節」の帰省ラッシュ本格化
中国政府「春節」前に感染防ぐ対策
強化方針公表
中国国営新華社通信「ヒトヒト感染
リスク低い」

1/20 中国深圳で1人北京で2人の感染確認
武漢以外では初

1/21 中国習主席重要指示「感染拡大の情
報直ちに発表」
中国共産党系メディア「情報の隠蔽
繰り返すな」
中国国営メディア「武漢で対策本部
設置対策強化」
中国専門家「ヒトからヒトへの感染
確認野生動物が感染源の可能性」

1/22 対策調整会議①(保健所、防災) 医療機関へ感染症対策の徹底通知発出

1/23 武漢感染拡大防止のため「封鎖」
WHO「国際的な緊急事態にはあた
らない」

厚：新型コロナウイルスの関する検査対応(通知)
⻄宮市：兵庫県⽴健康科学研究所(加古川市)

1/24 他：湖北省全域渡航中止

1/25
1/26
1/27
1/28 対策調整会議② ＨＰトップページに新型コロナウイルス感染症に

関するページリンク掲載開始
内：指定感染症、検疫感染症へ指定する政令公布
県：兵庫県新型コロナウイルス感染症警戒本部設置

1/29 武漢からのチャーター機の第1便羽
田到着

感染症対策連絡会①
(医師会、疑似症６医療機関、災害
対策課、救急課、中央病院)

①12：00 危機対策室設置〜レベル２
(保健所、防災、消防、広報)
②イベント用の消毒液貸出

庁内へ予防徹底呼び掛け。 県：新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置
尼崎：新型コロナウイルス感染症対策連絡会議設置

1/30 WHO「国際的な緊急事態」を宣言 危機対策室会議① 内：新型コロナウイルス感染症対策本部設置



新型コロナウイルス感染症対策 時系列表

月日 海外の主な出来事 国内の主な出来事 会議等 市の対応 医療機関、保健所等 広報関係
国、県等

(内閣府、厚生労働省等)
検査 判定

1/31 政府中国湖北省に滞在歴のある外国
人の入国拒否を決定
新型コロナウイルスによる感染症
「指定感染症」に

対策調整会議③ 13：00 保健所電話相談窓口設置(8:45〜17:30) 保健所専用電話設置についてプレス

2/1 デマや中傷広がり厚労省が冷静な対
応を呼びかける

危機対策室会議② 内：第２類指定感染症に指定
厚：新型コロナに対応した医療体制通知
※帰国者・接触者外来、帰国者・接触者相談セン
ター設置について

検体送付
①

陰性①

2/2
2/3 乗客の感染が確認されたクルーズ船

横浜港に入港
2/4 危機対策室会議③ 労安ニュース①(感染予防について)
2/5 感染症対策連絡会② 紹興市から防護服、体温計の支援要請 保健所から各医療機関へ対応フロー送付
2/6 紹興市に体温計支援決定 Ｑ＆Ａ(市⺠向け)の庁内周知
2/7 SNSで警鐘鳴らし処分受けた中国の

医師感染し死亡
危機対策室会議④

2/8
2/9
2/10 危機対策室会議⑤ 紹興市に非接触型赤外線体温計１０本を提供 『帰国者・接触者相談センター』運用開始

(平日8:45~19:00)
市政ニュース2/10号で周知
※咳エチケット、手洗いなどの感染症対策呼び掛け

2/11 WHO新型コロナウイルスを確認
「COVID-19」と名付ける

2/12 庁内ＦＡＱにＱＡ掲載
2/13 国内で初めて感染者死亡 神奈川県

に住む80代女性
保健所予防啓発用ポスター配布 内:コロナ感染症に関する緊急対応策発出

2/14 危機対策室会議⑥ 保健所から医療機関へ対応フロー④送付 帰国者・接触者相談センターをLINEで広報 県：マスク100万枚中国に供出
2/15 のちに集団感染が確認された大阪の

ライブハウスでコンサート
2/16
2/17 厚労省受診･相談の目安を公表（5月

に見直し）
東京マラソン規模縮小決定 一般ラ
ンナー参加不可に

危機対策室会議⑦

2/18 危機対策室会議⑧ 保健所から市内25病院、医師会、⻭科医師会に
新型コロナへの対応を通知

厚：相談、受診の目安が発出(渡航歴条件無)
大阪府主催イベント〜１ヶ月原則中止

2/19 感染症対策連絡会③
2/20 危機対策室会議⑨ イベント・集会等の中止又は延期について(目安)周知 労安ニュース②(相談、受診の目安) 内：イベントについて〜一律の⾃粛要請を⾏わず
2/21 『帰国者・接触者相談センター』受付日変更

※土日祝日を含む体制へと変更
他:マスク、アルコール等の高齢者施設への供給 検体送付

②
2/22
2/23 陰性②
2/24 国の専門家会議が見解「今後1〜2週

間が瀬⼾際」
2/25 政府感染拡大に備え「基本方針」決

定
厚労省「クラスター対策班」設置

危機対策室会議⑩ 市政ニュース2/25号で周知
※電話相談窓口、相談案内の目安について周知

内：新型コロナウイルス感染症対策の基本方針策定

2/26 危機対策室会議⑪ ①アルコール消毒液設置及び配付
②マスクの配布(１回目)
③イベント・集会等の中止又は延期について再通知
④市施設使用料の還付について通知

2/27 安倍首相全国全ての小中高校に臨時
休校要請の考え公表

20：00:⻄宮市新型コロナウイルス感染症対策本
部設置

労安ニュース③(消毒液、マスクの着用)
庁内放送依頼(職員マスク着用)
※新型コロナウイルス感染症への対応(プレス)
 イベント関連、職員マスク及び消毒液設置



新型コロナウイルス感染症対策 時系列表

月日 海外の主な出来事 国内の主な出来事 会議等 市の対応 医療機関、保健所等 広報関係
国、県等

(内閣府、厚生労働省等)
検査 判定

2/28 北海道知事独⾃に「緊急事態宣言」 対策本部会議①
対策本部会議②

①10：00:一般相談電話の開設
②市⽴学校の休業決定

安倍首相：全国すべての小中高校と特別支援学校
について臨時休校するよう要請
厚:学校臨時休業に関連しての医療機関、社会福
祉施設等の対応

2/29 内：安倍首相会見
3/1 対策本部会議③ 22：30〜市⻑記者会見(市内１例目発生) 検体送付

(２例)
陽性①

3/2 韓国集団感染が起きた新興宗教集団
のトップが国⺠に謝罪

専門家会議が見解「症状軽い若い世
代が感染広げているおそれ」

対策本部会議④
対策本部会議⑤
市議会支援本部役員会議①

①不要不急な業務の停止について(ＢＣＰ発動)
②職務専念義務の免除について(通知)
③職員の服務について(通知)
④⻄宮市議会ＢＣＰ発動
⑤生活保護受給世帯への訪問制限開始

『帰国者・接触者相談センター』受付時間変更
※土日祝日を含む8:45~21:00

検体送付
(４例)

陰性

3/3 「トイレットペーパー在庫充分落ち
着いて⾏動を」経産相

対策本部会議⑥
対策本部会議⑦
※広報統制担当配置
市議会支援本部役員会議②

①業務継続計画(BCP)の発動について(通知)
②育成センター開所(3/3〜3/25)
③市の施設休館
④本会議休会(3/3〜3/6)

保健所から医療機関へ対応フロー⑤送付 県:県⽴学校３日〜15日まで臨時休業 検体送付
(８例)

陰性

3/4 対策本部会議⑧
対策本部会議⑨
市議会支援本部役員会議③

①社会福祉施設宛に感染症対策の徹底通知発出 保健所：市⺠向け医療機関受診フロー作成 ①ＨＰでＰＣＲ検査数と結果を公表開始 検体送付
(５例)

陰性

3/5 中国習近平国家主席の訪日延期に 対策本部会議⑩
対策本部会議⑪
市議会支援本部役員会議④

①育成センター利用者以外の児童預かり開始
②職員以外へのマスク配付について検討開始

患者情報等の公表基準作成(取扱注意) 検体送付
(3例)

陰性

3/6 対策本部会議⑫
対策本部会議⑬
市議会支援本部役員会議⑤

マスク配布(２回目) 文:学校臨時休業中の実施状況、取組事例につい
て
総：新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点
からの申告期限等の延⻑について

検体送付
(３例)

陽性②
(Arc関
連)

3/7 対策本部会議⑭ 検体送付
(４例)

陽性
③、④

3/8 対策本部会議⑮ 検体送付
(１例)

陰性

3/9 専門家会議「3条件重なり避けて」
と呼びかけ
プロ野球シーズン開幕延期・Jリー
グ公式戦再開延期決定

対策本部会議⑯
対策本部会議⑰
市議会支援本部役員会議⑥

①在宅勤務の実施について(通知)
②応援職員の旅費の取扱いについて(通知)

★備蓄マスクの配布
医師会２万枚、薬剤師及び⻭科医師会１万枚配布

3/10 イタリア全土で移動制限はじまる 政府「歴史的緊急事態」に初指定 対策本部会議⑱
市議会支援本部役員会議⑦

①中学校卒業式実施 ★備蓄マスクの配布
・障害福祉サービス事業者
・介護福祉サービス施設事業者
・私⽴保育所、私⽴幼稚園
合計16万枚配布(医師会等含めると２０万枚配布)

①3/10号市政ニュース一面でコロナ特集
②備蓄マスクの配布についてプレス発表

総:地方公共団体の職員採用における対応(通知)
厚:コロナ感染症に関する緊急対応第２弾発出

検体送付
(６例)

陽性⑤

3/11 WHO「パンデミックと言える」 センバツ高校野球初の中止決定 対策本部会議⑲
市議会支援本部役員会議⑧

①新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応
について(通知)〜ライブハウス参加職員対応

①⻘パトによる詐欺被害巡回呼びかけ開始
②さくらＦＭ「⻄宮あんあん情報局」で広報実施

内:緊急対応策ー第２弾公表 検体送付
(５例)

陰性

3/12 対策本部会議⑳
市議会支援本部役員会議⑨

ピカソ美化学研究所から消毒液3000本受領(寄付) ⾃治会等での掲示用チラシ配布 総:備蓄マスクの活用について
厚:都道府県等におけるマスク・消毒用アルコー
ル等の備蓄の積極的放出について

検体送付
(７例)

陰性

3/13 対策本部会議㉑
市議会支援本部役員会議⑩

①職員に新型コロナウイルス感染症が発生した場
合の対応について(案)
②第１回緊急経営相談会開催
③市⻑が知事、神⼾市及び保健所設置市の市⻑と
意見交換実施。

厚：帰国者・接触者相談センターの運営(外部委託)
厚：保健所の業務継続のための体制整備
文：就職・採用活動及び内定者への特段の配慮
内：新型インフルエンザ等特別措置法の一部を改正す
る法律が可決公布

検体送付
(７例)

陰性

3/14 対策本部会議㉒ 検体送付
(６例)

陰性

3/15 対策本部会議㉓ 検体送付
(２例)

陰性

3/16 対策本部会議㉔ ①労安ニュース④(消毒方法について)
②⾃治会向け掲示用チラシ２万枚配布

検体送付
(１例)

陰性



新型コロナウイルス感染症対策 時系列表

月日 海外の主な出来事 国内の主な出来事 会議等 市の対応 医療機関、保健所等 広報関係
国、県等

(内閣府、厚生労働省等)
検査 判定

3/17 フランス全土で外出規制はじまる 対策本部会議25 ①職員に新型コロナウイルス感染症が発生した場
合の対応について(通知)※対応モデルも明示

検体送付
(８例)

陽性⑥

3/18 対策本部会議26 ①災害時応援協定(JFE)による防護服100着受領 厚：介護施設等に対する布製マスクの配布(通知) 検体送付
(６例)

陰性

3/19 専門家会議「感染拡大地域では⾃粛
検討を」

対策本部会議27
市議会支援本部役員会議⑪

①第２回緊急経営相談会開催 ①ピカソ消毒液を災害時応援協定(赤帽)にて配送
※配送先〜保育園、幼稚園等  498本配送

市政ニュース３月19日臨時号発⾏(コロナ特集) 文:児童生徒等及び職員の健康診断の対応(通知)
県:休業中の学校運営について(通知)
内:新型コロナウイルス感染症対策専門家会議
県:入院コーディネーター設置
県:新型コロナに伴う補正予算(案)

検体送付
(２例)

陰性

3/20 3連休スタート警戒緩んだか 対策本部会議29 他:兵庫県・大阪府間の往来⾃粛
内:スポーツイベント開催に関する考え方(通知)

検体送付
(７例)

陰性

3/21 対策本部会議29 文:社会教育施設におけるイベントの考え方(通知) 検体送付
(２例)

陰性

3/22 米ニューヨーク州外出制限開始 対策本部会議30 厚:新型コロナについての相談・受診目安
3/23 東京都小池知事「都市封鎖（ロック

ダウン）」に言及
対策本部会議31 ①マスク配付(３回目)

②ピカソ消毒液各施設へ配布(2,902本)
③第１号補正予算議決

★備蓄マスク配布 非会員の医療機関・薬局約9
千枚

経:事業者向け支援ＨＰ公表 検体送付
(１例)

陰性

3/24 東京五輪・バラリンピック1年程度
延期に

対策本部会議32 ①保育所保育料及び給食費等の日割り計算による
減免

①公園内のお花見マナーについてＨＰへ掲載
②公共料金などの各種支援、猶予ＨＰへ掲載

文:新型コロナウイルス感染症に対応した学校再
開ガイドライン通知
県:春季休業中の学校運営について
県:学校等における教育活動の再開等について
県:兵庫県新型コロナウイルス感染症対策協議会提言

検体送付
(６例)

陽性
⑦、⑧

3/25 東京都小池知事緊急会見「週末は外
出控えて」

対策本部会議33 ※留守家庭児童育成センター閉所 ①市政ニュース３月25日号発⾏
②HP:アルコール消毒液の安全な取扱いを案内
③さくらＦＭ特別番組(先生から子どもへ)

厚:布製マスクの配布に関する電話相談窓口設置
厚:社会福祉施設職員に対する集団発生防止周知

検体送付
(６例)

陰性

3/26 政府新型コロナウイルス対策特措法
に基づく対策本部設置

対策本部会議34 ①出張経営相談会(北部地域対象)
②施設、イベントを４月15日まで休館延⻑
③市内学校における教育活動の再開等について

①さくらＦＭ特別番組(先生から子どもへ) 内:特措法に基づく、新型コロナウイルス感染症
対策本部設置
厚:入院医療提供体制等の整備について
外:海外渡航の抑制(全世界危険情報レベル２)
総:地方公共団体職員の健康管理

検体送付
(４例)

陰性

3/27 国内の感染者1日の人数としてはこ
れまで最多の100人超

対策本部会議35 ①市が主催、共催等のイベント・集会等の中止又
は延期(再々通知)

★備蓄マスク配布 施術所・助産所約1万枚 ①紹興市からの支援物資受領
医療用マスク38,000枚、防護服1,000着、ゴーグ
ル3,000個

検体送付
(６例)

陰性

3/28 国内の感染者1日の人数としてはこ
れまでで最多の200人超

対策調整会議36 ①市⻑メッセージ動画発信 内:新型コロナ感染症対策の基本的対処方針策定
※安倍首相会見

検体送付
(７例)

陰性

3/29 志村けんさん死去 新型コロナウイ
ルスによる肺炎で

対策調整会議37 HP:県の「新型コロナ対策パーソナルサポート」
追加

3/30 東京都小池知事緊急会見「夜間の酒
場出入り控えて」

対策本部会議38 ①新型コロナ感染症の感染拡大防止の取組み(総
務局通知〜歓送迎会⾃粛)

内:中小企業支援の給付金制度設置 検体送付
(４例)

陽性⑨

3/31 対策本部会議39 検体送付
(10例)

陽性⑩
〜⑭

4/1 政府「全世界からの入国者に2週間
の待機要請」決定
首相全国全ての世帯に布マスク2枚
ずつ配布の方針表明
専門家会議「医療現場機能不全も」
強い危機感示す

対策本部会議40 さくらＦＭ英語での相談窓口紹介開始 内:新型コロナ感染症対策専門家会議提言
 (状況分析及び提言)
文:新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休
業の実施に関するガイドラインの改訂について
内:避難所における新型コロナ対応について
他:新型コロナに係る緊急要請(中核市)

4/2 厚:新型コロナ感染症対応における健康観察等の
適切な実施、情報共有について(医療機関向け)

4/3 国内の感染者1日の人数としてはこ
れまでで最多の300人超

対策本部会議41 ①学校教育活動の再開(短縮事業)
②公共施設休館の延⻑(５月10日まで)
③市内在住歌手(李広宏氏)マスク１万枚寄付有

厚:軽症者等における宿泊療養及び⾃宅療養の対
象並びに⾃治体における対応準備

陽性⑮

4/4 対策本部会議42 厚:保健所の体制強化チェックリスト 陽性⑯
〜⑳

4/5 感染の英ジョンソン首相が入院 対策本部会議43



新型コロナウイルス感染症対策 時系列表

月日 海外の主な出来事 国内の主な出来事 会議等 市の対応 医療機関、保健所等 広報関係
国、県等

(内閣府、厚生労働省等)
検査 判定

4/6 対策本部会議44【緊急会議】
対策本部会議45
市議会支援本部役員会議⑫

①市⽴学校臨時休業延⻑(５月６日まで予定)
②イベント、集会等の中止又は延期(４回目通知)

4/7 7都府県に緊急事態宣言「人の接触
最低7割極力8割削減を」

対策本部会議46
市議会支援本部役員会議⑬

①特措法に基づく新型コロナ対策本部設置
②緊急事態宣言を踏まえた業務体制について
③家庭保育の協力等について(保育施設向け通知)
④スポーツクラブ21の活動について(要請)

①市⻑メッセージ発信
②知事メッセージ発信
③ＨＰ緊急事態宣言専用ページ作成

内:新型コロナ感染症対策の基本的対処方針策定
県:兵庫県対処方針策定
内:避難所における感染症への更なる対応
厚:緊急事態宣言後の保育所等の対応
厚:住居確保給付金の対象拡大について

陽性㉑
〜㉘

4/8 国内の死者100人超える（クルーズ
船除く）
国内の感染者1日の人数としてはこ
れまでで最多の500人超
国内の感染者5,000人超える（ク
ルーズ船除く）

対策本部会議47 ①マリン技研からマスク１万枚寄付有
②コロナ感染症の感染拡大防止の徹底(総務局通
知)
③小学校入学式実施
④６月補正予算の有無を照会

厚:入院医療提供体制等の整備推進
経:利子補給・保証料補助制度の創設

陽性㉙
〜㉛

4/9 路上で倒れていた60代男性死亡（翌
日に感染確認）

対策本部会議48
市議会支援本部全体会
市議会支援本部役員会議⑭

①中学校入学式実施
②市⽴図書館閉鎖決定(４月10日〜５月11日)

①緊急事態宣言発令に伴う市⺠向けチラシ作成 総:生活支援臨時給付金事業の実施 陽性㉜

4/10 東京都小池知事休業を要請する業態
や施設を公表
国内の感染者1日の人数としてはこ
れまでで最多の600人超

対策本部会議49 ①４月17日から一般相談窓口を外部委託へ変更
②学校臨時休業に伴う児童預かり受付開始
③緊急事態宣言を踏まえた事務事業の取扱い

★新型コロナウイルス感染症対策室設置、調整担
当参事配置

①緊急事態宣言に伴い、庁舎内に啓発表示実施。 県:教職員の在宅勤務の実施
県:学校に登校できない児童生徒の学習指導

陽性㉝
〜㉟

4/11 世界全体の死者10万人超える 国内感染者1日の人数としてはこれ
まで最多の700人超
首相7都道府県の企業に「出勤者7割
減」を要請するように指示
前日にPCR検査で「陰性」とされた
男性が死亡

対策本部会議50 内：基本的対処方針改定 陽性㊱
〜㊵

4/12 アメリカの死者2万人超イタリアを
上回り世界最多に

対策本部会議51 県：当面の対応方針決定
(外出⾃粛、医療体制確保、休業要請、在宅勤務
等)

4/13 対策本部会議52
対策本部会議53
市議会支援本部役員会議⑮

★市の対応方針策定
★緊急事態宣言発令下における職員の勤務体制に
ついて(副市⻑通達)
①マスク配付(４回目)
②小学生特別預かり開始、育成センター休所
③施設の予約業務等の休止

★寄附マスク等配布 病院 ①一般相談窓口の変更について(４月17日〜) 県:兵庫県対処方針改定
厚:新型コロナ当面の医薬品、医療機器等の承認
審査に関する取扱い

4/14 対策本部会議54 ①緊急事態宣言発令下における市役所の業務体制
(※市⻑から市⺠、事業者向け)
②時差勤務の導入
③在宅勤務の実施

★市⻑記者会見(市の対応方針説明) 県:新型コロナに係る休業要請等について 陽性
㊶、㊷

4/15 IMF「経済成⻑率世界恐慌以降で最
悪の見込み」

対策本部会議55 ①市役所機能を維持する臨時執務室確保 市⽴中央病院、健診・検診休止開始 コロナにかかる「みやたん」作成 経:事業者向け持続化給付金制度開始
厚:患者数増加に伴う人工呼吸器確保について
厚:サージカルマスク、⻑袖ガウンの例外的取扱

陽性㊸
〜㊺

4/16 「緊急事態宣言」全国に拡大13都道
府県は「特定警戒都道府県」に
首相すべての国⺠対象に一律1人あ
たり10万円を給付する考え表明

内:新型コロナ感染症対策の基本的対処方針改定
内:新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金設置
総:生活支援臨時給付金事業
文:小学校休業等対応支援機の延⻑

陽性
㊻、㊼

4/17 対策本部会議56 ①一般電話相談窓口の取扱変更(外部委託)
②一般相談窓口名称変更
※変更後：新型コロナウイルス生活一般相談窓口
③臨時給付金対策室、臨時給付金担当課設置

①帰国者・接触者相談センター名称変更
※変更後：新型コロナウイルス医療相談窓口
②軽症感染者収容施設として、ホテルヒューイッ
ト甲子園200室確保

広報車にて外出⾃粛の広報活動実施。
※17日〜19日

県:兵庫県対処方針改定 陽性㊽
〜51

4/18 国内の感染者1万人超える（クルー
ズ船除く）

対策本部会議57 緊急告知ラジオを使用した外出⾃粛広報実施。
※18日、19日

陽性52



新型コロナウイルス感染症対策 時系列表

月日 海外の主な出来事 国内の主な出来事 会議等 市の対応 医療機関、保健所等 広報関係
国、県等

(内閣府、厚生労働省等)
検査 判定

4/19 対策本部会議58 陽性53
4/20 対策本部会議59

市議会支援本部役員会議⑯
①保育所特別保育開始
②住居確保給付金の対象者拡大

県:令和２年度４月補正予算決定
総:特別定額給付金事業に係る留意事項
厚:新型コロナ感染拡大を踏まえたオンライン診
療

陽性
54.55

4/21 軽症で⾃宅待機中だった50代男性が
死亡

厚:積極的疫学調査実施要領について
県:第11回対策本部会議実施

陽性56
〜58

4/22 専門家会議「大型連休も⾃宅で過ご
して」現状を強く懸念

対策本部会議60 ①余暇支援サイト「みやたんとあそぼう」のコン
テンツ制作について
②「緊急事態宣言」発令を踏まえた事務事業の取
扱いについて

①必要物資に関する情報提供について 内:新型コロナウイルス感染症対策専門家会議開
催

陽性59

4/23 俳優の岡江久美子さん(63)新型コロ
ナウイルスによる肺炎で死去
国内の支社100人超える（クルーズ
船除く）
月例経済報告の景気判断「急速に悪
化」「悪化」の表現は約11年ぶり

①保存期限超過の消毒液配布(通知)
②緊急事態宣言発出下における外出⾃粛(通知)

総:特別定額給付金事業に係るシステム改修
農:家畜伝染病予防費負担金を活用した防疫資材
の転用について
総:特措法第45条の規定に基づく要請.指示及び公
表について

陽性60

4/24 「全国の小中学校高校の9割が休
校」文科省調査

第5回臨時会
対策本部会議61

①市の施設閉鎖を５月31日(日)まで延⻑
②第２号補正予算議決

①特定医療費(指定難病)受給者証１年間⾃動更新 ①広報車にて外出⾃粛の広報活動実施。
※24日〜26日
②市内公園30箇所で啓発用看板設置

県:井⼾知事会見(県第12回会議資料発表)
県：兵庫県対処方針改訂

陽性
61,62

4/25 対策本部会議62 ①緊急告知ラジオを使用した外出⾃粛広報実施。
※25日、26日
②市内公園68箇所で防災スピーカーによる啓発放
送開始
③市⺠啓発用チラシ作成(4/25〜5/4)
④庁内放送：市⻑からの啓発放送開始(毎週⽊曜)

厚:５月連休時の医療提供体制の確保 陽性63
〜66

4/26 世界全体の死者20万人超える 全国高校総体（8月）の中止決定 対策本部会議63 総:雇用調整助成金の特例措置 陽性
67,68

4/27 対策本部会議64
市議会支援本部役員会議⑰

①職員がPCRを受検した場合の⾏動要領策定
②市⺠からの寄付物品受付開始

県:ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金設
置

県:井⼾知事定例記者会見実施
※特措法45条2項に基づくパチンコ店への休業要
請実施

陽性69

4/28 対策本部会議65 ①⻄宮市の新型コロナ感染症への対応策公表
②市⽴学校園の臨時休業延⻑(５月31日まで)

①地域外来・検査センター運営マニュアル策定 ①ＧＷ中の外出⾃粛についてＨＰ掲載 県:県⽴学校の臨時休業５月31日まで延⻑
県:兵庫県対処方針改定
県:ＧＷ中の県⺠、事業者へのお願い発表
厚:医療機関間での個人情報保護法の取扱い
内:災害時の避難所としてのホテル・旅館等の活
用

4/29 首相国会で9月入学を検討する考え
表明

対策本部会議66 ①⻄宮浜総合公園、御前浜公園等の駐車場閉鎖 ①応急診療所に仮設診療所を２箇所設置

4/30 対策本部会議67 ①第３号補正予算専決
②市⽴高等学校、臨時休業決定(５月31日まで)
③雇用継続支援事業設置

①医療従事者への敬意を示すブルーライトアップ
実施
★寄附物品配布 接触者外来

①ＧＷ中(５月10日まで)の巡回広報は、消防車両
及び公用車で対応
②ＪＲ福知山線利用⾃粛を宝塚市と共同啓発
③市内公園の大型遊具使用禁止

厚:新型コロナ感染者等情報把握・管理システム
の導入について

5/1 専門家会議「⻑丁場前提に新しい生
活様式を」

専門家会議「⻑丁場前提に新しい生
活様式を」

対策本部会議68 ①特別定額給付金(仮称)ＨＰ掲載実施
※オンライン申請開始
②ピカソ美化学研究所から消毒用ジェル５万本購
入
③市主催,共催イベント・集会中止(５回目通知)
④職場における新型コロナに係る消毒方法(環境)
⑤消毒時に使用する資材の配布(危機管理室)
⑥施設運営及び指定管理料の取扱い(政策)

内:新型コロナ感染症対策の状況分析・提言発表
※「新しい生活様式」発表
厚:医療機関における感染症発生に備えた体制整
備及び発生時の初期対応について
厚:保護者が感染した場合の同居する児童のＰＣ
Ｒ検査について
厚:雇用調整助成金拡充

5/2 韓国ナイトクラブで集団感染 国内の死者500人超える（クルーズ
船除く）

対策本部会議69 陽性70



新型コロナウイルス感染症対策 時系列表

月日 海外の主な出来事 国内の主な出来事 会議等 市の対応 医療機関、保健所等 広報関係
国、県等

(内閣府、厚生労働省等)
検査 判定

5/3 国内の感染者1万5,000人超える（ク
ルーズ船除く）

対策本部会議70

5/4 政府「緊急事態宣言」5月31日まで
延⻑
専門家会議「新しい生活様式」の実
践例示す

対策本部会議71 ①ヤフー提供ビックデータ、ＨＰ公表 内:基本的対処方針改定
内:緊急事態措置の維持と緩和のガイドライン策
定
県:兵庫県対処方針改定
県:災害時の避難所としてのホテル・旅館等の活
用に向けた準備

5/5 対策本部会議72
5/6 対策本部会議73 ①ポストコロナに向けて(市⻑メッセージ) 厚:特措法に基づく臨時医療施設の留意事項
5/7 国内の感染者1人の人数が100人下回

る
対策本部会議74 ①特別定額給付金のコールセンター開設

②特別定額給付金事務体制強化
③水道料金の減免決定

レムデシビル製剤の使用の留意事項 内:新しい生活様式を策定
県:臨時休業中の学校運営
厚:コロナ拡大防止に向けた妊娠中の医師、看護
師等への配慮について

陽性71

5/8 厚労省新たな受診･相談の目安公表 対策本部会議75 ①店舗賃料支援金受付開始 ①水道料金の減免プレス発表 厚:コロナ感染に関する相談,目安の新指針変更
※37.5℃以上の発熱削除
文:学校教育のための教材や学習動画の作成活用

5/9
5/10 対策本部会議77
5/11 対策本部会議78 ①医療相談窓口の派遣職員配置 ①市のＨＰリニューアル 文:小中高等学校等の臨時休業について 陽性72
5/12 対策本部会議79 ①雇用継続相談会開催

②幼稚園の入園式延期
厚:小児のコロナ感染症に対応した医療提供体制

5/13 対策本部会議80 ①妊婦へのマスク、消毒液配布決定 ①地域外来・検査センター運営マニュアル改定 ①みやっこホームルーム開始
※市⻑、さくらFMにて情報発信

厚:新型コロナを疑う患者等の救急医療について
厚:新型コロナに係る⾏政検査の取扱いについて
厚:コロナ抗原検出用キット活用ガイドライン

5/14 国連世界恐慌以来の景気後退予測 政府緊急事態宣言39県で解除 8都
道府県は継続
専門家会議「感染状況に応じて3区
分に分け対応を」

対策本部会議81 ★安倍首相会見
内:基本的対処方針改定
内:緊急事態宣言の区域変更等について
内:コロナ感染症の状況分析・提言
文:令和３年度高等学校入学者選抜等について

5/15 世界の死者30万人超える 対策本部会議82
市議会支援本部役員会議⑱

①善意のマスク(学校向けマスク)寄附開始 地域外来・検査センター設置に係る予算計上 ①市⻑記者会見実施。
②特別定額給付金事業の状況をＨＰ掲載

県:兵庫県対処方針改定

5/16 対策本部会議83 陽性73
5/17 対策本部会議84
5/18 対策本部会議85 ①特別定額給付金コールセンター⺠間委託開始

②大関、日本盛製造の高濃度アルコール配送開始
③学校臨時登校日、週１回設定
④トライやる・ウィーク延期

★高濃度アルコール配布 医療機関、薬局、施術
所、助産所

5/19 対策本部会議86 ①市⽴図書館段階的に再開
5/20 夏の全国高校野球戦後初の中止決定

「4月の訪日外国人旅⾏者99.9%減
少」政府観光局

対策本部会議87

5/21 緊急事態宣言関⻄は解除 首都圏と
北海道は継続

対策本部会議88 内:基本的対処方針改定
内:緊急事態宣言の区域変更等について
県:兵庫県対処方針改定
※期間は５月31まで

5/22 国内の死者800人超える（クルーズ
船除く）

第6回臨時会
対策本部会議89

①みやっこ元気寄附金開設
②緊急事態宣言解除の勤務体制等について(通達)
③緊急事態宣言解除の勤務体制、感染拡大防止に
ついて
④第4号補正予算議決

①⻄宮市新型コロナ感染症への対応策発表
※市⻑メッセージ発信(緊急事態宣言解除を受け)
②特別定額給付金詐欺被害防止ポスター配布
③コロナ個人向け支援資料作成

県:兵庫県対処方針改定
文:学校衛生管理マニュアル策定

5/23 対策本部会議90 陽性74
5/24 対策本部会議91 ①保育所特別保育閉所 ①広報車による広報終了



新型コロナウイルス感染症対策 時系列表

月日 海外の主な出来事 国内の主な出来事 会議等 市の対応 医療機関、保健所等 広報関係
国、県等

(内閣府、厚生労働省等)
検査 判定

5/25 緊急事態の解除宣言 約1ヶ月半ぶ
りに全国で解除
プロ野球6月19日開幕を決定 当面
は無観客試合

対策本部会議92 ①特定定額給付金の発送開始(5/25〜5/29)
②北山緑化植物園一部再開

内:基本的対処方針改定
内:移⾏期間における都道府県対応について

5/26 ①図書館、ギャラリー、体育館等一部制限を設け
て再開

5/27 対策本部会議93 内:令和2年度補正予算閣議決定
5/28 アメリカの死者10万人超 世界全体

の約3割を占める
外:緊急事態宣言解除後の海外渡航について

5/29 サッカーJ17月4日再開を決定 当面
は無観客試合

対策本部会議94 ①令和２年度避難所運用決定 県:感染拡大予防ガイドライン策定
※ひょうごスタイル推進

5/30
5/31 ①議会ＢＣＰ終了

②市⺠寄附一部受付終了(防護具、⾬カッパ)
6/1 ①市⽴学校園再開

②公⺠館、市⺠館等一部制限を設けて再開
③⻄宮浜総合公園、御前浜公園等一部再開
④スポーツクラブ21一部再開
⑤イベント⾃粛一部緩和

①中央病院人間ドック再開
★寄附物品配布 接触者外来

県:新型コロナ対応避難所運営ガイドライン策定

6/2 初の「東京アラート」都⺠に警戒呼
びかけ


