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付録1：新型コロナウイルス感染症と法制の対応 略年表（コロナ年表） 

石川 敏行（編） 
2022(令和4)年3月31日現在 
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１ はじめに 
 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生からの、「略年表」（クロニクル）を作成してみた。10 
「コロナ年表」と略する（文字数：約9万7千字）。 
 扱う時期は、同感染症の最初の発生報告（2019(令和元)年11月）から現在（上記）までの2年半弱
とする。その間の個々の動きは、日々のマスコミ報道などを通じて、フォローが可能である。ところが、
それらのソース（原典＝公文書等）を示し、公表した組織、関連法制・予算などにも言及し、整理した一
覧資料（年表）は、管見の限り存在しない。そこで、『はじめての行政法（第5版）』の付録として、本15 
「コロナ年表」を、読者とシェアすることにした。 
 「コロナ年表」の最大の特徴は、新型コロナウイルス感染症をめぐる出来事を、それに関連するURL
とともに、示すところにある（引用URL数261件）。同年表は当初、付録2の石川敏行（編）「『この
国のかたち』変化・変革30年――『Society 5.0』までの略年表」（かたち年表）の「テーマ0」とし
て、作成を開始した。ところが作業を進めるうちに、「どうも両者は性格が違う」と強く感じ始め、結局、20 
途中で「かたち年表」とは再び切り離し、独立した「付録 1」として整理したものである。本年表が、
読者の知識・記憶の整理や、調べ物の参考に役立てば、編者として嬉しい。 

２ 対応主体（※） 
 WHO（世界保健機関）。国内では内閣、内閣官房、新型コロナウイルス感染症対策本部、同有識者会議、新
型インフルエンザ等対策有識者会議、同基本的対処方針等諮問委員会、法務省、出入国在留管理庁、外務省、厚25 
生労働省、同アドバイザリーボード、検疫所、国土交通省、空港・港、防衛省・自衛隊（大規模接種センター）
など（建制順）。地方公共団体（都道府県・市区町村等）、医療従事者その他の関係者ほか、私たち一人ひとり。 
（※）付録2（かたち年表）の4テーマ（組織改革、地方分権、規制改革およびデジタル社会の形成）では、関係各組織を
「推進主体」と命名するのに対し、ここでは「対応主体」と呼ぶ。表現が異なる理由は、付録２の各テーマでは、各組織
が能動的・主体的に変化変革を推進しているのに対し、新型コロナウイルス感染症は「もらい事故」のようなもので、上30 
掲の各主体は後追いの形で、受け身の「対応」を強いられた、という違いがあるからである。 

３ 動きの概略 
  全世界を恐怖とパニックに陥れた新型コロナウイルス感染症は、日本では 2020(令和 2)年 1 月に初の

感染者と死者を出した。以来、急速に国内でまん延し、5度のピークを迎えて、医療がひっ迫し始めた。そ

こで、累次の新型インフルエンザ等緊急事態宣言と（後に新設された）新型インフルエンザ等まん延防止等35 
重点措置（まん防）が出され、一進一退の状況が続いた。こうして予防接種も始まり、東京オリンピック・

パラリンピックが終わって一段落した 2021(令和 3)年 9 月 30 日、緊急事態宣言とまん防は全面解除さ

れ、感染者数は秋口には沈静化の兆しを見せた。ところが年末年始に至り、オミクロン株の感染拡大が始ま

り、ブレークスルー感染などもあって、2022(令和4)年1月には、6度目のピークが訪れた。ゆえに現段

階では、先行きはまだ全く不透明である。 40 
  以下では、コロナ禍の発生から現在までの3年余の出来事を、時系列に並べる。なお、典拠を示していな

い事項は、おおむねNHK特設サイト「コロナ関連記事全記録」による。 

 https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/chronology/?mode=all&target=202001 

  緊急事態宣言の詳細については、2度の「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の実施状況に関する報

告」（2020(令和2)年6月4日および2021(令和3)年10月8日 新型コロナウイルス感染症対策本部）45 
に詳しい。なお、これら報告は、改正特措法案に対する国会の附帯決議に基づき、政府対策本部長（内閣総

理大臣）が各種報告を取りまとめ、国会に報告したものである。 

 https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_houkoku0604.pdf 

 https://corona.go.jp/news/pdf/houkoku_r031008.pdf 

凡例（はんれい） 50 
・公文書類は、ワク囲い（   ）で表示。法令名は   （黄緑）、組織名は   （水色）、外国
名は   （グレー）で網かけした。 

・主要事項の強調は、赤茶文字。その他の強調は、青文字または黄色マーカー。 
・矢印（→ ←）で、関連・参照事項を表示。→ は次回（未来）、← は前回（過去）を示す。 
・なお（   ）で解説、隅つき括弧＝スミカッコ（【 】）で石川の解説を示した。後者は、グレ55 
ーの背景に、白抜きを使用したところもある。  
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年表に登場する諸組織(議論の場)とその活動に関する全体の流れ（概説） 
1．はじめに 

 本「コロナ年表」には以下、複数の組織（会議体）が登場し、様々な活動を繰り広げる。それら組織は、

その時々の新型コロナウイルス感染症の状況に応じて試行錯誤を重ねていく。よって、年表をただ追ってい

るだけ（過去→現在の視点）では、頭が混乱してくるだろう。そこで、それらアクター（活動主体）を抜き

出し、「全体の流れ」を先に概説しておくほうが分かりやすい、と考えた（過去←現在の視点）。 

 日本は議院内閣制を採っており、最上位の憲法機関である内閣が国会に対し、連帯して政治と行政の責任

を負う。2020(令和2)年当時の国会は第201回国会（常会）であり、現在は第208回国会（常会）であ

る。次に、本「コロナ年表」に登場する内閣は3つ、すなわち安倍 晋三内閣（第98代）、菅 義偉内閣（第

99代）そして岸田 文雄内閣（第100・101代）である。 

 最初の感染者が確認された2020(令和2)年1／15以降の初動段階では、1／30に政府の新型コロナウ

イルス感染症対策本部が（ルール上）立ち上がるが、事実所は、それよりも早く対策本部幹事会が確認の5

日後（＝1／20）に、第1回会合を開いている。また、対策本部の設置よりも前に、閣議（これが内閣本来

の意思決定会議である）とは別に、一方では「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する関係閣僚

会議」が2回開催され（1／21と24）、その後対策本部に合流する。また他方、新型コロナウイルス感染

症を指定感染症として定める等の政令（新コロ政令）が、早くも1／28に公布、2／1に施行されている。 

 続いて政府対策本部の下には、いくつかのラインが立ち上がる。以下、時系列で整理すると、4本のライ

ンは下記（1）から（4）へと次第に移行していく。 

2．対策本部下の4本のライン 

（1）アドバイザリーボードのライン（厚生労働省） 

 厚生労働省は、内閣の統轄の下に系統的に組織される国の行政機関の一つであり、同省の対策推進本部設

置規程（1／28）に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード」が設置された（2／

7）。この厚労省ABは、新型コロナ対策に関する議論を手探りで始めるが、2回目の会合を終えたところ

で、下記（2）のラインでの検討が始まったため、議論を半年ほど中断した後、7／14に再開される。再開

後の厚労省ABは、現在もなお継続中である（2022(令和4)年3月23日現在で、77回）。 

（2）専門家会議のライン（政府対策本部［内閣官房］） 

 この間、上述のように、1／30に対策本部が内閣に置かれ、その下に、新型コロナウイルス感染症対策
専門家会議（専門家会議）が置かれた（2／14）。専門家会議の権限は、「新型コロナウイルス感染症の

対策につい医学的な見地から助言等を行う」ことであった。同会議は17回の会合を開いた後、7／4に
廃止される。 
 実は、厚労省AB（上記（1））と専門家会議のメンバーは、ほとんど重複していた（＝12人）（下
記2／15の項）。そこで（1）ではなく（2）で、対策に関する専門的議論が重ねられることになる。 
 すなわち6月下旬に至り、担当の西村大臣が記者会見で、専門家会議を廃止し、メンバーを拡充す
るなどして「新型コロナウイルス感染症対策分科会」を新型インフルエンザ等対策有識者会議（内閣
官房）の下に設置すると発表（6／24）。こうして舞台は、2本目から3本目のラインへと移る。 
（3）感染症対策分科会①のライン（有識者会議［新型インフルエンザ等対策閣僚会議］） 

 大臣の記者会見での発言は、次のとおり：「専門家会議【上記（2）】は【本】分科会へ発展的に移行する」

とも説明した（6／26）。こうして2020(令和2)年7月以降、感染症対策の議論の舞台は、感染症対策分

科会へと移る（7／6～）。同分科会は、「新型インフルエンザ等対策有識者会議」の内部組織であり、同会議

は、内閣に置かれた新型インフルエンザ等対策閣僚会議の下部組織という相互関係にある。 

 上記（2）と（3）の関係につき大臣は、分科会で次のように説明している。すなわち、「２点申し上げま

す。まず１つ目は、本分科会の位置づけについてです。／この分科会は、新型インフルエンザ等対策閣僚会

議の下に置かれております有識者会議の分科会として開催するものであります。これまではコロナ対策本部

の下で開催されてきました専門家会議から、主として医学的、公衆衛生学的見地から助言をいただいてまい

りました。しかしながら、現在緊急事態宣言を含めた一連の対策を経て、感染拡大防止策と社会経済活動の

両立を持続させることが重要な課題となっております。そうした中で、特措法との関係をより明確にした形

での専門家の皆様の助言体制として、いわば専門家会議が発展的に移行するといった形で開催させていただ

くものでございます。そして本分科会には、専門家会議から引き続き参画いただく尾身先生はじめ感染症の

専門家の先生方、あるいは疫学の専門の先生方、加えまして経済学者の方々、知事、病院経営者、企業経営

者、マスコミの方など幅広い分野の方々にも入っていただいて、御議論いただければと思っております。

皆様方それぞれの専門性や御経験に基づいて、幅広い観点から忌憚のない御意見をいただければと思ってお

ります。／ ２つ目は、この分科会で御議論いただきたい内容についてであります。まず、この分科会で

は、まさに感染動向、感染状況の分析、モニタリング、それに加えましてワクチン接種の在り方、今後の新
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型コロナウイルス感染症対策の在り方といったことなど、幅広く御議論いただければと思っておりま

す。」）https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/corona1_gaiyou.pdf 

 なお、この分科会は「情報発信型」組織で、2020(令和2)年7／6から2021(令和3)年2／25までの

間に、持ち回りを含む25回の会合を開き、17個の提言と1個の緊急提言、さらには複数の重要な文書を

発出する。 

 この分科会を仮に、「感染症対策分科会①」と呼ぶ。なぜならその10か月後（2021(令和3)年4月）に

「感染症対策分科会②」が立ち上がり、①はメンバーとともに、②へと移行していくからである。 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/yusikisyakaigi.html 

（4）感染症対策分科会②のライン（新型インフルエンザ等対策推進会議［内閣］） 

 分科会②の議事録では、「本分科会【②】の前身の分科会【①】」という文言が使われている

（https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai1/gijigaiyou.pdf）。つま

り、①と②は一方ではメンバーの点では連続しているのであるが、しかし他方、その法的根拠と組織の位置

づけが、次のように変わった。 

 すなわち分科会①は、(ｱ)内閣→(ｲ)新型インフルエンザ等対策閣僚会議→(ｳ)新型インフルエンザ等対策

有識者会議（新型インフルエンザ等対策閣僚会議決定に基づき設置）→(ｴ)基本的対処方針等諮問委員会とい

うラインがあり、うち(ｴ)の中に置かれていた（上記・大臣発言）。 

 これに対し分科会②は、特措法70条の2（［新型インフルエンザ等対策推進会議の］設置）に基づき設置

され、(ｱ)内閣→(ｲ)新型インフルエンザ等対策推進会議→(ｳ)分科会というラインが形づくられた。(ｳ)は

(ｲ)の内部組織という位置づけである。(ｲ)と(ｳ)の法的根拠は、法の委任を受けた「新型インフルエンザ等

対策推進会議令」（令和3年政令第138号）にある（特措法70条の10［政令への委任］）。 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/corona_taisaku/pdf/konkyo.pdf 

 この分科会②は、現在もなお継続中である。4／8から現在までに14回の会合を重ね、4個の提言のほ

か、幾つかの重要な文書を公表している。分科会②もまた、①の性格を受け継ぐ、［能弁型］会議である。 

3．むすび 

 ごくザックリ解説したが、以上の枠組み（議論の舞台）を念頭に置いて以下の記述を眺めれば、「コロナ

年表」の理解が、きっと深まることであろう。なお、「コロナ年表」の中心は国（政府）の動きであり、地

方公共団体の扱いは、副次的にならざるを得ないことをお断りしておく。 

 
2019(令和元)年 令和はコロナとともに 
11・22 武漢市（中華人民共和国・湖北省 人口1,108万（2018(平成30)年）で、原因不明の肺炎患者確

認（事の発端）→2020(令和2)年1／16 

12・20 令和2年度予算政府案閣議決定【■これから起きてくることをまだ誰も知らない】→2020(令和2)年3／27 5 
 https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2020/seifuan2019/index.html 

12・30 武漢の病院眼科医（34）、当局の公表前に、SNSで感染拡大への警鐘→2021(令和3)年2／7 

2020(令和2)年 コロナに翻弄された「手探りの1年」を振り返る 
【01月】それは、クルーズ船内での「集団感染」から始まった 政府対策本部設置始動（1／30） 

【■当時の内閣は、「最後の安倍内閣」＝第4次安倍晋三内閣 第２次改造内閣（第98代）（2019(令和元)年10 
9月11日成立）であった→2020(令和2)年9／16（菅 義偉内閣（第99代）成立】 

01・06 武漢での肺炎、厚労省HPで初めての注意喚起 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08767.html 

（概要：2019(令和1)年12月12～29日の14日間で、中国湖北省武漢市において、59件の原因不明肺炎が報告。こ

の時点ではいまだヒト＝ヒト間の感染の証拠はない）→1／21 15 
01・08 ＷＨＯ、武漢の肺炎「新型ウイルスの可能性否定できない」→1／14 

01・11 武漢、肺炎の男性(61)が死亡。死者は初めてか 

01・14 ＷＨＯ、新型コロナウイルスを確認→1／21 

01・15 日本国内で初の感染者確認、武漢に渡航した中国籍30代の男性→1／16 

01・16 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について（1例目：神奈川県内30代男性、武漢20 
市に滞在歴あり）。厚労省、国内初の感染者を確認→2／5 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08906.html 

・中国 春節（1月24日～）を前に訪日ビザの発給ピーク 
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01・18 後に集団感染が確認されることになるタクシー組合の、屋形船での新年会（約100人） 

01・19 中国 「春節」の帰省ラッシュ本格化 

01・20 新型コロナウイルス感染症対策本部幹事会第1回会合→2／25（第2 回）【■初動組織。議長は、

内閣危機管理監】 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/kanjikai/konkyo.pdf 

・外航クルーズ船、ダイヤモンド・プリンセス号（DP）（※）、横浜港を出港。鹿児島、香港、ベトナム、台湾、5 
および沖縄に立ち寄った後、横浜港に帰港→2／3 

 https://www.princesscruises.jp/ships/diamond-princess/ 

■（※）総トン数115,875トン。DP号は所有者はイギリス、運航者はアメリカの会社だが、製造者は日本（三菱重

工長崎造船所）。同時期に建造された姉妹船として、「サファイア・プリンセス（SP）」がある。DPとSPは、その

命名が途中で入れ替わったり、建造途上で火災に見舞われたり、そして今回のコロナ禍。前職での事故等調査を通し

て、船舶には「不運船」と「幸運船」の別があることを知った（幸運船の代表格は、南極観測船「宗谷」）。 

01・21 新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する関係閣僚会議第1回会合→1／24（第2回） 

・新型コロナウイルスに関連した感染症への対応について（同閣僚会議） 

 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/index.html 10 
・WHO、「ヒトからヒトへの感染が見られる」と発表←1／14→1／23 

01・23 感染拡大防止のため武漢市で「都市封鎖」 

・ＷＨＯ、「国際的な緊急事態（PHEIC［フェイク］）にはあたらない」→1／30 

01・24 新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する関係閣僚会議（第2回）【■同会議は、定例閣議

（毎週2回、火曜日と金曜日の午前10時から）開催前の時間に開催された。対策本部（1／30）の「原型」15 
であり、2回で終了し、対策本部に「合流」した模様】→1／30（対策本部設置） 

01・25 香港人男性、DPから香港で下船→2／1 

01・28 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令（令和2 年政令11 号）（新コロ政

令）公布→施行2／1（「指定感染症」については→1／31） 

新型コロナウイルス感染症（略）を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（略）第６条第８項の指

定感染症として定める。 

・厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部設置規程（厚生労働大臣伺い定め）→これに基づき、「新20 
型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード」が立ち上がる（→2／7）【■「伺い定め」＝「大臣、

次官または局長の決裁を経て、規程、基準、内規等を定める文書」のこと（文部省「公文書の書式と文例」）】。 

https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/series/21/pdf/kokugo_series_021_04.pdf 

01・29 新型コロナウイルスに関連したチャーター便に係る帰還邦人の状況について（厚労省） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09199.html 25 
・武漢からの邦人帰国チャーター機の第１便 羽田到着 

01・30 新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について（閣議決定） 

 https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/konkyo.pdf 

・新型インフルエンザ等対策本部（新型コロナウイルス感染症対策本部）、内閣に設置（本部長：内閣総理大臣）

（特措法15条1項）←1／24（閣僚会議）【■この組織が、文字どおりの本部（ヘッドクォーター）となる】 30 
 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/konkyo.pdf 

 内閣総理大臣は、前条の報告【新型インフルエンザ等の発生等に関する報告】があったときは、当該報告に係る新型イ

ンフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第6 条第6 項第1 号に掲げるインフルエンザにかかった場合の

病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認められる場合を除き、内閣法（略）第12 条第4 項の規定【「内閣官房

の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる」】にかかわら

ず、閣議にかけて、臨時に内閣に新型インフルエンザ等対策本部（以下「政府対策本部」という。）を設置するものとする

（新型インフルエンザ等対策特別措置法15条1項） 

【■注意事項：本部の正式名称は、特措法上は「新型インフルエンザ等対策本部」。しかし上記・閣議決定では「新型コロ

ナウイルス感染症対策本部」と命名され、今日に至る。以下、新型コロナウイルス感染症対策本部を「政府対策本部」と

略する。また、上記特措法に明らかなごとく、政府対策本部は「臨時」の性格を持つものである】→3／26 

・政府対策本部会合（第1回）→1／31（第2回・第3回） 35 
 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020130.pdf 



5 
 

石川 敏行（編）「コロナ年表」 
 

 第1回のみURLを引用するが、煩瑣にわたるので、以後は引用しない。下記を参照願いたい。 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html 

【■注意事項：第22回（3／23）までの「対策本部」は、特措法に基づく会議ではない。3月26日の閣議

（持ち回り）で、同本部は特措法第15条に基づく「対策本部」として位置づけられる】→3／26 

・ＷＨＯ、武漢肺炎を「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（Public Health Emergency of 5 
International Concern：PHEIC［フェイク］）」と宣言→2／11・3／11 

 https://japan-who.or.jp/about-us/notice/public-health-emergency-of-international-concern/ 

01・31 政府対策本部会合（第2回・第3回）（※）←1／30（第1回）→2／1（第4回）（※）第2回は

12：05～12：15、第3回は18：10～18：25 

・新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令（令和2年政令22号）10 
（第1次改正）【■施行の前に改正されている！】→2／13（第２次改正） 

・政府、新型コロナウイルスによる感染症を「指定感染症」（感染症法）と「検疫感染症」（検疫法）に指定（政

令施行：2月1日） 

指定感染症：この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病（一類感染症、二類感染症、三類感

染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）であって、第3 章から第7 章までの規定の全部又は一部を準用しな

ければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるも

のをいう（感染症法6条8項） 

検疫感染症：この法律において「検疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 一 感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（略）に規定する一類感染症／二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

に規定する新型インフルエンザ等感染症／三 前二号に掲げるもののほか、国内に常在しない感染症のうちその病原

体が国内に侵入することを防止するためその病原体の有無に関する検査が必要なものとして政令で定めるもの（検疫

法2条） 

【■検疫は、検疫法施行令別表1に掲げる全国89港の検疫港で実施され、日本の港に入港する外国から来航したすべての

船舶は検疫を受け、検疫後でなければ、入国・上陸・貨物の陸揚げはできない（同4条1項）】 15 
【2020(令和2)年02月】「指定感染症指定政令（新コロ政令）」の制定 国内初の新型コロナ感染死者 

02・01 政府対策本部会合（第4回）←1／31（第2・3回）→2／5（第5回） 

・新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令（令和2年政令11号）（新コロ政令）施行

←1／28（公布） 

第 1 条（新型コロナウイルス感染症の指定） 新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロ

ナウイルス（令和2 年1 月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新た

に報告されたものに限る。）であるものに限る。次条及び第 3 条（同条の表を除く。）において単に「新型コロナウ

イルス感染症」という。）を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「法」という。）第6条

第8項の指定感染症として定める。 

第2条（法第7条第1項の政令で定める期間）法第7条第1項の政令で定める期間は、新型コロナウイルス感染症に

ついては、この政令の施行の日以後同日から起算して1年を経過する日までの期間とする。以下略 

 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000589748.pdf 20 
【■新コロ政令は結局、5次にわたる改正の後、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴

う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（令和3年政令25号）により廃止される】→2021(令和3)年2／13 

・政府、同政令に基づき疾病の名称を「新型コロナウイルス感染症」と定め、感染症法上の「二類感染症」に

分類 

この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。／一 急性灰白髄炎／二 結核／三 ジフテリ

ア／四 重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る。）／五 

中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。）／六 鳥インフルエ

ンザ（病原体がインフルエンザウイルスＡ属インフルエンザＡウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ

等感染症（第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除

く。第六項第一号及び第二十三項第一号において同じ。）の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令

で定めるものであるものに限る。以下略（感染症法6条3項各号） 

・DPから下船（1／25）の香港人男性、コロナ感染確認→2／3 25 
02・03 DP、横浜港に入港。船内で集団感染（クラスター）発生（乗客2,666人、乗員1,045人、合計3,711
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人。結局712人の感染が確認、うち13人死亡）←1／20→2／5 

 https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9422-covid-dp-2.html 

02・05 政府対策本部会合（第5回）←2／1（第4回）→2／6（第6回） 

・DP、横浜港沖停泊（14日間の海上強制隔離）→2／18（乗客下船） 

・横浜港に寄港したクルーズ船内で確認された新型コロナウイルス感染症について（厚生労働省） 5 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09276.html 

02・06 政府対策本部会合（第6回）←2／5（第5回）→2／12（第7回）【■この段階まででは、政府本

部しか存在していなかったが、2／7に「アドバイザリーボード」が厚労省に立ち上がる】 

・DP、横浜港ふ頭に着岸。食糧など補給→2／18 

02・07 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード（厚労省）第1 回会合（以下「厚労省AB」10 
と略。）→2／10（第2 回） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00093.html  

（このURLに一覧が出ているので以下、個別の会合のURLは示さない） 

【■なお、2／16に開催される専門家会議［内閣官房］と本AB［厚労省］との間に、メンバーと権限のバッティングを生

じた模様で結局、専門家会議は廃止される→7／14（「新型コロナウイルス感染症対策分科会」設置）】 15 
・SNSで警鐘鳴らし、処分受けた中国の医師（34）感染し死亡←2020(令和2)年12／30 

・国交相、「乗客の感染疑われるクルーズ船の入港認めぬよう」港湾管理者に要請 

・大型クルーズ船ウエステルダム号（旗国：オランダ）の那覇港への寄港を拒否（患者発生のため） 

02・10 厚労省 AB（上記2／7）（第 2 回）【■上述のように、この後、専門家会議［内閣官房］が始ま
り（2／16～）、AB はしばし「沈黙」した後、7／14 から再開されることに】 20 

02・11 ＷＨＯ、新型コロナウイルスを「COVID-19」（コヴィッド ナインティーン）と命名←1／30→

3／11【■coronavirus disease 2019、すなわち「2019年に発生した新型コロナウイルス感染症」の略語。ゆ

えに、「新型コロナウイルス感染症」が広い概念で、そのうちの一つがCOVID-19ということである】 

 https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51466362 

【■なお、この段階で人々は無論、「新型コロナウイルス」の正体をまだ知らない。しかし、われわれは

2022(令和4)年3月末現在から過去（2年前）を回顧しているので、いくつかの予備知識を述べておく。

まず、ウイルスは生物ではない。次に、「新型コロナウイルス」の法的定義は、改正感染症法6条7項3号

に出ている（2021(令和3)年2／13の項（※）参照）。最後に、「新型コロナウイルスの正体」について

は、国立感染症研究所・感染症疫学センターの下記記事が、簡にして要を得た記述を提供しており、一読に

値する】 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html 

02・12 政府対策本部会合（第7回）←2／6（第6回）→2／13（第8回） 25 
02・13 政府対策本部会合（第8回）←2／12（第7回）→2／14（第9回） 

・新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策（新型コロナウイルス感染症対策本部［内閣］、事務局：内閣

官房新型インフルエンザ等対策室）→2／25 
（参考）本対応策の所要額 

 今年度予算を着実に執行するとともに、これに加え、第一弾として予備費 103 億円を講じることにより、総額 153 
億円の対応策を実行する。あわせて、日本政策金融公庫等に緊急貸付・保証枠として 5,000 億円を確保する。  
１．帰国者等への支援：30 億円 ・ 帰国者等の受入支援：23.4 億円 ・ 防衛省による生活・健康管理支援：3.2 億
円 等  

２．国内感染対策の強化：65 億円 ・ 検査体制・医療体制の強化：30.6 億円 ・ 帰国者・接触者外来、接触者相談セ
ンターの設置：5.1 億円 ・ 検査キット、抗ウイルス薬・ワクチン等の研究開発：10.0 億円 ・ 国際的なワクチン
研究開発等支援事業：10.7 億円 ・ マスク生産設備導入補助：4.5 億円 等  

３．水際対策の強化：34 億円 ・ 有症者発生時の感染の拡大防止に必要な措置：30.2 億円 ・ 検疫体制の強化：3.4 
億円 等  

４．影響を受ける産業等への緊急対応:6 億円 ・ コールセンターの設置:4.9 億円 ・ 雇用調整助成金：1.0 億円 （参
考）日本政策金融公庫等：緊急貸付・保証枠5,000億円 等  

５．国際連携の強化等:18 億円 ・ アジア各国への検査体制充実への貢献:16.5 億円 ・ ＮＧＯを通じた支援：1.0 億
円 等 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kinkyutaiou_corona.pdf 30 
・新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令（令和2年政令30号）
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（第2次改正）←1/31（第１次改正）→3／26（第３次改正） 

・国内初の死者（神奈川県、80代女性） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200213/k10012284531000.html 

02・14 政府対策本部会合（第9回）←2／13（第8回）→2／16（第10回） 

・新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の開催について（新型コロナウイルス感染症対策本部決定）→25 
／16【■政府対策本部［＝新型コロナウイルス感染症対策本部］の下にこの日設置された「専門家会議」は、

医学的な見地から助言等を行うために 17 回開催され廃止。その後継組織として、「新型コロナウイルス感

染症対策分科会」が立ち上がる→7／3】 

 https://www.cas.go.jp/jp/influenza/senmonka_konkyo.pdf 

02・15 後に集団感染が確認されることになる、大阪市のライブハウスでコンサート（～16日） 10 
02・16 政府対策本部会合（第10回）←2／14（第9回）→2／18（第11回） 

・新型コロナウイルス感染症対策専門家会議（政府対策本部）第１回会合→2／19（第2回）（以下、「専門家

会議」と略）。なお、親委員会（政府対策本部会議）と同様、次回会議以降のURLの引用は割愛） 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html 

（構成員）https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/senmonkakaigi/konkyo.pdf 15 
（厚労省ABの構成員）https://www.mhlw.go.jp/content/000664812.pdf 

【■専門家会議（12人）と厚労省ABの構成員（15人）の間には重複者が多く、その数は12人で、うち1

人は弁護士。なお、専門家会議の後継組織である新型コロナウイルス感染症対策分科会（新型インフルエン

ザ等対策有識者会議）については、7／6を参照】 

02・17 「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について（都道府県・20 
各指定都市・中核市民生主管部（局）あて厚労省各課室 事務連絡） 

 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000597518.pdf 

（事務連絡＝「法令運用に直接関わらないが，周辺の細々したことをお知らせしたりお願いする内容が書かれ

てあることが一般的．（略）／中央省庁の直接の担当部署，又は自治体の感染症対策部署等から発出されるの

が一般的．／ありとあらゆる「周知したいこと」について発出される．／官公庁においては「ジムレン」と25 
略して呼ぶことが多い（jargon）】http://akkie.mods.jp/2019-nCoV/「通知，事務連絡，その他文書

の違い」」 

02・18 政府対策本部会合（第11回）←2／16（第10回）→2／23（第12回） 

・DP、隔離終了、乗客下船へ（下船：2／19～23）。横浜港で検疫中のクルーズ船の乗客の健康観察期間終了

に伴う下船について（厚労省）←1／20 30 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09577.html 

・テレワークや時差出勤、企業で広がる 新型ウイルス感染予防で 

（参考）令和2年度中小企業労働条件等実態調査「働き方改革に関する実態調査」結果について（東京都） 

 https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/05/12/07.html 

02・19 専門家会議（第2回）←2／16（第1回）→2／24（第3回） 35 
・厚労省、無症状感染者の入院期間短縮へ 退院基準見直す 

02・20 新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策（新型コロナウイルス感染症対策本部［内閣官房］）

→2／25 https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kinkyutaiou_gaiyou_corona.pdf 

・クルーズ船の感染制御策について（専門家会議） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_senmonkakaigi.html 40 
02・22 Ｇ20開幕（サウジアラビア）、新型ウイルス 世界経済への影響を議論（～23日） 

 https://www.mof.go.jp/public_relations/gallery/202002_G20.html 

・クルーズ船で業務の厚労省職員、多くがウイルス検査せず職場に復帰 

02・23 政府対策本部会合（第12回）←2／18（第11回）→2／25（第13回） 

・20か国財務大臣・中央銀行総裁会議声明 45 
 https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/g20/communique200223.htm 

02・24 専門家会議（第3回）←2／19（第2回）→2／29（第4回）。「今後１～２週間が瀬戸際」 
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・新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の具体化に向けた見解（専門家会議） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00006.html 

02・25 政府対策本部会合（第13回）←2／23（第12回）→2／26（第14回） 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本方針（新型コロナウイルス感染症対策本部［内閣］決定）【■法的根

拠：特措法18条1項。これがVer.1。その後、累次の改訂】→3／28 5 
 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihonhousin.pdf 

  なお、「基本的対処方針」およびその変更文書は下記に掲載されているので、以下、年月日を記すのみで、

各個のURLは示さない。 

 https://corona.go.jp/emergency/ 

 本方針は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（略）第18条第１項に規定する基本的対処方針として、今後講ずべ

き対策を実施するに当たって準拠となるべき統一的指針を示すものである。／地方公共団体は、本方針に基づき、自らそ

の区域に係る対策を的確かつ迅速に実施し、及び当該区域において関係機関が実施する対策を総合的に推進する責務を

有する。また、政府は、本方針に基づき、指定行政機関、都道府県及び指定公共機関が実施する対策に関する総合調整を

行うことができる。【■ただし、この文言は当初からではなく、管見のかぎり、2021(令和3)年11月19日の改訂「基

本方針」から、冒頭に記されるようになった模様。】 

 https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_031119.pdf 

【■（参考）特措法18条1項 政府対策本部は、政府行動計画（※）に基づき、新型インフルエンザ等への基本的な対

処の方針（以下「基本的対処方針」という。）を定めるものとする。 

（※）政府行動計画 

・新型インフルエンザ等対策政府行動計画（平成25年6月７日）（平成29年9月12日（変更）など】 

 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku.html 

・クラスター対策班設置（厚労省） https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09743.html 10 
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大の抑制に向けた緊急声明（全国知事会） 

 http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/3/00_kinnkyuuseimei.pdf 

02・26 政府対策本部会合（第14回）←2／25（第13回）→2／27（第15回） 

02・27 政府対策本部会合（第15回）←2／26（第14回）→3／1（第16回） 

・安倍首相、全国すべての小中高校に「臨時休校要請」の考え公表（3月2日から春休みまで） 15 
 https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202002/27corona.html 

02・28 「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における

一斉臨時休業」等について（全国知事会、全国市長会、全国町村会） 

 http://www.mayors.or.jp/p_opinion/documents/200228corona-comment.pdf 

・北海道知事、独自に「新型コロナウイルス緊急事態宣言」 20 
 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/hodo/pressconference/r1/r20228gpc.html 

02・29 専門家会議（第4回）（持ち回り）←2／24（第3回）→3／2（第5回） 

【2020(令和2)年03月】 特措法に基づく「政府対策本部」設置 第1波：3～5月（ピーク4月11日

［720人］）第2波：7～9月、第3波：2021(令和3)年1月、第4波：4～5月、第5波：7～9月（過

去最大） 25 
03・01 政府対策本部会合（第16回）←2／27（第15回）→3／5（第17回） 

03・02 専門家会議（第5回）（持ち回り）→3／9（第6回）。「症状軽い若い世代が感染広げているおそれ」 

03・03 経産相「トイレットペーパー在庫十分 落ち着いて行動を」経産相 

03・05 政府対策本部会合（第17回）←3／1（第16回）→3／7（第18回） 

・中国・習近平国家主席の訪日（4月予定）延期 30 
03・06 PCR検査に医療保険を適用 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00132.html 

03・07 政府対策本部会合（第18回）←3／5（第17回）→3／10（第19回） 

03・09 専門家会議（第6 回 持ち回り）「３条件重なり（＝3 密）避けて」と呼びかけ←3／2（第5 回）

→3／17（第7回）。 35 
 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000606000.pdf 

【■当初は、「集団感染（クラスター cluster）が確認された場に共通の条件」として発表され、次第に「3密（3つの密）」

と表現されるようになる（上記・専門家会議文書4頁）。そして結局「３密」は、2020(令和2)年「新語・流行語大賞」
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の年間大賞に選定される。 https://www.jiyu.co.jp/singo/】→12／1 

・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 

03・10 政府対策本部会合（第19回）←3／7（第18回）→3／18（第20回） 

・新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第２弾（対策本部） 
新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策第２弾の規模 
１．財政措置 4,308億円 

(1)感染拡大防止策と医療提供体制の整備 486 億円 (2)学校の臨時休業に伴って生じる課題への対応 2,463 億円 

(3)事業活動の縮小や雇用への対応 1,192億円 (4)事態の変化に即応した緊急措置等 168億円 

２．金融措置 1.6兆円規模 

○セーフティネット貸付・保証（6,060億円） ○新型コロナウイルス感染症特別貸付（5,430億円） ○日本政策投資

銀行等による大企業・中堅企業等への金融支援（2,040億円） ○国際協力銀行によるサプライチェーン確保等への金
融支援（2,500億円）等 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kinkyutaiou2_kibo_corona.pdf 5 
・政府、新コロを「歴史的緊急事態」に初指定。今回の事態を、国や社会として記録を共有すべき「歴史的緊

急事態」指定することを閣議了解（「今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態は、行政文書の管理に関するガイ

ドライン（平成23年４月１日内閣総理大臣決定）に規定する「歴史的緊急事態」に該当するものとする） 

 https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/rekiren/rekishitekikinkyujitai.pdf 

・国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令閣議決定（「転売ヤー」の規制）→3／15（施行） 10 
・イタリア全土で移動制限始まる 

03・11 WHO（世界保健機関）、新コロをパンデミック（世界的大流行）（※）と認定・宣言←1／30 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56692120S0A310C2000000/ 

（※）パンデミック（pandemic） ギリシャ語で「すべて」を意味する「パン（pan）」と、「人々」を意味する「デモス（demos）」を

語源に持つ。ある病気が世界中で大規模に流行し、制御不能になった状態を指す。以下略 15 
 https://www.nikkei.com/article/DGXKZO56717610S0A310C2EA2000/?n_cid=DSREA001 

・「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2 弾―」の決定を受けて（全国知事会、全国市長会、

全国町村会） 

 http://www.mayors.or.jp/p_opinion/documents/200311corona-ts02comment.pdf 

・センバツ高校野球 初の中止決定 20 
03・14 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律（令和2年法律4号） 

【■従前の特措法附則に、1条の2を新設（新型コロナウイルス感染症に関する特例）。そこでは、2／14にWHOが命

名した「COVID-19」（令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが

新たに報告された新型コロナウイルス感染症）を「新型インフルエンザ等」（特措法2条1号）とみなして、特措法び同

法に基づく命令（告示を含む。）の規定を適用する旨を内容とする。ただし期限は、新コロ政令で定めるマックス2年の時

限措置であった（2021(令和3)年3月27日まで）。 

 ゆえに、後に上記期限到来の直前、2021(令和3)年2月13日に改正感染症法が施行され、「新型コロナウイルス感染

症」および「再興型コロナウイルス感染症」の2つが、「新型インフルエンザ等感染症」の類型に追加される（感染症法6

条7項3号および4号）。つまり従前は、特措法の附則で2年間の時限措置でしかなかった新コロに対する感染症法の適

用が、感染症法自体で定められた。このことで、感染症法が新コロに恒久的に直接適用されるようになったため、新コロ

政令は廃止されることになる】→2021(令和3)年2／13 

03・15 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令施行。マスクの転売行為（購入価格を超える

価格での転売）禁止【■転売ヤーは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金】→5／22（アルコール消毒製品） 

03・17 専門家会議（第7回 持ち回り）←3／9（第6回）→3／19（第8回） 

・フランス全土で外出制限始まる 25 
03・18 政府対策本部会合（第20回）←3／10（第19回）→3／20（第21回）【■第1回が1／30開催だ

ったから、約2ヶ月で20回の会合。つまり単純計算では、3日に一度の会合。出席する本部員（大臣）も大変だが、各

会合に向け資料を準備作成する、各府省の事務方（官僚諸氏）の御苦労や、いかばかりかと察せられる】 

・生活不安に対応するための緊急措置（対策本部） 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kinkyutaiou3_corona.pdf 30 
03・19 専門家会議（第8回）←3／17（第7回）→3／26（第9回） 会議「感染拡大地域では自粛検討を」 

・新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言（専門家会議） 

 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000610566.pdf 
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03・20 政府対策本部会合（第21回）←3／18（第20回）→3／23（第22回） 

・３連休スタート、警戒緩んだか 

03・22 米ニューヨーク州、外出制限開始 

03・23 政府対策本部会合（第22回）←3／20（第21回）→3／26（第23回） 

・新型コロナウィルスに関連した 感染症の現状と対策（厚労省） 5 
 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020323.pdf 

・都知事、記者会見で「都市封鎖（ロックダウン）」に言及 

03・24 東京オリパラ1年程度延期。安倍首相とバッハIOC会長、電話会談。COVID-19のため「日程を

延期して2021年夏までに開催」を合意→3／29 

03・25 都知事、緊急会見「週末は外出控えて」 10 
03・26 政府対策本部会合（第23回）←3／23（第22回）→3／28（第24回） 

会合議事録より： 

【西村国務大臣】 ただいま厚生労働大臣からご説明のありました、総理大臣への報告を受け、先ほど持ち回り閣議で特

措法第15条【1項】に基づく対策本部を設置することとしました。この本部でございます。これまでの政府対策本部

と一体的に運用する体制といたします。また、特別措置法による政府対策本部の設置に伴い、全ての都道府県におい

て、都道府県対策本部が設置されることになります。これまで以上に都道府県とも緊密に連携してまいります。以下略 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/gaiyou_r020326.pdf 

・政府、特措法に基づく「政府対策本部」設置。ただし、現時点では「緊急事態宣言を行う状況にはない」 

・新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について 15 
 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/konkyo.pdf 

（新型インフルエンザ等対策特別措置法（略）第 15 条第１項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症対策本部を 設

置した。／記／１．名称 新型コロナウイルス感染症対策本部／２．設置場所 東京都（内閣官房（中央合同庁舎第８号

館））／３．設置期間 令和２年３月 26 日から新型コロナウイルス感染 症対策を推進するため必要と認める期間） 

・新型インフルエンザ等対策閣僚会議（第３回）開催（持ち回り）（これは既存の会議体であり、第 1 回は20 
2011(平成23)年9／20，第2回は2012(平成24)年8／3に開催されていた。法的根拠：平成23年

9月20日 閣議口頭了解） https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/kakuryoukaigi.html 

・専門家会議（第9回）（持ち回り）←3／17（第8回）→4／10（第10回） 

・新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令（令和2年政令60号）

（第3次改正）←2／13（第２次改正）→10／14（第４次改正） 25 
03・27 令和2年度予算成立（政府案どおり）→4／7 

・基本的対処方針等諮問委員会（第1回）【■注意事項：なお同委は、政府対策本部［新型コロナウイルス感染

症対策本部］ではなく、既存の「新型インフルエンザ等対策有識者会議」［新コロ発生前の2012(平成24)

年8月3日に設置］の下に新設された】→4／7（第2回） 

 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/yusikisyakaigi.html （メンバーも含め、このURLで一覧で30 
きるので、2回目会合以降のURLは示さない） 

03・28 政府対策本部会合（第24回）←3／26（第23回）→4／1（第25回） 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（変更）（新型コロナウイルス感染症対策本部［内閣］決

定）（2／25のVer.2。「変更」は、特措法18条5項に基づく）←2／25→4／7 

03・27 令和２年度予算成立（政府案どおり）→4／7（補正予算案） 35 
 https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2020/index.html 

03・29 志村けん氏、COVID-19のため死去（享年70歳） 

03・30 IOC とオリパラ大会組織委員会、東京都、日本政府、「2021(令和3)年7／23 から8／8 の17

日間の日程で開催を合意」→4／7 

・都知事、緊急会見「夜間の酒場 出入り控えて」 40 
【2020(令和2)年04月】第1波のピーク（4／11） 1回目の緊急事態宣言（2020(令和2)年4／7～5

／25） 特別定額給付金（一律 10 万円）の支給決まる（新型コロナウイルス感染症緊急経済対策）。対象

者：4／27現在で住民基本台帳に記録されている者 
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04・01 政府対策本部会合（第25回）←3／28（第24回）→4／6（第26回） 

・政府「全世界からの入国者に２週間の待機要請」決定 

・首相、「全国すべての世帯に布マスク２枚ずつ配布の方針」表明（アベノマスク） 

・専門家会議「医療現場 機能不全も」強い危機感示す 

04・05 英ジョンソン首相、感染で入院→退院：4／13 5 
04・06 政府対策本部会合（第26回）←4／1（第25回）→4／7（第27回） 

04・07 政府対策本部会合（第27回）4／6（第26回）→4／11（第28回） 

・基本的対処方針等諮問委員会（第2回）←3／27（第1回）→4／11（第3回） 

・1回目の緊急事態宣言発令（1都7県に、4／7～5／6。当初1か月、後に延長［～5／25］）。「人の

接触 最低７割、極力８割削減を」→4／16 2回目：2021(令和3)年1／8日～3／21、3回目：4／2510 
～5／11、4回目：7／12～8／22 

・令和2年度補正予算案、閣議決定→4／30（成立） 

 https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2020/seifuan2019/index.html 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言→4／16（区域変更）→5／25（解除宣言） 
 https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitai_sengen_0407.pdf 15 
・「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」について（閣議決定） 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/200407kinkyukeizaitaisaku.pdf 

・新型コロナウイルス感染症緊急経済対策～国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ（内閣府）→12/8 

 https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和２年３月28日の改正）（ 策本部決定）←4／7→4／11 20 
【■①緊急事態宣言＝正式名称は「新型インフルエンザ等（「新型コロナウイルス感染症」ではない！）緊
急事態宣言」（特措法32条1項）。その前提には、「新型インフルエンザ等緊急事態」があり、同事態を宣
言する措置が「緊急事態宣言」。宣言を発する主体は、政府対策本部長としての内閣総理大臣である（同16
条1項）。なお、宣言の実施期間は、「2年を超えてはならない」（同32条2項）。 
②緊急事態 次に、「新型インフルエンザ等緊急事態」とは、「新型インフルエンザ等が国内で発生し、そ
の全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある
ものとして政令で定める要件に該当する事態」である（特措法32条1項）。 

③政令で定める要件 最後に、「政令で定める要件」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令（平
成25年政令122号）の5条の3第1項が定める要件、すなわち「当該新型インフルエンザ等にかか
った場合における肺炎、多臓器不全又は脳症その他厚生労働大臣が定める重篤である症例の発生頻度が、
感染症法第6条第6項第1号に掲げるインフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認めら
れること」である】→「まん防（新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置）」については、2021(令
和3)年3／31の項で解説 

下記記事は全体を回顧・概観しており有益なので、各期に分割して引用する。 
（●「第1波」と初めての「緊急事態宣言」 2021/8/27(金) 12:50配信 
 国内では昨年【2020(令和2)年】1月16日に初の感染者の確認が発表され、2 月13日には初の死者が
出ました。とりわけ3月下旬から感染者が急増し、3月27日には全国の新規陽性者が初めて100人を超え
ました。「第1波」です。 25 
 当時の安倍晋三首相は 4 月7 日の会見で「医療現場はまさに危機的な状況。もはや時間の猶予はないとい
う決断に至った」と述べ、東京と神奈川、埼玉、千葉の1 都3県と大阪、兵庫の2府県、そして福岡の計7
都府県を対象に、新型コロナウイルス対策の特別措置法（特措法）に基づく「緊急事態宣言」を発出。対象地
域はその後、全国に拡大されました。 
 この1回目の宣言では、人と人との接触機会を「最低7割、極力8割」削減する目標が掲げられました。30 
幅広い業種に休業要請が出され、生活必需品を取り扱う店を除いて、飲食店やスポーツジム、ライブハウスな
どが対象になりました。イベントについても、特に全国的かつ大規模なものは中止や延期などの対応が主催
者に求められました。 
 こうした対策の結果、緊急事態宣言は順次解除され、5月25日、残る東京など首都圏1都3県と北海道の
解除をもって、すべての都道府県の緊急事態宣言が終了しました。5月下旬の新規陽性者は全国で50人を下35 
回る水準になっていました。 
https://news.yahoo.co.jp/articles/e5f287fdde96cc145a9858464da04d238261bfd9）（この
記事の続き：8／7の項） 

04・08 国内の死者 100人超える（クルーズ船除く）。国内の感染者 5,000人超える（クルーズ船除く） 
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04・10 緊急事態宣言に伴う事業者への要請等に係る留意事項等について（各都道府県知事あて 内閣官房新

型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡） 

 https://corona.go.jp/news/pdf/jigyosha_yousei_ryuui_0410.pdf 

・専門家会議（第10回）←3／26（第9回）→4／22（第11回） 

・都知事、休業を要請する業態や施設を公表 5 
04・11 政府対策本部会合（第28回）4／7（第27回）→4／16（第29回） 

・基本的対処方針等諮問委員会（第3回 持ち回り）←4／7（第2回）→4／16（第4回） 

・この日、第1波のピーク（720人）（→ 第2波のピーク：2020(令和2)年8月7日（1,605人）、第3波のピー

ク：2021(令和3)年１月８日（7,955人）、第4波のピーク：2021(令和3)年5月28日（7,234人）、第5波のピ

ーク：2021(令和3)年8月20日（2万5,852人）） 10 
・第1波～第5波 感染者数グラフ （全期間を1画面表示） 

 https://news.yahoo.co.jp/articles/e5f287fdde96cc145a9858464da04d238261bfd9 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更)←4／11→4/16 

・首相、７都府県の企業に「出勤者７割減」の要請を指示 

・世界全体の死者 10万人を超える。 15 
04・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 

04・13 使用の制限等の要請の対象となる施設に係る留意事項等について（各都道府県知事あて 内閣官房新

型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡） 

 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20200413.pdf 

04・15 ＩＭＦ「経済成長率 世界恐慌以降で最悪の見込み」 20 
04・16 政府対策本部会合（第29回）←4／11（第28回）→4／22（第30回） 

・基本的対処方針等諮問委員会（第4回）←4／11（第3回）→5／4（第5回） 

・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→5／4→5／14 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更→5／4（期間延長） 

 https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_gaiyou0416.pdf 25 
・首相、すべての国民対象に「一律1人あたり10万円」を給付する考え表明（特定定額給付金）。 

・特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連) 

 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更) ←4／11→5/4 

04・18 国内の感染者 １万人超える（クルーズ船除く） 30 
04・20 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の変更について（閣議決定）（4／7 閣決の変更） 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/200420kinkyukeizaitaisaku.pdf 

04・22 政府対策本部会合（第30回）←4／16（第29回）→4／24（第31回） 

・専門家会議（第11回）←4／1（第10回）→5／1（第12回）。会議「大型連休も自宅で過ごして」現状を強く懸念 

04・23 商店街やスーパーマーケット等における 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について （各35 
都道府県知事あて 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡） 

 https://corona.go.jp/news/pdf/kansen_boushi_market_0423.pdf 

・基本的対処方針の別添で掲げるホテル・宿泊等について （各都道府県知事あて 内閣官房新型コロナウイル

ス感染症対策推進室長 事務連絡） 

 https://corona.go.jp/news/pdf/basic_policy_hotel_0423.pdf 40 
・【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 （各都道府県知事あて 内閣官房新型コロナ

ウイルス感染症対策推進室長 事務連絡） 

 https://corona.go.jp/news/pdf/yousei_shiji_0423.pdf 

・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 

04・24 政府対策本部会合（第31回）←4／22（第30回）→4／27（第32回） 45 
・文科省調査「全国の小中学校 高校の9割が休校」 
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04・25 全国高校総体（８月）の中止決定 

・世界全体の死者 20万人を超える 

04・27 政府対策本部会合（第32回）←4／24（第31回）→5／4（第33回） 

04・30 令和2年度補正予算、成立（政府案どおり）→5／27（第２次補正予算案） 

・令和2年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律、公布・施行 5 
【2020(令和2)年05月】GWの到来と「人流」の抑え込み 「新しい日常（new normal）」の提唱 

05・01 専門家会議（第12回）←4／22（第11回）→5／4（第13回） 専門家会議「長丁場前提に新

しい生活様式を」 

・新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言（専門家会議） 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/senmonkakaigi/sidai_r020501_1.pdf 10 
・新型コロナウイルス感染症対策の現状を踏まえた学校教育活動に関する提言（学校における新型コロナウ

イルス感染症の対策に関する懇談会） 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/senmonkakaigi/sidai_r020501_2.pdf 

05・02 国内の死者 500人超える（クルーズ船除く） 

・韓国 ナイトクラブで集団感染 15 
05・06 緊急事態宣言、当初の期限。5／25まで延長。 

05・04 政府対策本部会合（第33回）←4／27（第32回）→5／14（第34回） 

・基本的対処方針等諮問委員会（第5回）←4／16（第4回）→5／14（第6回） 

・政府、緊急事態宣言5／31までの延長決定→2021(令和3)年1／8（2回目の緊急事態宣言） 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長→5／14（区域変更） 20 
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更)←5/4→5/14 

・専門家会議（第13回）←5／1（第12回）→5／14（第14回） 

・新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言 「新しい生活様式」の実践例示す（①身体的距離の確保 

②マスクの着用 ③手洗いを徹底したうえで、 ▽人との間隔はできるだけ２m（最低１m）空ける ▽遊び

に行くなら屋内より屋外を選ぶ ▽会話をする際は可能な限り真正面を避けるなどの実践例を示す） 25 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html 

（後に、次第に「新しい日常（new normal）」と表現されるようになるライフスタイルは、元々はリーマンショック後の

2007(平成 19)年以降の世界金融危機のときに、ビジネスや経済について使われるようになった。「新常態」などとも

訳され、それがコロナ後に専門家会議の提案も踏まえ、「ニューノーマル（新しい日常）」と呼ばれるようになり、現在に

至る。） https://ej.alc.co.jp/entry/20200612-new-normal 30 
・緊急事態措置の維持及び緩和等に関して（各都道府県知事あて 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推

進室長 事務連絡） 

 https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitai_iji_kanwa_0504.pdf 

05・07 国内の感染者 １日の人数が100人下回る 

05・08 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安（専門家会議） 35 
 https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/soudan_jushin.pdf 

05・14 政府対策本部会合（第34回）←5／4（第33回）→5／21（第35回）【■このあたりで会合、週

1になったか？】 

・政府、8都道府県(北海道・東京・埼玉・千葉・神奈川・大阪・京都・兵庫)を除く39県で、緊急事態宣言の

解除を決定←4／7→5／21 40 
・基本的対処方針等諮問委員会会合（第6回）←5／4（第5回）→5／21（第7回） 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更→5/21 

 https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_gaiyou0514.pdf 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更) ←5/14→5/21 

・緊急事態措置を実施すべき区域の変更等に伴う都道府県の対応について（各都道府県知事あて 内閣官房新45 
型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡） 
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 https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitai_kuikihenkou_0514.pdf 

・業種ごとの感染拡大予防ガイドライン（内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室） 

 https://corona.go.jp/prevention/ 

・専門家会議（第14回）←5／4（第13回）→5／29（第15回） 

・新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言（専門家会議）→5／29 5 
・専門家会議「感染状況に応じて３区分に分け対応を」（感染の状況によって、①「特定（警戒）都道府県」、

②「感染拡大注意都道府県」、③「感染観察都道府県」に区分） 

 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000630600.pdf 

・国連 世界恐慌以来の景気後退予測 

05・15 世界の死者30万人超える→6／8 10 
05・20 政府観光局「4月の訪日外国人旅行者 99.9％減少」 

・夏の全国高校野球 戦後初の中止決定 

05・21 政府対策本部会合（第35回）←5／14（第34回）→5／25（第36回） 

・基本的対処方針等諮問委員会（第7回）←5／14（第6回）→5／25（第8回） 

・大阪・京都・兵庫の関西3府県について、緊急事態宣言の解除を決定（宣言は、東京・神奈川・埼玉・千葉・15 
北海道の５都道県で継続）→5／25 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更→5/25（解除宣言） 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更)←5/21→5/28 

05・22 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令閣議決定（「転売ヤー」の規制第２弾）→5／

26（施行） 20 
・国内の死者 800人超える（クルーズ船除く） 

・緊急事態宣言中の「賭けマージャン」で、東京高検・検事長 辞職 

05・25 政府対策本部会合（第36回）←5／21（第35回）→6／4（第37回） 

・基本的対処方針等諮問委員会（第8回）←5／21（第7回）【■ココで、次回までに間隔が７ヶ月空く】→

2021(令和3)年1／7（第9回） 25 
・首都圏1都3県と北海道の緊急事態宣言を解除（およそ1 か月半ぶり）→2021(令和3)年1／8（2

回目の緊急事態宣言） 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言←4／7→6／4（新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の

実施状況に関する報告）→2021(令和3)年1/8（2回目の緊急事態宣言） 
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更)→2021(令和 3)年 1／7【■ココで、次の変更ま30 
での間隔が、約半年空く。対処方針レベルでは、一段落？】 

05・26 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令施行。アルコール消毒製品の転売行為（購入

価格を超える価格での転売）禁止【■転売ヤーは1年以下の懲役または100万円以下の罰金】→8／25（解除） 

05・27 令和2年度第2次補正予算案、閣議決定→6／12（第２次補正成立） 

 https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2020/hosei0420.html 35 
05・28 プロ野球、６／19開幕を決定。当面は無観客試合 

・アメリカの死者 10万人超、世界全体の約３割を占める 

05・29 専門家会議（第15回）←5／14（第14回）→6／12（第16回） 

・新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言（専門家会議） 

・サッカーJ 1、7／4再開を決定。当面は無観客試合 40 
【2020(令和2)年06月】東京アラート発令 G7サミットも中止 

06・02  初の「東京アラート」発令（～6／13）、都民に警戒呼びかけ（東京都が休業要請などを段階的に

緩和していくにあたって、感染状況が再び悪化したと判断した場合に都民に警戒を呼び掛ける東京都独自の

対策［レインボーブリッジが赤色に］。東京都は前日の６月１日に休業要請の段階を「ステップ２」に進め、

緩和の対象を広げていたがその直後の「東京アラート」となった）→6／13解除 45 
06・04 政府対策本部会合（第37回）（持ち回り）←5／25（第36回）→6／18（第38回）【■ココで、
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次回まで、少し間隔が空く】 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の実施状況に関する報告（対策本部決定）（特措法改正案に対する衆

参両議院附帯決議に基づく国会への報告)→2021(令和3)年10／08 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/houkoku_r020604.pdf 

06・08 世界の死者40万人超える。世界の感染者、24時間で最多の13万6000人→6／28 5 
・世界銀行、経済成長率 第2次大戦以降最悪の見通し 

06・10 G7サミット中止（予定：米キャンプデービッド ～12日）（新型コロナウイルスの世界的大流行

のため延期となった。その後、ワシントン近郊での開催を検討されたが実現出来ず、後述のように参加国の

問題で合意がされないこともあり、11月、アメリカの政権交代（ドナルド・トランプ→ジョー・バイデン）

が確実となり、また新型コロナウイルスの蔓延も収まらず結局開催されなかった。ただし3月6日及び410 
月16日にG7首脳テレビ会議が開催されている】https://ja.wikipedia.org/wiki/G7 

06・12 令和2年度第2次補正予算、成立（政府案どおり）→12／15（第３次補正予算） 

 https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2020/hosei0527.html 

・専門家会議（第16回）（持ち回り）←5／29（第15回）→6／19（第17回） 

06・13 「東京アラート」解除（6／2～） 15 
・ニューノーマル時代の IT の活用に関する懇談会（内閣官房）第1 回会合→7／3 中間論点整理、8／

11 最終報告書 
 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/new_normal_it/index.html 

06・16 （第1回）抗体保有調査の結果について→2021(令和3)年2／5（第2回） 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000640287.pdf 20 
06・18 政府対策本部会合（第38回）←6／4（第37回）→6／29（第39回） 

06・19 専門家会議（第17回）（持ち回り）【■これが最後の会合】←6／12（第16回）→6／24（大臣発言） 

・都道府県またぐ移動の自粛要請 全国で緩和。濃厚接触の疑い通知するアプリ（COCOA［ココア］）利用始まる。 

・WHO「パンデミックが加速 危険な新局面」 

06・24 西村康稔（やすとし）・経済再生担当大臣、この日の記者会見で、専門家会議を廃止し、メンバーを25 
拡充するなどして「新型コロナウイルス感染症対策分科会」を改めて設置すると発表（新型インフルエンザ

等対策有識者会議（内閣官房）の下に） 

 議事録より 

 もう御存じの方も多いと思いますけれども、実は法律の体系で、平時には有識者会議というものが開かれ、そのも

とに分科会が幾つかあります。そして基本的対処方針等諮問委員会もここにあって、これは全閣僚で構成される対策

関係閣僚会議なんですけれども、ここでこういうものの設置が決まっているわけです。ところが蔓延の恐れがあると

いうとき【有事？】は対策本部が開かれることになりますので、全閣僚で構成されますからメンバーは同じなんです

けれども、対策本部がいろんな物事を決めていく。特に基本的対処方針を決めたり、緊急事態宣言を発出したりする、

この本部でやるわけですが、そのときにこの諮問委員会に諮問をし、意見をいただいて決定をしていくというプロセ

スであります。／そして実はこの対策本部、法律に基づく本部が開かれる前に実体上、本部を開いておりましたの

で、そこで専門家会議というものはある意味、特措法の改正前に設けられた対策本部のもとに専門家会議。これはも

ともと厚労省のアドバイザリーボードのような位置づけであった、感染症の専門家の皆さんの会議でありまして、こ

こで助言をいただいていたわけでありますけれども、今般これを廃止することになります。 

 https://corona.go.jp/news/pdf/daijin_youshi_0624.pdf →6／26 

06・25 経済産業省若手キャリア官僚2人、国のコロナ対策給付金を詐取容疑で逮捕 警視庁→7／19 30 
06・26 西村大臣、記者会見で「専門家会議は分科会へ発展的に移行する」と説明→7／3 

 https://www.cao.go.jp/minister/1909_y_nishimura/kaiken/20200626kaiken.html 

06・28 世界の感染者 1000万人超える→6／29 

06・29 政府対策本部会合（第39回）（持ち回り）←6／18（第38回）→7／3（第40回） 

・世界の死者50万人超える→7／12 35 
06・30 後に集団感染が確認されることになる、新宿区の劇場で公演（～7／5）（37 人集団感染 濃厚接触

者は約850人） 
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【2020(令和2)年07月】第2波：7～9月（ピーク：8月7日［1,605人］） ⇔ 第1波：3～5月、第3

波：2021(令和3)年1月、第4波：4～5月、第5波：7～9月（過去最大）「Go To トラベル」事業開

始（7／22） 

07・01 アメリカ 1日の感染者 5万人超える 

07・02 東京都 107人の感染確認、100人超は2か月ぶり 5 
・南アフリカでの感染者急増、WHO 警戒呼びかけ 

07・03 政府対策本部会合（第40回）←6／29（第39回）→7／22（第41回） 

・新型コロナウイルス感染症対策専門家会議廃止（設置：2／14）【■続いて「新型コロナウイルス感染症対策

分科会」が「新型インフルエンザ等対策有識者会議」の下に設置され（7／6）、また厚生労働省の「新型コ

ロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード」の活動も再開される（7／14）。有識者会議は、「新型イン10 
フルエンザ等（「新型コロナ」ではない！）対策閣僚会議」の子会議）←6／24→7／6（分科会第1回会合）】 

 （閣僚会議）https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/kakuryoukaigi.html 

 （有識者会議）https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/yusikisyakaigi.html 

・国内の感染者（１日あたり）、2か月ぶりに200人超える 

・ニューノーマル時代のIT の活用に関する懇談会 中間論点整理（内閣官房）→8／11（最終報告書） 15 
 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/new_normal_it/pdf/tyukanseiri.pdf 

07・04 感染症対策分科会（内閣官房）とは別に厚生労働省、専門家の意見を聴く助言組織（アドバイザリ

ーボード）を近く再開と報じられる→7／14 

 https://www.asahi.com/articles/ASN737FQBN73ULFA021.html 

07・06 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第１回）→7／16（第2回）【■「新型インフルエン20 
ザ等対策有識者会議」の下に置かれ、構成員16人。これ以外に4人の「臨時構成員」が加わり、うち初

めて法律学者（行政法）が1人加わる。なお。この分科会はアドバイザリーボード（厚労省）や専門家会議

（上述）とは異なり、最初から各種の提言など、外部への情報発信を目指した「おしゃべり（多弁）型」会

議のように見受けられる】 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/pdf/meibo-corona.pdf 

（有識者会議構成員）https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/pdf/meibo-yusikisya.pdf 25 
【■専門家会議（旧）から、分科会（新）への「横滑り」構成員の数は7人。ゆえに、分科会（内閣官房）と

厚労省ABの構成員の重複者も7人。うち1人は弁護士】 

07・09 東京都 224人の感染確認、200人超は約３か月ぶり 

・国内の感染者（１日あたり）、300人超える（5／2以来） 

・東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議（東京都）、第1回会合（以後、詳細は割愛） 30 
 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/index.html 

07・10 国内の感染者（１日あたり）、400人超える（４／24以来） 

07・12 「大阪モデル」黄色信号点灯、若者と夜の街の対策強化 

（大阪モデル）https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona_model.html 

・世界の感染者 24時間で最多の23万370人→7／18 35 
07・13 WHO、「多くの国が誤った方向に」 事態悪化を警告 

07・14 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード（厚労省）第3 回会合（前回＝2／4 から

間隔が開いたので再掲するが以下、「厚労省AB」と略。）→7／30（第4 回） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00093.html （このURLに一

覧が出ているので以下、各個の会合のURLは示さない） 40 
【■関連で、上記「厚労省AB」のほか、厚生労働省の審議会の1つに「厚生科学審議会」（厚科審）があり、その下には極

めて多数の分科会、部会、ワーキンググループ、小委員会等が置かれている。本年表では、それらの個々の動きまではフ

ォローし切れない。 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/indexshingi.html】 

07・15 都知事、臨時会見「『感染拡大警報』発すべき状況」 

07・16 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第2回）←7／11（第1回）→7／22（第3回） 45 
・GO TOトラベル事業に関する分科会の政府への提言、これからあるべき対策の概要、今後実施すべき
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対策について、検査体制の基本的な考え・戦略（分科会） 

・国内の感染者（１日あたり）、600人超える（4／10以来） 

07・17 「神奈川警戒アラート」、県民に警戒呼びかけ 

07・18 世界の死者 60 万人超える（感染者が最も多い国は、アメリカが 364 万 7715 人、ブラジルが

204万6328人、インドが103万9084人、ロシアが75万8001人、ペルーが34万5537人など。 5 
死亡した人が多い国は、アメリカが13万9266人、ブラジルが7万7851人、イギリスが4万5318

人、メキシコが3万8310人、イタリアが3万5028人など）→7／25 

07・19 国の家賃支援給付金等を詐取したとされる経産省のキャリア官僚2人、懲戒免職処分→12／21 

 https://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210719004/20210719004.html 

07・22 政府対策本部会合（第41回）←7／3（第40回）→8／28（第42回）【■ココで次回まで間隔が空く】 10 
・新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第3回）←7／16（第2回）→7／31（第4回） 

・直近の感染状況等の分析と評価（分科会） 

・「Go Toトラベル」事業開始（ただし東京都は除外→10／1）（Go To トラベル事業は、旅行者・事業者

の感染予防対策を中心に国民の健康や安全を第一とし、停滞している日本経済の再始動を図るために立ち上

げられた事業です） https://goto.jata-net.or.jp 15 
・国内の感染者（１日あたり）、795人 過去最多 

・日本医師会長呼びかけ「我慢の4連休」外出自粛を 

07・23 東京五輪ク開催予定だった日（～8／8 17日間）→1年延期(2021(令和3)年7／23～8／8 17日間） 

・国内の感染者（１日あたり）、981人 過去最多 

・東京都 366人感染確認 過去最多 20 
・世界の感染者 1,500万人超 増加ペース加速→2021(令和3)年1／27 

07・26 国内の感染者 ３万人超える（クルーズ船除く） 

07・27 WHO「パンデミックは加速し続けている」 

07・28 国内の死者1,000人超（クルーズ船除く）。都知事、「夏休み できるだけ外出控えて」 

07・29 国内の感染者（１日あたり）、1,000人超 過去最多。岩手で初確認 25 
07・30 厚労省AB 会合（第4 回）←7／30（第3 回）→8／6（第5 回） 

07・31 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第4回）←7／22（第3回）→8／7（第5回） 

・今後想定される感染状況の考え方（暫定合意）（分科会） 

【2020(令和2)年08月】第2波のピーク（8／7）特別定額給付金の申請受付終了（〆切りは市区町村によ

り異なるが、おおむね8月一杯） 30 
08・06 厚労省AB 会合（第5 回）←7／30（第4 回）→8／24（第6 回） 

08・07 この日、第2波のピーク（1,605人）（第1波のピーク：2020(令和2)年4月11日（720人）、第3

波のピーク：2021(令和3)年１月８日（7,955人）、第4波のピーク：2021(令和3)年5月28日（7,234人）第5

波のピーク：2021(令和3)年8月20日（2万5,852人）） 

・第1波～第5波 感染者数グラフ （全期間を1画面表示） 35 
 https://news.yahoo.co.jp/articles/e5f287fdde96cc145a9858464da04d238261bfd9 
・新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第5回）←7／31（第4回）→8／21（第6回） 
・今後想定される感染状況と対策について、お盆休みにおける帰省等のあり方について（分科会） 
・今後の感染状況の変化に対応した対策の実施に関する指標及び目安について（各各都道府県知事あて内閣官
房新型コロナウイルス感染症対策推進室長発、事務連絡）【■分科会(新型コロナウイルス感染症対策分科会)が提40 
言した①４つの段階（ステージⅠからⅣ）の区分、②各ステージの状態、③次のステージへの移行を検知する指標、④各

ステージにおいて講ずべき施策が、パッケージとして示されている。なお、これは後の「まん防」(新型インフルエンザ

等まん延防止等重点措置)発出の際に、下記「ステージIII」が一つの指標となることで具体的な実益を持つことになる。 

（参考）4つのステージ 

ステージⅠ 感染者の散発的発生及び医療提供体制に特段の支障がない段階 

ステージII 感染者の漸増及び医療提供体制への負荷が蓄積する段階 

ステージIII 感染者の急増及び医療提供体制における大きな支障の発生を避けるための対応が必要な段階 

ステージIV 爆発的な感染拡大及び深刻な医療提供体制の機能不全を避けるための対応が必要な段階 
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 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_0811.pdf 
（●「第2波」と飲食店への時短要請 2021/8/27(金) 12:50配信（4／11の引用からの続き） 
 しかし、新規陽性者は6 月下旬に再び100人を超え、7月から8月にかけて第1波を上回る感染のヤマ
ができました。「第2波」です。 
 接待を伴う飲食店など繁華街での感染例が多く報告され、そこから全国に感染が広がっていったことが政5 
府の新型コロナ対策分科会でも指摘されました。当初は若い世代の感染者が多いのが特徴でしたが、東京など
都市部で感染が拡大するにつれて、中高年層へも感染が広がっていきました。感染経路も会食や飲み会が目立
つようになりました。 
 7月22日には、政府が観光支援事業「Go Toトラベル」をスタートさせました。東京では1日の感染者
数が 200 人から 300 人という高い水準で出ていたこともあり、東京都発着の旅行は当初、対象から除外さ10 
れていました（10月から追加）。 
 第 2 波では緊急事態宣言は発出せず、感染が広がった自治体が酒類を提供する飲食店やカラオケ店への営
業時間の短縮要請を行いました。例えば東京都では8月3日から9月15日まで（9月1日からは23区の
み）、午後10 時までの時短営業を要請しました。そのほか、夏休みやお盆などに向けて、知事らが「帰省は
控えて」と呼びかけました。 15 
 感染者数は8月上旬から中旬をピークに減少傾向に入りました。しかし、第1波の終盤のような水準まで
は下がり切らず、9月に入っても全国の報告者数が500人前後で推移するなど「下げ止まり」状態が続きま
した。 
https://news.yahoo.co.jp/articles/e5f287fdde96cc145a9858464da04d238261bfd9?page=2）（この記
事の続き：2021(令和3)年1／8の項） 20 
08・10 アメリカの感染者数、500万人超 

08・11 ニューノーマル時代の IT の活用に関する懇談会 最終報告書←6／13 
 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/new_normal_it/pdf/saishuuhoukokusho.pdf 

08・15 ヨーロッパで、感染再拡大受けた措置相次ぐ（14日、スペイン政府は国内で感染が再拡大したことから、

ディスコ、ナイトクラブを閉鎖。人と距離が取れない場合の屋外の飲食や喫煙を禁止する措置も発表。15日にはイギリ25 
ス政府がフランスやオランダなどで感染が再拡大していることを受けて、こうした国からの入国者に2週間の隔離を義

務づける措置を再び導入。すでにスペイン、ベルギーなどに対しても同様の措置。ヨーロッパで感染再拡大を受けた措

置が相次ぐ） 

08・17 4～6月期のGDP発表、年率マイナス27.8％（実質ＧＤＰ成長率は前期比－7.8％（年率換算－27.8％）

とリーマンショック時（2009 年 1～3 月期で前期比－4.8％、年率換算－17.8％）のマイナス幅を大きく上回り、戦30 
後最悪のマイナス成長に陥った。新型コロナウイルスの感染拡大が日本経済に及ぼしたショックの大きさを確認する結

果である。マイナス成長は、これで３四半期連続。 

 https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2020/08/gdp_res_2007.pdf）→11／16（7－9月期） 

・ニュージーランド、感染再拡大の懸念から議会選延期 

08・20 対策分科会 尾身会長「流行はピークに達したとみられる」 35 
08・21 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第6回）←8／7（第5回）→8／24（第7回） 

・大都市の歓楽街に対する迅速な感染拡大防止と中長期的な感染防止を目的とした提言、新型コロナウイ

ルス感染症のワクチンの接種に関する分科会の現時点での考え方（分科会） 

08・24 東京パラリンピック開催予定だった日（～9月5日 13日間）→これまた1年延期（2021(令和

3)年8／24～9／5 13日間）） 40 
・新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第7回）←8／21（第6 回）→9／4（第8回） 

・大都市の歓楽街に対する迅速な感染拡大防止と中長期的な感染防止を目的とした提言（分科会） 

・厚労省AB 会合（第6 回）←8／6（第5 回）→9／2（第7 回） 

・薬害被害者団体、ワクチン承認に慎重な検証を要望。イベント参加上限5000人制限 9月末まで継続に 

・WHO、新型コロナワクチンの世界的な争奪戦に懸念。  45 
08・25 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令閣議決定→8／29（施行） 

08・28 政府対策本部会合（第42回）←7／22（第41回）→9／25（第43回）【■ここで会合、月イチに？】 

・新型コロナ感染者への対応、ルールの見直し検討。政府、新型コロナ対策の新たな方針発表 

・新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組（策本部決定）→2021(令和3)年9／28 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/houkoku_r020828.pdf 50 
08・29 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令施行（8／28 公布）、マスクおよびアルコー
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ル消毒製品の転売規制解除←3／15、5／26 

【2020(令和2)年09月】コロナ抗体調査始まる 

09・01 スペインで感染が急激に再拡大、一部で移動規制 

09・02 厚労省AB 会合（第7 回）←8／24（第6 回）→9／10（第8 回） 

・コロナ抗体調査始まる 5 
・新型コロナウイルス感染症に関する検査について 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00132.html 

09・04 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第8回）←8／24（第7回）→9／11（第9回） 

・「Go To Eat キャンペーン事業」についての考え方（分科会） 

・新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に係る緊急要望（全国市長会、全国町村会） 10 
 http://www.mayors.or.jp/p_opinion/documents/200904coronavirus-teigen.pdf 

09・05 WHO、「新型コロナのワクチン 分配開始は来年中頃の見通し」。“慎重に安全性を確認すべき”と

いう考え示す 

09・09 新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について（対策本部） 
 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030909_2.pdf 15 
・世界の製薬会社など9社、新型コロナワクチン開発で“安全最優先”を宣言 

・英アストラゼネカ、新型コロナのワクチン 臨床試験を一時的に中断 

09・10 厚労省AB 会合（第8 回）←9／2（第7 回）→9／24（第9 回） 

09・11 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第9回）←9／4（第8回）→9／25（第10回） 

・イベント開催制限緩和についての分科会から政府への提言、GO TOトラベル事業及び県を越えての人の20 
動きについての分科会から政府への提言（分科会） 

09・13 アストラゼネカ、コロナのワクチン 英国内での臨床試験を再開 

09・17 米政府、コロナワクチン 来年1月までに供給の指針 慎重な声も 

09・18 外航クルーズ船事業者の新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（初版）（（一社）日本外航

客船協会） 25 
 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001363790.pdf 

 なお、この頃までに申請受付が終了した「特別定額給付金」に関しては、下記のURLを参照。既に終了したため、URL

は国立国会図書館（WARP）に移管されている。 

 https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11560307/kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html 

09・24 厚労省AB 会合（第9 回）←9／10（第8 回）→10／13（第10 回） 30 
09・25 政府対策本部会合（第43回）←8／28（第42回）→10／30（第44回） 

・新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第10回）←9／25（第9回）→10／15（第11回） 

・人の移動に関する分科会からの提言、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について（中間と

りまとめ）（分科会） 

【2020(令和2)年10月】Go To トラベルに、東京都も追加 地域共通クーポン発行 35 
10・01 東京都を除外する形でスタートのGo To トラベル事業（7／22開始）、この日（都民の日）、東京

都も対象に追加。同じく「地域共通クーポン」スタート（旅行代金の 15％相当額を地域共通クーポンとし

て、旅行者に配布） https://goto.jata-net.or.jp/coupon/ 

【■後に無断キャンセルして、地域共通クーポン（電子版）だけを取得する、制度を悪用した行為も確認。受取時にSMS 認

証にするなどの対策も】 40 
10・02 トランプ大統領、新コロに感染→10／5 

10・05 トランプ大統領、退院 

10・06 米ワクチン開発責任者「3000万人分 12月にかけ用意できる」 

10・12 ヨーロッパで感染急拡大（フランス、イギリス、スペインで1 日の感染者が1 万人を超える日が

続く。イギリスでは地域によってバーなどの営業禁止も。5000 人を超える日も出たイタリアでは公共交45 
通機関に加えて屋外でもマスクの着用を原則義務化。ドイツでもバーなどの営業時間規制も。ベルギーでは
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10月8日から1か月間ブリュッセルのバーやカフェを閉鎖） 

10・13 厚労省AB 会合（第10 回）←9／24（第9 回）→10／22（第11 回） 

10・14 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令（令和2年政

令310号）（第４次改正）←3／26（第３次改正）→2021(令和3)年1／7（第５次改正） 

・フランス、3か月ぶりに非常事態を宣言 ヨーロッパで感染再拡大 5 
10・15 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第11回）←9／25（第10回）→10／23（第12回） 

・現在の感染状況に対する分科会から政府への提言（分科会） 

・イギリスで感染再拡大。ロンドン、屋内で別世帯の人と会うことを禁止に 

10・22 厚労省AB 会合（第11 回）←10／13（第10 回）→10／28（第12 回） 

10・23 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第12回）←／（第11回）→10／29（第13回） 10 
・感染リスクが高まる「５つの場面」と「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」分科会から政府への提

言、年末年始に関する分科会から政府への提言、クラスターの分析に関するヒアリング調査（都道府県・保

健所）等の結果と今後に向けた検討（概要）、クラスターの分析に関するヒアリング調査等の結果と今後に

向けた検討（分科会） 

10・28 厚労省AB 会合（第12 回）←10／22（第11 回）→11／11（第13 回） 15 
10・29 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第13回）←9／25（第10回）→11／9（第14回） 

・クラスター対策の更なる強化についての分科会から政府への提言、検査体制の基本的な考え戦略（感染症対

策分科会） 

10・30 政府対策本部会合（第44回）←9／25（第43回）→11／10（第45回） 

【2020(令和2)年11月】GDP プラスに転じる 11月に入り、都市部において感染者数が急増 Go To 20 
トラベル、札幌市と大阪市を除外 その後、東京都や名古屋市、広島市でも同様の措置 利用実態が明らか

になるに連れて、本来の目的を逸脱した事例が次々に確認。順次、割引の対象外とする措置。11 月半ばま

での利用実績は約5,260万人泊 

11・05 1週間にクラスターが100件超。前週の1.6倍 9月以降最多 

11・07 北海道 警戒ステージ3に、ススキノで営業時間短縮など要請 25 
11・09 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第14回 持ち回り）←10／29（第13回）→11／

12（第15回） 

・緊急提言 最近の感染状況を踏まえた、より一層の対策強化について（分科会） 

・経済対策のフォローアップについて（内閣府）→2021(令和3)年5／14 

11・10 政府対策本部会合（第45回）←10／30（第44回）→11／16（第46回）【■ココで再び毎週に】 30 
・米ファイザー、ワクチン「90％超の予防効果」と暫定結果発表 

11・11 厚労省AB 会合（第13 回）←10／28（第12 回）→11／19（第14 回） 

11・12 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第15回）←11／9（第14回）→11／20（第16回） 

・“対話ある情報発信”の実現に向けた分科会から政府への提言（分科会） 

・国内の感染者1,661人。1日として過去最多 35 
11・16 政府対策本部会合（第46回）←11／10（第45回）→11／21（第47回） 

・7～9 月期の GDP 発表 年率換算で前期比プラス 21.4％（実質ＧＤＰ成長率は、前期比＋5.0％（年率換算＋

21.4％）と４四半期ぶりにプラスに転じた。大幅なプラス成長となったことで、景気が最悪期を過ぎ、回復局面に入っ

たことが数字の上でも確認された。もっとも、前期に急減した後の反動増で見かけ上、高い伸びとなったが、水準は低

いままである。政策効果によって押し上げられた部分も大きく、設備投資は減少が続くなど、内容は力強さには欠ける。）40 
https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2020/11/gdp_res_2011.pdf→2021(令和 3)年 2／15

（10-12月期） 

・札幌市内 新型コロナ感染急増で不要不急の外出自粛など要請 

・首相 Go Toイート 感染地域で、“5人以上は対象外” 検討要請へ 

11・18 国内感染者数過去最多の2,201人。東京も過去最多の493人で感染状況を最高レベルに引上げへ 45 
・日本医師会の中川会長 「Go Toトラベル」と感染「間違いなく十分に関与」 

・米ファイザーが“ワクチンの有効性95％”と発表 FDA（米食品医薬品局）に緊急使用許可申請へ 
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11・19 厚労省AB 会合（第14 回）←11／11（第13 回）→11／24（第15 回） 

・国内感染者数 2,388人、東京都 534人で、ともに2日連続で過去最多を更新 

11・20 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第16回）←11／12（第15回）→11／25（第17回） 

・私たちの考え――分科会から政府への提言（分科会） 

・政府分科会、「Go Toキャンペーン」見直しなど政府に求める提言（上記） 5 
・米ファイザー、米当局に新型ワクチン緊急使用許可を申請 

11・21 政府対策本部会合（第47回）←11／16（第46回）→11／27（第48回） 

・国内感染者数 4日連続で最多を更新（21日中の集計で、全国で発表された感染者は2,596人） 

11・24 厚労省AB 会合（第15 回）←11／19（第14 回）→12／3（第16 回） 

・「通常助けられる命が助けられなくなる」専門家会合で危機感 10 
・大阪府、コロナ重症者最多に 27日から飲食店の営業時間短縮要請 

・政府がGo Toトラベルから札幌市と大阪市を目的地とする旅行を対象外に。 

・米厚生長官、コロナワクチン 来月10日以降供給開始の見通し示す 

11・25 西村経済再生相「この3週間が勝負」新型コロナ対策強化方針示す 

・新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第17回）←11／20（第16回）→12／11（第18回）） 15 
・政府分科会 「Go Toキャンペーン」見直しなど政府に求める提言 

 現在の感染拡大を沈静化させるための分科会から政府への提言（分科会） 

 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/seifu_teigen_17.pdf 

11・26 赤羽国交相、GoTo トラベルで“札幌市・大阪市を出発地の対象から外すことを検討せず” 

11・27 政府対策本部会合（第48回）←11／21（第47回）→12／14（第49回） 20 
・分科会尾身会長「個人努力だけに頼るステージ過ぎた」 

・菅首相、“「Go Toトラベル」 札幌・大阪市を出発地とする旅行の自粛を” 

11・30 モデルナも米当局に、新型コロナワクチンの緊急使用許可申請 

【2020(令和2)年12月】「3密」、流行語大賞に Go To トラベル事業、2020年12月28日～2021年

1月11日まで全国一斉に停止（この間、地域共通クーポンの利用も不可） 25 
12・01 「３密」の語、「新語・流行語大賞」の年間大賞に選定  https://www.jiyu.co.jp/singo/ 

・大阪の市立病院、看護師不足でがん治療など一部の病棟閉鎖、コロナ感染拡大で 

12・02 英政府、米ファイザー開発の新型コロナワクチン承認と発表 

・日本医師会長「感染者がこれ以上急増すれば医療提供不可能に」 

12・03 厚労省AB 会合（第16 回）←11／24（第15 回）→12／10（第17 回） 30 
・大阪府、「医療非常事態宣言」 重症患者の急増で 不要不急の外出自粛も要請 

12・06 ロシア、モスクワで新型コロナワクチンの大規模接種始まる 

12・07 大阪府知事、不足が懸念の看護師「自衛隊に派遣要請」と明らかに 

12・08 国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策（内閣府）→2021(令和3)年11／19 

 https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html 35 
・豊洲市場、コロナ 160人感染確認 

・防衛省、医療体制ひっ迫の旭川市に看護師など10人派遣決める 

・英で、新型コロナウイルスのワクチン接種始まる 

12・09 ドイツ 新型コロナ、1日の死者数最多に メルケル首相“厳しい措置必要” 

・英でワクチン接種の2人に激しいアレルギー反応のような症状 40 
12・10 厚労省AB 会合（第17 回）←12／3（第16 回）→12／16（第18 回） 

12・11 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第18回）←11／25（第17回）→12／23（第19回） 

・今後の感染の状況を踏まえた対応についての分科会から政府への提言、忘年会・新年会・成人式等及び帰省

についての提言 

・ FDA（米食品医薬品局））、米ファイザーなど開発のワクチンの緊急使用許可 45 
・大阪が自衛隊看護師派遣要請 防衛相“陸自の看護師ら7人が15日から活動” 
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12・12 病床ひっ迫、5都道府県が「ステージ4」に “医療の提供体制が機能不全のおそれ” 

・福岡県独自の「コロナ警報」発動 医療機関に病床確保を要請 

12・13 ドイツ、新型コロナ感染再拡大 小売店の営業禁止や学校閉鎖へ 

12・14 政府対策本部会合（第49回）←11／27（第48回）→12／28（第50回） 

・米、ファイザーの新型コロナワクチンの接種が始まる 5 
12・15 令和2年度第3次補正予算案、閣議決定→2021(令和3)年1／28（第３次補正成立） 

 https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2020/hosei1215.html 

・GoToトラベル全国一時停止へ、地域限定の対応から方針転換 政府 

12・16 厚労省AB 会合（第18 回）←12／10（第17 回）→12／22（第19 回） 

・宮城県で新型コロナ危機宣言 「医療崩壊が危ぶまれる状況」 10 
・米のワクチン接種者にアレルギー反応とみられる症状 

12・17 都の医療提供体制 最も高い警戒レベルに 初の引き上げ 

・東京都「年末年始コロナ特別警報」発出。 

・フランス マクロン大統領、新型コロナに感染 

・スウェーデン国王「新型コロナ対策は失敗だった」 感染急拡大で 15 
12・18 米ファイザー、コロナワクチン 日本で承認申請 早ければ2月に結論 

・新型コロナワクチン 厚労省、2月下旬の接種開始準備を指示 

・広島市医師会長「医療崩壊が始まっている。緊急事態時以上の対応を」 

・米 ペンス副大統領、自らワクチン接種 安全性アピール 

・WHO 新型コロナワクチン約20億回分確保見通し 各国に分配へ 20 
・FDA（米食品医薬品局）、英モデルナ社開発のワクチン緊急使用を許可 2例目 

・WHO 中国に調査チーム 1月第1週に派遣。コロナ発生源など調査へ 

12・19 関西2府4県など、「緊急宣言」を採択、帰省や忘年会 自粛呼びかけ 

・病床のひっ迫 深刻化、7都道府県で「ステージ4」の指標超える←8／7（「ステージ」） 

・米、コロナワクチン接種後 6人に激しいアレルギー症状 25 
12・21 日本の感染者数20万人超→2021(令和3)1／7（緊急事態宣言） 

・令和３年度予算政府案、閣議決定→3／26 

・国の「家賃支援給付金」や「持続化給付金」を詐取し、懲戒免職処分となった元経済産業省のキャリア官僚

2人に対し東京地裁、実刑判決と執行猶予付き有罪判決。詐取した給付金計「約1,550万円」と認定 

・岡山県が医療非常事態宣言 “感染しても入院できると限らない” 30 
・日本医師会など医療団体が「医療の緊急事態」を宣言 新型コロナ 

・韓国 ソウル市など 5人以上の私的会合禁止へ コロナ死者・感染者が最多に 

・EU、米ファイザーなど開発の新型コロナワクチンの販売許可 

・米でモデルナ製 新型コロナワクチンの接種始まる 

12・22 厚労省AB 会合（第19 回）←12／16（第18 回）→2021(令和3)年1／6（第20 回） 35 
・ WHO「英ほか3か国で変異ウイルス確認」 

・日本政府 24日以降、日本人以外イギリスからの入国停止へ 

・変異ウイルス拡大、英からの旅客機受け入れ停止、欧州諸国が警戒 

・広島市 新型コロナ感染急拡大で4つの病院が救急搬送など休止 

12・23 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第19回）←12／11（第18回）→2021(令和3)年40 
1／5（第20回） 

・現在直面する３つの課題（課題①首都圏からの感染の染み出し、課題②感染者の多くは20-50歳代 二次感

染者の多くも20-50歳代、課題③感染拡大の重要な要素の１つ：飲食を介しての感染）（分科会） 

・政府の分科会 “東京都などは営業時間のさらなる短縮要請が必要” 

・水際対策強化に係る新たな措置（1）（新型コロナウイルス感染症対策本部）→12／25 45 
（上記「水際対策強化の措置」＝措置紙は、この後 累次にわたり更新される。ゆえに、個別のURLは
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示さないが、 https://corona.go.jp/news/ で閲覧が可能である。） 

・イベントの開催 5,000人が上限 感染拡大地域で 西村経済再生相 

・コロナから回復した人の抗体を集め薬に 国際的な治験始まる 

12・25 水際対策強化に係る新たな措置（２）、水際対策強化に係る新たな措置（3）（対策本部）→12／26 

・菅首相、コロナ特措法改正検討 「時短要請で給付金と罰則」 5 
・尾身会長「首都圏の感染止めないと全国の拡大止めるの難しい」 

・コロナ変異ウイルス 空港に到着の5人感染 検疫で初確認 

・京都の14病院が緊急メッセージ「病床がひっ迫 非常事態」 

・岐阜県、コロナ感染拡大で「医療危機事態」宣言 

12・26 水際対策強化に係る新たな措置（４）（対策本部）→1／8 10 
・世界全体の感染者数8000万人超→2021(令和3)年2／22 

・全世界からの外国人の新規入国 28日から1月末まで停止 政府 

12・27 病床ひっ迫 7都道府県で「ステージ4」の指標超える→8／7 

12・28 政府対策本部会合（第50回）←12／14（第49回）→2021(令和3)年1／7（第51回） 

・Go To トラベル事業、全国で停止（～1／11） 15 
・“医療崩壊の瀬戸際” 広島県医師会など4団体が窮状訴える 

12・29 コロナ変異ウイルス拡大、イギリスの1日の感染者 5万人超に 

12・30 西村経済再生相「感染拡大続けば緊急事態宣言も視野に入る」 

・「東京の医療 危機的状況に直面」「より強い対策、直ちに実行を」東京都モニタリング会議 

・英アストラゼネカのワクチンを世界で初承認 期待高まる 20 
12・31 新型コロナ 東京都で1,337人、全国で4,520人の感染確認 ともに過去最多 

【2020(令和2)年末現在まとめーーコロナ1年目を振り返る】 

■この年に2度のピーク 

 第1波：2020(令和2)年3～5月（ピーク：4月11日［720人］） 

 第2波：7～9月（ピーク：8月7日［1,605人］） 25 
（参考）翌2021(令和3)年に入ると、加えて3度のピーク。そして年明け2022(令和4)年1月には再び

ピークを迎える。つまり2022(令和4)年3月末までに、合計6回のピークを経験することになる。 

 第3波：2021(令和3)年1月 

 第4波：4～5月 

 第5波：7～9月 30 
 第6波：2022(令和4)年1月 

2021(令和3)年 コロナ2年目に入る 
【01月】第3波：2021(令和3)年1月（ピーク：１月８日［7,955人］） ⇔ 第1波：3～5月、第2波：

7～9月、第4波：4～5月、第5波：7～9月（過去最大） 2回目の緊急事態宣言（2021(令和3)年1

月8日～3月21日) Go To トラベル事業、当初は1月末で終了予定。しかし事実上、無期限延期 そ35 
の後、9月末で緊急事態宣言・まん防解除に伴い、GoToトラベル再開（GoTo2.0）の動き（10月） 

【■なお、この頃から本格化し始めた各種の協力金・給付金・支援金等に関しては、下記URLを参照 

内閣官房：https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 

厚労省：https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 

経産省：https://www.meti.go.jp/covid-19/ 40 
 協力金・給付金・支援金等は、地方公共団体が給付主体になることが多く、ゆえにここでは、個々のURLは

示せない。各団体のHPなどを参照】 

01・01 東京都、緊急事態宣言の発出を政府に要請することも検討 
01・02 緊急事態宣言要請、専門家「政府と自治体 ワンボイスで訴えを」 
・1都3県、政府に「緊急事態宣言」発出検討を要請 西村大臣「国として受け止め検討」 45 
01・03 菅首相、緊急事態宣言発出検討の要請について報告受ける 
01・04 新型コロナ 菅首相 緊急事態宣言の検討表明 1都3県今週中にも 
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・菅首相 飲食店の時間短縮協力金の拡充検討へ 緊急事態宣言で 

・1都3県「緊急事態行動」8日から要請へ最終調整 午後8時以降の外出自粛や時短 

 https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/documents/tvkaigi-siryou0104.pdf 

・ワクチン 来月下旬までに接種開始へ準備、新型コロナ 菅首相 

・緊急事態宣言「先月出すべきだった」「後手後手 残念」など批判の声 5 
01・05 緊急事態宣言の発出を7日に決定の方針 1都3県対象 菅首相 

・新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第20回 持ち回り）←12／23（第19回）→1／8（第21回） 

・緊急事態宣言についての提言（分科会） 

・政府分科会が提言まとめる “1都3県に速やかに緊急事態宣言を” 

・分科会の尾身会長「1か月以内でステージ3相当にまで下げるのは至難の業」「緊急事態宣言で下火に10 
なる保証ない」と強い危機感 

・WHO 新型コロナ発生源の調査で中国に入国できず 失望を表明 

01・06 厚労省AB会合（第20回）←12／22（第19 回）→1／13（第21回） 

（AB第20回会合まで）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00093.html 

（AB第21回会合から）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00216.html 15 
・コロナ、イギリスで拡大の変異ウイルス分離に成功 国立感染症研 

・“東京 年末までの人の動き 大きな減少見られず”、専門家会合 

・日本医師会 中川会長「現実はすでに『医療崩壊』だ」「国会議員は夜の会食を全面自粛してはどうか」 

・愛知県知事 感染確認最多で「国に緊急事態宣言要請も視野」 

・EUがモデルナの新型コロナワクチン 販売許可 20 
・米ファイザー製ワクチン 米で約190万人中21人に激しいアレルギー反応 

01・07 政府対策本部会合（第51回）←12／28（第50回）→1／13（第52回） 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言→1／13（区域変更） 
 https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_houkoku_20210107.pdf 

・政府方針を諮問委員会が了承→3／21 25 
・基本的対処方針等諮問委員会（第９回）←前回：2020(令和2)年5／25（第8回）→1／13（第10回） 

・新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令（令和3年政令4号）

（第5次改正）←2020(令和2)年10／14（第４次改正）→2／3（新コロ政令廃止） 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更)←2020(令和2)年5／25→1/13（なお、2020(令

和2)年2月25日の項に示したように、「基本的対処方針」の変更文書は下記に一覧掲載されているので、30 
年月日を記すのみで、各個のURLは示さない） https://corona.go.jp/emergency/ 

・国民民主党 所属の国会議員、飲食伴う会合を原則禁止に 
・宮崎県 独自の「緊急事態宣言」出す方針固める。 
・緊急事態宣言受け 東京都「緊急事態措置」決定 
 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html 35 
01・08 2回目の緊急事態宣言発令、1都3県で（1／8～3／21） 1回目：2020(令和2)年4／

7～5／6、3回目：4／25～5／11、4回目：7／12～8／22 

（●「第3波」と2回目の「緊急事態宣言」 2021/8/27(金) 12:50配信 
 感染者は11月上旬から再び全国で増加し始めました。この「第3波」では、より幅広い地域・年代層に感
染が広がりました。東京都では、会食や接待を伴う飲食店などが主な感染経路だった第2波とは異なり、家庭40 
内感染の割合が大幅に増えました。年齢層も中高年、特に重症化リスクの高い高齢者の感染が数・比率ともに
増加。それにより、重症者が第1波、第2波よりはるかに多くなりました。 
 11月18日には新規陽性者が全国で初めて2000人を超え、第2波を上回り過去最多に。12月31日に
は全国で4533人、東京都でも1353人といずれも最多を更新しました。そんな中、GoToトラベルも12
月28日に全国で停止することになりました。 45 
 第 3 波では、クリスマスや忘年会、新年会といった年末年始の恒例行事や帰省が感染の急拡大につながっ
たと専門家は指摘しています。年末には各知事や専門家から「帰省は慎重に」呼びかけもなされていました。 
 実際に年明け早々、新規陽性者数は一気に増えました。東京都では1月7日に2520人を記録。翌8日、
9日も2000人を超える感染者が報告されました。全国でも1月8日に7955人と過去最多となりました。 
 政府は1月8日から2度目となる緊急事態宣言を発出。当初は首都圏の1都3県が対象でしたが、最も多50 
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い時には大阪、愛知、福岡など計11都府県まで広がりました。 
 1 回目の緊急事態宣言と異なるのは、感染リスクが高いとされる飲食の機会を感染拡大の“急所”と捉え、
飲食店などへの時短要請に絞った対策を取った点です。飲食店には午後8時までの時短営業（酒類提供は午後
7時まで）を求めました。 
 感染者数は徐々に減少し、2月下旬から3月上旬には全国で1日1000人前後で推移するようになりまし5 
たが、第2波と同様に下げ止まり、この水準から減ることはありませんでした。 
 緊急事態宣言は大阪、兵庫、愛知など計6府県が当初期限より前倒しで2月末に解除され、残った東京など
首都圏の1都3県も3月21日をもって解除されました。 
https://news.yahoo.co.jp/articles/e5f287fdde96cc145a9858464da04d238261bfd9?page=2）（この記
事の続き：4／25） 10 
・この日（1／8）、第3波のピーク（7,955人）（第1波のピーク：2020(令和2)年4月11日（720人）、第2波

のピーク：2020(令和2)年8月7日（1,605人）、第4波のピーク：2021(令和3)年5月28日（7,234人）、第5

波のピーク：2021(令和3)年8月20日（2万5,852人）） 

・第1波～第5波 感染者数グラフ （全期間を1画面表示） 

 https://news.yahoo.co.jp/articles/e5f287fdde96cc145a9858464da04d238261bfd9 15 
・新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第21回）←1／5（第20回）→1／15（第22回） 

・水際対策強化に係る新たな措置（５）（対策本部）→1／13 

・感染者が入院勧告に反した場合 刑事罰導入も 政府が法改正検討 

・1都3県、すべての府省庁に出勤者の7割削減を要請、河野大臣 

・自民幹事長、“飲食伴う会合への参加控えて”、党国会議員に要請 20 
・東京都、コロナ検査陽性でも入院先など決まらない人が急増 

01・09 入国者全員に出国前の検査証明書 提出義務づけへ 

・宮崎県と岐阜県が独自の非常事態宣言を発表。大阪 兵庫 京都3府県知事、緊急事態宣言発出の検討を要請 

01・10 緊急事態宣言から初の土曜の人出、1回目宣言時の2倍から4倍と大きく増加 

01・11 Go To トラベル、停止期限。しかし（2回目の）緊急事態宣言発出に伴い、3月7日まで停25 
止延長 

・コロナ重篤患者 日本で開発の薬投与で死亡率低下、英で研究成果 

・WHO「集団免疫」“ことし中に獲得 難しい” 

01・12 緊急事態宣言の要請相次ぐ 各地で危機感 政府が検討 
01・13 政府対策本部会合（第52回）←1／7（第51回）→1／22（第53回） 30 
・7府県にも緊急事態宣言 合わせて11都府県に 

・基本的対処方針等諮問委員会（第10回）←1／7（第9回）→2／2（第11回） 
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更→2／2（期間延長及び区域変更） 

・西村経済再生相、宣言の全国拡大には否定的な見解示す。 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更)←1／7→2/2 35 
・水際対策強化に係る新たな措置（６）、水際対策強化に係る新たな措置（７）（対策本部）→2／2 

・厚労省AB会合（第21回）←1／6（第20回）→2／11（第22回） 

・尾身会長「時短だけでは下火にできず 昼夜問わず外出控えて」 

・外国人の入国を全面停止 

01・14  WHO調査チーム 武漢に到着 新型コロナ発生源など調査 40 
・入院勧告拒否で懲役や罰金など刑事罰検討 新型コロナ対策 政府 

・西村経済再生相 緊急事態宣言の対象地域 “状況次第で追加も” 

・西村経済再生相、広島市に宣言対象地域と同様の財政支援の姿勢 

・官房長官 宣言解除基準めぐる専門家試算 「一定の仮定」認識。 

・新型コロナウイルスワクチン接種に関する緊急提言（全国知事会、全国市長会、全国町村会） 45 
 http://www.mayors.or.jp/p_opinion/documents/210114coronavaccine-teigen.pdf 

・「爆発的な感染拡大を疑わせる水準」専門家が都内の状況に危機感。都内1日500人で感染対策緩和なら2

か月以内に再拡大も、西浦教授 

・病床ひっ迫で救急患者の搬送困難事例が急増 12月の2倍に 

・熊本県が独自の緊急事態宣言を発令 50 
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・大阪府 吉村知事 宣言解除「目安は1日の感染者数300人以下」 

・“自宅療養中に悪化し死亡”相次ぐ 東京 神奈川など4都県で7人 

・韓国 コロナ感染者減少へ “会食の人数制限が効果” 継続検討。 

・インドネシアで中国製新型コロナワクチンの接種が始まる 東南アジア各国も 

01・15 新型コロナ 国内の感染初確認から1年 収束兆し見えず 5 
・新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第22回 持ち回り）←1／8（第21回）→2／2（第23回） 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法及び感染症法の改正に関しての基本的な考え（分科会） 

・入院勧告応じない患者に罰則へ 新型コロナ 厚労省 

・コロナ感染者の“入院拒否”に刑事罰検討 学会が反対声明 

・フランス 外出禁止を午後 6 時に前倒しへ コロナ変異ウイルス拡大で。パリ近郊 英に渡航歴ない人10 
が変異ウイルス感染で大規模な検査 

01・16 米 ポンペイオ国務長官「WHOは武漢の研究所の調査を」 

01・17 京都 入院先見つからず80代女性が自宅で死亡 知事が再発防止へ 

・茨城県が独自の緊急事態宣言を発出 新型コロナ 感染急拡大で 

01・19 政府 新型コロナ対策特措法と感染症法 改正案の概要まとめる 15 
・“初期段階で中国の対応に遅れ” WHO独立委 

・変異ウイルス対策強化で専門組織設置へ 田村厚労相 

・新型コロナ 重症者 過去最多の1001人 初の1000人超 

・静岡の3人 変異ウイルスの感染確認 海外滞在歴無し 市中感染か 

・広島県湯崎知事 2月から広島市の80万人対象にPCR検査実施へ 20 
・沖縄県が独自の緊急事態宣言を発出 （～２／7） 

01・20 ジョー・バイデン（78歳）、米国第46代大統領に就任 

・ドイツ 公共交通機関利用時 医療用マスクの着用を義務化へ 

01・22 政府対策本部会合（第53回）←1／13（第52回）→2／2（第54回） 

・政府、コロナ特措法と感染症法の改正案を閣議決定、刑事罰に反対の声→1／28（刑事罰削除） 25 
・政府分科会 尾身会長「緊急事態宣言解除に3つの条件」（緊急事態宣言を解除するための条件について「政

府の分科会で最終的な結論が出ているわけではないが、個人的な意見は明確で 3 つの条件があると考えて

いる。1つ目は感染状況が『ステージ3』まで下がること。2つ目は『ステージ3』になったからすぐに解

除というのではなく、感染状況と医療のひっ迫状況の改善が継続しているという動きがあること。3 つ目

には解除後も『ステージ 2』まで下げられるという見通しがある程度つくことが挙げられる」）30 
 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/52284.html 

【■各ステージについては→2020(令和2)年8／7】 

・コロナ感染 自宅療養の女性が自殺 「自分のせいで周りに迷惑」 

・コロナ 12月以降 自宅療養中に死亡12人 関東1都6県 NHKまとめ 

・都内の女の子 変異ウイルス感染 東京都 遺伝子解析進め警戒 35 
・「変異ウイルス死亡リスク高い可能性も」 英政府 分析結果公表 

01・23 新型コロナウイルスの死者 全国で5000人超える 

・新型コロナ 中国 武漢の封鎖から今日で1年 

01・24 「Go Toトラベル」感染者増加に影響した可能性 京都大学のグループ発表。厳しい行動制限

続くヨーロッパ 反発する若者の動き相次ぐ 40 
01・25 新型コロナ 自宅などで体調悪化し死亡 197人に 年明け以降急増 

・ワクチン “開始から9週間以内にすべての高齢者に1回目”の体制整備を厚労省が指示 

・病床ひっ迫で搬送先見つからず 一般救急患者2人が心肺停止 名古屋 

・モデルナのワクチン “変異ウイルスにも効果” 南ア種には効果薄い恐れ 

・バイデン大統領 「夏までには『集団免疫』の状態に近づく」。 45 
・ヨーロッパでコロナワクチンの供給遅れる 法的措置検討の国も 

01・26 神奈川 コロナ病床数2割余り少なく見直し ステージ4目安超える 

・新型コロナ 変異ウイルス感染広がるイギリス 死者が10万人超 
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01・27 世界の感染者の数、1億人超える→3／7 

01・28 令和2年度第3次補正予算、成立（政府案どおり）→3／23（令和２年度一般会計新型コロナウイ

ルス感染症対策予備費使用実績） 

 https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2020/hosei1215.html 

・特措法など改正案修正協議、刑事罰削除で正式合意 自民・立民→2／13（改正法施行） 5 
・EU、日本からの渡航を再び原則禁止に 日本の感染拡大で 

・英国の変異ウイルス、69の国・地域で確認（WHO公表） 

01・29 コロナで病床ひっ迫 名古屋で2人が受け入れ病院見つからず死亡 

・沖縄 宮古島で感染拡大 医師「病棟は患者であふれかえりそう」 

・台湾 去年のGDP 前年比2.98％増加 コロナ感染抑えプラス成長 10 
・米ファイザー 治験データを厚労省に提出 承認の是非2月に判断へ 

・EU 英アストラゼネカなど開発のワクチンに使用許可 3例目。EU 新型コロナワクチン「域外への輸出を

許可制に」 

01・30 政府対策本部会合、第1回から1周年。1年で53回の会合【■平均1週間に1回、ということ】 

・変異ウイルス 国内初のクラスター発生か 厚生労働省 15 
01・31 WHO調査団、海鮮市場（武漢）を視察も十分な調査できるか、中国の対応が焦点 

・保健所の体制「十分ではない」およそ6割 全国知事アンケート 

【2021(令和3)年02月】改正感染症法・特措法施行 

02・01 緊急事態宣言 10都府県は来月7日まで延長 栃木県は解除 菅首相 

02・02 政府対策本部会合（第54回）←1／22（第53回）→2／12（第55回） 20 
・基本的対処方針等諮問委員会（第11回）←1／13（第10回）→2／12（第12回） 

・政府、「基本的対処方針」変更 外出や移動自粛「日中も含め」と明記 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更→2／26 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更)←1／13→2/12 

・新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第23回 持ち回り）←1／15（第22回）→2／9（第24回） 25 
・緊急事態宣言下での対策の徹底・強化についての提言（分科会） 

・水際対策強化に係る新たな措置（８）（新型コロナウイルス変異株流行国・地域への指定について（対
策本部）→3／5 

02・03 インフル特措法、感染症法、検疫法等の改正案、参院本会議で可決成立（緊急事態宣言とまん防発令

の法的根拠） 30 
・新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に

関する政令公布（令和3年政令25号）→施行：2／13、新コロ政令廃止 

・WHO調査チーム 「武漢ウイルス研究所」訪問 調査本格化。 

・新型コロナ 国内の死者6000人を超える 

・個人PCR検査 受け付けや発送開始 ソフトバンクグループと楽天 35 
・ワクチンの副反応割合は0.24％ 

・英アストラゼネカなど開発ワクチン 高齢者への接種の可否で各国の対応分かれる 欧州。国民約3割

接種のイスラエル 

02・04 新型コロナ 東京都の感染状況 高齢者層へ拡大続き厳重警戒必要 

・イギリスで異なる2種類のワクチン接種する臨床試験実施へ【■のちに言われる「交互接種」】。 40 
02・05 第 2 回抗体保有調査 速報結果←2021(令和 3)年 6／16（第 1 回）→2022(令和 4)年 2／16

（第2回） https://www.mhlw.go.jp/content/000734482.pdf 

・1都3県の知事 「対策緩めれば 医療崩壊の懸念」 

02・06 中国 国内の製薬会社「シノバック」のワクチン承認 新型コロナ 

・EU 域内で生産のワクチン 日本への輸出を許可 新型コロナ 45 
02・07 新型コロナ 中国・武漢訪問のWHO調査チーム 視察ほぼ終える。「数年かかる可能性」 

・英アストラゼネカのワクチン 南アフリカ接種一時的に見合わせ 

・新型コロナ 世界のワクチン接種者1億人超え（世界の人口：約79億人） 人口時計：http://arkot.com/ 
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02・09 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第24回）←2／2（第23回）→2／25（第24回） 

・新型コロナウィルス感染症に係るワクチンの接種について（分科会） 

・西村経済再生相 “依然 医療提供体制ひっ迫 対策徹底を” 

・米ファイザーのワクチン 1瓶からの接種回数 6回から5回に変更へ 

・WHO 武漢調査チーム 「研究所からウイルス流出可能性低い」 5 
02・10 “3種類の変異ウイルス世界で拡大 抗体から逃れる変異も共通”WHOが報告書 

02・11 厚労省AB会合（第22回）←2／1（第21回）→2／18（第23回） 

02・12 政府対策本部会合（第55回）←2／2（第54回）→2／26（第56回） 

・基本的対処方針等諮問委員会（第12回）←2／2（第11回）→2／26（第13回） 

・「基本的対処方針」変更 「まん延防止等重点措置」などに対応 10 
・雇用調整助成金 特例措置 感染拡大地域で少なくとも6月末まで継続 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更) ←2/12→2/26 

02・13 改正感染症法・特措法施行←2020(令和2)年3／14 

 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000114 

 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031 15 
■従前は、特措法の附則に1 条の2（新型コロナウイルス感染症に関する特例）を新設し、その上でCOVID-19 を特

措法の「新型インフルエンザ等」（2 条 1 号）とみなして、特措法び同法に基づく命令（告示を含む。）の規定を適用す

る、という建て付けを取っていた（2020(令和2)年3月14日の項の解説参照）。ところが、この建て付けはマックス

2年の時限措置であった（新コロ政令による。期限は2021(令和3)年3月27日）。 

  そこで、期限が到来し時限措置が失効する直前に改正感染症法が施行され、「新型コロナウイルス感染症（COVID-

19の意味の）」が「新型インフルエンザ等感染症」の一類型として追加された（感染症法6条7項3号）（※）。つまり

従前は、特措法の附則で2年間の時限措置でしかなかった新コロに対する感染症法の適用が感染症法自体で定められ、こ

のことで感染症法が新コロにーー特措法を媒介せずともーー直接に適用されることになった。これに伴い、新型コロナ

政令は廃止された。 

 なお、改正特措法についても一言しておくと、まず上記の法律附則（時限措置）を撤廃し、特措法の本文で。新型コロ

ナが新型インフルエンザ等に含まれると明記した（改正特措法第2条第1項第1号。［「新型インフルエンザ等」とは、

「感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症（中略）をいう。」］）。このことにより、新型コロナに

対しても、特措法が恒久的に適用されるこになり、特措法にいう「新型インフルエンザ等」には COVID-19 が含まれ

ることになった。 

（※）改正感染症法6条7項3号 

新型コロナウイルス感染症（新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感

染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん

延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。） 

  なお、「新型コロナウイルス」については、国立感染症研究所・感染症疫学センターの下記記事が簡

にして要を得た記述を提供しており、一読に値する。 

 https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html 

・WHOの新型コロナ調査に米政府、「懸念と疑問」中国に情報開示求める 20 
・世界全体の新たな感染者数が減少傾向に WHO 

02・14 新型コロナワクチン 国内初の正式承認 米ファイザー製 厚労省→5／21（モデルナ・アスト

ラゼネカ、承認） 

02・15 10～12月期のGDP発表 プラスに（実質ＧＤＰ成長率は、前期比＋5.0％（年率換算＋21.4％）と４

四半期ぶりにプラスに転じた。大幅なプラス成長となったことで、景気が最悪期を過ぎ、回復局面に入ったことが数字25 
の上でも確認された。もっとも、前期に急減した後の反動増で見かけ上、高い伸びとなったが、水準は低いままである。

政策効果によって押し上げられた部分も大きく、設備投資は減少が続くなど、内容は力強さには欠ける） 

 https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2021/02/gdp_res_2102.pdf→5／18（1-3月期） 

・愛知 大村知事 宣言解除 “医療現場の負荷変わりなく厳しい” 

・東京都 2か月余りで838人のコロナ感染確認が報告漏れ 追加発表 30 
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・WHO武漢調査チーム 豪研究者「中国から詳細データ提供されず」 

02・16 新型コロナ 函館 医療ひっ迫で入院断られた男性 翌日死亡 

02・18 厚労省AB会合（第24回）←2／11（第23回）→2／24（第25回） 

02・22 アメリカの死者数50万人超 

02・23 WHO、 新型コロナ変異ウイルスは「100超の国や地域に拡大」 5 
02・24 菅首相、高齢者向けワクチン 4月12日から接種開始予定と明らかに 

・経済対策の実施状況（内閣府） 
・厚労省AB会合（第25回）←2／18（第24回）→3／3（第26回） 

02・25 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第25 回 持ち回り）【■分科会、これが最後の会合】

→4／8から、新型インフルエンザ等対策推進会議の下に「（新）新型コロナウイルス感染症対策分科会」設置 10 
・緊急事態宣言解除後の地域におけるリバウンド防止策についての提言（分科会） 

 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/ribaundoboushisaku_teigen.pdf 

02・26 政府対策本部会合（第56回）←2／12（第55回）→3／5（第57回） 

・基本的対処方針等諮問委員会（第13回）←2／12（第12回）→3／5（第14回） 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更→3／5（期間延長） 15 
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更) ←2/26→3/5 

・高齢者向けワクチン 6月末までに全国に配送の見通し 河野大臣。緊急事態宣言 首都圏を除く6府県 

今月末で解除表明 菅首相 

・諮問委 尾身会長 6府県解除「もろ手をあげて 無条件で賛成ではない」 

・世界全体の死者数250万人超 20 
02・27 欧州各国 変異ウイルス拡大で規制の強化や延長の動き 

【2021(令和3)年03月】依然、緊急事態宣言継続中 

03・01 緊急事態宣言 “この状況続けば解除難しい” 千葉県知事 

03・02 “調査検体の約15％で英の変異ウイルス” 神戸市が独自調査 

03・03 厚労省AB会合（第26回）←2／24（第25回）→3／17（第27回） 25 
・1都3県の緊急事態宣言、2週間程度延長の方向で検討 菅首相 

・EU、ワクチン接種証明書 法案を月内提出 移動制限緩和目指す。変異ウイルス対策強化で新たに 13

の国や地域からの入国者に待機要求へ。 

・埼玉知事“1都3県で近い時期に調整” 

・日本医師会 中川会長「緊急事態宣言 7日の期限を延長すべき」。 30 
03・05 政府対策本部会合（第57回）←2／26（第56回）→3／18（第58回） 

・基本的対処方針等諮問委員会（第14回）←2／26（第13回）→3／18（第15回） 

・首都圏1都3県の緊急事態宣言 2週間延長決定 菅首相。緊急事態宣言発出から8週間 1都3県は

感染者数が下げ止まり 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長→3／18（緊急事態の終了） 35 
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更) ←3/5→3/18 

・水際対策強化に係る新たな措置（９）（対策本部）→3／18 

・イタリア 新型コロナワクチンの輸出を差し止め EU初。東京都 時短要請応じない飲食店などに理由

聞く手続き開始。新型コロナワクチン接種でアナフィラキシー 国内初 

（※）アナフィラキシーとは、「アレルゲン等の侵入により、複数臓器に全身性にアレルギー症状が惹起され、40 
生命に危機を与え得る過敏反応」をいう（(一社)日本アレルギー学会による定義）。 

 https://anaphylaxis-guideline.jp/pdf/anaphylaxis_guideline.PDF 

03・06  WHO ワクチン生産拡大へ“知的財産権の保護を一時停止にすべき” 

・変異ウイルス 国内でも発生か 慶大など発表 「免疫の働き弱まる」おそれ 

03・07 新型コロナワクチン接種でアナフィラキシー 国内2人目の報告 45 
03・08 1都3県の変異ウイルス検査 感染者の1割にとどまる 

03・09 河野規制改革相、7回接種可能な注射器“調達も検討” 

・10～12月期GDP公表（実質ＧＤＰ成長率・第２次速報値は前期比＋２．８％、前期比年率＋１１．７％と
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なり、第１次速報値の前期比前期比＋３．０％、前期比年率＋１２．７％からやや下方修正となった。新型

コロナウイルスの感染拡大により経済活動が停滞した４～６月期から大きく持ち直した７～９月期に続い

て２四半期連続の2桁のプラス成長であることに変わりはなかった）→5／18 
 https://www.smd-am.co.jp/market/takumori/explain/2021/202010-12gdp2/ 

03・10 政府分科会 尾身会長「変異株が主流に 監視体制強化を」 5 
・ワクチン接種で女性17人にアナフィラキシー 河野大臣「欧米に比べ多い」 

・米ファイザー 新型コロナワクチン「冷蔵輸送は推奨しない」 

03・11 英変異ウイルス 死亡リスク 64％高める可能性 研究グループ 

・変異ウイルス 感染確認発表より前に下水から検出 北大 

03・12 英アストラゼネカ製ワクチン 欧州で見合わせ動き 接種後に血栓の報告 10 
03・15 世界共通のデジタル証明書 日本で実証実験始まる。 

・1都３県の緊急事態宣 解除要請で意見分かれる 

03・16 新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議第1回→3／23（第

2回） https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/corona_hiseiki/index.html 

・菅首相 都内で1回目のワクチン接種 来月前半予定の訪米前に。変異ウイルスの検査体制に課題 国へ15 
の対応求める声 

03・17 厚労省AB会合（第27回）←3／17（第26回）→3／31（第28回） 

03・18 政府対策本部会合（第58回）←3／5（第57回）→4／1（第59回） 

・基本的対処方針等諮問委員会（第15回）←3／5（第14回）（同委、当面最後の会合） 

・首都圏1都3県の緊急事態宣言 21日で解除、政府 対策本部で決定 20 
・“宣言”解除で菅首相会見 再拡大防ぐ「5つの柱」示す（①飲食の感染防止、②変異ウイルスの監視体制

強化、③感染拡大策の強化［モニタリング検査等］、④安全で迅速なワクチン接種の推進、⑤次の感染拡大に

備えた医療体制の強化） https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/56122.html 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了→4／23（緊急事態宣言） 

・緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応（対策本部決定） 25 
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更) ←3/18→4/1 

・水際対策強化に係る新たな措置（１０）（外国人の新規入国等の一時停止の継続）（対策本部）→5／7 

・1都3県 緊急事態宣言解除後も外出自粛や時短要請を継続へ 

・東京都 時短要請に応じない店に特措法に基づく命令 全国初【■特措法45条（感染を防止するための協力要

請等）2項「当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよ30 
う要請することができる」、3項「施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定

都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済

の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべき

ことを命ずることができる」。罰則：79条「第45条第3項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をし

た者は、30万円以下の過料に処する」】 35 
・東京都モニタリング会議 専門家 感染急拡大に強い警戒感示す 

03・21 2回目の緊急事態宣言、解除←1／8→4／25（3回目の緊急事態宣言） 

・フランス パリなどで3度目の外出制限 小売店の営業制限も 

03・22 ワクチンの安全性 “信頼していない” 43％ 1都3県での調査で。新型コロナ “母子感染”

の可能性 国内初確認か。国産の新型コロナワクチン 新たに製薬会社2社が臨床試験を開始 40 
03・23 令和２年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用実績（財務省）→3／26 

（単位：億円） 

閣議決定日 事 項 金 額 
令和2年度1次補正追加額(令和2年4月30日成立) + 15,000 

令和2年度2次補正追加額(令和2年6月12日成立) + 100,000 

令和2年度3次補正における修正減少(令和3年1月28日成立) ▲18,500 

5月19日(火) 学生支援緊急給付金 531 

5月26日(火) 
医療用マスク•ガウン等の優先配布 1,680 

診療報酬上の特例的な措置 159 

8月7日 (金) 持続化給付金 9,150 
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個人向け緊急小口資金等の特例貸付 1,777 

検疫体制の強化 330 

9月8日(火) ワクチンの確保 6,714 

9月15日(火) 

検査体制の抜本的な拡充 131 

医療提供体制の確保 11,946 

ワクチンの確保等 948 

個人向け緊急小口資金等の特例貸付等 3,361 

10月16日(金) 

雇用調整助成金の特例措置 4,391 

サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金 860 

農林漁業者の経営継続補助金 241 

12月11日(金) 
ひとり親世帯臨時特別給付金 737 

GOTOトラベル 3,119 

12月25日(金) 
更なる病床確保のための緊急支援 2,693 

新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金 2,169 

1月15日(金) 新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金 7,418 

2月9日(火) 

新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金 8,802 

一時支援金 2,490 

PCR 検査(モニタリング検査)による感染拡大の端緒の早期

探知 81 

3月23日(火) 

個人向け緊急小口資金等の特例貸付 3,410 

子育て世帯生活支援特別給付金 2,175 

新型コロナウイルス感染症対応休業給付金 294 

孤独・孤立対策に取り組むNP〇等への支援 46 

政府による対策の広報の強化 50 

新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金 15,403 

コンテンツグ□ーバル需要創出促進事業費補助金 315 

予備費残額 5,080 

 https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2020/sy030323.pdf 

・新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議第2回→6／8（第3回） 

・ドイツ 変異ウイルス拡大で対策強化 食料品店も営業禁止 

03・24 EU ワクチン輸出条件 さらに厳しくする方針 

・独 メルケル首相 店舗の営業原則禁止措置 1日で撤回し謝罪 5 
03・26 令和3年度政府予算成立（106兆6097億円。政府案どおり）→8／27（令和3年度一般会計新

型コロナウイルス感染症対策予備費使用実績）→2020(令和2)年7／21 令和３年度予算（概算要求） 

 https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2021/seifuan2021/index.html 

・ワクチン接種 アナフィラキシー 約12,000回に1件の割合 厚労省（アナフィラキシー←3／5） 

03・29 ワクチン接種、第4波には効果限定的 筑波大グループが試算 10 
・大阪 吉村知事「第4波に入った」。まん延防止等重点措置の適用 国に要請へ【■実際の第4波ピーク

は5／28】 

・ブラジル 新型コロナの死者 連日3,000人超 医療体制崩壊の危機。 

03・30 “まん延防止等重点措置適用なら会食でのマスク義務化を”吉村知事 

03・31 西村大臣からのお知らせ 15 
これまで新型インフルエンザ等対策有識者会議で、専門家の意見をお聞きしていましたが、２月に成立し

た改正特措法において、この有識者会議は新型インフルエンザ等対策推進会議として法的に位置づけられ

ることとなり、明日（１日）施行されます。これまで分科会と呼ばれていた「新型コロナウイルス感染症対

策分科会」はそのまま名称は変わりませんが、「基本的対処方針等諮問委員会」は「基本的対処方針分科会」

となります。役割は変わりません。法律上より明確な位置づけとなり、引き続き委員の皆様にはご尽力い

ただきたいと思っております→4／1 

 https://corona.go.jp/minister/20210331_01.html 

・“ウイルス研究所から流出の可能性 極めて低い”WHO報告書 

・WHO新型コロナウイルス起源調査に関する共同声明（14カ国＝豪州、カナダ、チェコ、デンマーク、エ

ストニア、イスラエル、日本、ラトビア、リトアニア、ノルウェー、大韓民国、スロベニア、英国、米国の
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各国政府はＷＨＯに対し、「COVID－19パンデミックの起源について、干渉や不当な影響を受けず、透明

性のある独立した分析・評価を行うことを支持する」と声明） 

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009034.html 

・厚労省AB会合（第28回）←3／17（第27回）→4／7（第29回） 

・大阪府「まん延防止等重点措置」適用を国に要請 全国で初 5 
【■新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置（まん延防止等重点措置、まん防、重点措置）。改正特措法（令和2 年3
月13日法律第4号）で新設された措置。定義は、特措法「第31条の4第1項の規定による公示［＝政府対策本部長
は、新型インフルエンザ等（国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に
該当するものに限る（略）。）が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれが
ある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中10 
的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及
び次に掲げる事項を公示する］がされた時から同条第4項の規定［政府対策本部長は、第1項の規定による公示をした後、
新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、同項に規定する事態
が終了した旨を公示するものとする］により同条第1項に規定する事態が終了した旨の公示がされるまでの間において、
国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国及び地方公共15 
団体がこの法律の規定により実施する措置」とされる（特措法2条3号）。なお、「政令で定める要件」のうち、「政令」
とは「新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令」（平成25年政令122号）を指し、「要件」は同令5条の3に、「新
型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態の要件」として定められているが、引用は割愛す
る。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425CO0000000122】 

【■なお、上記の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（新型コロナウイルス感染症対策本部決定 令和２年20 
３月28日制定、令和３年２月12日変更）によれば、「今後、改正法の施行を踏まえ、まん延防止等重点措置の実
施及び終了の判断に当たっては、以下を基本として判断することとする。その際、「ステージ判断の指標」は、
提言において、あくまで目安であり、これらの指標をもって機械的に判断するのではなく、政府や都道府県は
これらの指標を総合的に判断すべきとされていることに留意する」とある。 

  そしてまず、「まん延防止等重点措置の実施の考え方」として、次のことが述べられている。すなわち、「都道府県の25 
特定の区域において感染が拡大し、当該都道府県全域に感染が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体
制・公衆衛生体制に支障が生ずるおそれがあると認められる事態が発生していること（特に、分科会提言にお
けるステージⅢ相当の対策が必要な地域の状況になっている等）を踏まえ、政府対策本部長が基本的対処方針
等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。また、都道府県がステージⅡ相当の対策が必要な
地域においても、当該都道府県の特定の区域において感染が急速に拡大し、都道府県全域に感染が拡大するお30 
それがあると認められる場合や、都道府県がステージⅢ相当の対策が必要な地域において、感染が減少傾向で
あっても、当該都道府県の特定の区域において感染水準が高い又は感染が拡大しているなど、感染の再拡大を
防止する必要性が高い場合に、政府対策本部長が基本的対処方針等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合
的に判断する」。 

  次に、「まん延防止等重点措置の終了の考え方」としては、次のように述べられている。すなわち、「都道府県の感染35 
及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況（特に、まん延防止等重点措置を実施している区域の感染状
況が、都道府県全域に感染を拡大させるおそれがない水準か等）を踏まえて、政府対策本部長が基本的対処方
針等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する」】 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030212.pdf 
（参考）分科会のレベル分類（ステージI～ステージIV） 40 
 ステージⅠ（医療提供体制に特段の支障がない段階） 
 ステージII（感染者の漸増及び医療提供体制への負荷が蓄積する段階） 
 ステージIII（感染者の急増及び医療提供体制における大きな支障の発生を 避けるための対応が必要な段階） 
 ステージIV（爆発的な感染拡大及び深刻な医療提供体制の機能不全を 避けるための対応が必要な段階） 
 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai2/gijisidai.pdf 45 
 →2020(令和2)年11／8（新たなレベル分類の考え方） 

【2021(令和3)年04月】第4波：4～5月（ピーク：5月28日［7,234人］） ⇔ 第1波：3～5月、第

2波：7～9月、第3波：2021(令和3)年1月、、第5波：7～9月（過去最大） 推進会議など設置 3

回目の緊急事態宣言（4月25日～9月30日) 

04・01 政府対策本部会合（第59回）←3／18（第58回）→4／9（第60回） 50 
・新型インフルエンザ等対策推進会議（内閣）、第１回会合（持ち回り開催）→4／9（第2回） 
 法的根拠：新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成2 年法律 31 号）70条の2（会長：尾身 茂）

【3／31の「お知らせ」参照】 

・新型インフルエンザ等対策推進会議 基本的対処方針分科会、第1回会合→4／9（第2回）【■3／31

「お知らせ」参照】 55 
 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin.html  （会合の一覧はこのURLに出てい

るので以下、個別会合のURLは割愛） 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更) ←4/1→4/9  
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・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示→4／9 

・まん延防止等重点措置 大阪 兵庫 宮城に適用決定 5日から 政府 

・独ベルリン 買い物客に陰性結果提示義務づけで賛否の声。仏 変異ウイルス拡大 外出・営業の制限全

国に 学校も閉鎖へ 

04・02 尾身会長 “第4波に入りつつある” 5 
04・03 フランス 変異ウイルス拡大 全土で3度目の外出制限 
04・05 1 回目のまん延防止等重点措置、大阪、兵庫、宮城に適用開始（～9／30)（根拠：特措法
31条の4以下）。2回目：2022(令和4)年1/9～3/21 

・インド 新型コロナ 1日の感染者初めて10万人超える 

04・06 ワクチン 1回目接種後に感染確認 “すぐ免疫つかず 対策を” 10 
・北朝鮮 東京オリンピック不参加の方針 新型コロナを理由に 

04・07 厚労省AB会合（第29回）←3／31（第28回）→4／14（第30回） 

・感染不安で「自主休校」7,000人余 家族に基礎疾患など 

・「超過死亡」著しい増加みられず 厚労省研究班（「超過死亡」については10／23の解説参照） 

・大阪府が「医療非常事態宣言」病床ひっ迫 医療崩壊のおそれ 15 
・日本医師会長「最大の危機『まん延防止』対象 3府県以外にも」 

・都知事 「まん延防止」適用要請へ準備に入る考え示す 

・京都府 西脇知事「まん延防止等重点措置」要請も視野に対応検討 

04・08 新型コロナウイルス感染症対策分科会（新型インフルエンザ等対策推進会議）会合（第1回）

→4／15（第2回）。https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin.html  （会合の一覧20 
はこのURLに出ているので以下、個別会合のURLは割愛） 

【■なお、旧分科会（「新型インフルエンザ等対策有識者会議」の内部組織）との関係については、上掲

「西村大臣からのお知らせ」を参照←3／31】 

・今冬の感染対策の効果の分析について（新型コロナウイルス感染症対策分科会。以下「分科会」と略。）

→4／15（感染再拡大（リバウンド）防止に向けた指標と考え方に関する提言） 25 
・東京都、「まん延防止等重点措置」政府に要請 

・高齢者向けワクチン 世田谷区に到着 12日から接種開始 

【■新型コロナウイルス感染症に対する「mRNAワクチン」（ファイザー社及び武田/モデルナ社）と、ウ

イルスベクターワクチン（アストラゼネカ社）について、特に既存のワクチンとの違いについては、下

記の厚労省のサイトのQ&Aを参照。 

 https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0021.html 

 なお、ｍは「メッセンジャー」の意味。またベクター（vektor）も、数学用語では「ベクトル」だが、こ

こでは「媒介物（運び屋））の意味】 

・新型コロナで肺に重い後遺症 生体肺移植 世界初 京大病院 

・英アストラゼネカ ワクチン “接種後の血栓に関連性”EU規制当局 

04・09 政府対策本部会合（第60回）←4／1（第59回）→4／16（第61回） 30 
・基本的対処方針分科会会合（第2回）←4／1（第1回）→4／16（第3回） 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更) ←4/9→4/16  

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示→4／16 

・まん延防止等重点措置 東京 京都 沖縄に12日から適用決定 

・河野規制改革相 高齢者接種の必要量ワクチン “6月中に確保”。 35 
04・10 英で定期的なウイルス検査始まる 全市民が無料 

・米J＆Jのワクチン「接種後に血栓 複数例確認」 EUが調査開始 

・“感染者の3割 精神や神経の後遺症か” 英オックスフォード大 

・ノルウェー首相「大人数参加する自身の誕生日会」を計画し罰金 

04・12 日本で、高齢者へのコロナワクチン接種始まる 40 
・中東 トルコやイランで“変異ウイルス”急速に拡大 

04・13 大阪府で重症患者数が病床数超える 医療提供体制が深刻な状況に 
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04・14 厚労省AB会合（第30回）←4／7（第29回）→4／20（第31回） 

（第30回会合まで）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00216.html 

（第31回会合から）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00256.html 

04・15 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第2回 持ち回り）←4／8（第1回）→4／27（第3回） 

・感染再拡大（リバウンド）防止に向けた指標と考え方に関する提言（分科会）→6／16（2つの提言） 5 
・神奈川県と千葉県「まん延防止等重点措置」適用を政府に要請 

・変異ウイルス「N501Y」 首都圏でも5月初めには8割超か 感染研 

・自民 二階幹事長 東京五輪 “感染状況深刻なら中止も選択肢” 

・専門家「第3波より波大きくなる可能性」東京 モニタリング会議【■振り返ると実際は、第3波7,955

人［1月］に対し、第4波7,234人であった】。 10 
04・16 政府対策本部会合（第61回）←4／9（第60回）→4／23（第62回） 

・基本的対処方針分科会会合（第3回）←4／9（第2回）→4／23（第4回） 

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示→4／23 

・「まん延防止措置」埼玉 千葉 神奈川 愛知への適用 政府が決定 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更) ←4/16→4/23 15 
・大阪で重症病床がひっ迫 病床増やしても看護師が足りない 

04・18 ワクチン“全対象者に必要な数量 9月中に供給可能の見通し” 

04・19 自民 下村政調会長 “接種すべて完了は来年春ごろの可能性“ 

04・20 神奈川・埼玉・千葉・愛知で「まん延防止等重点措置」適用 

・厚労省AB会合（第31回）←4／14（第30回）→4／27（第32回） 20 
・大阪府 国に緊急事態宣言の発出要請 

・都知事 緊急事態宣言「できるだけ早く」 近く政府に要請へ 

・「大阪コロナ重症センター」に看護師派遣 大学病院などから。 

04・21 東京都、緊急事態宣言を出すよう政府に要請。京都府 緊急事態宣言の発出を要請。愛媛県「ま

ん延防止等重点措置」適用を国に要請 25 
・新型コロナ ワクチン接種後に231人が感染 厚生労働省まとめ 

・米ファイザーに新型コロナワクチン5,000万回分追加求め調整急ぐ。 

04・22 神戸 入院調整で自宅待機中の死亡相次ぐ 患者急増で調整できず 

・“コロナで解雇は不当”元客室乗務員80人余りが航空会社を提訴 

・秋開催予定の東京モーターショー 中止の方針 コロナ感染拡大で 30 
・バイデン大統領、ワクチン2億回分の接種 前倒しで達成見通し 

04・23 政府対策本部会合（第62回）←4／16（第61回）→5／7（第63回） 

・基本的対処方針分科会会合（第4回）←4／16（第3回）→5／7（第5回） 

・東京 大阪 兵庫 京都に3回目の緊急事態宣言を決定 （4月25日～5月11日） 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言→5／7（期間延長及び区域変更） 35 
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更) ←4/23→5/7  

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示→5／7 

・河野規制改革相 “医療従事者の3分の1がワクチン1回目接種” 

04・24 大阪市職員 多人数会食など1,000人超 “4人以下”呼びかけの中。 

・アメリカ 製薬大手J＆Jのワクチン 接種再開認めると発表 40 
04・25 3回目の緊急事態宣言発令（当初5月11日まで。結局、9月30日まで) 1回目：2020(令

和2)年4／7～5／6、2回目：2021(令和3)年1／8日～3／21、4回目：7／12～8／22 

【■緊急事態宣言は1回目と2回目は一律であったが、3回目からは累次の期間の延長と対象地域の拡

大のため、段々と見通しが付きにくくなり始める】 

・4都府県が対象（対象は東京、大阪、兵庫、京都の4都府県。過去2回の宣言では、解除までに1か45 
月半から2か月半を要した中、5月11日までの2週間余りの短期間に、解除できる水準にまで感染

を抑え込めるかが焦点） 
（●「第4波」と「まん延防止等重点措置」初適用 2021/8/27(金) 12:50配信 
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 しかし、大阪府や兵庫県では3月下旬から感染者が急激に増え始めました。「第4波」です。4月3日には
大阪府で新規の報告者数が666人に上り、過去最多となりました。 
 政府はここで新しいコロナ対策を打ち出します。「まん延防止等重点措置」です。2 月に改正された特措法
に、緊急事態宣言の罰則規定とともに設けられた措置で、宣言に至らないよう集中的な対策を予防的に取るこ
とができます。4月5日から大阪、兵庫、宮城の3府県に初めて適用。12日からは東京、京都、沖縄の3都5 
府県が、20日からは千葉、埼玉、神奈川の首都圏3県と愛知県が追加されました。 
 それでも感染拡大に歯止めはかかりませんでした。大阪では4月13日に1099人の新規陽性者が出て初
めて1000人を超えると、その後も1000人を超す日が続きました。 
 この頃の大阪府は、予定していた手術に優先順位をつけるなど「一般診療に影響が出るレベル」の医療危機
に陥っていました。コロナ対策分科会の尾身茂会長は4月15日の会見で、東京も大阪のような状況に「早晩10 
なる可能性はある」と危機感を示しました。 
●3回目の「緊急事態宣言」と「アルファ株」 
 第4波が関西で急激に広がった大きな要因は「変異ウイルス」です。この頃の感染の主体は、英国で見つか
った変異ウイルス（アルファ株）で、従来型ウイルスよりも感染力が強いとされました。関西では、従来株か
らこのアルファ株への置き換わりが急速に進行したのです。 15 
 第4波では、大阪の感染者数が東京を上回っていたことも特徴です。大阪府では4月28日と5月1日に
1260人を記録し、過去最多を更新しました。 
 政府は4月25日から、3回目となる緊急事態宣言を東京、大阪、兵庫、京都の4都府県に発出しました。 
 ゴールデンウイークを見据えたこの宣言は、飲食店での酒類提供を禁じるなど前回よりも強い措置が盛り
込まれました。飲食店には午後 8 時までの時短営業を求めたほか、酒類やカラオケを提供する飲食店には休20 
業を要請しました。さらに大型商業施設にも休業を要請し、大規模イベントは原則無観客で行うことを主催者
に求めました。 
 当初は連休明けの5 月11 日までの17 日間という短期間で設定された緊急事態宣言でしたが、5 月8 日
と12日に7000人超の感染者が確認されるなど、感染状況は引き続き高い水準にありました。 
 そのため、5月31日まで期間が延長されるとともに、対象地域も愛知と福岡の2県が追加されました。こ25 
のタイミングで感染防止対策が一部緩和され、大規模イベントは無観客から人数制限（上限 5000 人かつ収
容率50％以下）での開催要請に、大型商業施設も休業要請から午後8時までの時短営業の要請に切り替えら
れました。ただ、知事判断で引き続き休業要請の継続も可能としました。 
 3回目の緊急事態宣言は結局、計10都道府県まで拡大して期間も延長され、6月20日に沖縄県を除いて
解除されました。） 30 
https://news.yahoo.co.jp/articles/e5f287fdde96cc145a9858464da04d238261bfd9?page=3（この記
事の続き：7／12） 

04・26 新型コロナ 国内の死者1万人超える 約80％は去年12月以降死亡 

・インドの新たな変異ウイルス 国内で21件確認 官房長官 

・インド 新型コロナ 1日で最多35万人超の感染確認 35 
・三重県「まん延防止等重点措置」適用 要請を正式決定 

04・27 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第 3 回 持ち回り）←4／15（第 2 回）→6／

16（第4回） 

・厚労省AB会合（第32回）←4／20（第31回）→5／6（第33回） 

・ワクチン接種 “大規模な会場はモデルナ製の見通し” 河野大臣 40 
・“ワクチン供給遅れは契約違反” 英アストラゼネカに法的措置 EU 

・米政府 “アストラゼネカのワクチン 約6000万回分を外国提供” 

・タイ 首相がマスク外し会議出席で罰金 外出時 着用義務化 初日。 

04・28 河野規制改革相 「ワクチン接種証明書」導入検討の考え示す 

・変異ウイルス“急速な広がり” 大阪 兵庫 京都8割超 東京5割超 45 
04・30 米製薬会社モデルナ開発のワクチン 第1便が関西空港に到着 

・ワクチン接種体制 抜本的見直しを提言 山中伸弥教授ら24人 

・「医療崩壊に片足を突っ込んでいる状態」大阪府病院協会会長 

【2021(令和3)年05月】第4波のピーク（5／28） 

05・03 “想定の約2倍” 横浜 ワクチン予約にアクセス集中で受付中止に 50 
05・04 徳島県 「まん延防止等重点措置」適用を国に要請 徳島市が対象 

・デンマーク ジョンソン＆ジョンソンのワクチン使用とりやめ 

05・05 北海道 札幌市を「まん延防止等重点措置」対象地域に適用要請。北海道と札幌市 医療体制危
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機的状況で「医療非常事態宣言」 

・緊急事態宣言下の大型連休 最終日 例年のような混雑は見られず 

・インドの感染状況をやゆするような画像SNSに 中国共産党組織 

05・06 厚労省AB会合（第33回）←4／27（第32回）→5／12（第34回） 

・首都圏の1都3県 宣言と重点措置 月末までの延長を政府に要請 5 
・大阪府 緊急事態宣言の延長を国に要請、京都府 緊急事態宣言の延長を国に要請、兵庫県 緊急事態宣

言の延長 対策本部会議で決定し 国に要請、愛媛県 中村知事 「まん延防止等重点措置」国に延長を要

請、石川県「まん延防止措置」適用を政府に要請 対象地域は金沢市 

・カナダ、米ファイザー製ワクチンを12～15歳の子どもにも使用許可 

05・07 政府対策本部会合（第63回）←4／23（第62回）→5／14（第64回） 10 
・基本的対処方針分科会会合（第5回）←4／23（第4回）→5／14（第6回） 

・政府 緊急事態宣言 4都府県31日まで延長と愛知 福岡追加を決定 
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更→5／14 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更) ←5/7→5/14  

・水際対策強化に係る新たな措置（１１）（対策本部）→5／12 15 
・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示→5／14 

・菅首相会見 ワクチン接種 1日100万回を目標とする考え 

・インドなど3か国からの入国者に対する水際対策を強化へ 政府 

・宮城県 まん延防止等重点措置で飲食店15店舗に全国初「命令」 

・大阪 重症患者用の「病床運用率」 2日続けて100％超 20 
・EU 域外へのワクチン輸出 全体の4割が日本向けで最多 

・モデルナ 自社ワクチン 12～17歳の臨床試験で有効性96％と発表 

05・08 英政府の諮問委 40歳未満に英アストラゼネカのワクチン推奨せず 

05・10 熊本県「まん延防止等重点措置」適用を国に要請 熊本市を対象 

・台湾「招待状が届いていない」WHO年次総会への参加めぐり 25 
05・11 3回目の緊急事態宣言、当初の期限到来。期間が累次延長されるとともに、対象地域も拡大さ

れた→9／30（全面解除） 

05・12 緊急事態宣言 6都府県に拡大 “まん延防止”は8道県に拡大 

・岡山県・香川県 「まん延防止等重点措置」適用を政府に要請 

・水際対策強化に係る新たな措置（１２）（対策本部）→5／18 30 
・厚労省AB会合（第34回）←5／6（第33回）→5／19（第35回） 

・入国前14日以内 インドなど3国滞在は原則入国拒否 14日から 

05・13 菅首相 “ワクチン接種 7月末まで 一部困難”は「ショック」 

・北海道 鈴木知事 政府に対し札幌市限定で緊急事態宣言求める 

・変異ウイルス 重症化リスク1.40倍 報告書まとめる 国立感染研 35 
・インドからの邦人帰国 現地に臨時の検査場設置へ 外務省 

・10万人あたりのコロナ感染者数 21都道府県で「ステージ4」相当（ステージ→2020(令和2)年8／7） 

05・14 政府対策本部会合（第64回）←5／7（第63回）→5／19（第65回） 

・基本的対処方針分科会会合（第6回）←5／7（第5回）→5／21（第7回） 

・北海道 岡山 広島 3道県に16日から緊急事態宣言決定。9都道府県に 40 
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更→5／21（期間延長及び区域変更） 

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示→5／21 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更) ←5/14→5/21  

・経済対策のフォローアップについて（内閣府）→7／21 

・ワクチン円滑接種へ 配送スケジュール通知を来月から前倒し 45 
・ワクチン接種予約殺到 河野規制改革相「失敗だった」 

05・17 岐阜県知事 緊急事態宣言の対象地域に追加を国に要望 

・ワクチン大規模接種 東京・大阪 きょうからネット予約受け付け 

05・18 水際対策強化に係る新たな措置（１３）ーーインドで初めて確認された変異株 B.1.617 指
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定国・地域について（対策本部）→5／25 

・1～3月期のGDP発表（実質ＧＤＰ成長率は、前期比－1.3％（年率換算－5.1％）と3四半期ぶりにマイナス成長

に陥った。大都市圏を中心として、1月に2回目の緊急事態宣言が発出され、その後、対象地域が拡大され、期間も延長

されたことを受けて個人消費が落ち込み、成長率全体を押し下げた）→8／16 

 https://www.murc.jp/report/economy/forecast/gdp/gdp_res_2105/ 5 
・昨年度の日本GDP マイナス4.6％ リーマンショック超える最大の下落 

05・19 政府対策本部会合（第65回）（持ち回り）←5／7（第64回）→5／21（第66回） 

・厚労省AB会合（第35回）←5／12（第34回）→5／26（第36回） 

05・20 沖縄県「緊急事態宣言」 対象地域に加えるよう政府に要請。政府は状況分析し判断 

・“札幌は医療の限界” 北海道 週末の外出控えるよう呼びかけ 10 
・新型コロナ中和抗体 1年後も回復者の9割以上で持続 横浜市大 

・仏 約7か月ぶりに飲食店が屋外営業を再開 感染状況の改善で 

・ニューヨーク レストランなど客の人数制限なくなる ワクチン接種進み 

・音楽の都ウィーン 劇場公演が再開 感染状況の改善で 

05・21 政府対策本部会合（第66回）←5／19（第65回）→5／28（第67回） 15 
・基本的対処方針分科会会合（第7回）←5／14（第6回）→5／28（第8回） 

・沖縄県に緊急事態宣言  政府が決定→7／23 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更→5／28 

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示→5／28 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更) ←5/21→5/28  20 
・政府、米モデルナと英アストラゼネカのワクチン 正式承認 厚労省←2／14（ファイザー、承認） 

・新型コロナワクチン 東京都が大規模接種会場を設置へ 

・キャンセル出たワクチン 廃棄せず有効活用を 河野規制改革相 

・高齢者のワクチン “7月末までに終えられる自治体93％に”  

05・22 都知事 旧築地市場跡地で警察と消防職員にワクチン接種へ 25 

05・23 沖縄 「緊急事態宣言」開始 （～8／20）飲食店は休業対応に追われる 

05・24 ワクチン大規模接種センター 東京と大阪で接種始まる 

・仙台市でも高齢者対象のコロナワクチン大規模接種始まる。大阪の大規模接種 今月31日～来月6日

分の予約 約30分で埋まる 

・高橋洋一・内閣官房参与 緊急事態宣言を「屁みたいなもの」と投稿 30 
・ワクチン 大規模接種 愛知県独自の会場2か所で接種始まる 

・台湾 WHO年次総会に招待なし 閣僚2人が「強い不満」表明 

05・25 水際対策強化に係る新たな措置（１4）ーーインドで初めて確認された変異株 B.1.617 指定

国・地域について（対策本部）→6／28 

・大阪府 緊急事態宣言の再延長 政府に要請決定。緊急事態宣言「解除は困難と判断」 35 
・福岡県 政府に延長を要請 

・神戸市 独自の大規模接種会場 運用開始 初日は500人余りが接種 

・“入国後 連絡取れず”悪質な数人の氏名公表で最終調整 厚労省 

・米、 日本を最も厳しい「渡航中止の勧告」に引き上げ 感染状況で。 

05・26 厚労省AB会合（第36回）←5／19（第35回）→6／2（第37回） 40 
・首都圏1 都3 県知事 緊急事態宣言と重点措置の再延長を要請。大阪 兵庫 京都、 緊急事態宣言の再

延長を要請 

・東京都、休業要請応じない飲食店9店に特措法に基づく「命令」←2021(令和3)年5／7 

 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007840.html 

・“五輪関連イベント開催で人の流れ増を懸念” 分科会 尾身会長。 45 
・ワクチン接種601万人余 85人死亡 “重大な懸念認められず”。 

・横浜港にワクチン大規模接種会場設置 6月6日から接種へ 横浜市 

・新型コロナ関連倒産 1,500社に 請負業者の連鎖的な倒産も増加 
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05・27 小学5年男児が持久走後に死亡 運ばれた時“あごにマスク” 

05・28 政府対策本部会合（第67回）←5／21（第66回）→6／10（第68回） 

・基本的対処方針分科会会合（第8回）←5／21（第7回）→6／10（第9回） 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長→6／17（期間延長及び区域変更） 

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示→6／10 5 
・この日、第4波のピーク（7,234人）（第1波のピーク：2020(令和2)年4月11日（720人）、第2波のピー

ク：2020(令和2)年8月7日（1,605人）、第3波のピーク：2021(令和3)年１月８日（7,955人）、第5波のピー

ク：2021(令和3)年8月20日（2万5,852人）） 

・第1波～第5波 感染者数グラフ （全期間を1画面表示） 

 https://news.yahoo.co.jp/articles/e5f287fdde96cc145a9858464da04d238261bfd9 10 
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更) ←5/28→6/10  

・9都道府県の緊急事態宣言 6月20日まで延長を決定 政府 

・菅首相会見「来月中には一般接種を開始」 

・東京五輪パラのコロナ感染対策、米の専門家が「不十分」の見解 

05・29 職場でのワクチン接種 6月中旬にも 家族なども対象で検討 政府 15 
・福岡 大牟田 ワクチン1,044回分を常温で長時間放置 廃棄に 

05・30 ベトナム インドで確認の変異ウイルス さらに別の変異か 

05・31 米ファイザーのワクチン 12歳～15歳も公的予防接種対象に 厚労省 

・ワクチン接種 救急救命士と臨床検査技師も特例で容認へ 厚労省 

【2021(令和3)年06月】 ワクチン接種、本格化 20 
06・01 ワクチン接種 21日から 職場や大学などで始める方針 官房長官 

・国内でこれまで確認されていない変異ウイルス 神戸で確認 

06・02 厚労省AB会合（第37回）←5／26（第36回）→6／9（第38回） 

・沖縄県 新型コロナ感染拡大で病床ひっ迫 診療制限の動き相次ぐ 

・五輪・パラ 会場医療責任者の医師 辞退相次ぐ 業務多忙理由に 25 
06・03 東京五輪・パラ「今の感染状況で開催は普通はない」尾身会長 

・菅首相 ワクチン分配国際的枠組みに 新たに8億ドル拠出を表明 

・EU各国 日本からの不要不急の渡航認めることで合意 

・五輪 “改善続いても無観客が限界” 経済同友会 櫻田代表幹事 

06・04 政府、新型コロナウイルスワクチンを台湾に提供 30 
・五輪・パラ 来日首脳クラス一行の人数 最大40人まで認める方針 

06・06 米上院議員が台湾訪問 米政府がワクチン75万回分提供表明 

・新型コロナ 東南アジアで感染拡大 マレーシアでロックダウン 

06・07 学校利用で高齢者接種率が全国平均の約3倍 東京 八王子市 

06・08 丸川五輪相「東京大会の延期は困難」 35 
・新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議第3回（最後の会合） 

06・09 厚労省AB会合（第38回）←／（第37回）→6／16（第39回） 

・米CDC（アメリカ疾病予防管理センター）日本への渡航情報 最も厳しいレベルから1段階引き下げ 

・今年の「骨太の方針」原案 感染症への対応 より強力な体制で 

06・10 政府対策本部会合（第68回）（持ち回り）←5／28（第67回）→6／17（第69回） 40 
・基本的対処方針分科会会合（第9回）←5／28（第8回）→6／17（第10回） 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更)←6/10→6/17  

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示→6／17 

・米政府 コロナウイルス増殖抑える薬の確保 製薬大手と合意 

06・11 2021年G7サミット（英コーンウォール。～13日）。豪・印・韓国、ゲスト招致 45 
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page4_005342.html 

・新型コロナ 入院の優先度判断、新たな基準の考え方を学会が提言 

・バイデン大統領 ワクチン5億回分を各国に「ひも付きではない」 
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06・12 沖縄県、入院までの待機施設を開設 コロナで医療体制ひっ迫 

06・13 この夏、全国の海水浴場の2割 コロナの影響で開設しない見込み 

・ロシア 新型コロナ感染再拡大 モスクワでは企業を5日間休業に 

06・14 ワクチン保管の冷凍庫、一部製品で温度が急に上昇の可能性 

・ワクチン接種 高齢者 33%が1回目終了 5 
・17日から18歳～64歳にも接種へ（大規模接種センター 防衛省） 

06・15 ベトナムに明日コロナワクチン約100万回分提供へ 茂木外相 

・イスラエル“マスクなし”に 生活規制ほぼなくなる 

・英 インド型変異株拡大でコロナ対策規制撤廃 約1か月延期 

・台湾 日本が提供した新型コロナのワクチン接種 始まる 10 
06・16 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第4回）←4／27（第3回）→7／16（第5回） 

・科学とICTを用いた対策の提言、変異株が出現した今、求められる行動様式に関する提言（分科会）7／16

（会長談話） 

・厚労省AB会合（第39回）←6／9（第38回）→6／23（第40回） 

・大阪府、“宣言解除ならまん延防止措置の適用を”政府に要請 15 
・宣言解除後 人出増えれば 五輪中に再び宣言レベルの可能性（京都大） 

・コロナ禍の外出自粛で筋肉量減少 熱中症のリスク高まる 

・マスクに「JIS」規格制定へ 飛まつ防止の効果など要件に 

・変異ウイルスの感染防ぐ中和抗体 富山大学などが作製に成功 

・高齢者のワクチン接種、全国すべての自治体で7月末終了の見通し 20 
・子どもへのワクチン接種「個別接種が望ましい」学会などが見解 

・4月以降の“措置”と“宣言” 大阪で効果も東京では効果確認できず 

・米カリフォルニア州 ワクチン接種進み経済活動 再開 

・米 ニューヨーク州 ワクチン接種率7割 ほぼすべての制限解除へ 

06・17 政府対策本部会合（第69回）←6／10（第68回）→7／8（第70回） 25 
・基本的対処方針分科会会合（第10回）←6／10（第9回）→7／8（第11回） 

・「宣言」7都道府県“まん延防止”へ移行決定、沖縄は「宣言」延長 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更→7／8（期間延長及び区域変更） 

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示→7／8 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更) ←6/17→7/8  30 
・令和３年６月21日以降における取組（対策本部） 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030617_1.pdf 

・接種証明「ワクチンパスポート」7月に書面で発行へ 官房長官 

・日本が無償提供のコロナワクチン ベトナムに到着 

06・18 尾身会長ら提言 五輪無観客望ましい 入れるなら厳しい基準で 35 
06・20 北海道 釧路 大規模接種開始 医師の一部は日給17万円余で確保 

・米国が台湾にワクチン250万回分提供 当初より大幅に上積み 

・ブラジル 新型コロナ 死者50万人超える 大統領への抗議活動も 

06・21 東京などまん延防止等重点措置に 五輪控え再拡大防止が焦点 

・五輪・パラ期間中に緊急事態宣言なら無観客も辞さず 菅首相 40 
・五輪パラ “無観客開催も” 東京都医師会など意見書提出 

・新型コロナ ワクチン職域接種 全国17大学でもきょうから開始 

・河野大臣 “児童生徒夏休みに接種”発言で陳謝「誤解与えた」 

・中国「シノファーム」製のコロナワクチン ベトナムに到着 

06・22 五輪事前合宿で来日 ウガンダ選手団 全員がコロナ濃厚接触者に 45 
・萩生田文科相 学校での集団接種を推奨せず 希望者は個別接種で 

・東京五輪 会場内での酒類販売見送り 飲酒も禁止 大会組織委 

・インド株 感染リスク高 会話はこれまで以上の距離を 
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・東京都 ワクチン大規模接種 新たに2か所設置へ 教職員など対象 

・東京五輪会場での酒類の販売や提供を検討 大会組織委 

・インドネシア 新型コロナ感染再拡大 企業や市民活動の規制強化 

06・23 新型コロナウイルス感染症対策の進捗に関する関係閣僚会議第1回会合→6／30（第2回） 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_shinchoku/index.html 5 
・厚労省AB会合（第40回）←6／16（第39回）→6／30（第41回） 

・英 G7サミット開催地で感染者急増 多くの人集まったこと関係か 

・モスクワ コロナ感染再び急拡大 ワクチン未接種者の生活制限へ。 

・イスラエル 「デルタ株」（初出）で再拡大 マスク着用義務再び導入も 

・サッカー欧州選手権 英政府 観客6万人超入場認める 懸念の声も 10 
・インドで確認の変異ウイルスは最大の脅威 米政府 首席医療顧問 

06・24 デルタ株 国内での感染力は従来の1.95倍と推定 京大教授ら分析 

・CDC（アメリカ疾病予防管理センター） 心筋炎「コロナワクチン接種と関連の可能性」。 

06・25 日本の関節リウマチ治療薬「アクテムラ」 米 コロナで緊急許可 

06・26 イスラエル インド型（デルタ株）拡大で再び屋内マスク義務化 15 
06・28 G20 外相及び開発大臣関連会合（イタリア・バーリ、マテーラ及びブリンディジ ～6 月30 日） 

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/page1_001001.html 

・水際対策強化に係る新たな措置（15）――水際対策強化措置に係る国・地域の指定について（対策本部）→7／6 

・東京都内のコロナ入院者 重点措置期間に入り増加に転じる 

06・29 “コロナ抗原検査キット 職場でも積極的な活用を” 西村大臣 20 
・サッカー欧州選手権 フィンランドサポーターら300人コロナ陽性 

・“違う種類のワクチン接種で強い免疫反応” 英研究グループ 

06・30 新型コロナウイルス感染症対策の進捗に関する関係閣僚会議第2回会合→7／14（第3回） 

・厚労省AB会合（第41回）←6／23（第40回）→7／7（第42回） 

・東京都内の感染 高齢者の割合が減少 若者や中高年世代では拡大 25 
・“働く世代もワクチン接種を”夜間の集団接種開始 東京 墨田区 

・中外製薬 新型コロナ治療薬 厚生労働省に承認申請 

・五輪・パラ “事前合宿などで感染者あれば全員を待機 練習停止に” 

・サッカー欧州選手権で新型コロナの感染再拡大 ロシア 

【2021(令和3)年07月】第5波：7～9月（過去最大。ピーク：8月20日［2万5,852人］）⇔  第130 
波：3～5月、第2波：7～9月、第3波：2021(令和3)年1月、第4波：4～5月 

07・01 菅首相 五輪観客「安全安心最優先 扱いは5者協議で決定」 

・東京 人出増で再び医療ひっ迫のおそれ 専門家会合で最新の試算 

・EU 域内共通のコロナワクチン接種証明書 本格運用始まる 

・日本、「ワクチンパスポート」7月下旬 発行開始の見通し 官房長官 35 
・モデルナ ワクチンは「デルタ株」にも有効と発表 

・英 9月から3回目のワクチン接種 高齢者や医療従事者など対象に 

・サモア 国内拠点の選手3人 東京五輪へ派遣せず “感染からサモアを守る” 

・外国人入国後“隔離なし”で観光 タイのプーケットで開始 

・日本が無償提供したワクチン マレーシアとインドネシアに到着 40 
07・02 ワクチン「接種したくない」11％ 若い世代多く 全国大規模調査 

・EU ワクチン接種やPCR陰性の「デジタル証明書」運用開始 

・米の複数メディア 東京五輪での行動制限について組織委に抗議 

07・03 サッカー欧州選手権 英で6万人超観客入れる計画に懸念広がる 

07・04 高知 南国 高齢者がワクチン接種後に死亡 因果関係わからず 45 
07・05 米 ワクチン接種ペース減速 “政治的立場で意識に違い” 

・インドネシア 新型コロナ 1日の死者最多に 医療用酸素が不足 

07・06 水際対策強化に係る新たな措置（１６）――水際対策強化措置に係る国・地域の指定について



41 
 

石川 敏行（編）「コロナ年表」 
 

（対策本部）→9／17 

・茂木外相 ワクチン 台湾へ約113万回分追加提供と発表 

・イスラエル ワクチン予防効果64％に減少 変異株との関連指摘 
07・07 令和4年度 概算要求基準 閣議了解→9／7 
 https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2022/fy2022.html 5 
・厚労省AB会合（第42回）←6／30（第41回）→7／14（第43回） 

・コロナ感染拡大のインドネシア 在住日本人が11日間で6人死亡 

・“酒出る3人以上の会食に2回以上参加”で感染リスク約5倍か 

07・08 政府対策本部会合（第70回）←6／17（第69回）→7／31（第71回）【■次回まで少し間隔】 

・基本的対処方針分科会会合（第11回）←6／17（第10回）→7／30（第12回） 10 
・東京に4回目の緊急事態宣言 政府決定→7／12（発令） 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更→7／30（期間延長及び区域変更） 

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示→7／30 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更) ←7/8→7/30  

07・09 五輪 東京 神奈川 埼玉 千葉の全会場で無観客開催へ 15 
・日本提供のワクチン フィリピンに到着 大統領が出迎えて歓迎 

・金融機関に“働きかけ”発言「融資制限ではない」経済再生相 

07・10 五輪 北海道でのサッカー“無観客”開催を決定 道の意向で一転 

・タイ政府 夜間の外出 原則禁止へ 変異ウイルス感染拡大 

07・11 新型コロナ 感染再拡大の東京都 重症患者数40～50代で増加 20 
07・12 東京都に4回目の緊急事態宣言発令（7／12～8／22) 1回目：2020(令和2)年4／7

～5／6、2回目：2021(令和3)年1／8日～3／21、3回目：4／25～5／11 

（●「第5波」と4回目の「緊急事態宣言」 2021/8/27(金) 12:50配信 

 宣言が解除された東京都では、6月21日から宣言に準じた重点措置に切り替えられました。飲食店に午後
8 時までの時短営業を要請し、酒類提供については一定の要件を満たした店のみ午後 7 時まで認められるこ25 
とになりました。 
 しかし東京の新規陽性者は500人前後の高止まり状態で、7月に入るとじわじわと増加に転じ、再び1000
人に迫るようになりました。 
 政府は7 月12日から東京都に4 回目となる緊急事態宣言を出しました。コロナの影響で今夏に延期され
ていた東京五輪の開幕まで2 週間を切っていました。宣言期間は沖縄県も含めて8 月22 日までで、五輪期30 
間がまるまる緊急事態宣言下という「異例の開催」（菅義偉首相）となりました。 
 打ち出された対策は、3回目の宣言の後半の内容を踏襲したものでした。酒類やカラオケを提供する飲食店
には再び休業要請がなされたほか、それ以外の飲食店や大型商業施設には午後 8 時までの時短営業が求めら
れました。大規模イベントは引き続き、上限5000人かつ収容率50％以下での開催要請が維持されました。 
 しかし、東京の感染は収まるどころか急激に悪化していきました。7月28日には3177人と初の300035 
人台、さらに8月5日には5042人と初の5000人超えとなり、8月13日には5773人と過去最多を更
新しました。全国でも8月13日に初めて2万人を超えると、8月20日には2万5871人と過去最多を更
新。爆発的な感染となり、各地で過去最多が更新されています。これが現在も続く「第5波」です。 
●「デルタ株」の猛威とワクチン接種 
 「第 5 波」がこれほど急激に拡大したのは、アルファ株以上に感染力が強いとされるインド由来の「デル40 
タ株の猛威」の影響が指摘されます。専門家によると、デルタ株は従来より2倍、アルファ株より1.5倍程
度、感染力が強いといいます。 
 東京都のモニタリング会議（8月20日）は「制御不能な状況が続いている。災害レベルで感染が猛威を振
るう非常事態」と危機感をあらわにしました。 
 「第5波」のもう一つの特徴は、感染者の年齢構成です。4月以降、65歳以上の高齢者にワクチン接種が45 
進んだ結果、新規陽性者に占める高齢者の比率は減少しています。その一方で、50 代以下の中高年、若年層
で感染が拡大しています。 
 都のモニタリング会議によると、6月中旬以降、50代以下が新規陽性者のうち9割以上を占めているとい
います。「新規陽性者の年齢構成は、若年・中年層中心へと変化した。若年層を含めたあらゆる世代が感染によ
るリスクを有している」と分析。実際に10代以下の感染も報告されるようになってきています。 50 
 感染が広がるにつれて、重症者も増えていきました。東京の重症者は8月28日に297人と過去最多を記
録。年代別では50 代が最も多く、40代以上で重症患者全体の約9割を占めています。10 代を含む30 代
以下でも新たな重症例が発生しています。全国でみても重症者は2223 人（9月3日時点）と過去最多を更
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新し続けています。） 
https://news.yahoo.co.jp/articles/e5f287fdde96cc145a9858464da04d238261bfd9?page=4 

・イギリス コロナ再拡大の中 大勢の観客入れスポーツイベント 

07・13 酒提供飲食店との取引停止要請 政府 酒販売事業者への要請撤回 

・仏 飲食店などでワクチン証明提示を義務化へ デルタ株の感染広がる 5 
・コロナワクチン イランなど15か国に計約1100万回分提供へ 

07・14 新型コロナウイルス感染症対策の進捗に関する関係閣僚会議第3回会合→7／21（第4回） 

・厚労省AB会合（第43回）←7／7（第42回）→7／21（第44回） 

・FDA（米食品医薬品局） 米J＆Jワクチン情報に警告追加 ギラン・バレー症候群受け（感冒等の上気

道感染や下痢を伴う胃腸炎に感染して 1～2 週間後に、手足の先にしびれや力の入りにくさが出てき10 
ます。その後数日から2週間のあいだに急速に症状が進行することが特徴） 

 https://www.neurology-jp.org/public/disease/neuropathy_i_detail.html 

07・15 都知事、「20代30代の陽性者数が飛び抜けて多い」 

07・16 夏休み期間中の感染拡大を防ぐために（分科会会長談話）→8／12（分科会会合（第5回）） 

 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin.html 15 
・「第5波の兆候はっきり」 感染者の増加ペース 全国で上昇（実際の第5波ピーク：8月20日［2万

5,852人］） 

07・17 都内で東京五輪中止求めるデモ 組織委入るビル周辺など行進 

・インドネシア 感染急拡大で死者最多 邦人向け特別便運航へ 

・イギリス 一日の感染者 半年ぶり5万人超 規制撤廃に懸念強まる 20 
07・18 “宣言”後 最初の週末 17日の東京の人出 3回目より2桁の増加 

・イスラエル 1日の新規感染者4か月ぶり1000人超 若者に接種啓発 

07・19 五輪前に感染拡大で医療現場に危機感 病床7割埋まる病院も 

・東京や大阪 日曜の人出 前回“宣言期間”の平均 大きく上回る 

・コロナ治療薬 中外製薬申請の薬 厚労省が承認 軽症患者用で初 25 
07・20 北海道 “まん延防止措置”適用を政府に要請 

・コロナワクチン接種「様子みたい」20代・30代女性の約4割 

07・21 令和３年度予算（概算要求の具体的な方針）→10／7（各省各庁の概算要求） 

 https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2021/fy2021.html 

・新型コロナウイルス感染症対策の進捗に関する関係閣僚会議第4回会合→8／4（第5回） 30 
・経済対策のフォローアップについて（内閣府） 

・厚労省AB会合（第44回）→7／28（第45回） 

・政府 北海道のまん延防止は「直ちに適用する状況にはない」 

・「デルタ株」感染の50代以下の患者急増 医療現場で危機感募る 

・ワクチン接種後に死亡667人 因果関係 大半が“情報不足で評価できず” 35 
07・22 五輪 東京で感染急拡大に歯止めかからない状況であす開幕 

・東京 感染者数 京大 西浦教授が試算“来月上旬に1日3000人超” 

・テドロスWHO事務局長(元エチオピア保健相・外相)、菅総理大臣表敬 

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ghp/page3_003086.html 

07・23 東京オリンピック開催(～8月8日 17日間)【■公用文では「第32回オリンピック競技大会」】→8／24 40 
 https://www.joc.or.jp/games/olympic/tokyo/ 

・「全国で第5波に入ってきている」新型コロナ 感染急拡大 

07・25 モデルナのワクチン 2回目接種後に4人に3人が発熱 厚労省 

07・26 ワクチンパスポート きょうから申請受け付け 各市区町村で 

・塩野義製薬 開発中のコロナ治療薬 初期段階の臨床試験開始 45 
07・27 新型コロナ ワクチン配分量 来月後半に1割削減方針 国が撤回 

・東京都 新型コロナ 2人死亡 新たに2,848人の感染確認 過去最多 

・中等症も高度治療必要な患者増加 医療のひっ迫に危機感 

07・28 厚労省AB会合（第45回）←7／21（第44回）→8／4（第46回） 
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（第45回会合まで）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00256.html 

（第46回会合から）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00294.html 

・新型コロナ 東京の自宅療養者が1か月前の5倍に 全国で1万人超→8／13 

・千葉県知事「緊急事態宣言」 政府に要請を正式決定 

・アメリカ ワクチン接種完了でもマスク着用を推奨 方針を転換。 5 
07・29 埼玉 千葉 神奈川 3知事 緊急事態宣言追加を西村大臣に要請 

・IOC「東京に感染広げていることはないと思っている」 

・日本医師会など緊急声明“全国対象”緊急事態宣言 検討を 

07・30 基本的対処方針分科会会合（第12回）←7／8（第11回）→8／5（第13回） 

・ワクチン開発・生産体制強化関係閣僚会議第1回会合→12／3（第2回） 10 
 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/vaccine_kyouka/index.html 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更→8／17 

・4府県“宣言”追加 5道府県“まん延防止”適用を決定 政府 

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示→8／5 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更) ←7/30→8/5  15 
・コロナ感染の五輪関係者 宿泊療養施設から外出 “説得応じず” 

・米バイデン大統領 政府職員にワクチン接種か定期検査義務化へ 

・イスラエル 3回目のワクチン接種実施へ 感染再拡大で 

07・31 政府対策本部会合（第71回）←7／8（第70回）→8／5（第72回） 

・新型コロナ 入院必要で受け入れ先調整中 全国で前週の2倍以上 20 
・病床に「空き」も感染急増で入院調整追いつかず 東京 

・観光目的で選手村を無断外出 関係者から初のID剥奪 組織委 

【2021(令和3)年08月】第5波のピーク（8／20） 

08・02 新型コロナウイルス感染症の医療提供体制に関する閣僚会議（1回だけ開かれた会議の模様） 

 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_iryou/index.html 25 
・5回目の緊急事態宣言 きょうから6都府県に拡大、5道府県に重点措置 

・“重症患者やリスク高い人以外 自宅療養基本に体制整備” 首相 

・「ロックダウン 国会で積極的に議論すべき」自民 下村政調会長 

・欧州 ワクチン接種証明など 提示義務化の動き広がる 

08・03 田村厚労相 “病床に余力持たせるため” 自宅療養を基本方針 30 
・抗体カクテル療法（※） 自宅療養者への使用優先を国に要望 千葉県→8／12 

（※）抗体カクテル療法（antibody cocktail therapy）とは：新型コロナウイルスに結合する2種

類の抗体を混ぜ合わせて使用するため、抗体カクテル療法、中和抗体薬と称しています。対象者：抗

体カクテル療法の対象となるのは、重症の方以外で、重症化リスクを有する方法です。 

 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/chuwakotai.html 35 
・政府 タイ・ラオスに酸素濃縮器など送り医療体制支援へ 

・自宅で死亡した新型コロナ感染者 半年間で84人 

・ドイツ 9月から高齢者などにワクチン3回目の追加接種実施へ 

08・04 新型コロナウイルス感染症対策の進捗に関する関係閣僚会議第5回会合（当面最後の会合）←6／23 

・“緊急事態宣言の全国拡大 議論の対象にすべき” 尾身会長 40 
・厚労省AB会合（第46回）←7／28（第45回）→8／11（第47回） 

・自宅療養の政府方針 厚労省「重症患者優先で 考え方のひとつ」。 

・コロナ患者自宅療養を基本とする政府方針 撤回要求で一致 野党。自宅療養の方針 菅首相“全国一律

ではない” 撤回しない考え 

・奈良 荒井知事 “自宅療養を基本”政府方針に「従わない」 45 
・大阪 吉村知事 “重症化リスク不明確” 入院や宿泊療養基本に 

・“現場医師の判断で入院対象とすべき” 日本医師会 中川会長 

・ニューヨーク屋内施設 ワクチン接種証明書提示義務化へ 米で初 
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08・05 政府対策本部会合（第72回）←7／30（第71回）→8／17（第73回） 

・基本的対処方針分科会会合（第13回）←7／30（第12回）→8／17（第14回） 

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示→8／17 

・まん延防止等重点措置 8県を追加 今月8日～31日 政府が決定 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更) ←8/5→8/17  5 
・菅首相 ワクチン接種徹底 “緊急事態宣言 全国へ拡大考えず” 

・世界全体で2億人超え 新型コロナ感染確認 「デルタ株」広がる 

・田村厚労相 “中等症でも重症化リスクあれば医師判断で入院” 

・バイデン政権 入国の外国人ワクチン義務化検討 現地メディア 

・福岡県 緊急事態宣言の発出を政府に要請 “想定超える急拡大” 10 
・“爆発的感染拡大 2週間後には1万人超も” 都モニタリング会議 

08・06 “中等症以上の人は原則入院” 政府が方針を明確化 

・デルタ株“1つの起点から全国拡大か” 国立感染症研究所が分析 

・国内の累計感染者数100万人超 新型コロナ 急激な感染拡大続く 

・フランス 3回目のワクチン接種9月から行う方針 高齢者など対象 15 
08・08 フランス ワクチン接種証明の提示義務化に反対 大規模デモ 

08・09 菅首相 ワクチン接種1億回超え「1日も早く2回の接種進める」 

08・10 自宅療養で重症化 都内の患者 “120の医療機関 受け入れず” 

・英アストラゼネカワクチン “宣言地域に16日から配送” 河野大臣 

08・11 厚労省AB会合（第47回）←8／4（第46回）→8／18（第48回） 20 
・“災害時の状況に近い 医療ひっ迫” 新型コロナ 専門家会合 

・第5波 基礎疾患ない40～50代重症化 症状進行速いケース相次ぐ 

08・12 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合(第5回 持ち回り)←7／16（第4回）→8／27（第6回） 

・期間限定の緊急事態措置の更なる強化に関する提言（分科会） 

・東京都 新型コロナ感染急拡大でさらなる病床確保は難航 25 
・“搬送困難” 調査開始以来2番目の多さに 首都圏で増加目立つ 

・「抗体カクテル療法」短期入院でも投与可で調整へ 厚労省←8／3→8／14 

・「東京の感染拡大 制御不能な状況」東京都のモニタリング会議 

08・13 都内 自宅療養2万人超 “必要な医療を速やかに”が急務 

・自宅療養者にオンライン診療の新システム導入へ 東京都医師会←7／28→8／14 30 
08・14 「抗体カクテル療法」東京都が宿泊療養施設でも開始←8／12→9／2 

・11日時点の自宅療養者は約7万4000人 1か月前の12倍に増加←8／13→8／19 

08・15 フランス ワクチン接種や陰性証明提示の義務化反対 大規模デモ 

08・16 4～6月期のGDP発表（実質GDP成長率は、前期比＋0.3％（年率換算＋1.3％）とプラス成長に

復帰。もっとも、1～3月期の落ち込み分を取り戻せておらず、水準は低いままであるうえ、同時期の米国、35 
ユーロ圏、中国などの伸びと比べると小幅）→11／15 

 https://www.murc.jp/report/economy/forecast/gdp/gdp_res_2108/ 

・沖縄本島の重症者病床すべて埋まる 要酸素投与の中等症病床も 

・「酸素濃縮装置」需要高まり 東京都確保分は残り10分の1以下に 

08・17 政府対策本部会合（第73回）←8／5（第72回）→8／24（第74回） 40 
・基本的対処方針分科会会合（第14回）←8／5（第13回）→8／25（第15回） 

・分科会 尾身会長“一般の人々への行動制限の仕組みづくりを” 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更→8／25（区域変更） 

・「緊急事態宣言」「重点措置」 対象拡大と期限延長を決定 政府 

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示→8／25 45 
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更) ←8/17→8/25  

・菅首相 “医療提供体制の確保が宣言解除の前提” 

・自宅や宿泊療養の患者のオンライン診療報酬など 大幅引き上げ 
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・クラスター発生の病院で入院患者64人死亡 沖縄 うるま 

・“搬送困難” 過去最多に 半数以上が新型コロナ感染の疑い 

・東京都 新型コロナ患者用「酸素ステーション」240床余り整備へ 

08・18 厚労省AB会合（第48回）←8／11（第47回）→8／25（第49回） 

・ニュージーランド 国内全域で外出制限導入 市中感染者1人確認。 5 
・モデルナのワクチン 半年後も「デルタ株」に効果 米研究所 

08・19 自宅療養中の妊婦 受け入れ先見つからず早産で新生児死亡 千葉県知事検証へ 

・新型コロナ自宅療養者 首都圏1都3県で6万人近くに←8／13→8／21 

・新型コロナ患者 先月以降「自宅で死亡」全国で7人に 厚労省 

・米ファイザーワクチン3回目接種で86％発症予防か イスラエル調査。 10 
08・20 この日、第5波のピーク（2万5,852人）（第1波のピーク：2020(令和2)年4月11日（720人）、

第2波のピーク：2020(令和2)年8月7日（1,605人）、第3波のピーク：2021(令和3)年１月８日（7,955人）、

第4波のピーク：2021(令和3)年5月28日（7,234人）） 

・第1波～第5波 感染者数グラフ （全期間を1画面表示） 

 https://news.yahoo.co.jp/articles/e5f287fdde96cc145a9858464da04d238261bfd9 15 
・病床確保へ 医療機関への補助金適切か調査へ 田村厚生労働相 

・新型コロナ 自宅療養で救急要請も63％は搬送されず 

・職域接種 ワクチン届かず420余の会場で取りやめ 310万人分相当 

・「ワクチン2回接種」で感染は未接種者の“約17分の1” 厚労省 

・「感染状況制御不能 災害レベルの猛威」都モニタリング会議 20 
08・21 病床ひっ迫 体育館など活用の臨時医療施設の開設検討を 厚労省 

・「幸せな低酸素症」に注意 自宅療養者 息苦しさ感じず重症化も←8／19→8／28 

・都「酸素ステーション」あさって開始 自宅療養中の悪化に対応 

08・22 4回目の緊急事態宣言期限→9月30日まで延長 

・英アストラゼネカのワクチン接種開始 40歳以上が対象 大阪 25 
・英国 サッカー欧州選手権観戦 6,000人超が新型コロナに感染か 

08・23 パラリンピック開幕前に IPC会長や理事などの歓迎会 都内で 

08・24 政府対策本部会合（第74回）（持ち回り）←8／17（第73回）→8／25（第75回） 

・東京パラリンピック開催（～9月5日 13日間） https://olympics.com/tokyo-2020/ja/paralympics/ 

・政府 緊急事態宣言など拡大検討 あすにも諮問した上で決定へ 30 
・FDA（米食品医薬品局） 米ファイザーのワクチンを正式に承認 

08・25 政府対策本部会合（第75回）←8／24（第74回）→9／9（第76回） 

・基本的対処方針分科会会合（第15回）←8／17（第14回）→9／9（第16回） 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更→9／9（期間延長及び区域変） 

・政府 “宣言” 8道県追加 “重点措置” 4県適用を決定 35 
・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示→9／9 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更) ←8/25→9/9  

・厚労省AB会合（第49回）←8／18（第48回）→9／1（第50回） 

・厚労省「妊婦のワクチン接種優先を」自治体に通知 

・尾身会長 “新学期の開始時期の延期も検討すべき” 衆院厚労委 40 
・「全国一律の緊急事態宣言発令が必要」日本医師会 中川会長 

・台湾 新型コロナ 3か月半ぶり新規感染者ゼロ 

08・26 尾身会長“宣言解除は医療ひっ迫の軽減が基準” 

・モデルナのワクチン 一部に異物混入 約160万回分使用見合わせ 

・モデルナワクチン使用見合わせを 全国863の会場に連絡 厚労省 45 
・使用見合わせのモデルナワクチン 大阪の自衛隊接種会場で7万回接種 

・「抗体カクテル」外来診療でも投与へ 期待と課題←8／14→9／2 

08・27 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第6回 持ち回り←8／12（第5回）→9／3（第7回） 
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・今後のイベント開催制限等のあり方について（分科会）→9／3 

・政府 イベント開催制限 宣言・重点措置の地域 10月末まで維持 

・緊急事態宣言 きょうから対象拡大 学校での対策強化へ 政府 

・令和3年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用実績（財務省） 

 https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2021/fy2021.html 5 
・早朝 渋谷に長蛇の列 “若者接種”想定大幅超 28日から抽せんに 

・国立競技場に五輪・パラ初の観客 都内の中学生が学校観戦 

・モデルナ異物混入 “早急な原因究明と再発防止を” 厚生労働相 

・学級閉鎖 国が初の判断基準 “感染複数確認で5～7日程度”など 

08・28 新型コロナ 自宅療養者11万人超 前週より2万人余り22％増←8／21→2022(令和4)年2／14 10 
・渋谷 ワクチン接種会場 抽選に変更のきょうも長い列 倍率6倍超 

・異物混入問題 見合わせワクチン接種の2人死亡 因果関係は不明 

・モデルナアームは18人に1人 女性が83％ 自衛隊中央病院が調査（クチン接種後、数日から1週間後く

らい経ってから、接種した腕のかゆみや痛み、腫れや熱感、赤みが出てくることがあり、いわゆる「COVID

アーム」（または「モデルナアーム」）と呼ばれています） https://www.cov19-15 
vaccine.mhlw.go.jp/qa/0089.html 

・大阪 吉村知事「1000床単位の野戦病院を作りたい」阪大に相談 

08・29 パラ「学校連携観戦」引率の中学教諭など6人コロナ感染 千葉 

08・30 愛知 常滑 野外音楽フェスで“密” “酒提供” 批判相次ぐ 

・イスラエル 3回目ワクチン接種の対象を12歳以上に拡大 アメリカ マスク非着用の教師から児童・20 
家族にコロナ感染拡大 

08・31 第5波最多65人死亡 重症者2110人 19日連続過去最多 

・東京都 高校3年生など大規模会場でのワクチン接種対象に 

【2021(令和3)年09月】 

09・01 厚労省AB会合（第50回←8／25（第49回））→9／8（第51回） 25 
・自衛隊大規模接種センター 10～30代接種枠新設 約2か月延長へ 

09・02 変異ウイルス「ミュー株」（初出）国内初確認 “ワクチンに影響も” WHO 

・パラリンピック 学校連携観戦 引率教諭感染の学校で生徒ら陽性 

・札幌市 小中学校40校余が休校や学級閉鎖の対応 

・大阪府 宿泊療養施設での「抗体カクテル療法」 拡充へ←8／14→9／3 30 
・12歳以上ワクチン接種加速へ「子ども優先枠」新設 鳥取県 

09・03 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第7回）←8／27（第6回）→9／8（第8回） 
・ワクチン接種が進む中で 日常生活はどのように変わり得るのか？（分科会）【■一読に値する有益な

内容なので、是非お読み頂きたい】 
 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai7/vaccine_nichijou.pdf 35 
・抗体カクテル療法 約8割の患者回復 軽症者向けで効果 東京都←9／2→9／16 

・ワクチン格差が深刻 アフリカの接種に遅れ WHO目標達成は困難 

・「ワクチン３回接種が標準の可能性も」米ファウチ首席医療顧問【■アンソニー・ファウチ（Anthony 

Stephen Fauci） 医師・免疫学者、1940(昭和15)年生】 

09・04 新型コロナワクチン 職域接種の申請取り下げ 1.000件超に 40 
09・05 移動式集中治療室「エクモカー」連日出動 重症化で転院相次ぐ 

09・06 大学 後期授業が開始 ワクチンの職域接種に多くの学生訪れる。 

・米ファイザーワクチン 来月中にすべて輸入完了 予定を前倒し 

09・07 令和４年度一般会計概算要求・要望額等（各省各庁の概算要求）→12／24 

 https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2022/fy2022.html 45 
・愛知 常滑の野外音楽フェスでクラスター発生 酒提供などで批判 

・新型コロナ 夏休み延長や休校 小中学校1割余 高校で2割 文科省 

・コロナワクチン “大規模接種会場間で融通可能に” 河野大臣 
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・“ワクチン接種 スマホで証明可能 年内に ” 平井デジタル相 

・ブラジル 3回目のワクチン接種開始 

09・08 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第8回）←9／3（第7回）→10／28（第9回） 

・緊急事態措置解除の考え方（分科会） 

 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai8/emergency_kaijo.pdf 5 
・厚労省AB会合（第51回）←9／1（第50回）→9／16（第52回） 

・雇用調整助成金の財源ひっ迫 保険料率引き上げ検討で議論開始 

・ワクチン接種 感染者と死者を大幅抑制か 厚労省が効果を推定 

09・09 政府対策本部会合（第76回）←8／25（第75回）→9／28（第77回） 

・基本的対処方針分科会会合（第16回）←8／25（第15回）→9／28（第17回） 10 
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更→9／28（緊急事態の終了） 

 https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_houkoku_20210909.pdf 

・緊急事態宣言、延長を決定 19都道府県で（～9／30） 

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示→9／28 

・ワクチン接種が進む中における日常生活回復に向けた考え方（対策本部） 15 
 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030909_1.pdf 

・新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について（対策本部） 
 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030909_2.pdf 

・政府、入国者の待機期間 ワクチン接種で14日間から10日間に短縮検討 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(変更) ←9/9→9/28  20 
・コロナ感染 20代最多 20歳未満も全体の20％超 7日までの1週間 

09・10 新型コロナ 国内で「イータ株」（初出）18人感染 国内で感染判明は初。 

・民間病院が新型コロナ専門病院に移行 全国でも最大規模 埼玉 

09・11 新型コロナ 18歳未満の患者 ほとんど軽症 デルタ株影響も調査 

09・12 新型コロナワクチン有効性 85％から90％以上 京大などが解析 25 
09・13 ワクチン2回接種 人口の50％超に 接種開始から7か月 政府公表 

・「デルタ株」患者から検出のウイルス量 従来型の4倍以上か 

・「ワクチンカー」で地域に出向いて接種 大阪 豊中 

・東京 台東区 路上生活者など対象にワクチン集団接種 

09・14 大阪大学に感染症の研究拠点 日本財団が230億円を助成 30 
・受験生のワクチン優先接種 大学や自治体に要請へ 萩生田文科相 

・チリ 6歳以上の子どもにも中国製ワクチン接種開始 

09・15 新型コロナ感染第5波 50代以下の現役世代の死亡割合が増加 

・職域接種2回目受けられない人 大規模接種センターで受け入れへ 

・コロナ感染の妊婦 全国540か所で対応も 緊急入院対応可は約4割 35 
・米ファイザー「浮遊物はワクチン成分 安全性問題なし」と公表。 

09・16 厚労省AB会合（第52回）←9／8（第51回）→9／27（第53回） 

・酸素濃縮装置 国が都道府県に貸し出しへ コロナ患者に酸素投与 

・「抗体カクテル療法」往診使用 “一部医療機関先行で“厚労相←9／3→9／18 

・「抗体カクテル療法」 往診での使用は慎重に検討 厚生労働省←9／3→9／18 40 
・東京都内 コロナ自宅療養中に死亡 第5波の8月以降45人に 

・アメリカ 経済活動の再開進むも新型コロナ感染者は高い水準。 

09・17 水際対策強化に係る新たな措置（１7）――水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定

国・地域について（対策本部）→9／27 

・コロナワクチン 3回目の接種行う方針固める 厚生労働省 45 
・イタリア 全労働者にワクチン接種証明などの所持義務づけへ 

09・18 「抗体カクテル療法」（中和抗体薬による治療）全国的に往診での使用認可へ 厚労省←9／16→9／24 
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中和抗体療法とは（神奈川県資料より） 

 新型コロナウイルスが増殖するのを防ぐために、体内に抗体を注入する治療法です。／現時点で、厚生

労働省の特例承認を受けている中和抗体薬は、「ロナプリーブ（成分名カシリビマブ、イムデビマブ）」と

「ゼビュディ（成分名ソトロビマブ）」です。／抗体がウイルスの表面にあるスパイクたんぱく質に結合

し、人の細胞に侵入するのを防ぎます。ロナプリーブについては、2種類（カシリビマブ、イムデビマブ）

の抗体を混ぜ合わせて使用することから、抗体カクテル療法と呼ばれることがあります。／また、ゼビュ

ディについては、抗体（ソトロビマブ）がウイルスの保存性の高い領域（変異が起きにくい領域）に結合

することから、設計上は変異株にも効果を発揮すると期待されています。／発症から7日以内の軽症から

中等症、特に肺炎を起こしていない初期の患者に投与することで、ウイルスの増殖を阻止し、重症化を防

ぐ効果があります。 

 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/about/regn-cov2.html 

・「週末ミッドナイト接種」働く世代にワクチン接種を 東京 港区 

 https://www.city.minato.tokyo.jp/wakuchintan/corona_wakuchin/wakuchin1.html 

09・19 アメリカ 新型コロナの死者悼み 同数の67万本の白い旗並べる 5 
・コロナワクチン接種 途上国との格差拡大 WHOが分配の加速訴え←9／18→9／24 

09・21 東京都 発熱外来を設置の医療機関リスト公表 直接予約可能に 

・米ファイザー 5～11歳もワクチン接種対象に拡大 近く申請へ 

09・22 東京都 自治体の間でワクチンを融通する動き広がる 

・病院でのクラスター 25人中24人が「ブレイクスルー感染」群馬←→ 10 
（参考）ブレイクスルー感染 

ブレークスルー感染とは、2回目の新型コロナワクチン接種を受けてから2週間後以降に、新型コロナウ

イルスに感染すること」を指します。もともとブレークスルーとは「通り抜ける」という意味。文字通り、

ワクチンの網から「通り抜けて」感染してしまうことを指します。／なぜワクチン接種をしてから「2週

間」なのか。それは新型コロナワクチンの2回目から2週間くらいで十分な免疫ができると考えられて

いるからです。2回目のワクチンを受けてからの日数は問いません。 

 https://www.soujinkai.or.jp/himawariNaiHifu/covid19-breakthrough/ 

09・23 FDA（米食品医薬品局）、米ファイザーワクチンの3回目接種を許可 65歳以上など対象 

・「ブレイクスルー感染」でクラスター 介護施設の32人 福井←9／22→1／6 

09・24 “宣言” 医療提供体制など確認し28日判断したい 西村大臣 15 
・3回目接種 “職域で2回受けた人も原則自治体で” 河野大臣 

・WHO 軽症患者向け「抗体カクテル療法」を初めて推奨←9／19→10／28 

09・25 ワクチン接種「日本では12月以降に3回目のタイミング」専門家 

・米CDC(アメリカ疾病予防管理センター) ファイザーワクチン3回目接種の対象発表 医療従事者も 

09・26 “宣言解除で対策緩和の具体的内容 政府が明示を”首都圏4知事 20 
・沖縄 玉城知事 宣言解除でも飲食店への時短要請は継続の方針 

09・27 水際対策強化に係る新たな措置（１８）ーーワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国

後の待機期間について（対策本部）→11／19 

・緊急事態宣言 まん延防止措置 今月30日で全て解除の方針 政府 

・厚労省AB会合（第53回）←9／16（第52回）→10／6（第54回） 25 
・東京 大阪のワクチン大規模接種センター 予約枠が大幅に余る 

09・28 政府対策本部会合（第77回）←9／9（第76回）→10／8（第78回） 

・基本的対処方針分科会会合（第17回））←9／9（第16回）→11／19（第18回）【■ココで、次回

会合まで間隔が空く】 

・緊急事態宣言 まん延防止等重点措置 30日すべて解除決定 政府。 30 
・新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了→10／8（新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の実施状況

に関する報告） https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_houkoku_20210928.pdf 

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示→9／30 

・新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組（対策本部決定） 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030928_2.pdf 35 
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・尾身会長 対策継続やワクチン接種など「解除に5つの条件」 

（①混雑した場所を避け、換気を行い、大声を控えるなどこれまでの対策を続けること、②ワクチンの接種への協力を求

めること、③国や自治体に対して、行動制限の解除は段階的に慎重に行い、重点措置は使わないものの知事は必要であれ

ば対策を続けること、④ワクチンが行き渡る前の過渡期の今、検査や換気のための二酸化炭素濃度のモニターといった

科学技術を活用した対策や、医療供給体制のさらなる強化を進めること、⑤感染拡大の予兆があれば、深刻な医療ひっ迫5 
にならないよう機動的に対応すること） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210928/k10013280051000.html 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（変更）←9/9→11/19（次回変更まで、若干間隔が空く） 

09・29 自民党総裁選、開票結果（敬称略。1回目投票：河野太郎候補255票（議員票86、党員票169）、

岸田文雄256票（議員票146、党員票110）、高市早苗188票（議員票114、党員票74）、野田聖子6310 
票（議員票 34、党員票 29）で、有効投票総数（762 票）の過半数を超える得票を得た候補者がいなかっ

たため、上位2名（岸田候補と河野候補）による決選投票が。決選投票：岸田257票（議員票249、都道

府県票8）、河野170票（議員票131、都道府県票39）で、岸田候補が新総裁に。 

 https://www.jimin.jp/news/information/202062.html） 

・大規模接種センター 16歳以上なら全枠で予約可能に 防衛省 15 
・“宣言”解除後 飲食店などでの制限 段階的に緩和へ 政府 

・解除後 関東6県 飲食店の酒提供認めるも対応異なる 

9・30 緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置、全面解除←4／25（発令）→1／21（2回目の

まん防発令） 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了（新型コロナウイルス感染症対策本部長［としての内閣総理大臣］） 20 
 https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_houkoku_20210928.pdf 

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示（新型コロナウイルス感染症対策本部

長）→2022(令和4)年1／7 

 https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20210928.pdf 

・緊急事態宣言解除後の対応（新型コロナウイルス感染症対策推進室［内閣官房］） 25 
 https://corona.go.jp/emergency/ 

・新型コロナワクチン 1回目接種 全人口の7割に 2回目は6割近く 

・田辺三菱製薬 コロナワクチン 日本で臨床試験へ 各社で開発進む 

・東京都 感染警戒レベル 10か月ぶりに一段引き下げへ 

・米ユナイテッド航空 ワクチン接種拒んだ社員593人を解雇へ 30 
【2021(令和3)年10月】 9月末で緊急事態宣言・まん防解除に伴い、GoToトラベル再開の動き 

10・01 新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内（内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進

室） https://corona.go.jp/action/ 

・（便宜ここに）生活を支えるための支援のご案内（厚生労働省） 
 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf 35 
・（同上）新型コロナウイルス感染症について（厚労省）（各種情報を包括的に知ることができる） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

・（同上）新型コロナウイルス感染症の影響により生活にお困りの皆さまへ（厚労省） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto_00012.html 

・（同上）雇用調整助成金 （新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）（厚労省） 40 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 

・学校 分散登校から通常授業に「久しぶりに話ができた友達も」 

・緊急事態宣言解除 空港には出張の人が “直接会って会話を” 

・緊急事態宣言解除 “再開”各地で 

10・02 宣言解除初日の昨日 夜を中心に各地で人出が増加 45 
・「感染再拡大に備え医療体制の強化を」全国知事会が国に提言 

10・03 宣言解除され初めての週末 渋谷の飲食店街 若者などでにぎわう 

・解除後初の土曜日 2日の人出 多くの地点で前4週平均より増 

10・04 東京都 新型コロナ 87人感染確認 ことし初めて100人下回る 
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・ワクチン2回目接種終了 全人口の60％超に 

・大規模接種センター 16歳と17歳への接種開始 予約枠に空き有り 

10・05 ワクチン相 3回目は12月開始想定 希望する人の接種推進へ 

・東京都 第6波に備え 臨時の医療施設整備など「即応体制」検討 

・EU医薬品規制当局 ワクチン3回目接種 18歳以上に認める見解 5 
10・06 厚労省AB会合（第54回）←9／27（第53回）→10／13（第55回） 

・コロナ 重症化リスクの新たな指標作成 入院決める際などに活用 

・大阪 予約なしワクチン接種 府庁新別館で始まる 

10・07 GoToトラベル “課題踏まえ 運用見直しを検討” 国交相 

・「第5波」 感染した40代の約1割 酸素投与が必要な状態に 10 
・“コロナ飲み薬”開発の製薬大手幹部「日本でも年内供給を」 

10・08 政府対策本部会合（第78回）（持ち回り）←9／28（第77回）→10／15（第79回） 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の実施状況に関する報告（対策本部）←2020(令和2)年6／

4（特措法改正案に対する衆参両議院附帯決議に基づく国会への報告) 
 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/houkoku_r031008.pdf 15 
・新型コロナ 抗原検査キット 薬局で販売始まる 

・大規模コンサート ワクチン証明活用で観客数上乗せ 実証事業へ 

10・09 “宣言”解除から1週間 各地の人出 日中・夜間ともに増加 

・ブラジル コロナ死者60万人超も規制緩和の政府対応に懸念の声 

10・10 東京都 新型コロナ 7人死亡 感染確認はことし最少の60人 20 
10・11 東京都 コロナ感染で自宅療養の妊婦支援 助産師が健康観察へ。“コロナ後遺症” 感染の半年

後にも4人に1人で。飲み薬「モルヌピラビル」米で緊急使用の申請 許可なら世界初 

10・12 中程度から重い免疫不全の人 3回接種標準化すべき WHO諮問委 

・コロナ第6波対策 “発熱外来を地図上で公開”（東京都医師会長） 

10・13 厚労省AB会合（第55回）←10／6（第54回）→10／20（第56回） 25 
・ 厚労省  ワクチン接種者などの行動制限緩和へ ホテルなどで実証実験へ 

・10代・20代の男性 米ファイザーワクチン接種検討を推奨へ 

10・14 岸田首相、 尾身会長と会談 病院のコロナ対応貢献 可視化の方針 

・感染状況改善傾向も「冬に備えワクチンを」都モニタリング会議 

10・15 政府対策本部会合（第79回）←10／8（第78回）→11／12（第80回） 30 
・東京都 新型コロナ感染状況 年代別割合は20代が最も高く22.4％ 

・10代と20代男性、ファイザーのワクチン接種も選択可能に 厚労省 

10・16 新型コロナ 入院患者受け入れ2割増 都道府県に求める 厚労省 

10・17 新型コロナワクチン 全人口の74％余が1回接種、2回接種は66％余 

10・18 東京都 新型コロナ 6人死亡。ことし最少の29人感染確認 35 
・体操 世界選手権で技術実証 接種証明活用し観客数を上限までに 

10・19 ワクチン効果の持続期間は 近畿大学で抗体量の追跡調査始まる。 

・アメリカ パウエル元国務長官死去 コロナ感染に伴う合併症で 

・ブラジル コロナ感染対策調査の特別委 遺族が政府の対応批判 

10・20 新型コロナ専門家会合「もう一段感染減少を」対策徹底呼びかけ 40 
・厚労省AB会合（第56回）←10／13（第55回）→10／26（第57回） 

・東京都 10月25日以降 第三者認証受けた飲食店の時間制限なくす方針 

・ロシア 新型コロナの死者数が過去最多に ワクチン接種進まず 

10・21 東京・大阪“時短要請”解除決定 

・指をかざすだけ ワクチン接種を証明 日立などがシステム開発 45 
・進む制限緩和、海外で再拡大も。イギリス、新型コロナ感染 連日4万人超 政府新たな対策取らず 

・FDA（米食品医薬品局）、モデルナと米J＆J（ジョンソン・エンド・ジョンソン）の新型コロナワクチン 

追加の接種許可 
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10・22 新型コロナウイルス感染症対策項目（内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室） 

 https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf（23項目につき、省ごとに「一覧表」形式で掲

載されており、概観に便利） 

・（便宜ここに）新型コロナウイルス感染症対策（首相官邸）（種々の情報を包括的に提供） 

 https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 5 
・ファイザー ワクチン3回目接種、有効性“95.6％” 臨床試験結果 

・「留学生にビザ発給再開を」日米の大学教授ら 日本政府に要望 

・米CDC モデルナとJ＆Jコロナワクチン 追加接種の対象者を発表 

10・23 コロナワクチン接種 81人を救済認定 医療費など支給へ 厚労省 

・7月までの「超過死亡数」例年を上回る 新型コロナ影響か 10 
【■超過死亡数［excess death number］＝ 感染症が流行した一定の期間の死亡数が、過去の平均的な水準をどれだけ

上回っているか示す指標。元来は、インフルエンザの流行を評価するために開発された ↔ 過少死亡数】 

○日本の超過および過少死亡数ダッシュボード https://exdeaths-japan.org 

（参考）新型コロナウイルスによる本当の死者数は？ 各国の超過死亡を見る 

 https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-53087991 15 
10・24 1都3県 飲食店への時短要請 あす解除（新型コロナの感染者数、24日現在、全国で236人） 

・シンガポール ワクチン未接種者に職場への出社認めない方針 

10・25 東京コロナ感染者、ことし最少17人。2日連続20人下回る 

・東京都、飲食店への時短（営業時間短縮）要請解除 

（参考）営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内（東京都） 20 
 https://jitan-portal-metro-tokyo.force.com/s/ 

・新型コロナワクチン 2回接種は全人口の69％余に 

・熊本の製薬会社開発ワクチンを3回目接種に 年内に臨床試験開始 

・ロシア コロナ感染再拡大 モスクワなどで経済活動制限へ 

10・26 厚労省AB会合（第57回）←10／13（第56回）→11／9（第58回） 25 
・コロナ専門家会合「改善状況維持へ 一人一人が感染対策を」 

・イタリアでワクチン接種進む 背景に「グリーンパス」 

10・27 政府調達の布マスク 8000万枚余が未配布 保管費用は約6億円 

・JR東海 2年連続で最終赤字の見通し 東海道新幹線の利用者減で 

・米FDA ファイザーワクチン “接種対象 5～11歳に拡大” 許可へ 30 
10・28 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第9回 持ち回り）←9／8（第8回）→11／8（第

10回） 

・イベント開催制限等のあり方について（分科会） 

・イベント“上限1万人”終了 来月から収容人数の半分までの方針 

・ワクチン3回目接種 2回終えた“全員対象”の方針 厚労省分科会 35 
・「抗体カクテル療法」予防目的の投与認めるか 来月4日判断へ←9／24→12／25 

10・29 新型コロナ 新規感染者数 今年に入って最も少ない水準に 

・“無症状の4人に1人が肺炎に” コロナ感染者を追跡調査 和歌山 

・東京都 新型コロナ感染発表の人数訂正 これまでより4065人増 

・WHO、事務局長選の候補者届け出が現職テドロス・アダノム・ゲブレイェスス氏（Tedros Adhanom 40 
Ghebreyesus 1965(昭和40)年生）以外になかった、と発表。同氏続投 

10・30 米FDA ファイザーのワクチン 接種可能年齢を5～11歳に拡大 

10・31 第49回総選挙 与党293議席（自民261(-15)、公明32(+3)）vs野党172議席（立民96(-

14)、共産10(-2)、維新41(+31)、国民11(+3)、れいわ3(+2)、社民1(0)、NHK党0(-1)、無所属

10(-3)）（参考）定数：465議席、過半数：233議席、3分の2：310 45 
 https://shugiin.go2senkyo.com/49/ 
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・G20サミット ワクチン“来年半ばまでに世界人口70％に接種へ” 

・新型コロナ ワクチン接種回数 世界で70億回に達する 
【2021(令和3)年11月】月末に新型変異株（＝オミクロン株）見つかる→「水際対策」大幅強化 

新型コロナウイルス感染症（変異株）のまとめ 
 一般的にウイルスは増殖や感染を繰り返す中で少しずつ変異していくものであり、新型コロナウイル
スも約2週間で 一箇所程度の速度で変異していると考えられている。国立感染症研究所は、こうし
た変異をリスク分析【注1】し、その評価 に応じて、変異株を【①】「懸念される変異株（VOC）」、
【②】「注目すべき変異株（VOI）」、【③】「監視下の変異株（VUM)」【の3つ】に 分類※１。変異株
の発生動向はゲノムサーベイランス【注2】 

１. 懸念される変異株（Variant of Concern : VOC）） 
主に感染性や重篤度が増す・ワクチン効果が減弱するなど性質が変化した可能性が明らかな株 
 • B.1.351系統の変異株（ベータ株）※２  
 • P.1系統の変異株（ガンマ株）  
 • B.1.617.2系統の変異株（デルタ株）※３  
 • B.1.1.529系統の変異株（オミクロン株） 
２. 注目すべき変異株（Variants of Interest : VOI） 
主に感染性や重篤度・ワクチン効果などに影響を与える可能性が示唆されるかつ国内侵入・増加するリス
ク等がある株 

 ・現在該当なし。 
３. 監視下の変異株（Variants under Monitoring : VUM） 
主に感染性や重篤度・ワクチン効果などに影響を与える可能性が示唆される又はVOC/VOIに分類され
たもので世界 的に検出数が著しく減少等している株 

 ・B.1.1.7系統の変異株（アルファ株） 
 ・ B.1.617.1系統の変異株 (旧カッパ株） 
 ・ C.37系統の変異株（ラムダ株） 
 ・ B.1.621系統の変異株（ミュー株） 
 ・ AY.4.2系統の変異株（デルタ株（亜系統））※３ 
※１ 国立感染症研究所では、WHO 等の分類方法を参考に、変異株をVOC、VOI、VUM に分類して
いる。国内での検出状況等を加味することから、分類は各国によって異なる。 

※２ PANGO系統(pango lineage)は、新型コロナウイルスに関 して用いられる国際的な系統分類
命名法であり、変異株の呼称として広く用いられている。括弧内の変異株名は、WHOラベルである。 

※３ デルタ株は、 PANGO 系統の B.1.617.2 系統及びその亜系統にあたる AY 系統を含んでい
る。 

(出典)国立感染症研究所、WHO 
【注1】リスク分析（Risk analysis）とは、リスクアセスメントのプロセスのひとつ。リスクアセスメ
ント（Risk assessment）とは、ISO規格では、リスク特定、リスク分析、リスク評価を網羅するプ
ロセス全体を指す。 

・リスク特定 (risk identification) - リスクを発見し、認識し、記述するプロセス  
・リスク分析 (risk analysis) - リスクの特質を理解し、リスクレベルを決定するプロセス  
・リスク評価 (risk evaluation) - リスク（とその大きさ）が受容可能か（許容可能か）を決定するた
めにリスク分析の結果をリスク基準と比較するプロセス 

  通常は、リスクアセスメントの後で、リスク対応をする。リスク対応の手段には、リスク源の除去、
起こりやすさの変更、結果の変更、他者とのリスクの共有、リスクの保有などがある。 

【注2】サーベイランス（surveillance）＝調査監視のこと。 
 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000880816.pdf 5 
11・01 東京都 新型コロナ 新規感染確認が1年5か月ぶりに1桁に 

・新型コロナウイルスの死者 世界全体で500万人超える 

11・02 政府 ビジネス目的の入国者 待機期間 原則3日間に短縮の方針 

・自殺対策白書 働く女性の自殺増加 新型コロナで労働環境変化か 

・ワクチン接種義務化のNY 未接種の市職員約9000人が休職扱い 10 
11・03 ワクチン接種証明アプリ 損保大手が提供へ 

・米CDC、ファイザーのワクチン “5～11歳の子ども 接種を推奨”  

11・04 “新型コロナで受診控え” がん診断件数 約9％減少 

・新型コロナ 飲むタイプの抗ウイルス薬 イギリスが初承認 

11・05 水際対策強化に係る新たな措置（１９）――ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限15 
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及び 外国人の新規入国制限の見直し（対策本部）→11／19 

・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について→11／29 

・新型コロナ 飲むタイプの抗ウイルス薬 イギリスが初承認 

11・06 ワクチン臨床試験 新指針 数万人規模の試験なしでも有効性判断 

・ワクチン3回目接種 専門家「12～1月に接種進めることが重要」 5 
11・07 政府が大量調達も未配布のマスク 定期配送受け付け 

・ロシア コロナ感染拡大止まらず 感染者数は過去最多に 

11・08 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第10回）←10／28（第9回）→11／16（第11回） 

・ 新たなレベル分類の考え方（分科会） 

 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai10/newlevel_bunrui.pdf 10 
・コロナ対策 医療ひっ迫度重視の「5 段階レベル」まとまる（上記）【■5 つのレベル＝①レベル 0(感染者

ゼロレベル)、②レベル１（維持すべきレベル）、③レベル２（警戒を強化すべきレベル）、④レベル３（対

策を強化すべきレベル）、⑤レベル４（避けたいレベル）を分類・提案）】←従前：4つのレベル（ステージ

I～ステージIV）については、2020(令和2)年8／7の項を参照（従前は、ステージIIIが「まん防」発令

の目安であった）。 15 
・入国時の待機 きょうから3日間に短縮 外国人の入国も一部再開 

11・09 厚労省AB会合（第58回）←10／26（第57回）→11／17（第59回） 

・新型コロナ 新規感染者は“最低水準” 維持が重要 専門家会合 

・アメリカ ワクチン接種外国人の入国措置開始 事実上の大幅緩和 

11・10 第206回国会（特別会）召集（～11／12。会期3日間）→12／6 第207回国会（臨時会） 20 
・岸田文雄 改造内閣（第101代）発足 

・“10万円相当給付” 年収960万円の所得制限で自民と公明が合意 

・ワクチン 来月から3回目接種 職域接種は来年3月めど開始方針 

・ファイザー“5歳から11歳もワクチン対象に” 厚労省に承認申請 

11・11 コロナワクチン有効性87％ “デルタ株にも極めて有効か” 25 
・ファイザーワクチン 国内初の“3回目接種”を承認 厚労省 

・新型コロナワクチン モデルナも厚労省に“3回目接種”承認申請 

11・12 政府対策本部会合（第80回）←10／15（第79回）→11／19（第81回） 

・次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像（対策本部決定） 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_031112_2.pdf 30 
・新型コロナとインフル 同時感染で重症化のおそれ 長崎大学など 

・ドイツ コロナ新規感染者5万人超 ワクチン未接種者の規制強化 

11・13 Go Toトラベル 来年2月ごろ再開すべきとの意見 政府内で強まる 

・APEC首脳会議 首脳宣言を採択 “新型コロナ対策で協力” 

11・14 欧州で新型コロナの感染再拡大 飲食店など規制強化する動きも 35 
・大規模イベント・飲食店等の行動制限緩和の具体案まとまる 

・3回目接種用のワクチン 約400万回分 あすから全国に配送 

11・15 7～9月のGDP発表（実質GDP成長率は、前期比－0.8％（年率換算－3.0％）と2四半期ぶり

にマイナス）→2022(令和4)年2／15 

 https://www.murc.jp/report/economy/forecast/gdp/gdp_res_2111/ 40 
・外国人に予約不要のワクチン接種会場 東京 北区 

11・16 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第11回）←11／8（第10回）→12／23（会長

談話） 

・「ワクチン・検査パッケージ」制度要綱案を了承 政府分科会 https://corona.go.jp/package/ 

・分科会の専門家など 第5波までを教訓に「医療体制の在り方」 45 
 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai11/gijisidai.pdf 
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11・17 厚労省AB会合（第59回）←11／9（第58回）→11／25（第60回） 

・堀内ワクチン相 3回目の個別接種 モデルナ可能の方針明らかに 

・3回目ワクチン接種「2回目からの間隔 原則8か月以上で」厚労省 

・ワクチンチーム会合第1回【■ワクチン接種推進担当大臣と、政務三役からなる会合。12／27までに10

回の会合を重ねた。これまた重要な使命を帯びた会合ではあるが、詳細は割愛。詳しくは、下記参照】 5 
 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/vaccine_team/index.html 

・5～11歳への接種 “早ければ来年2月ごろに開始可能性” 厚労省 

11・18 ドイツ 新型コロナの新規感染 6万5000人超で過去最多に 

・米CDC 新型コロナ 再感染拡大懸念 “追加ワクチン接種を” 

11・19 政府対策本部会合（第81回 持ち回り）←11／12（第80回）→12／1（第82回） 10 
・基本的対処方針分科会会合（第18回））←9／28（第17回）→2022(令和4)年1／7（第19回）【■

ココで、年明けまで約2か月間隔が空く】 

・コロナ克服・新時代開拓のための経済対策（閣議決定） 

 https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html 

・水際対策強化に係る新たな措置（１８）――ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間15 
について（対策本部）→11／29 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000857061.pdf 

・“医療ひっ迫なら通常医療制限” 新型コロナ対処方針案を了承 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（対策本部決定）←9／9→2022(令和4)年1／7（ここ

で、次回「対処方針」発出までの間隔が空く。代わって以後、オミクロン株まん延に伴い、「水際対策」が頻20 
繁に追加変更されることになる） 

・ワクチン・検査パッケージ制度要綱（対策本部）（クチン・検査パッケージ＝事業者(飲食店やイベント主催

者)が、利用者(入店者・入場者)のワクチン接種歴又は検査結果の陰性のいずれかを確認することで感染リ

スクを低減させ、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において適応される行動制限を緩和する制度） 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_031119_1.pdf 25 
・米バイデン大統領 開発中のコロナ飲み薬 1000万回分購入を発表 

・「Go Toトラベル」見直し策まとまる 再開は年明け以降に 

11・20 EU コロナ軽症患者向け飲み薬「モルヌピラビル」使用認める 

・米CDC コロナワクチン 3回目接種対象を18歳以上すべてに拡大 

11・21 新型コロナ 国の貸付金 特例申請期限 来年3月末まで延長へ 30 
・ロシア 新型コロナ死者数が過去最多 地方都市では医療ひっ迫も 

11・22 豪 来月から日本人などの入国を再開へ ワクチン接種など条件に 

・コロナ 欧州 韓国で感染再拡大 

・3回目ワクチン接種へ 医療従事者などに接種券発送開始 神戸市 

11・23 ヨーロッパ各国 ワクチン接種進めるため対策強化 感染再拡大で 35 
・アメリカ「ロックダウン避けられる」追加接種などで 政府高官 

11・24 東京オリンピック 新型コロナが選手の技術と精神に影響か 

・韓国 新型コロナ 23日の感染確認は初の4000人超 過去最多に 

11・25 厚労省AB会合（第60回）←11／17（第59回）→12／1（第61回） 

・ECDC（欧州疾病予防管理センター）“ワクチン追加接種 早期に検討すべき” 欧州感染急拡大で 40 
・都内への旅行 1泊当たり5000円程度の補助検討 東京都 

・新型コロナ専門家会合「感染状況 去年の夏以降最も低い水準」 

11・26 南アフリカでワクチンの効果低下させる新たな変異ウイルス発見（＝オミクロン株［初出］） 

・南アフリカなど6か国対象 水際対策強化 新たな変異株確認で 
・令和3年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用実績（単位：億円） 45 

閣議決定日 事 項 金 額 
令和3年度予算額 50,000 
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4月30日(金) 新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金 5,000 
5月14日(金) ワクチンの確保 5,120 

8月27日(金) 

ワクチン接種の促進 8,415 
適切な患者療養の確保(治療薬の確保等) 2,373 
検疫体制の確保 241 
緊急雇用安定助成金等 841 
緊急小口資金等の特例貸付 1,549 
コロナ禍で公演を延期した音楽•演劇等に関する開催支援 627 
コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業 180 

11月26日(金) 子育て世帯に対する給付(仮称) 7,311 
予備費残額 18,343 

 https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2021/sy211126.pdf 

11・27 新変異ウイルス「オミクロン株」 懸念される変異株に指定 WHO 

・世界各地で渡航制限 新たな変異ウイルス確認で水際対策強化 

11・28 「オミクロン株」英・独でも感染例確認 入国制限の動きが拡大 

・国内ワクチン生産・開発 政府が新たな補助制度 5 
11・29 政府 オミクロン株対応 きょうから外国人の新規入国 原則停止 

・オミクロン株に対する水際措置の強化について（内閣官房 法務省 外務省 厚生労働省） 
（緊急避難的対応として、予防的観点から当面1か月の間、以下の措置を講じる。／１．外国人の入国停止／11月30日

以降外国人の入国を停止する。／※既存の査証発給済者を含む。／以下略 ２. 日本人等の入国規制強化／ 以下の国・

地域からの帰国者等に対する指定施設待機措置を追加する。／10日間待機国：アンゴラ（これにより、計１０か国）／10 
６日間待機国：（略）（計４か国）／３日間待機国地域：（略）（計９か国・地域）／以下略 ワクチン接種者を含め、全て

の日本人等の帰国者等に14日間の待機を求める。 ３．モニタリングの強化等／（１）オミクロン株に係る指定国から

の入国者について、入国者健康確認センターの健康フォローアップを強化する。／（２）変異株サーベイランス体制を強

化する。４．感染症危険情報の引上げ／（略） ５.入国者総数の引下げ／以下略） 

 https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku3_20211129.pdf 15 
・水際対策強化に係る新たな措置（２０）（オミクロン株に対する水際措置の強化）（対策本部）→12／3 

・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→11／30 

11・30 オミクロン株感染者 日本初確認 ナミビアから入国の30代外交官 

・オミクロン株への対応に関するタスクフォースの開催について（関係省庁申合せ） 

・オミクロン株への対応に関するタスクフォース会合（第1回）【■以後、2022(令和4)年3／3 までに、20 
27回の会合。重要な会合ではあるが、スペースの関係で、詳細は割愛する。下記を参照】 

 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/omicron_tf/index.html 

・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→12／1 

・首相 オミクロン株 “まだ危機のさなか 気引き締め対応を” 

【2021(令和3)年12月】オミクロン株、世界に蔓延 「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定25 
国・地域について」、毎日のように更新 

12・01 政府対策本部会合（第82回 持ち回り）←11／19（第81回）→2022(令和4)年1／7（第83回） 

・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→12／2 

・厚労省AB会合（第61回）←11／25（第60回）→12／8（第62回） 

・モデルナCEO 現在のワクチン“オミクロン株への効果低くなる” 30 
・米FDA専門家委 メルク開発のコロナ飲み薬 緊急使用許可を支持 

・「オミクロン株」国内2人目感染確認 ペルーから入国の20代男性 

・コロナワクチン3回目の接種 きょうから医療従事者対象に開始 

・日本到着の国際線の新規予約停止を要請 12月末まで 国土交通省【結局、「朝令暮改」となる→12／2】 

12・02 ・ワクチン開発・生産体制強化関係閣僚会議第2回会合←7/30（第1回）【■当面最後】 35 
・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→12／3 

・国際線新規予約の一律停止要請取り下げ 国交省 航空会社に通知→12／4 

・手の消毒液 ノンアルコールとアルコール 場面に応じ使い分けを 

12・03 水際対策強化に係る新たな措置（２０）、水際対策強化に係る新たな措置（２１）――オミクロン株
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に対する水際措置の強化（２）（対策本部）→12／9 

・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→12／6 

12・04 全日空と日本航空 日本への到着便 新規の予約受付を再開 

・ワクチン接種後の「心筋炎」などは “重大な副反応” 厚労省【■心筋炎＝ウイルス感染により心筋細胞に

炎症が起こり、心筋本来の機能が失われ、ポンプである心筋の収縮不全や不整脈を生じる疾患】 5 
・3回目接種に国産ワクチン 塩野義製薬 臨床試験開始 

・ノルウェー オミクロン株集団感染 クリスマスパーティーの13人  

12・05 オミクロン株 デルタ株などと別系統ウイルスに変異重なったか 

12・06 第207回国会（臨時会）召集（～12／21。16日間） 

・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→12／7 10 
・オミクロン株国内3例目 日本人初の感染確認 イタリアに滞在歴 

・米ファウチ博士 オミクロン株 “重症化の度合い高くないか”  

・「ワクチンパスポート」で特典 試験的事業始まる 札幌など 

12・07 水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→12／9 

・オミクロン株 国内3例目の濃厚接触者 41人のうち21人が都内に 15 
・第6波に備え 全国で約3万7000人の入院可能数を確保 厚生労働省 

・政府 「オミクロン株」日本人初感染受け 水際対策徹底へ 

12・08 厚労省AB会合（第62回）←12／1（第61回）→12／16（第63回） 

・米ファウチ博士 オミクロン株 “重症化あまり見られない” 

12・09 水際対策強化に係る新たな措置（２２）（オミクロン株に対する水際措置の強化（３））→12／28 20 
・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→12／10 

・オミクロン株 軽症の可能性も「結論を出すには早すぎる」WHO 

12・10 水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→12／13 

・オミクロン株“重症化 入院リスクはデルタ株より低い傾向”WHO 

・水際対策 指定宿泊施設 不足懸念で自治体に協力要請 政府 25 
・新規感染者全員に遺伝子解析実施へ オミクロン株か調査 岩手 

12・11 英でG7外相会合開催へ 新型コロナ対策や安全保障なども議論か 

・給付“全額現金かクーポン併用か” 政府 柔軟運用へ検討急ぐ 

12・12 ワクチン3回目“打ち手”確保へ「扶養特例」来年9月末まで延長 

・10万円 現金かクーポンか 与党“自治体判断”野党“全額現金” 30 
12・13 水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→12／14 

・ WHO「オミクロン株感染拡大 デルタ株上回るペースか」 

・政府 “10万円” 年内に全額現金で一括給付も 衆院予算委 

・オミクロン株 中国本土で初の感染確認 国営メディア 

12・14 水際対策強化に係る新たな措置（２０） 35 
・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→12／15 

・イギリス首相「オミクロン株に感染して少なくとも1人が死亡」 

・岸田首相 “10万円相当 現金容認もクーポン活用の自治体支援” 

・政府 10万円相当給付 考え方まとめる 一括など3つを選択肢に 

・年末年始 新幹線予約状況 前年より89％増も感染拡大前の約60％ 40 
12・15 水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→12／16 

・オミクロン株 WHO “世界のほとんどの国に拡大” 対策呼びかけ 

・米 新型コロナ 死者の累計80万人超に オミクロン株警戒強まる 

・新型コロナの飲み薬 24日にも国内初承認に向け審議へ 厚労省 

・ファイザー 開発中のコロナ飲み薬“入院や死亡リスク89％減” 45 
12・16 水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→12／17 

・厚労省AB会合（第63回）←12／8（第62回）→12／22（第64回） 
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・東京都 全入国者の施設待機を緊急要望 オミクロン株感染受け 

・モデルナワクチン “3回目”承認 ファイザーとの交互接種も【交互接種＝前回とは異なるワクチンの使用】 

12・17 水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→12／20 

・ワクチン3回目 接種間隔短縮の考え方 自治体に通知 厚労省 

12・18 3回目接種 間隔短縮の対象 高齢者施設入所者などに拡大 5 
・ファイザー 5歳未満のワクチン臨床試験 3回目接種必要か検証 

12・19 ファイザーワクチンの追加接種 オミクロン株にも効果 WHO見解 

12・20 水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→12／21 

・アプリでコロナワクチン接種証明始まる 

・新型コロナ 入国した14人 オミクロン株感染確認 計82人に 10 
・欧米でオミクロン株 急拡大 オランダで厳しい規制も 

12・21 水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→12／22 

・モデルナ 3回接種「オミクロン株への中和抗体効果が大幅上昇」 

・接種証明アプリ“旧姓併記も利用 来月中には改善” デジタル相 

12・22 水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→12／23 15 
・厚労省AB会合（第64回）←12／16（第63回）→12／28（第65回） 

・オミクロン株「感染急拡大を想定すべき状況」専門家会合 

・政府調達の布マスク 保管倉庫を公開 在庫は年度内めどに廃棄へ 

12・23 新年末年始の感染拡大を防ぐために（分科会会長談話）→2022(令和4)年2／4（第12回）

【■ココで、次回会合までの間隔が空く】 20 
・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→12／24 

・首相「やりすぎのほうがまし」“市中感染”初確認で対策徹底へ 

・オミクロン株 京都府で確認 「市中感染」か 女性1人 経路不明 

・米ファウチ博士 オミクロン株重症化リスク デルタ株より低いか 

12・24 令和4年度予算案 政府案閣議決定→2022(令和4)年1／17 25 
 https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2022/fy2022.html 

・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→12／27 

・メルク開発の新型コロナ飲み薬 米FDAが「緊急使用の許可」 

・感染急拡大 フランスやイタリアで1日の感染者数が過去最多に 

・「モルヌピラビル」新型コロナの飲み薬として正式に承認 30 
12・25 抗体カクテル療法 オミクロン株に効果期待できず 投与推奨せず←10／28 

・オミクロン株の発症防ぐ免疫持つ人は14.8％ 京大グループ推計 

12・26 新型コロナ感染者 フランスは1日10万人超 イタリアも過去最多 

12・27 水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→2022(令和4)年1／4 

・オミクロン株 国内接種者でもワクチン効果大幅低下か 北里大 35 
・オミクロン株濃厚接触者 大学受験 一定条件で別室受験可能へ 

・オミクロン株感染者と同じ飛行機の乗客 濃厚接触は“前後2列” 

12・28 水際対策強化に係る新たな措置（２３）（オミクロン株に対する水際措置の強化の継続）について→1／11 

・厚労省AB会合（第65回）←12／22（第64回）→2022(令和4)年1／6（第66回） 

・オミクロン株 濃厚接触者変更 背景に送迎など自治体の負担集中 40 
・東京 江戸川区 コロナ支援 住民税非課税世帯に10万円給付開始 

12・29 臨床検査技師らを3回目接種の担い手に 感染拡大に備え 

・山口 米軍岩国基地で過去最多の80人が新型コロナ感染 

12・30 東京都の無料検査施設 帰省前の人などで混雑 

・オミクロン株 症状引き起こす力弱い可能性も“拡大なら重症化” 45 
12・31 WHO事務局長 “ワクチンの公平な分配急ぐべき” 

・コロナ禍での生活困窮 生活相談や食料配布で支援 東京 
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コロナ2年目の状況（振り返り） 
■国内の発生状況（厚生労働省資料） 

発生状況 （令和4年1月4日0:00閲覧）日本の状況 

 
（括弧内は前日比） 5 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html 

■6回のピーク（うち2021(令和3)年末まで5回） 

 第1波：2020(令和2)年3～5月（ピーク：4月11日［720人］） 

 第2波：7～9月（ピーク：8月7日［1,605人］） 

 第3波：2021(令和3)年1月（ピーク：１月８日［7,955人］） 10 
 第4波：4～5月（ピーク：5月28日［7,234人］） 

 第5波：7～9月（ピーク：8月20日［2万5,852人］）（過去最大） 

（参考）2022(令和4)年 

 第6波：2022(令和4)年1月 

■各国・地域における新型コロナウイルスの感染状況（外務省HP） 15 
 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/country_count.html 

2022(令和4)年 コロナ3年目 ピークアウトするかと思いきや、オミクロン株の感染
者急拡大 

【01月】第6波に突入 

01・01 政府 オミクロン株に最大限警戒 無料検査や病床確保など整備へ 20 
・沖縄 関連アメリカ軍 235人のコロナ感染確認 1日で過去最多 

・元日も新型コロナ対応「発熱外来」当番制で設置 東京 調布 

01・02 京都府「オミクロン株」13人感染確認 会食でクラスターも発生 

・沖縄 玉城知事「オミクロン株 かつてないスピードで感染拡大」 

01・03 東京大神宮で職員のクラスター発生 初詣の一般参拝など中止 25 
・東京都 新型コロナ 103人感染確認 100人超は去年の10月8日以来 

01・04 水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→1／7 

・沖縄 無料の民間PCR検査が混雑 新型コロナ感染再拡大で 

・沖縄県 新型コロナの感染再拡大で急きょ対策本部会議開催へ 

・イスラエル 60歳以上など対象拡大し4回目のワクチン接種始まる 30 
01・05 オミクロン株 感染急拡大の地域で自宅療養認める通知 厚労相 

・沖縄県 新型コロナ 623人感染確認 600人超は去年8月28日以来 

・米軍岩国基地 新型コロナ 新たに182人感染確認 一日で過去最多 

・ヨーロッパで感染拡大歯止めかからず 各国で感染者過去最多に 

・アメリカ 一日の感染者100万人超 オミクロン株拡大か 35 
01・06 厚労省AB会合（第66回）←12／28（第65回）→1／13（第67回） 

・新型コロナ専門家会合 “今後さらに急拡大するおそれ強い” 

・米ファウチ博士 オミクロン株 「感染対策緩めるべきではない」 
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・IOCバッハ会長 来月4日開幕の北京五輪 予定どおりの開催強調 

・医師会長「全国的に第6波に突入 “まん延防止措置” 早めに」 

第6波（岐阜県資料より） 
【「第6波」突入】 

 全国でオミクロン株による感染が拡がり、今や「第 6 波」の渦中にあります。本県においても年明

け以降、帰省あるいは家族や友人との会食に端を発した感染者が急増しており、すでに 8 割近くがオ

ミクロン株に置き換わっていると思われます。従って、もはや日常レベルにはなく、これまでにない

感染爆発を警戒すべき状況にあります。 

 まず、オミクロン株には以下の警戒すべき特徴があります。参考資料1（略） 

〇 高い伝播性 

・感染力の強さがデルタ株の 3 倍程度。沖縄県では 2 日足らずで感染者が倍、連日過去最多の感染者

数を更新するなど、爆発的に感染が拡大。 

〇 短い潜伏期間 

・本県の感染例を見ると、デルタ株では5日程度であった発症までの期間が、オミクロン株では3日

程度。 

〇 ブレークスルー感染の懸念 

・英国の報告ではワクチン 2 回接種から 20～24 週経過した場合、発症予防効果は 10％程度まで低

下。本県オミクロン株感染確定者の大半がワクチン接種済。（以下略） 

 https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/197199.html 

01・07 政府対策本部会合（第83回）←12／1（第82回）→1／19（第84回） 5 
・基本的対処方針分科会会合（第19回）←11／19（第18回）【前回から約2か月間隔が空いた】→1

／19（第20回） 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（対策本部決定）←9／9→1／19 

・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→1／11 

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示→1／19 10 
・沖縄 山口 広島の「まん延防止」適用決定（1／9日から） 

01・08 オミクロン株 “自覚ない感染者”からの拡大に医師が危機感   

・インド ニューデリー 週末の外出を原則禁止に 感染急拡大で 

01・09 沖縄・山口・広島の3県に「まん延防止措置」（2回目）適用 （1／9～1／31）←1

回目：2021(令和3)年4／5～9／30  15 
・岸田首相 病床ひっ迫のおそれある場合 “行動制限措置を検討”  

・中国 天津でオミクロン株確認 1300万人以上にPCR検査開始 

01・10 “まん延防止”沖縄 連休最終日 那覇空港PCR検査場に長蛇の列   

・尾身会長ら 追加接種や飲み薬供給体制の整備加速を首相に要望 

01・11 岸田首相 3回目接種前倒し 自治体と連携強化 着実に実行を指示 20 
・水際対策強化に係る新たな措置（２４）（オミクロン株に対する水際措置の強化の継続）について→1／14 

・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→1／14 

・大阪府 半月でほとんどがオミクロン株に置き換わり 

01・12 欧州・中央アジア 6～8週間で人口の半数超が感染おそれ WHO   

・山際大臣「ワクチン・検査パッケージ」運用の見直し検討へ←2021(令和3)年11／19 25 
・全国知事会 “3回目接種 ワクチン供給量や時期 早期に提示を”   

・小池都知事 “事業継続計画 点検や策定を” 経済団体に要請 

01・13 厚労省AB会合（第67回）←1／6（第66回）→1／20（第68回） 

・東京都 コロナ警戒レベル1段引き上げ“社会活動停止の可能性” 

 https://www.nhk.or.jp/shutoken/newsup/20220120f.html 30 
・子どもへのワクチン接種 5歳以上に拡大 20日にも承認へ 厚労省   

・新型コロナ 3回目のワクチン接種 2回目との間隔短縮へ 厚労相 

・アメリカ 新型コロナ感染者 一日140万人超 医療体制への負担増   
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01・14 感染者の療養解除および濃厚接触者の健康観察の期間の短縮について（厚労省 AB）→1／21（オ

ミクロン株の特徴を踏まえた効果的な対策） 

・水際対策強化に係る新たな措置（２５）（オミクロン株に対する水際対策）について→1／28 

・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→1／18 

・東京都 病床使用率15％超に 上昇に歯止めかけられるか焦点  5 
・政府 コロナ濃厚接触者の待機期間を14日間から短縮する方針  

・3回目ワクチン接種間隔を前倒しへ 会場や打ち手の確保が課題に 

01・15 新型コロナ 国内の感染初確認から2年 

・濃厚接触者の待機期間短縮など 全国の自治体に通知 厚生労働省【■10日間に】  

・新型コロナ オミクロン株拡大で発熱患者急増 10 
01・16 新型コロナ テレワーク・時差出勤実施は限定的 NHK世論調査   

・2回接種の透析患者 新型コロナ感染の死亡率が3分の1に低下  

01・17 令和4年度予算 国会提出、審議開始→3／22（成立） 

 https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2022/fy2022.html 

・中国 春節の帰省本格化 北京市当局 五輪控えオミクロン株警戒   15 
・北京五輪・パラ 一般向けチケット販売せず 招待客のみ 組織委 

01・18 政府 「まん延防止措置」13都県に適用へ →1／21  

・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→1／28 

・大阪 “感染者の増加ペース予想以上 今後2倍 3倍にも” 専門家   

・13都県にまん延防止措置 病床使用率や感染状況は？ 20 
01・19 政府対策本部会合（第84回）←1／7（第83回）→1／25（第85回） 

・基本的対処方針分科会会合（第20回）←1／7（第19回）→1／25（第21回） 

・政府「まん延防止措置」13都県 追加決定 2022年1月21日から2月13日  

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示→1／25 

・東京都 新型コロナ 7377人感染確認 2021年8月を上回り過去最多に   25 
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（対策本部決定）←1／19→1／25 

・基本的対処方針変更「ワクチン・検査パッケージ」原則適用せず←2021(令和3)年11／19 

01・20 厚労省AB会合（第68回）←1／13（第67回）→1／26（第69回） 

・子どもへのワクチン接種 対象を5歳以上に拡大 承認方針を決定  1月21日から2月13日 

・“感染急拡大 高齢者に波及で重症者増加の可能性” 専門家会合 30 
01・21 2回目の「まん延防止等重点措置」、発令（～2／13）16都県に 要請の動きも相次ぐ   

・5歳～11歳の子ども対象 ワクチン接種 厚労省が正式承認   

・ワクチン3回目接種後 2人死亡 厚労省 “関連評価できず” 

01・22 オミクロン株「肺炎など重い症状は1年前より低い割合」感染研   

・東京都 新型コロナ 3人死亡 1万1227人感染確認 初の1万人超え   35 
・新型コロナ 国内新規感染者 初の5万人超え 

01・23 新型コロナ 中国 武漢の封鎖から今日で2年 

・オミクロン株 3回目接種で入院防ぐ効果90％に上昇 米CDC 

01・24 濃厚接触者 検査なしでも医師が感染と診断可能に 厚労相   

・新型コロナ影響 保育所やこども園の全面休園327か所 過去最多 40 
01・25 政府対策本部会合（第85回 持ち回り）←1／19（第84回）→2／3（第86回） 

・基本的対処方針分科会会合（第21回）←1／19（第20回）→2／3（第22回） 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（対策本部決定）←1／19→2／3 

・「まん延防止」18道府県追加 沖縄 山口 広島は延長 政府決定   

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示→2／3 45 
・フランス 接種証明しか認めない法律施行 飲食店など利用に 
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01・26 厚労省AB会合（第69回）←1／20（第68回）→2／2（第70回） 

・英 首相官邸でのパーティーめぐる疑惑 警察が捜査開始 

・5歳～11歳のワクチン接種 保護者の「努力義務」か意見分かれる 

01・27 “空中ディスプレー” 非接触技術の無人レジ実証実験 コンビニ【空中ディスプレー＝ガラス・樹脂な

ど特殊なパネルを通過させ、実像の反対側の等距離の空中に実像を結像させる技術。SF かアニメの世界が今や現実に】 5 
・コロナ抗ウイルス薬 オミクロン株への効果は対デルタ株と同等 

・「まん延防止」適用地域 きょうから34都道府県に拡大 

01・28 水際対策強化に係る新たな措置（２６）（オミクロン株に対する水際対策）について→2／24 

・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→2／2 

・ 5～11歳子どもへのワクチン接種 2月下旬から290万回分配分へ 10 
・自衛隊による3回目大規模接種 東京で予約受付開始 9分で埋まる 

・岸田首相 濃厚接触者の待機期間 10日間から7日間に短縮 

・コロナワクチン 世界で接種100億回に 先進国と途上国で格差も 

・オミクロン株「BA.2」 英“ワクチンの発症予防効果 違いなし” 

01・30 新型コロナ 自衛隊による大規模接種 31日から東京でスタート 15 
01・31 自衛隊によるワクチン大規模接種始まる 岸田首相が会場視察 

・最大250万円給付金申請開始 売り上げ大幅減の中小企業など対象 

・自分で健康観察「自宅療養サポートセンター」運用開始 東京都 

・都内で高齢者の感染が急増 1週間で第5波の1か月間を上回る 

【2022(令和4)年02月】政府の「水際対策」、2月下旬に大きく変わる（2／24） 20 
02・01 WHO 緊急事態宣言から2年 コロナと共存の在り方模索する国も 

・ファイザーのコロナ飲み薬“200万人分購入で最終合意” 厚労相 

・ワクチン3回目接種 高齢者への接種本格化 「交互接種」課題に 

02・02 厚労省AB会合（第70回）←1／26（第69回）→2／9（第71回） 

・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→2／10 25 
・東京の大規模接種 来週から一日5,000回程度まで増やす方針 首相 

・トンガ コロナ市中感染でロックダウン 支援活動への影響懸念 

・マスクして50cm以内の会話 リスク高まる 富岳シミュレーション 

02・03 政府対策本部会合（第86回 持ち回り）←1／25（第85回）→2／10（第87回） 

・基本的対処方針分科会会合（第22回）←1／25（第21回）→2／10（第23回） 30 
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（対策本部決定）←1／19→2／10 

・同居家族の濃厚接触者待機期間 感染対策とれば7日間に短縮 

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示→2／10 

・政府 「まん延防止」和歌山県の追加を決定 今月5日～27日 

・東京都 「オミクロン株の特性を踏まえた」緊急事態宣言発出要請の新指標 35 
 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1013389/index.html 

02・04 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第12回）←12／23（第11回）→2／25（第13回） 

・オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について（分科会）→3／11 

 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai12/gijisidai_4.pdf 

・オミクロン株対策 子どものマスク推奨 年齢明示しない形に 40 
・ファイザー3回接種 感染防ぐ抗体 接種前の約50倍に 国の研究班 

・全国で初 自己申告による「自主療養」3200人余が申請 神奈川 

・北京冬季五輪開会（～2／20 17日間） 

02・05 “隠れオミクロン” 医療現場が苦慮 救急患者の受け入れ影響も 

・「追加接種は種類よりできるだけ早く」尾身会長が3回目接種 45 
02・06 テレワークしている人の割合 “宣言”解除後 最低に 民間調査 



62 
 

石川 敏行（編）「コロナ年表」 
 

・花粉症 オミクロン株と症状共通「花粉症の人は早めの受診を」 

02・07 岸田首相 ワクチン接種 2月中の1日100万回の実現へ閣僚に指示 

・自衛隊 コロナワクチン大規模接種 大阪市の会場でも始まる 

・小池都知事 3回目はモデルナを接種 「組み合わせに問題なし」【つまり「交互接種」ということ】 

02・08 13都県「まん延防止」延長の方向で検討 あす岸田首相らが協議 5 
・ワクチン相“1日100万回達成へ職域接種の積極活用働きかけも” 

02・09 第６波ピーク？ 

・厚労省AB会合（第71回）←2／2（第70回）→2／16（第72回） 

・専門家会合 “感染者ピークの可能性も 医療ひっ迫続くおそれ” 

・PCR検査 全国で一日30万件超の日も 分析会社 24時間態勢で対応 10 
・新型コロナ 高齢者施設や医療機関のクラスター過去最多 厚労省 

02・10 政府対策本部会合（第87回）←2／3（第86回）→2／18（第88回） 

・基本的対処方針分科会会合（第23回）←2／3（第22回）→2／18（第24回） 

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示→2／18 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(対策本部決定)←1／19→2／18 15 
・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→2／17 

・「まん延防止」13都県が来月6日まで延長 高知も12日から適用 

・子どもの感染拡大 ワクチン“努力義務”は外す 

02・11 ファイザーの新型コロナ飲み薬を承認 国内で2種類目 厚労相 

02・12 ファイザー 5歳未満へのワクチン接種拡大 許可手続きを延期 20 
・オミクロン株 水際対策 首相“緩和の方向で検討していきたい” 

02・13 2回目のまん防の期限、延長→3／23（全国で全面解除） 

・オミクロン株 少なくとも4経路で国内に入ったか 感染研が解析 

02・14 新型コロナ 全日空と日本航空 3回目の職域接種を開始 

・ファイザーワクチン 1000万回分を追加購入 来月供給へ 25 
・新型コロナ 自宅療養者 54万人余 前週より10万人余増 過去最多←2021(令和3)年8／28→2／19 

02・15 政府「まん延防止」大阪など延長 沖縄などは解除も視野に検討 

・新型コロナ 国内感染者数400万人超に この12日間で100万人増 

・2021(令和3)年10～12月期GDP発表（実質GDP成長率は、前期比＋1.3％（年率換算＋5.4％）と2

四半期ぶりにプラス。感染第5波の収束後、個人消費を中心に需要が順調に持ち直したことや、自動車の供30 
給制約が解消に向かったことなどから大幅なプラス成長）（GDP発表、本年表では当面最後） 

 https://www.murc.jp/report/economy/forecast/gdp/gdp_res_2202/ 

02・16 政府 入国者上限1日5000人に引き上げ 観光以外容認で調整 

・政府「まん延防止」関西3府県など延長 沖縄など解除を協議へ 

・厚労省AB会合（第72回）←2／9（第71回）→2／24（第73回） 35 
・第3回抗体保有調査 速報結果←2021(令和3)年2／5（第2回） 

 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000898612.pdf 

・競合のJALとANA 感染収束願い 乗客を一緒に見送るイベント開催 

02・17 水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→2／24 

・コロナ 抗体持つ人は各地で約95％ 免疫が十分かは不明 厚労省 40 
・ドイツ 新型コロナの規制を段階緩和 来月20日以降大部分撤廃へ 

・東京都 「BA.2」都内で市中感染とみられる事例 初確認と発表 

02・18 政府対策本部会合（第88回 持ち回り）←2／10（第87回）→3／4（第89回） 

・基本的対処方針分科会会合（第24回）←2／10（第23回）→3／4（第25回） 

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示→3／4 45 
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(対策本部決定)←1／19→3／4 
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・政府「まん延防止等重点措置」17道府県の延長と5県の解除 決定 

・ワクチン交互接種 有効性と副反応のデータ 国の研究班が初公表 

02・19 コロナ自宅療養者への酸素投与 首都圏で1月の4倍近くに急増←2／14 

02・20 北京冬季五輪終了（2／4～ 17日間） 

・ワクチン3回目接種 1日最大75万回余 目標の100万回に届かず 5 
・英エリザベス女王 新型コロナに感染 症状は軽い 英王室が発表 

02・21 子どもへのワクチン接種へ 今週から医療機関などへ配送始まる 

・「まん延防止等重点措置」5県で解除 各地の様子は 

02・22 5～11歳へのワクチン接種 自治体の必要経費 全額助成へ 厚労省 

・新型コロナによる死者 最多の319人 一日の発表300人超は初めて 10 
02・23 3回目ワクチン 配送後に期限3か月延長 手書きで修正のケースも 

・「BA.2」国内で94件報告 オミクロン株全体の約0.6％に 感染研 

02・24 ロシア、ウクライナに進攻 

・水際対策強化に係る新たな措置（２７）（本年３月以降の水際措置の見直し）について（本年表では最後の

「措置紙」） 15 
・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→3／2 

（本措置の実施に伴い、「水際対策強化に係る新たな措置（１８）」（令和3年9月27日）、「水際対策強化に係る新たな措置

（１９）」（令和3年11月5日）、「水際対策強化に係る新たな措置（２０）」（令和3年11月29日）、「水際対策強化に係

る新たな措置（２１）」（令和3年12月3日）、「水際対策強化に係る新たな措置（２２）」（令和3年12月9日）及び「水
際対策強化に係る新たな措置（２６）」（令和4年1月28日）に基づく措置は、令和4年2月28日午後12時（日本時20 
間）限りで全て廃止）https://corona.go.jp/news/news_20211105_01.html 

・厚労省AB会合（第73回）←2／16（第72回）→3／2（第74回） 

・コロナ 死者数増加 “高齢者の感染減らず今後も増加のおそれ” 

・新型コロナ 病床使用率 全国22都府県で50％超に 

・オミクロン株 40代で急激に悪化も“ワクチン・対策徹底を” 25 
02・25 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第13回）←2／4（第12回）→3／11（第14回） 

・オミクロン株 “特性踏まえ濃厚接触者対応の転換を” 専門家 

・「第6波」の死者数 4月までに5500人超と推定 京都大グループ 

・田辺三菱製薬 子会社が開発の新型コロナワクチン カナダで承認 

02・26 米CDC 感染拡大落ち着いた地域は「マスク着用不要」の新指針 30 
・東京 足立区 5歳から11歳の子どもへのワクチン接種始まる 

02・27 国内の主流は「BA.1.1」新型コロナ オミクロン株 

 https://www.niid.go.jp/niid/images/cepr/covid-19/b11529_9.pdf 

02・28 「まん延防止」地域の支援策 発出地域以外にも適用か検討へ 

【2022(令和4)年03月】水際対策、大きく緩和 35 
03・01 感染症拡大などの緊急時に、新たな治療薬やワクチンを速やかに薬事承認する「緊急承認制度」を

創設するための、薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）改正案閣

議決定（14条の2の2等に「緊急承認」の規定を新設する）→3／31（衆院で審議入り） 

・水際対策緩和 観光除く外国人の新規入国再開 

・ファイザーワクチン800万回分確保 4月から自治体に追加配送へ 40 
03・02 水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→3／9 

・厚労省AB会合（第74回）←2／24（第73回）→3／9（第75回） 

・「新規感染者数 しばらくは高いレベルで推移か」専門家会合 

・“オミクロン株 致死率 季節性インフルより高い”専門家分析 

・ワクチン 時間経過で小児は感染予防効果低下か 米調査結果 45 
03・03 米 新たなコロナ対策発表 ワクチン接種率向上や治療薬普及など 

・生活保護 去年の申請件数 前年比5.1％増 コロナ影響長期化 
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・政府「まん延防止」大都市中心に半数程度の自治体で延長方針 

03・04 政府対策本部会合（第89回 持ち回り）←2／18（第88回）→3／17（第90回） 

・基本的対処方針分科会会合（第25回）←2／18（第24回）→3／17（第26回） 

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示→3／17 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（対策本部決定）←1／19→3／17 5 
・新型コロナ この2か月の死者 90％余が70代以上 

・新型コロナ 後遺症を分析 「嗅覚障害」が25.6％で最多 埼玉 

03・05 新型コロナ 病床ひっ迫 感染後骨折 診療に10日以上のケースも 

03・06 エッセンシャルワーカー（社会機能維持者）の濃厚接触者 待機短縮見送る事業者も 

03・07 「まん延防止」18都道府県で延長  13県で解除 10 
・新型コロナ 世界の死者数600万人超 WHO「感染対策の徹底を」 

・第1波～第6波 感染者数グラフ（全期間を1画面表示） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/entire/ 

03・08 ワクチン3回目接種 高齢者など2月末までに約7割が接種 総務相 

・米のNY市 マスク着用や接種証明の確認義務など規制が撤廃 15 
03・09 水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→3／16 

・厚労省AB会合（第75回）←3／2（第74回）→3／15（第76回） 

・「新規感染 減少緩やか しばらく高レベルで推移か」専門家会合 

・「外国人留学生15万人 5月末に相当程度が入国可能に」官房長官 

・新型コロナ クラスター再び増加し過去最多 高齢者施設で顕著に 20 
03・10 都内の新規陽性者 緩やかな減少傾向も「再拡大のおそれも」 

・水際対策緩和 入国も困窮の外国人留学生に10万円支給決定 政府 

03・11 新型コロナウイルス感染症対策分科会会合（第14回）←2／25（第13回） 

・地方公共団体や民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について(中間とりまと

め)（本年表では最後の会合） 25 
・政府 「まん延防止」解除の新たな考え方 提示へ 

・“まん延防止”解除 条件緩和の新たな考え方を提示 政府分科会 

・地方公共団体や民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について(中間とりまと

め)、今後のイベント開催制限の在り方について（分科会） 

 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin.html 30 
・全米50州でマスク着用義務なしに ハワイ州 着用義務終了で 

03・12 “国内の結婚 2年間で約11万件減の可能性“と推計 コロナ影響 

・コロナワクチン 12～17歳 早ければ4月にも3回目接種対象に 

03・13 オミクロン株「BA.2」“抗ウイルス薬は効果あり” 東大など 

03・14 新型コロナ ワクチン3回目接種受けた人 全人口の30％超に 35 
・中国 新型コロナ 一日で2100人余の感染確認 企業活動にも影響 

03・15 厚労省AB会合（第76回）←3／9（第75回）→3／23（第77回） 

・5～11歳のワクチン接種 1回目終了は約7万7000人 対象の1％程度 

・高齢者施設のワクチン3回目接種は88％ 都市部や積雪地域に遅れ 

03・16 福島県沖地震（23時36分頃 マグニチュード7.3 最大震度６強） 40 
・岸田首相 「まん延防止」すべての地域で解除の方針 閣僚と確認 

・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新）→3／25 

・ファイザー 65歳以上の4回目ワクチン接種 米FDAに緊急許可申請 

03・17 政府対策本部会合（第90回 持ち回り）←3／4（第89回）（本年表では最後の会合） 

・基本的対処方針分科会会合（第26回）（本年表では最後の会合） 45 
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（対策本部決定）（本年表では最後の「対処方針」）←1／
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19）（各個の「対処方針」は、https://corona.go.jp/emergency/で一覧可能） 

・基本的対処方針新旧対照表 https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220317.pdf 

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示（特措法「31 条の４第１項の規定に基づ

く新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示（令和４年１月７日）について、まん延防止等重点措置

を実施すべき期間とされている令和４年３月 21 日をもって、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事5 
態が終了する旨を公示する）←1／7（開始）→3／21（解除） 

 https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20220317.pdf 

・まん延防止等重点措置区域である都道府県全域におけるイベント開催等の取扱いについて（事務連絡） 

・基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について（事務連絡） 

 https://corona.go.jp/news/ 10 
・米FRB 0.25％の利上げ決定 インフレ抑制へ ゼロ金利解除 

・韓国 16日のコロナ新規感染者60万人台に 過去最多 

03・18 地震による停電で新型コロナのワクチン 都内16の区と市で廃棄 

・子ども用ワクチン“6月初めまでにすべて配送見通し” 堀内大臣 

・子どものワクチン接種 “2人に副反応疑いの症状” 厚労省部会 15 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_284075.html 

03・19 中国 吉林省 コロナ感染者2人死亡 中国での死者は去年1月以来 

03・20 新型コロナで苦境 外国人に観光ガイドの通訳案内士が新人研修 

03・21 まん延防止措置、全国で解除（1月8日の発令以来およそ2か月半ぶり）←3／17（公示） 

“まだ第6波の途中「まん延防止」解除後も対策継続を” 専門家 20 
03・22 令和４年度予算成立（過去最大の107兆6，000億円） 

・中国 コロナ感染拡大続く 1日で4500人超 長期化を警戒 

03・23 厚労省AB会合（第77回）←3／15（第76回）→3／30（第78回） 

・「感染の再拡大が懸念 感染防止対策の徹底を」全国知事会 

・コロナワクチン 3回目接種 可能年齢12歳以上に拡大へ 厚労省 25 
03・24 4回目接種 準備開始了承も慎重検討を 意見相次ぐ 厚労省分科会 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_127713.html 

・全国スーパー売り上げ 6か月連続で前年上回る 食料品が好調 

・成田空港会社 国内線着陸料の全額免除見直し 一定割合徴収へ 

03・25 水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について（更新） 30 
・厚労相“塩野義製薬のコロナ飲み薬 承認前提に100万人分購入” 

03・26 ワクチン3回目「接種予定」20代30代は60％程度 大学研究者調査 

03・27 感染後のワクチン接種どうすれば 厚労省の見解は？（新型コロナウイルス感染者600万人超。感

染後抗体価は下がることなどから厚労省、感染の3か月後を目安に接種するよう呼びかけ） 

03・28 中国 上海市 新型コロナ感染再拡大で市内全域対象にPCR検査 35 
03・29 堀内ワクチン相 今月末で退任 松野官房長官が兼務へ（東京オリパラ推進本部の設置期間が、3／

31日までとなっていることに伴い、閣僚の数が現在の20人から1人減となるため） 

・5～11歳子どもへの新型コロナワクチン 1回目接種率は約5％ 

・中国 上海全域での外出制限始まる 貨物便欠航など物流に影響も 

03・30 薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）改正案、衆院で審議40 
入り）←3／1（ワクチンなどの「緊急承認」制度を新設） 

・厚労省AB会合（第78回）←3／15（第77回）【本年表では当面、最後の会合】“新規感染者数が増加傾

向 リバウンド注視” 厚労省専門家会合 

・“自殺件数コロナなしの場合の予測と比べ多い”横浜市立大など 

・アメリカ ファイザーとモデルナのワクチン 4回目接種許可発表 45 
03・31 堀内ワクチン相退任←3／29 
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４ むすび 

○以上でコロナ年表を結ぶ。あとは本年表を参考に、各自でフォローして頂きたい。 

○緊急事態宣言等については、特措法（新型インフルエンザ等対策特別措置法）改正案に対する「衆参両議院

附帯決議に基づく国会への報告」として行われた、2 度の「新型コロナウイルス感染症 緊急事態宣言の実

施状況に関する報告」（2020(令和2)年6月4日および2021(令和3)年10月8日 新型コロナウイル5 
ス感染症対策本部）に、一連の経緯が詳細にまとめられている。 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/houkoku_r020604.pdf 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/houkoku_r031008.pdf 

○また、国会の動きについては、 

・「衆議院の動き」の中の「国会年表」ならびに 10 
 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/ugoki/ugoki.htm 

・「参議院審議要」の中の「国会概要」および「国会関係日誌」 

 https://www.sangiin.go.jp/japanese/kaiki/index.html 

 のデータが有用である。 

○最新情報は、政府の「新型コロナウイルス感染症対策」に掲載されているので、参照のこと。 15 
 https://corona.go.jp 

○世界の状況については、新型コロナウイルス感染症の世界の状況報告（厚生労働省・検疫所）が、WHOの

COVID-19 Weekly Epidemiological Updateを適宜和訳し、公表している。 

 https://www.forth.go.jp/topics/2022/index.html 

○最後に、新型コロナウイルス感染症に関しては、 20 
・厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症の”いま”に関する11の知識」 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

・また、(一社)日本感染症学会のサイト「一般市民の方へ」に掲載されている3つの文書、すなわち 

 ①「新型コロナウイルス感染症に対する注意事項」（2020年2月3日現在） 

 ②「第一波を乗り越えて、いま私たちに求められる理解と行動」（2020年6月15日） 25 
 ③「かからないために、かかった時のために」（2021年8月6日） 

 から、正確な知識が得られる。 

 https://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=31 

・なお、2020(令和 2)年 4 月頃で更新が止まっているのが難点ではあるが、医師の守屋 章成さんが開い

ているサイト（名称不明：自称「新型コロナウイルス感染症に関する情報をまとめたサイト」）が有益30 
である。内容は医療従事者向けではあるが、体系的・包括的に COVID-19 に関する知識を提供してく

れているからである。 
 http://akkie.mods.jp/2019-nCoV/ 

・結局、厚生労働省アドバイザリーボードの会合で公開されている諸資料が、専門的な内容だが、その時々の

最新情報を提供してくれている。 35 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/seifunotorikumi.html#h2_3 

以上 


