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第１章 時系列で見る国・県の動きと神戸市の対応 

月日 
感染状況・ 

医療提供体制 
市の対応 国・県の動き 

1月 6日   国事務連絡「武漢市に

おける非定型肺炎発生

に係る注意喚起」 

1月 7日  市医師会宛に注意喚起文書送付（以降、順

次、関係機関に送付） 

 

1月 16日  ➢第１回連絡調整会議（庁内課長級） 国内患者発生１例目 

1月 22日  感染症対策加算１病院宛に、国内患者発生に

伴う注意喚起文書送付 

 

1月 28日  ➢保健所危機管理対策連絡会議  

1月 29日  ➢第１回神戸市新型コロナウイルス関連肺炎

情報連絡会（市長・副市長・局長級） 

【市長定例会見】 

・新型コロナウイルスへの対応 

 

1月 30日 環境保健研究所で検

査体制整備(国立感

染症研究所から地方

衛生研究所実施に移

行) 

 ・新型コロナウイルス

感染症対策本部設置 

・WHO「国際的に懸念

される公衆衛生上の

緊急事態」宣言 

1月 31日  ・新型コロナウイルスに関する経営等相談窓

口の設置 

・神戸港保安委員会を開催 

（神戸港における 22機関の連携による保安の

向上、入出管理の強化を図るために設置） 

 

2月 1日 健康相談に関する土

日・祝日用の電話相

談窓口の設置 

 ・14日以前に湖北省に

滞在歴がある外国

人、中国旅券所持外

国人の入国拒否 

・指定感染症法の施行 

2月 3日   横浜港にダイヤモンド

プリンセンス入港 

2月 4日  ➢保健福祉局健康危機管理対策連絡会議  
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2月 6日 神戸市新型コロナウ

イルス感染症帰国

者・接触者相談セン

ターの設置 

  

2月 7日   指定感染症指定（政令

施行） 

2月 14日 環境保健研究所で初

めて新型コロナウイ

ルス PCR検査実施(2

件、結果は陰性) 

➢第２回神戸市新型コロナウイルス関連肺炎

にかかる情報連絡会（副市長・局長級） 

 

2月 16日  ・クルーズ船入港（２船とも健康異常なし） 

ぱしふぃっくびーなす 120名下船 

オーシャンドリーム 350名下船 

 

2月 17日   ・相談、受診の目安を

発表 

・検査対象を拡大 

2月 19日 ダイヤモンドプリン

セス号下船者の健康

フォローアップの開

始 

  

2月 20日 健康相談に関する専

用電話相談窓口を毎

日：24時間に拡充 

  

2月 25日 

 

 県市協調融資制度「経営円滑化貸付（新型コ

ロナウイルス対策貸付）」の受付開始 

「新型コロナウイルス

感染症対策の基本方

針」の策定/新型コロ

ナウイルスクラスター

対策班の設置 

2月 26日  ➢第３回神戸市新型コロナウイルス関連肺炎

にかかる情報連絡会（局長級） 

 

2月 27日   首相による学校園休校

要請 

2月 28日  神戸市の対応方針（第１弾） 

【市長臨時記者会見】 

・３月３日より市立学校園休校決定 
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3月 1日   ・兵庫県内患者１例目 

（西宮市在住） 

・兵庫県対策本部設置 

3月 2日  ➢第１回局室区対策会議 

・神戸市危機レベル３へ引き上げ 

・海洋博物館を休館 

・融資に関するセーフティネット保証４号指

定市長認定受付開始 

<神戸市会> 

・新型コロナウイルス感染症対策に関する市

会傍聴者への協力依頼 

制度融資に関するセー

フティネット保証４号

の指定 

3月 3日 市内１例目の患者発

生 

・12:15から会見 

発生報告と合わ

せ、市民への冷静

な行動、感染予

防、症状がある場

合の外出自粛を呼

びかけ 

・19:45から再会見 

２例目として大阪

府ライブハウス参

加者の陽性確認を

発表（翌日の会見

で、ライブハウス

参加者に帰国者・

接触者相談センタ

ーへの相談呼びか

け） 

・神戸市新型コロナウイルス感染症対策本部

の設置 

➢第１回対策本部員会議 

・神戸市危機レベル４へ引き上げ 

・予算特別委員会保健福祉局審査の延期 

（対応方針第１弾） 

・市内学校園臨時休業 

・保育所等における家庭保育の要請 

・学童保育施設で低学年児童の午前中からの

受け入れ開始 

・放課後等デイサービス事業所等の開設時間

延長による受入れ要請 

・企業等へ在宅勤務等の緊急要請（以後、継

続して適宜、要請を実施） 

・ポートオアシス（ホール・会議室）、ポー

トタワーを休館 

・地域福祉センター、区民・勤労市民センタ

ー、地域体育館、ポートアイランドスポー

ツセンター、勤労会館、美術館、水族園、

青少年会館、こべっこランド 等は３月 15

日まで閉館 

・王子動物園、有料公園等は屋内施設部分を

閉鎖して開園 

 

3月 5日  【市長定例会見】 

新型コロナウイルス感染症への対応について 
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3月 6日 ダイヤモンドプリン

セス号下船者の健康

フォローアップの終

了 

・融資に関するセーフティネット保証５号追

加指定市長認定受付開始 

・消費生活センターHPに、新型コロナウイル

ス関連情報の専用ページを開設 

制度融資に関するセー

フティネット保証５号

における指定業種追加

（以後随時） 

3月 9日 

 

・兵庫区役所勤務の

職員に患者発生 

・認定こども園勤務

職員に患者発生 

兵庫区役所の一時閉鎖（10日再開） 

➢第２回対策本部員会議 

 

3月 10日 

 

患者が発生した認定

こども園の休園 

・「子ども向け屋外プログラム」募集・活動

助成開始（４月７日まで） 

 

3月 9日 

(一部 6･

11日) 

保健所で大阪府のラ

イブハウス参加者の

検査実施（17名、

うち１名陽性、10

日発表） 

  

3月 11日 

 

 ➢第３回対策本部員会議 

神戸市の対応方針（第２弾） 

・市立学校園の臨時休業期間の延長を決定 

・屋外活動を通じた児童の居場所の確保 

・閉館中の図書館は一部サービスを制限し３

月 17日から開館 

・博物館及び美術館は感染防止策講じた上で

３月 17日から開館 

・その他の市内施設については、原則として

これまでと同様の措置を３月 25日まで継続 

・３月 25日までの市主催イベント等につい

て、不要不急のものについては開催を延

期・中止 

WHO「パンデミック

（世界的な大流行）と

見なせる」と表明 

3月 13日 市内介護保険通所事

業所内で患者発生の

広報 

・学校園臨時休業に伴う放課後等デイサービ

ス事業所等への補助制度（市独自）を創設 

<神戸市会> 

・新型コロナウイルス感染症対策に関する市

会傍聴者への協力依頼の延長について  

・新型インフルエンザ

等対策特別措置法の

一部改正公布、翌 14

日施行 

・制度融資に関する危

機関連保証の発動 
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3月 14日 市内介護保険通所事

業所のサービス休止 

  

3月 16日  ・「子どもの居場所づくり(昼食提供型)プロ

グラム」募集・活動助成開始 

・融資に関する危機関連保証指定市長認定受

付開始 

・融資に関する市長認定窓口の拡充（以後、

５月 13日まで順次拡大） 

・県市協調融資制度「経営円滑化貸付（新型

コロナウイルス危機対応貸付）」、「経営活性

化資金（新型コロナウイルス対策）」、「借換

等貸付（新型コロナウイルス対策）」の受付

開始 

 

3月 17日  神戸商工会議所との意見交換会  

3月 19日  ・一般社団法人神戸経済同友会、兵庫県中小

企業家同友会との意見交換会 

【市長定例会見】 

・新型コロナウイルス感染症への対応につい

て 

政府専門家会議「新型

コロナウイルス感染症

の状況分析・提言」

（オーバーシュート懸

念・３密を避ける） 

3月 21日   国内感染者数 1,000人

超 

3月 23日  ➢副市長・関係局長会議 

神戸市の対応方針（第３弾） 

・図書館、博物館、美術館は現行の感染防止

策を徹底し開館継続 

・その他の市有施設は原則、これまでと同様

の措置を３月 31日まで継続 

・３月 31日までの市主催イベント等について

は、不要不急のものについて開催を延期・

中止 

 

3月 25日 休園していた認定こ

ども園の保育再開 

・緊急雇用対策（内定取り消し） 

会計年度任用職員の募集開始 

 

3月 26日 ３月 17日以来の感

染者発生（27日発

表、３月 18日から

25日は感染者無） 

 「改正新型インフルエ

ンザ等対策特別措置

法」に基づく、政府対

策本部開催 
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3月 30日 市内介護保険通所事

業所のサービス再開 

➢第４回対策本部員会議 

神戸市の対応方針（第４弾） 

・図書館、博物館、美術館は現行の感染防止

策を徹底しながら開館を継続 

・その他の市有施設は、原則これまでと同様

の措置を４月 13日まで継続 

・神戸文化ホール、神戸国際会議場、神戸国

際展示場等における５月 31日までの利用

で、新型コロナ感染症の影響により予約を

キャンセルする場合、当該キャンセル料を

全額免除 

・４月 13日までの市主催イベント等は、不要

不急のものについて開催を延期・中止 

・第 50回神戸まつりについては、その開催を

１年間延期 

 

3月 31日  ・緊急雇用対策（ひとり親家庭支援） 

会計年度任用職員の募集開始 

国内感染者数 2,000人

超 

4月 1日   政府専門家会議「新型

コロナウイルス感染症

の状況分析・提言」（医

療供給体制の強化が喫緊の

課題） 

4月 3日  ➢第５回対策本部員会議（場所を大会議室へ

変更、WEB会議拡大） 

神戸市の対応方針（第５弾） 

・「感染確認地域」神戸市の医療体制につい

て公表 

・図書館、博物館、美術館は現行の感染防止

策を徹底しながら開館を継続 

・その他の市有施設は原則としてこれまでと

同様の措置を、４月 30日まで継続 

・５月 31日までの市主催イベント等で不要不

急は開催を延期・中止し、屋内に 50名以上

が集まる会議や集会は開催しない 

・複数の通所系サービス利用の高齢者、障害

者に対し、出来る限り利用先を１か所に限

国内感染者数 3,000人

超 
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る呼びかけ 

・港運業界等代表者と副市長との懇談会 

【市長臨時会見】 

・新型コロナウイルス感染症に対する医療提

供体制について 

4月 6日  神戸市の対応方針（第５弾追加） 

・教育委員会へ学校園の臨時休業継続の要

請、決定（５月６日まで） 

【市長臨時会見】 

・神戸市立学校園の臨時休業等について 

国内感染者数 4,000人

超 

4月 7日 市発表感染者数 50

人超 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づ

く「新型コロナウイルス感染症対策本部」設

置 

「改正新型インフルエ

ンザ等対策特別処置

法」に基づく「緊急事

態宣言」 

・４月７日から５月６

日まで兵庫県は緊急

事態措置をすべき区

域として公示される

（東京都・神奈川

県・千葉県・埼玉

県・大阪府・兵庫

県・福岡県） 

4月 8日  ➢第６回対策本部員会議 

神戸市の対応方針（第６弾） 

・新型コロナウイルス感染症対策最優先宣言 

・不要不急の外出等の自粛要請 

・感染者数のリアルタイム公表の導入 

・電話相談体制の強化 

・教育委員会へ入学時説明会・分散登校の見

合わせ要請、決定・個別面談の実施 

・図書館、博物館、美術館、神戸文化ホー

ル、神戸国際会議場、神戸国際展示場、市

役所展望ロビーなどは５月６日まで閉館 

・王子動物園、都市公園内のテニスコート、

野球場などの運動施設についても閉鎖 

・その他の市有施設は現行の閉鎖等の措置を
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５月６日まで延長 

・５月６日までの市主催イベントや会議等に

ついては開催を延期・中止 

・神戸空港ターミナルビル４階展望デッキ閉

鎖 

【市長臨時会見】 

・神戸市新型コロナウイルス感染症対策にお

ける神戸市の対応方針-第６弾- 

4月 9日 ・神戸市立医療セン

ター中央市民病院

の入院中の患者で

感染症患者の発生 

・この日から、患者

発生の広報を 12

時現在の発生速報

と、夕方（この日

は 20時）の追加

情報提供に切り替

え（提供資料の様

式を変更） 

・保健所支援班・広報特命班・データ解析チ

ーム発足 

・都心部への人や車の流れについて可視化 

【市長臨時会見】 

・軽症者向けの宿泊療養施設の確保について 

・データ解析 Vol.１-行動変容の可視化- 

・サイトの開設‐情報を可視化しわかりやす

く提供‐ 

国内感染者数 5,000人

超 

4月 10日  ・子育て応援ダイヤルの開設（24時間３か

所） 

・Uber Eatsとの連携による飲食店・家庭支

援策「Uber Eats + KOBE」の発表（４月 13

日から実施） 

・三宮エリア歩行者数の可視化 

東京都、休業要請先を

公表 

4月 11日 ・COVID-19の軽症

者向け宿泊療養施

設開設（㈱ニチイ

学館ポートアイラ

ンドセンター宿泊

棟 100名） 

・中央市民病院の入

院患者、職員等計

13名の感染例に

ついて会見 

・くらし相談電話設置（本庁：土日のみ） 

・宿泊療養班発足 
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・中央市民病院では

外来・入院・救

急・手術を原則停

止等の対応 

・市発表感染者数

100人超 

4月 12日 ・市内医療機関に勤

務する職員の感染

を発表 

・同医療機関では

13日にも職員 4

名の感染を発表

し、以降、外来、

救急の停止や入退

院を制限 

  

4月 13日 新型コロナウイルス

感染症患者の死亡

(12日死亡確認)を

発表(以降、5月 22

日までに計 12件の

死亡例を発表) 

・風評被害相談電話の設置 

【市長臨時会見】 

・感染拡大防止のための更なる取り組みにつ

いて 

兵庫県が 15日からの

休業制限を要請 

4月 14日 

 

 

 ・保育所、学童保育施設等の特別保育への移

行 

・学校園における幼児・児童の特別受け入れ

への移行（５月６日まで） 

・市独自の「新型コロナウイルス対策の手引

き（障害者（児）施設（入所系・通所系）」

を作成し施設、事業所へ通知 

<神戸市会> 

・緊急事態宣言下における議会対応に関する

協議結果公表 

 

4月 16日  医療関係者への感謝を込めた#LightItBlueの

取り組み（神戸市内の施設を青い光でライト

アップ）を開始 

・政府が緊急事態宣言

の対象地域を７都道

府県から全国に拡大

（５月６日まで） 

・所得制限を設けず一



14 

 

律 10万円支給公表 

4月 17日 環境局須磨事業所職

員２名の感染確認

（18日発表。以

降、事業所では計

17名の感染確認） 

➢第７回対策本部員会議 

・医療物資の提供協力依頼 

・市社協に生活福祉資金特例貸付コールセン

ターを開設 

・企業等へ緊急事態宣言に伴う外出自粛要請 

・市営地下鉄の券種別データから、詳細に通

勤客動向を可視化 

・新規感染者数の推移を年代別に可視化 

・緊急アンケート調査① 

（外出自粛状況調査）実施 

【市長臨時会見】 

・感染拡大防止のためのさらなる取り組みに

ついて 

 

4月 18日   国内感染者数１万人超 

（クルーズ船除く累計

数） 

4月 20日 環境局須磨事業所閉

鎖 

 「新型コロナウイルス

感染症緊急経済対策」

の変更閣議決定 

4月 21日 市発表感染者数 200

人超 

・新型コロナ対応医療機関助成制度創設 

・港湾関連事業者の賃料及び港湾施設使用料

等の納付期限の猶予 

（令和２年４月１日から９月 30日までの賃料

等の納付期限を９月 30日まで猶予） 

・検査班発足 

【市長臨時会見】 

・医療機関等への支援について 

<神戸市会> 

・神戸市会新型コロナウイルス感染症対策会

議の開催及び市長への要望の申し入れ 

 

4月 22日  

 

国・県・市が打ち出す施策を一つにまとめた

サイト「新型コロナ対策神戸市支援総合サイ

ト」の公開 

新型コロナ専門会会議

「接触８割減への提言

など」 

4月 23日  コロナ対策緊急補正予算案発表（第１弾）（医

療体制の強化のほか、店の家賃減額８割補助

 



15 

 

等） 

【市長定例会見】 

・新型コロナウイルス感染症対策に伴う補正

予算（第 1弾）【予算】 

・神戸発！コロナウイルス感染拡大で浮かび

上がる社会課題への挑戦スタートアップ育

成プログラム 500 Startups Kobe 

Acceleratorの参加企業６月より募集開始 

4月 24日  ・出前館との連携による飲食店支援策「KOBE

出前シフトサポート」の発表（５月１日か

ら実施） 

【市長臨時会見】 

・新型コロナウイルス感染症対策～こうべ医

療者応援ファンドの創設ほか～ 

 

4月 26日 新規陽性患者０件

（３月 30日以来） 

  

4月 27日  ・神戸市と mobimaruの連携による飲食店・家

庭・地域支援策 ～住宅団地へのキッチンカ

ー提供実験～発表（５月７日から実施） 

・緊急アンケート調査② 

（こどもの生活状況調査）実施 

 

4月 28日  ➢第８回対策本部員会議（WEB会議を更に拡

大） 

神戸市の対応方針（第７弾） 

・宿泊療養施設２例目確保、市立学校園の臨

時休業延長（５月 31 日まで）、経済対策の

実施、市営地下鉄・バスの減便、大型公園

の駐車場閉鎖等 

・高齢者施設に市作成の感染拡大防止対策に

係る対応マニュアルを通知 

・住宅街の商店街やスーパーなどの状況につ

いて一部可視化 

【市長臨時会見】 

・新型コロナウイルス感染症対策について 

休業要請支援金申請受

付開始 

4月 29日  ・かもめりあ休館 

・須磨海岸及び港湾局所管公園のパトロール

 



16 

 

を開始（４月 29日から５月 31日までの土

日祝日） 

・須磨海岸、メリケンパークにおいてはスピ

ーカーにて注意喚起 

・駐車場３か所（ポートタワー南、オークラ

北、かもめりあ北）閉鎖 

4月 30日 ・COVID-19の軽症

者・無症状向け宿

泊療養施設開設

（ホテルパールシ

ティ神戸 200名） 

・入院前の滞在施設

としても活用 

 10 万円一律給付（特別

定額給付金）を含む補

正予算成立 

5月 1日 PCR検査件数（市環

境保健研究所分）累

計 2,000件超 

・市長メッセージ（家賃の減額を行ったビル

オーナーへの経済的支援：４・５月の賃料

1/2以上減額の場合、減額分の８割補助） 

・特別定額給付金（給付対象者 1人につき１0

万円）のオンライン申請受付開始 

・神戸エムケイ株式会社による無償輸送開始 

・COVID-19対策における児童の一時受入の開

始 

・神戸空港ターミナルビル３階フロア閉鎖 

・先払い利用券による飲食店等支援事業開始 

・緊急アンケート調査③ 

（買物・公園利用状況調査）実施 

・県市協調融資制度「新型コロナウイルス感

染症対応資金」の受付開始 

【予算】 

・新型コロナウイルス感染症対策に伴う補正

予算可決 

政府専門家会議「新型

コロナウイルス感染症

の状況分析・提言」

（長丁場を前提とした

新しい生活様式の提

案） 

・全国知事会９月入学

議論 

・持続化給付金申請受

付開始 

・制度融資に関するセ

ーフティネット保証

５号における指定業

種を全業種に拡充 

5月 2日 市内医療機関を 2度

の PCR検査陰性結果

で退院した患者の再

陽性確認(3日発

表。5月 20日まで

に再陽性は計 5件) 

市バス、地下鉄の土日・祝日の減便開始 厚労省レムデシビル特

例申請手続開始 
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5月 3日 中央市民病院外来患

者 1,000人の血液検

査で 3.3％抗体保有

（市民４万人相当） 

  

5月 4日   政府対策本部「緊急事

態宣言」５月 31日ま

で延長 

・全都道府県対象（専

門家会議の今後の提

言を受け）５月 14

日を目途に地域ごと

に医療体制のひっ迫

状況などを判断 

・政府専門家会議で

「相談・受診の目安

の改訂」「PCR検査件

数」について議論 

5月 5日 

 

 ➢第９回対策本部員会議 

【市長臨時会見】 

・新型コロナウイルス感染症対策について 

大阪府が、自粛解除へ

向けた独自３指標「大

阪モデル」の公表 

5月 6日 須磨環境事業所業務

再開 

  

5月 7日  ・サンテレビジョンとの連携による「テレビ

授業」の実施 

・駐車場３か所（ポートタワー南、オークラ

北、かもめりあ北）を再開 

・中央卸売市場内事業者の事業継続支援策と

して、使用料等の納付期限猶予を実施 

新型コロナウイルス治

療薬初承認「レムデシ

ビル」（特例承認） 

5月 7日   兵庫県、休業や外出自

主要請の基準を作成す

る意向 

5月 8日  

 

 

ふるさと神戸ダブル応援基金の創設 

【市長臨時会見】 

・新型コロナウイルス感染症対策について 

相談・受診の目安改訂 

・「息苦しさ、強いだ

るさ、高熱等」へ 

・37.5度以上や４日以

上続く場合の削除 
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5月 9日 

 

 

 

・神戸空港ターミナルビル運営時間の短縮 

（6:00～24:00 ⇒9:00～19:00） 

WHO が９日付状況報告 

世界の感染者数 400万

人超 

5月 10日 ・市内の医療機関に

入院中の患者２名

及び勤務する職員

1名、計３名の感

染(5月 7～9日感

染確認)について

会見 

・９日より外来・入

院・救急・手術等

を中止 

 政府「特定警戒都道府

県」以外の 34県、５

月末までの緊急事態宣

言の解除検討 

5月 11日 ・中央市民病院一部

再開 

・重症者への看護体

制を優先し救急患

者の受け入れ、一

部手術の再開 

・新規の一般外来は

予約のみ 

  

5月 12日  ・令和３年度の保健師の採用枠を当初予定の

約 20名から約 55名増を発表（合格者の一

部を前倒し採用） 

・しあわせの村における市内医療従事者の宿

泊受入開始 

・第１回「こうべ医療者応援ファンド配分委

員会」を開催し、１次配分先を決定 

・COVID-19に関する事業者向け専門相談窓口

(社会保険労務士)の業務開始 

・神戸市の陽性率、ICU等の重症病床利用率

を算出し公表 

・緊急アンケート調査④ 

（高齢者の生活状況調査）実施 

 

5月 13日 この日の速報発表で

3例の報告以降、再

「テイクアウトスターターキット」送付によ

る飲食店支援×飲食店・市民等への衛生管理

厚生労働省コロナ抗原

検査キット承認 
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陽性等を除き、新規

発生はゼロとなる。 

 

 

啓発の取組みの発表（５月 18日から実施） 

【市長臨時会見】 

・こうべ医療者応援ファンド 第１回配分結果

のお知らせ 

・特別定額給付金の申請書発送を開始します! 

・診療報酬 6,000円 

・医師が感染を疑った

場合は患者の自己負

担分は公費補助 

5月 14日  特別定額給付金の郵送での申請書類（５月 14

日から 25日）までに各世帯へ送付 

【市長定例会見】 

・店舗家賃負担軽減補助金およびチャレンジ

支援補助金について 

・神戸 里山・農村地域活性化ビジョン～コロ

ナを踏まえた新たな暮らしのあり方～ 

「解除の目安」決定 

・直近 1週間の新規感

染者数の合計が人口

10万人あたり 0.5人

以下を目安 

・患者急増に対応でき

る医療体制確保 

・医師が必要とする遅

滞ない PCR検査実施 

・39府県に緊急事態宣

言の解除（北海道、

千葉県、埼玉県、東

京都、神奈川県、京

都府、大阪府、兵庫

県は特定警戒都道府

県に指定） 

・「新型コロナウイル

ス感染症対策の基本

的対処方針」の変更 

5月 15日  

 

➢第 10回対策本部員会議 

神戸市の対応方針（第７弾）改訂 

・小中高で 20日から 29日に２回登校日設定 

・図書館、博物館、各区文化センターの貸会

議室等の一部利用再開の決定 

・有料都市公園等、屋外運動施設の順次再開 

・社会福祉施設等の介護職員等の確保支援事

業開始 

・ICTを活用した生活困窮者学習支援事業

（中３受講生・大学生講師募集開始） 

・越境 EC事業支援補助金の申請受付開始 

・リモートワークによるデザイナー等活用促

・兵庫県、大阪府、京

都府の休業要請を一

部解除 

・18日から県立高校登

校可能日設定 

・厚生労働省、１万人

規模での抗体検査実

施を発表（東京都、

大阪府、宮城県） 

・世界の死者数 30万

人超 
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進補助の申請受付開始 

・政府が示す指標等について神戸市の状況を

HPで公開 

【市長定例会見】 

・新型コロナウイルス感染症対策について 

5月 18日 

 

・神戸市医師会が

PCR検査センター

開設を公表（１日

最大 12人程度）、

６月中旬の開設 

・市がシスメックス

などと連携し、

PCR検査機関を６

月１日に開設と発

表「神戸市新型コ

ロナウイルス警戒

官民連携による

PCR検査機器の設

置は全国初」 

・シスメックスがポ

ーアイに持つ検査

所で検査 

・SRLが検体輸送や

結果報告を実施 

・市環境保健研究所

（実施中）72検体

（最大 142） 

・シスメックス（６

月から）50検体

（段階 100） 

・病院等（実施中）

200検体 

・市医師会（６月か

ら）12検体 

・特別定額給付金の給付開始 

・神戸空港ターミナルビル３階フロアの閉鎖

解除 

・「テイクアウトスターターキット」第１回

募集開始（100店舗） 

・ICT導入支援助成金の申請受付開始 

・PCR検査件数を整理し、全検査数とその内

訳を可視化 

【市長臨時会見】 

・神戸医療産業都市における新たな PCR検査

体制の構築に向け、神戸市、シスメック

ス、エスアールエルの三者が合意 

・内閣府 18日発表１

月から３月期の GDP

は年率 3.4％減 

・４月から６月期は更

に落ち込見通し（20

減％を超える戦後最

悪のマイナスを予想

する見方も市場では

多い） 

・兵庫県、大阪府、京

都府の近畿３府県の

緊急事態宣言の一括

解除を検討 

5月 19日  ・「店舗家賃負担軽減補助金」「チャレンジ支

援補助金」専門コールセンター設置 
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・「店舗家賃負担軽減補助金」の郵送申請受付

開始（オンライン申請は５月 29日から） 

5月 20日  臨時休校中の神戸市立の学校で 20日、希望者

を対象とした分散登校日開始（３月３日から

の臨時休校を５月末まで延長し、５月 20日か

ら 29日までで２回の登校日を設け、学習状況

を確認） 

観光庁、日本への訪日

外国人客４月前年同月

比 99.9％減を発表 

5月 21日  「しあわせの村保養センターひよどり」にお

いて在宅高齢者及び障害者の一時受入事業開

始 

・新型コロナウイルス

特措法に基づく緊急

事態宣言に関し、大

阪府、京都府、兵庫

県の近畿３府県が解

除（44日ぶり） 

・新規感染者数の増加

に歯止め、病床数や

検体数に目途がたっ

たと判断 

・兵庫県が休業要請を

大幅縮小 

・兵庫県がコロナ病床

を感染状況に応じ、

４段階に分け運用と

発表 

5月 22日  神戸市の対応方針（第８弾） 

・市立学校園を６月１日より再開 

・夏休みを小学校は 26日間、中学・高校は

17日間に短縮 

・保育所等の特別保育を 5月 31日まで継続 

・図書館は感染防止のため必要な措置を講じ

た上、当分の間サービスの一部を制限して

５月 29日から開館 

・屋外運動施設における更衣室等及び屋内運

動施設は５月 31日まで閉鎖を継続 

・神戸文化ホール、神戸国際会議場、神戸国

際展示場については、感染防止のため必要

な措置を講じた上、６月１日から、100人

衆議院厚生労働委員会

厚労相「感染の有無を

調べる PCR検査を妊婦

が希望すれば実施」と

述べる 
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以下、かつ収容人員の半分以下の利用に限

って利用を再開 

・その他の市有施設については、感染防止の

ため必要な措置を講じた上、サービスの一

部を制限して５月 23 日以降、順次再開 

・市主催イベントや会議等は５月 31日までの

間、開催を延期・中止するとともに、６月

1日以降当分の間、人数制限等の開催基準

に合致するものに限り実施 

・かもめりあ・ポートオアシス（会議室（夜

間除く））再開 

・外出抑制が新規感染者発生に及ぼす影響に

ついて可視化 

【市長臨時会見】 

・新型コロナウイルス感染症対策にかかる対

応方針について 

5月 23日  

 

・市立施設 23日より順次再開 

・市バス・地下鉄の土日・祝日ダイヤを通常

に戻す 

 

 

5月 24日  ・ICTを活用した生活困窮者学習支援事（大

学生講師募集締切、260名うち 56名選定） 

 

5月 25日 ・4月 11日より患

者・職員等が感染

した市内医療機関

で１か月ぶりに新

規外来、入院、昼

間の救急外来の受

入れ再開。手術も

一部再開 

・5月 7～9日に患

者・職員計 3名が

感染した市内医療

機関で外来、救

急、新規入院業務

再開 

商工会議所、一般社団法人神戸経済同友会と

の意見交換会 

・緊急事態宣言全面解

除（首都圏４都道府

県と北海道）、４月

７日以降 49日ぶり 

・基本対処方針の改訂 

・社会経済活動を段階

的に緩和する方針と

医療体制の充実への

予算の積増 

5月 26日  ・神戸空港ターミナルビル運営時間の短縮を 兵庫県、６月１日より
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解除（9:00～19:00 ⇒ 6:00～24:00） 

・神戸市テイクアウトスターター支援事業に

係る募集店舗数の増枠および衛生管理啓発

用リーフレットのオープンデータ化 

全ての業種で休業要請

解除と表明 

5月 27日  新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づ

く「新型コロナウイルス感染症対策本部」廃

止 

・対策本部を警戒本部に切り替え 

・新型コロナウイルス感染症対策第１次対応

検証チームの設置 

・熱中症対策の実施 

・図書館は５月 29日から当分の間サービスの

一部を制限して開館、６月 16日から全館で

サービス制限を緩和 

・屋内運動施設等は感染防止のため必要な措

置を講じた上、サービスの一部を制限して

６月１日から順次再開 

・神戸文化ホール、神戸国際会議場、神戸国

際展示場は感染防止のため必要な措置を講

じ６月１日から、100人以下、かつ収容人

員の半分以下の利用に限って利用を再開 

・その他の市有施設は感染防止のため必要な

措置を講じた上、サービスの一部を制限し

て順次再開 

・市主催イベントや会議等は６月１日から人

数制限等の基準に合致するものに限り実施 

・令和２年度の須磨海水浴場の開設中止を発

表 

・兵庫県中小企業家同友会との意見交換会 

【市長臨時会見】 

・新型コロナウイルス感染症対策にかかる対

応方針について 

<神戸市会> 

・新型コロナウイルス感染症対策に関する市

長への要望の申し入れ 

 

政府コロナ２次補正に

ついて閣議決定、補正

予算としては過去最大 

・雇用調整助成金の日

額引上 

・医師や看護師等に対

する慰労金など 
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5月 28日  【市長定例会見】 

・withコロナの時代における新たな暮らしの

ご提案～「神戸ふるさと再発見」デザイン

コンテストの作品を募集します～ 

 

5月 29日  【市長臨時会見】 

・神戸市・神戸市医師会が協力して新型コロ

ナウイルス検査センターを開設します 

 

6月 1日  ・ポートタワー・ポートオアシス（ホール）

再開 

・「テイクアウトスターターキット」第２回

募集開始（200店舗） 

【市長臨時会見：共同会見】 

・新型コロナウイルス感染症 感染警戒期に

おける戦略的サーベイランスの実施」につ

いて 

自民党ワーキングチー

ム：９月入学本年度見

送 

6月 2日  ・神戸海洋博物館再開 

【市長臨時会見：共同会見】 

・中央市民病院の診療体制 

・「こうべ病院安心サポートプラン」について 

 

6月 3日  【市長臨時会見】 

・神戸市と株式会社メディカロイドの連携に

よる新型コロナウイルス感染症対策 ～自動

PCR検査ロボットシステム等の開発・社会

実装支援について～ 

 

6月 4日  【市長臨時会見】 

・神戸市と株式会社メディカロイドの連携に

よる新型コロナウイルス感染症対策 ～自動

PCR検査ロボットシステム等の開発・社会

実装支援について～ 

・神戸市と日本マイクロソフト株式会社との

包括連携に関する協定の締結について 
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（参考）神戸市内における患者発生状況 
 

3月 3日 1 例目 2月 27日から発熱があり、3月 2日に医療機関入院、3月 3日に PCR検査の結果

陽性と判明した 40歳代男性 

3月 3日 2 例目 前日に帰国者・接触者相談センターに相談のあった、2 月 15 日大阪府 Arc ほか

複数のライブハウス参加者（3月 3日夜に再びの会見） 

3月 9日 3 例目 10時 30分より、行財政局と会見。市職員（派遣職員）が 2月 18日に大阪府 Rumio

に参加、3 月 8 日発症（兵庫区役所を 9 日 9 時 30 分から一時閉鎖、庁舎消毒、

関係者を自宅待機として、3月 10日 8時 45分業務再開） 

3月 9日 4 例目 21 時 30 分より、こども家庭局と会見。認定こども園職員の感染、翌 10 日から

当該園の臨時休園 

3月 10日 5 例目 神戸市から、大阪府ライブハウス参加者への呼びかけに応じて検査を実施した

17人中の 1人 

3月 11日 6 例目 水道局東部センター勤務のシルバー人材センター会員 

3月 11日 7～9 例目 認定こども園の職員 3名の感染確認 

3月 12日 10 例目  

3月 13日 11～16 例目 接客を伴う会食での感染例、2 月 19 日大阪府 Soc 参加者、デイケア利用者、市

外のクラスター関連施設勤務者 

3月 15日 17～20 例目 海外渡航での発症、デイケア利用者、市外のクラスター関連施設関係者 

3月 16日 21 例目 海外渡航での発症 

3月 17日 22～24 例目 デイケア利用者、市外在住者 

3月 27日 25 例目 市内医療機関の看護師。外来を休止。市内医療機関に関しては速報対応 

3月 27日 26 例目 留学から帰国の 10歳代学生。外国で友人が発症との連絡。 

3月 29日 27～31 例目 同僚が感染、プロ野球選手と会食、海外渡航（観光）からの帰国者 

4月１日  市内病院勤務医師感染（兵庫県発表）に伴う速報（病院は早朝に施設消毒等し 10

時から診療開始） 

4月 1日 32・33 例目 会社員が業務で感染者と接触 

4月 2日 34 例目 広島県の公務員のケース。広島県も記者会見。 

4月 3日 35～37 例目 会食等で感染疑い会社員、市内サッカーチーム関係者、20 歳代学生で海外渡航

者（神戸大学が学生 3人の感染を公表） 

4月 4日 38・39 例目 38は会社員、道路工事中断。39は 10歳代学生で親族知人との会食で感染疑い 

4月 5日 40～43 例目 会社員、教室参加、東京出張など。経路不明が目立つようになる 

4月 6日 44～49 例目 飲食業、販売業、東京旅行者など 

4月 7日 50～52 例目 資料提供（投込み対応）。自営業、販売業など 

4月 8日 53 例目 市内の医療機関に勤務する看護師のため、緊急会見で対応 

4月 8日 54～58 例目 資料提供（投込み対応）。会社員等で一部は感染源推定 
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4月 9日 59～76 例目 この日から、12時現在の発生速報と、夕方（この日は 20 時）の追加情報提供に

切り替え（提供資料の様式を変更） 

4月 9日 77 例目 中央市民病院で、入院中の患者が感染した事例について会見 

4月 10日  このころ、兵庫県警、海上自衛隊等公務員職場の感染例が増加 

4月 11日 91～103 例

目 

中央市民病院の入院患者、職員等計 13名の感染例について会見。中央市民病院

では患者 7名、職員等 29名、合計 36名の感染確認。外来・入院・救急・手術を

原則停止等の対応 

4月 12日 113 例目 市内の医療機関に勤務する職員。今後、当該医療機関では患者 14名、職員等 23

名、合計 37名の感染確認。外来・入院・救急・１病棟閉鎖等の対応 

4月 13日  新型コロナウイルス感染症患者の死亡(12 日死亡確認)を発表(以降、5 月 22 日

までに計 12件の死亡例を発表) 

4月 18日 162・166・ 

179 例目 

環境局須磨事業所職員の感染発表会見。今後、事業所では計 17名の感染確認 

4月 19日  会見で①環境局須磨事業所職員 2名（速報）、②中央市民病院入院患者、職員計

3名、③市内介護施設入所者 1名（②③は追加情報）の感染状況を順番に報告 

4月 22日 165・176 例

目 

市内介護施設入所者、市内介護事業所職員の感染事例について会見 

4月 24日  市内の医療機関（113例目と同）にて入院患者等の PCR検査したところ、新たに

患者 9名、職員 5名、計 14名感染確認され、当該医療機関とともに会見 

4月 25日  この日より速報発表数は 0～1桁台で推移 

4月 27日 241 例目 市内介護保険施設職員の感染例について会見 

ＧＷ期間中も、中央市民病院、市内医療機関、環境局須磨事業所での感染者の追

加例について会見や資料提供。新規発生は 1～3人で推移 

5月 3日 262 例目 市内医療機関（113例目と同）を 2度の PCR検査陰性の結果により退院した患者

が、再陽性確認。以降、5月 20 日までに再陽性患者は計 5人 

 

5月 10日 273・274・

277 例目 

市内の医療機関において入院患者 2 名、職員 1 名が感染確認され、当該医療機

関とともに会見 

5月 13日 279～281 例

目 

この日の速報発表で 3 例の報告以降は、再陽性等を除き、新規発生はゼロとな

る 

5月 21日 284・285 例

目 

284 例目は再陽性。285例目は市外保健所が自宅療養後隔離解除（PCR検査無し）

したが、職場復帰前に PCR検査し陽性判定。 

以降、新規発生、再陽性判定ともなし 


