新型コロナウイルス対応施策一覧：湖北省
株式会社三菱総合研究所

《伝播の抑制》

項目
モニタリング

適用開始日
内容
1月20日 国家衛生健康委員会が、新型コロナウイルスによる肺炎を伝染病予防法が規定する乙類伝染病に指定し、甲類
伝染病予防・管理措置を講じること、国境衛生検疫法が規定する検疫管理伝染病に指定することを公告。

URL

http://www.nhc.gov.cn/jkj/s7916/202001/44a3
b8245e8049d2837a4f27529cd386.shtml

1月24日 武漢市新型肺炎流⾏管理指揮部が、発熱のある者全員を対象に、発病の疑わしさにより篩分けをした上で検査を
実施するとの通告を発出。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202001/t20200124_2014779.shtml

1月31日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、省外出⾝者の来省や省出⾝者の他の省への移動の管理のた
めに、省の各⾃治体の新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部に対して、管轄地区を出⼊りする道路において設置
したコントロールポイントで体温検査や記録等を⾏うこと、省境を出⼊りする者の健康観察を⾏うこと、省境を出⼊り
する者については所属する組織や社区（コミュニティ）の指揮部に申請書を提出し、同意を得たのちに移動させるこ
と等を規定した通告を発出。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202001/t20200131_2017093.shtml

http://www.gov.cn/xinwen/202002/02/content_5473924.htm

2月5日 湖北省衛生健康委員会が省内でPCR検査を実施する疾病管理センター、病院、企業のリストを公表。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202002/t20200205_2019516.shtml
http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202002/t20200218_2096672.shtml

2月25日 国家衛生健康委員会が以下を内容とする通知を省、⾃治体等に発出。
－住⺠を、旅⾏履歴や居所、現在の健康状態、密接な接触の有無等により⾼・中・低リスクに区分した上で拡⼤
管理措置を講じること
－特に事態が深刻な湖北省に対しては引き続き厳格な管理措置を講じること
－重点対象とする場所の管理を⾏い、拡⼤リスクを低減させること

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202002/t20200225_2147325.shtml

3月10日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、携帯電話を通じて省⺠にPCR検査の受検履歴や濃厚接触、
発熱の有無等に基づき、緑、⻩、⾚のコードを賦与する業務を実施するとの通告を発出。コードにより、省内における
通⾏可能な地域などが区別される（例えば、緑コードを持つ者は省内の低・中リスク地域全域の通⾏が可能）。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202003/t20200310_2177232.shtml

3月26日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、省に居住する外国籍の者および⾹港、マカオ、台湾から来た者
の健康状態の確認フローに関する通告を発出。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202003/t20200326_2193773.shtml

4月6日 国務院新型コロナウイルス肺炎対策グループが、治癒して退院した感染者の隔離時の観察、再診・再検査、健康
観察、健康管理等に関する業務ガイダンスの試⾏版を公表。

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202004/1
ba91504225040a7ac2c9eda48cc4e7e.shtml

4月6日 国務院新型コロナウイルス肺炎対策グループが、症状のない感染者の管理に関するガイダンスを策定。症状のない感
染者の発⾒の強化、報告⽅法、管理、観察期間中に臨床症状が出た場合の対応、濃密接触者の観察等につい
て規定。

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202004/9
d3edaaebb9a4c369f42c61039be35fe.shtml

4月6日
〜22日
4月6日
〜22日

4月6日
〜22日

4月10日 国務院新型コロナウイルス肺炎対策グループが、以下を要求する通知を発出。
・患者を状況によって区分して診察し、フローを分け、リスクを制御する
・発熱のある患者の問診地域を設置する
・受診予約やインターネットによる相談の実施
・感染の管理と医療従事者の防護の強化
・医療機関の実験室における検査能⼒の向上
・各医療機関の実状を踏まえた対応策の策定と実施
・⾃治体による指導・監督の強化

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202004/9
ceeac520d944e1a94301d06d1e9dcce.shtml

4月17日 国務院新型コロナウイルス肺炎対策グループが、4月8日に武漢市の道路閉鎖が解除されたことを踏まえて、同市を
離れる重点対象者（公共の事業所に勤める者、教師、医療従事者等）に対して湖北省および武漢市の費用負
担でPCR検査を実施すること等を求める通知を発出。

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202004/9
266ed826b234fc38bb5151cc02784f1.shtml

4月18日 国務院新型コロナウイルス肺炎対策グループが、生産活動の正常化、外部からの感染の侵⼊リスクの増加、湖北省
の道路封鎖解除といった状況を踏まえ、検査能⼒の増強を求める通告を発出。医療機関による実験室の増設等を
要求。

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202004/1
7ef601ffa9f4837a918930af0cc42db.shtml

4月26日 国務院新型コロナウイルス肺炎対策グループが、生産活動が平常化に向かう中での検査の実施に関する通知を発
出。⾼・中リスクの事業所や外部からの就労者が多い事業所、⼈が密集する作業場所をもつ事業所を検査の重点
対象とすることなどを規定。

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202004/1
19a73b832354f1babfc70efae335e4f.shtml

1

4月6日
〜22日

4月6日
〜22日

2月18日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、発熱のある者に対する検査を全⾯的に実施する通告を発出。
各⾃治体に所轄地域における発病者の⼈数や病状等を報告するよう求めるとともに、住⺠には37.3度以上の発熱
や咳等の症状が出た場合には社区（コミュニティ）に報告するよう要求。

5月16日 国家衛生健康委員会の記者会⾒で同委職員が、中国で⼀日150万件のPCR検査を実施できるようになったことを
公表。

4月6日
〜22日

4月6日
〜22日

2月2日 武漢市新型肺炎流⾏管理指揮部が、以下を内容とする通告を発出。
－通告発出日から、発熱問診診断で肺炎の症状があると診断された者、新型肺炎患者と密接な接触があった者
は、区が⼿配する⾞両で集中隔離観察地点に移送し、医学観察を⾏い、治療等を⾏う。
－隔離観察期間は検査結果により画定させるが、患者は協⼒義務があり、協⼒を拒否する場合は公安機関が法
に基づき強制執⾏に協⼒する
－隔離期間中、各区は⾷事、宿舎、医学観察および治療を無料で提供する。
－上記以外の発熱のある病⼈は、社区（コミュニティ）により引き続き居所で隔離観察を実施する。

5月5日 湖北省医療保障局が、PCR検査および抗体検査の費用を臨時に医療保険の対象とする通知を発出。

閲覧日

4月6日
〜22日

4月6日
〜22日
4月6日
〜22日

4月6日
〜22日

4月6日
〜22日

4月6日
〜22日

4月6日
〜22日

4月27日
http://ybj.hubei.gov.cn/fbjd/xxgkml/zcwj/gfwj/
202005/t20200505_2258711.shtml
http://www.nhc.gov.cn/xcs/fkdt/202005/e78dfc
196504497586f324f0d9a5bc36.shtml

5月7日

5月18日

新型コロナウイルス対応施策一覧：湖北省
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
5月29日 国家発展改⾰委員会、国家衛生健康委員会および国家中医管理局（中国医学の管理を担当する組織）が、
今回のCOVID-19の流⾏で明らかになった伝染病の管理と治療を中⼼とした公共衛生上の脆弱な点を踏まえ、疾
病予防管理体制の改善、県レベルの医療機関の能⼒向上、都市における伝染病の治療ネットワークの完備、重⼤
な伝染病の治療基地の整備、公共施設を緊急時に医療施設として利用するようにできるための改造の推進等を目
的とした体制整備計画に関する通知を発出。

URL

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202005/0
9acdf4d55d648f8a4fa385b4ed1e9e4.shtml

5月22日

6月1日 国務院新型コロナウイルス肺炎対策グループの医療・治療チームが、PCR検査範囲の拡⼤や検査品質向上を目的
として、検査の品質管理強化、検査を実施する実験室が満⾜すべき要件、実験室における検査品質の管理、検査
⼈員の訓練の強化について定めた通知を発出。

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202006/1
31c680267144a04aac143715105ed99.shtml

6月9日 国務院新型コロナウイルス肺炎対策グループが、「医療機関の監視機能を発揮し、正常化に向かう中での流⾏防⽌
業務を着実に実施するための通知」を発出。発熱問診医療機関で受診するすべての者に対する健康コードのスキャ
ンやPCR検査の実施等を要求。

http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7658/202006/ef
a4d5573c324afc9b013a9d5069a5cd.shtml

6月17日 国務院新型コロナウイルス肺炎対策グループが、新型コロナウイルス肺炎の流⾏防⽌において環境衛生対策や消毒
が有効であったことを踏まえ、「環境衛生および消毒の全⾯的かつ正確な展開に関する通知」を発出。

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202006/a
6bad7182ddd4a5dba99026d746cb462.shtml

6月17日 国務院新型コロナウイルス肺炎対策グループが、夏季における低リスク地域での感染防⽌策等に関するガイダンスを
発出。

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202006/a
6bad7182ddd4a5dba99026d746cb462.shtml

6月25日 国務院新型コロナウイルス肺炎対策グループが、感染リスク等級の異なる地区間における⼈の移動時の健康管理や
秩序だった移動のために、「正確な健康管理の実施と⼈員の秩序だった移動の推進に関する通知」を発出。

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202006/3
494f1bec7ae4e66812b6e251d140ec0.shtml

6月30日 国務院新型コロナウイルス肺炎対策グループが、PCR検査能⼒の向上、新たな新型肺炎が発生した場合のための
積極的な対応、生産活動正常化において⾼まる検査需要の満⾜のために、「医療機関における新型ウイルスの
PCR検査能⼒向上の迅速化に関する通知」を発出。
フォーマットの統⼀による検査やその結果の受検者への報告の迅速化、検査重複の防⽌のための医療機関相互の
結果の認証、検査リソースの把握等を要求。

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202007/5
b5597bcbffc4623b0b9ec051a0f173d.shtml

6月4日

6月12日

6月19日

6月19日

6月26日

7月3日

7月6日 国家衛生健康委員会が「新型コロナウイルス肺炎感染が平常化に向かう中での拡⼤防⽌における実験室での生物
安全監督管理に関する通知」を発出。新型コロナウイルスや毒株、サンプルを実験室で取り扱う際の安全要件等に
ついて規定。

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202007/0
1e925e7a4074063b40677e94a89abfc.shtml

7月8日 国家衛生健康委員会が「社区（コミュニティ）における医院建設業務に関する通知」を発出。現在国において医療
衛生サービスの提供が全体として不⾜しており、基礎医療サービスの能⼒が脆弱であるとの認識の下、社区における
医院建設を通じた医療衛生リソースの配置の向上や基礎医療衛生サービスの能⼒拡充の必要性を指摘。省レベル
の担当部門に対して社区における医院建設の目標設定等を要求。また、新設する医院については伝染病の早期発
⾒・報告能⼒を備えるよう要求

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202007/2
aab83700656411e9ab35ae9049dc732.shtml

7月9日 国家衛生健康委員会が「新型コロナウイルス肺炎感染防⽌の平常化における病院搬送前の医療救護対応能⼒
向上に関する通知」を発出。負圧維持能⼒を備えたものを中⼼とした救急⾞の配備、患者の医療機関への転院の
効率化や感染拡⼤防⽌、専門の転院⾞両チームの組織、緊急搬送に関する情報プラットフォームの整備等を要
求。

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202007/1
5d261bd1add4d4b9f523bf8ae9dcd10.shtml

7月10日 国務院新型コロナウイルス肺炎対策グループが、新型コロナウイルスのPCR検査に関するガイダンスの試⾏版を通知。
検体の採取や検査に従事する⼈員の基本要件、検体管理や実験室の基本要件、実験室の品質管理、検査結果
のフィードバック、検査の安全確保や情報管理等に関する要件を規定。

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202007/b
3a1768d9c61426b9ec4d5eeb6a34f97.shtml

7月10日 国務院新型コロナウイルス肺炎対策グループが、「平常化に向かう中での感染拡⼤防⽌における医療機関の診察フ
ローに関する通知」を発出。経験を有する医師による患者のスクリーニング、重篤な患者の治療体制の強化、定期的
な再診と⻑期治療患者の診療の管理、医療機関に⼊る者や職員の個⼈防護、医療スタッフの感染防⽌意識や能
⼒の向上について規定。

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202007/6
463d9c855894e67945c769f1c4ecb72.shtml

7月16日 国家衛生健康委員会が、呼吸の補助や体外式膜型⼈⼯肺（ECMO）を用いた治療の統⼀化、治癒率向上と
死亡率の低下などを目的として、「新型コロナウイルス肺炎重症患者の呼吸補助およびECMOの臨床使用指導ガイ
ダンス（試⾏版）」を策定。

http://wsjkw.hebei.gov.cn/content/content_371
3/411925.jhtml

7月20日 国家衛生健康委員会が、「抗菌薬物の臨床使用における管理業務の継続的で着実な実施に関する通知」を発
出。新型肺炎の感染拡⼤対策の⼀環として、臨床検査実験室の建設を進めていくことなどを要求。

http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s3593/202007/83
11bda4cf2443dfae4d719f1d0d72da.shtml

7月20日 国家衛生健康委員会が、7月20日付で以下の6件の基準等を公表し、同日施⾏。なお、前者の3件は強制⼒を
持つ。
－新型肺炎流⾏期間中に医学観察および治療を⾏う臨時特殊施設の衛生防護技術要件
－新型肺炎流⾏期間中の公共交通機関の消毒と個⼈防護に関する技術要件
－新型肺炎流⾏期間中の事務所および公共の場所における空調・換気系統の運用の管理と衛生の要件
－新型肺炎流⾏期間中の特定の⼈のグループの個⼈防護ガイダンス
－新型肺炎流⾏期間中の重点場所および職場の衛生防護ガイダンス
－⼈が群集する場所における⼿の衛生についてのガイダンス

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202007/9
92a8d0b6c754e0db3df7458d604962e.shtml

7月21日 国務院新型コロナウイルス肺炎対策グループが、湖北省や武漢市におけるPCR検査の経験を踏まえ、全国の医療
機関におけるPCR検査の適切な実施のために「新型コロナウイルス核酸スクリーニング希釈混合サンプル検出技術ガ
イドライン」を発出。実験室の要件、生物安全の要件、操作フロー、品質管理等を規定。

http://www.gov.cn/xinwen/202007/23/content_5529372.htm
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閲覧日

7月14日

7月14日

7月14日

7月14日

7月14日

7月24日

7月24日

7月24日

7月24日

新型コロナウイルス対応施策一覧：湖北省
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
7月30日 国務院新型コロナウイルス肺炎対策グループが、「農産品市場における新型コロナウイルス環境モニタリングの技術ガ
イダンス」を発出。農産品市場が新型肺炎感染拡⼤防⽌において重要な場所であるとし、市場の内部におけるウイ
ルス測定の重点やサンプル採取の要件、⽅法等を規定。

⼊国者の隔離※

⼊域制限
出域制限

施設使用制限

ー

URL

http://www.nhc.gov.cn/jkj/s7923/202007/d750
6c06f8234188be9db0400d8669c2.shtml

7月31日

8月1日 国務院新型コロナウイルス肺炎対策グループが、新型肺炎の拡⼤防⽌において設置した医学検査実験室がPCR検
査において有効に機能したことを踏まえ、「医学検査実験室管理暫定ガイダンス」を発出。医学検査実験室の組織
管理や品質管理、感染防⽌対策等について規定。
各地の新型コロナウイルス肺炎対策グループに対して、8月7日より前に、管轄地区の医学検査実験室について調査
を⾏い、検査能⼒が適切であるか等の確認を指⽰。

http://www.gov.cn/xinwen/202008/03/content_5532144.htm

8月5日 国務院広報部の記者会⾒において⼯業・情報化部副部⻑が、7月末時点で中国のPCR検査能⼒が⼀日当たり
484万件、検査実施可能な医療機関が4,946カ所、検査を担当する技術⼈員が3万8,000⼈に達したこと等を
公表。

http://www.scio.gov.cn/32344/32345/42294/4
3402/index.htm

8月18日 国家衛生健康委員会と国家中医管理局が、「新型コロナウイルス肺炎診療ガイダンス（試⾏第⼋版）」を公表。
本ガイダンスでは、新型コロナウイルスの病原学的特徴、流⾏の特徴、臨床上の特徴、診断基準等が⽰されている。

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202008/0
a7bdf12bd4b46e5bd28ca7f9a7f5e5a.shtml

3月17日 武漢市新型肺炎流⾏管理指揮部が、市外からウイルスが侵⼊してくるリスクが上昇していることを踏まえ、国外からの
帰国者については集中隔離施設に送致し、14日間隔離観察を実施し、その費用は⾃⼰負担させるとの通告を発
出。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202003/t20200317_2183475.shtml

3月25日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、省に⼊る14日以内に海外に滞在していた者や、近日中に国
外から省に⼊る計画のある者に、申告を命じる通告を発出。申告の拒否や虚偽申告は法的責任を追及。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202003/t20200325_2191044.shtml

4月5日 北京、上海、広州および最終到着地が北京である航空機の最初の中国での着陸地となる都市に対して、検疫強
化策として、体温測定や検査、実験室における検査品質の管理、医療関係者の訓練の強化等を求める通知を発
出。

http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7659/202004/9c
1b7e72557447f68927423d3012f168.shtml

7月20日 中国⺠航局、海関総署および外交部が、「航空機により訪中する旅客に対して新型コロナウイルスPCR検査の陰性
証明に基づき搭乗⼿続きを実施することに関する公告」を公表。本公告は、以下を規定。
－中国を目的地とする航空機に搭乗する中国籍、外国籍の旅客は、搭乗前5日以内にPCR検査を完了させる。
検査は、中国の⼤使館や領事館が指定または認可した組織にて実施する。
－中国籍の旅客は健康カード国際版を用いてPCR検査の陰性証明とする。
－外国籍の旅客はPCR検査の陰性証明をもって中国の在外公館に赴き健康状況声明書の発⾏⼿続きを⾏う。
－関係する航空会社は、搭乗前に健康カードや健康状況声明書を検査する責任を負う。要件を満たさない旅客の
搭乗は認めない。
－旅客が虚偽の証明や情報を提⽰した場合、法的責任を負う。
－中国⼤使館は駐在国のPCR検査能⼒を評価し、条件が整った時に具体的な実施⽅法を発表する。

http://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/TZTG/202
007/t20200721_203688.html

7月23日 国務院新型コロナウイルス肺炎対策グループが、「⼊国者の集中隔離・医学観察およびPCR検査に関する業務をさ
らに着実に実施するための通知」を発出。⼊国者には「航空機により訪中する旅客に対して新型コロナウイルスPCR
検査の陰性証明に基づき搭乗⼿続きを実施することに関する公告」に従い搭乗前のPCR検査を要求すること、⼊国
後は規定に従い移送や集中隔離・医学観察を実施すること、具体的な隔離の⽅法、在宅隔離期間に異常が発生
した者や在宅隔離終了後のPCR検査で陽性となった者への対応等を規定。

http://www.nhc.gov.cn/jkj/s5898bm/202007/bf
7889706691491d83c86206c73a7f86.shtml

ー
1月23日 武漢市新型肺炎流⾏管理指揮部が1月23日10時より、全市の都市交通、地下鉄、フェリー、⻑距離バスの運⾏
を停⽌し、特別な事情がない限り市⺠は市を離れてはならず、空港、駅および市につながる道路を⼀時閉鎖すること
を通告。閉鎖措置の終了時期は別途通告するとされた。

ー

1月23日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が以下を通告。
－省と武漢市を結ぶ航空機、列⾞、バス、フェリーを停⽌

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202001/t20200123_2014602.shtml

1月31日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、省外出⾝者の来省や省出⾝者の他の省への移動の管理のた
めに、省境を出⼊りする者については所属する組織や社区（コミュニティ）の指揮部に申請書を提出し、同意を得た
のちに移動させること等を規定した通告を発出。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202001/t20200131_2017093.shtml

3月25日 省の新型コロナウイルス対策指揮部が、3月25日より、武漢市以外の地域の省と周辺の省を結ぶ道路の閉鎖措置
を解除し、4月8日より武漢市と湖北省の他の地域を結ぶ道路の閉鎖措置を解除することを公表。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202003/t20200324_2189256.shtml

1月23日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が以下を通告。
－省内の⾼等教育機関、学校、幼稚園は開校日を遅らせる

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202001/t20200123_2014602.shtml

1月29日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、⾼等教育機関、学校、幼稚園等の開校日も延期させ、開校
日は流⾏の状況により決定。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202001/t20200129_2016284.shtml

2月13日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、⾼等教育機関、学校、幼稚園等の開校日を延期させ、開校
日は流⾏の状況により決定。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202002/t20200213_2026084.shtml

2月20日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、⾼等教育機関、学校、幼稚園等の開校日も延期させ、開校
日は流⾏の状況により決定。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202002/t20200220_2143275.shtml
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新型コロナウイルス対応施策一覧：湖北省
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
3月24日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、墓参りが⾏われる4月6日の清明節を控え、ウイルスの侵⼊防
⽌のため、武漢市では4月30日まで、他の⾃治体では4月20日までは公営墓地を開放しないとの通告を発出。
4月8日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、4月8日をもって武漢市に出⼊りする道路の閉鎖を解除する通
告を発出。⾼等教育機関、学校、幼稚園等の開校日は引き続き延期させ、開校日は流⾏の状況により決定。

URL

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202003/t20200324_2189726.shtml

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202004/t20200407_2207131.shtml

4月13日 国家衛生健康委員会と教育部が、⼤学等⾼等教育機関における新型コロナウイルス肺炎の拡⼤防⽌のための技
術ガイダンスを策定・公表。⼊校前の体温測定や家族が極⼒学校の敷地に⽴ち⼊らないこと等を要求。

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202004/7
838c406600d4d38a11f5675c98a2ecf.shtml

4月20日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、教育部の3月31日付の公告を受け、同省でも⾼考を、2020
年は1カ月遅らせ7月7〜8日に実施することを通告。また、省内の⾼校の卒業年次については5月6日から開校する
こと、その他の学年については⾃治体が検討して省に案を提出し開校日を決定することも通告。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202004/t20200420_2234728.shtml

5月7日 武漢市新型肺炎流⾏管理指揮部が、市の初級中学3年次（日本の中学3年次に相当）の開校を5月20日と
し、その他の学年については流⾏の状況を踏まえ別途判断・公表することなどを決定した通告を発出。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202005/t20200507_2261682.shtml

5月7日 国家衛生健康委員会が小中⾼の学校と、保育園・幼稚園をそれぞれ対象とした、感染拡⼤策を⽰した通知（改
定版）を発出。

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202005/7
17fd91eb85441dca4e49bc8200b45b8.shtml

6月29日 武漢市新型肺炎流⾏管理指揮部が、日本の中学と⾼校に当たる学校の卒業年次以外の年次や、小学校および
幼稚園の、夏季休暇の日程等に関する通告を発出。（なお、初級中学3年次（我が国の中学3年次に相当）の
開校日については5月7日に公表済）

http://www.wh.gov.cn/zwgk/tzgg/202006/t202
00630_1387441.shtml

8月20日 教育部が、「2020年秋学期における教育と感染防⽌業務の着実な実施に関する通知」を発出。教育機関に対し
て、教育活動の正常化が経済・社会の発展において重⼤な意義を有することを認識した上で、開校前に感染防⽌
のための体制を整えるなど、キャンパスにおける感染防⽌策の着実な実施を要求。

http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5
987/202008/t20200820_479172.html

営業・経済活動の制限
（強制⼒、罰則なし）

1月30日 ⼈的資源・社会保障部が新型コロナウイルス肺炎拡⼤防⽌期間における公的事業体の⼈事管理に関する通知を
発出し、採用活動をオンラインで実施するか延期するなどの措置を要求。

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202001/31/content_5473309.htm

営業・経済活動の制限
（強制⼒、罰則あり）

1月23日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が以下を通告。
－旅⾏会社は営業を停⽌し、団体旅⾏を実施しない。既に申し込まれた団体旅⾏はキャンセルか延期する
－党機関、企業等の職員の出張を取消
－商業キャンペーン活動を停⽌
－省と武漢市を結ぶ航空機、列⾞、バス、フェリーを停⽌

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202001/t20200123_2014602.shtml

1月24日 武漢市新型肺炎流⾏管理指揮部が、伝染ルートを遮断するためとして、1月24日12時より、ネット予約のハイヤー
の営業を停⽌。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202001/t20200124_2014608.shtml

1月29日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、省内の企業に対して2月13日より前に業務を開始しないよう
求める通告を発出。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202001/t20200129_2016284.shtml

2月13日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、省内の企業に対して2月20日より前に業務を開始しないよう
求める通告を発出。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202002/t20200213_2026084.shtml

2月20日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、省内の企業に対して3月10日より前に業務を開始しないよう
求める通告を発出。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202002/t20200220_2143275.shtml

2月28日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、春期の農作業に関する通知を発出。感染者がいない村では
村域内のみで農作業を認め、感染者が出た村については、県の指揮部がリスク評価をし、拡散させないという条件の
下で、農作業を認める。

http://www.hubei.gov.cn/xxgk/gsgg/202002/t2
0200228_2161465.shtml

3月11日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、省内における生産活動の再開に向けた通告を発出。武漢市に
ついては、医療機器、薬品、保護具、ライフライン、⾷料品等の生産の再開を認める。武漢市以外については、当該
地区のリスクレベル（⾼中低）や生産物に応じて判断。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202003/t20200311_2178823.shtml

4月8日 国務院新型コロナウイルス肺炎対策グループが、集団感染の予防やリスクの低下、正常な生産活動の回復等のため
に、⺠家、ホテル等の場所、企業、建設現場等の組織、⾼齢者、妊婦等の⼈のグループごとに分けて対策を⽰した
ガイダンスを公表。

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202004/b
90add4a70d042308b8c3d4276ec76a7.shtml

4月10日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、⾃治体に対して、道路の閉鎖が解除されたことを踏まえ通知を
発出。引き続き劇場など密閉される場所や換気の悪い場所は開放しないこと、スーパーマーケットなどでの⼈の集中を
回避すること、公共の場所での消毒や換気、⼿の消毒液の配備等を実施することを要求。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202004/t20200410_2220007.shtml

7月10日 国務院新型コロナウイルス肺炎対策グループが、「配達・宅配⼈員の新型コロナウイルス肺炎防⽌のための健康保護
ガイダンスに関する通知」を公表。準備段階における感染防⽌のための物資の調達や⼈員への教育、配達・宅配に
用いる用具の消毒、配達時の感染防⽌策、居所における感染防⽌策、発病時の対応等を提⽰。

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202007/c
95f49f34989404398c13c7a0897edc9.shtml
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新型コロナウイルス対応施策一覧：湖北省
株式会社三菱総合研究所
項目

上記に関連する財政⽀
援措置

適用開始日
内容
7月14日 ⽂化・旅⾏部が、「旅⾏業の再生・拡⼤の推進に関する事項についての通知」および「旅⾏業者の秩序ある経営の
回復と感染拡⼤防⽌措置に関するガイダンス」を発出。
前者において、地⽅の⽂化・旅⾏担当⾏政部門が感染拡⼤業務を着実に実施しているという条件の下で、当地の
共産党委員会および政府の同意を得た後に、旅⾏会社やオンライン旅⾏会社が省等を跨ぐ団体旅⾏や、乗⾞券と
ホテルのセット旅⾏を販売することを許可。ただし、中・⾼リスク地域では団体旅⾏や乗⾞券とホテルのセット旅⾏の販
売は認めらない。また地域のリスクレベルを問わず国境を超える旅⾏業務の実施も認められない。

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202007/16/content_5527363.htm

7月21日 国務院新型コロナウイルス肺炎対策グループが「肉類の加⼯企業の新型肺炎感染防⽌に関するガイダンス」を策
定。職員の感染を健康カードによる把握する制度の導⼊、日常的な健康測定、外来者の登録や管理の強化等を
要求している他、生産⼯程における感染防⽌策を規定。

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202007/d
a460be1ba37458eabc7d8eba5bb57e2.shtml

7月17日

7月24日

2月3日 湖北省政府が、以下を内容とする財務・税務上の⽀援策に関する通知を発出。
－医薬品や農作物、物流等における減税策の実施
－⽀援物資として物資を輸⼊する際の関税等の免税
－企業の寄付⾦に対する免税
－医療従事者に対して⽀払われる⼿当に対する所得税の免税
－客との接触を避ける飲⾷店の新設や改築について、⼿続きを1日で完了。こうした飲⾷店に補助⾦を⽀給

http://www.hubei.gov.cn/zfwj/ezbf/202002/t20
200206_2020390.shtml

2月9日 湖北省政府が2月9日から6カ月を期限として、企業負担の軽減、⾦融⾯でのサポート、税負担の軽減、労働⼒確
保のためのサポートを内容とする中小企業に対する⽀援措置に関する通知を発出。

http://www.hubei.gov.cn/zfwj/ezbf/202002/t20
200209_2022273.shtml

3月12日 湖北省政府が、省の経済発展促進のための政策措置に関する通告を発出。免税、与信、融資、社会保険料の減
免、消費振興策等を実施。通告の有効期限は2020年末まで。

http://www.hubei.gov.cn/zfwj/ezf/202003/t202
00312_2180269.shtml

3月15日 農業農村部が、⾏政⼿続きを向上させて農業の生産再開を加速させるための通知を発出。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202003/t20200315_2182110.shtml

3月31日 中小規模の銀⾏の貸出枠を拡⼤するなどの中小企業の⾦融⾯からの⽀援策や、⾃動⾞販売促進のためのエコカー
減税延⻑等を決定。

http://www.gov.cn/premier/202003/31/content_5497614.htm

4月6日
〜22日

4月6日
〜22日
4月6日
〜22日
4月6日
〜22日
4月6日
〜22日

http://www.gov.cn/premier/202005/06/content_5509201.htm

5月7日

5月22日 全国⼈⺠代表⼤会において李総理が政府⼯作報告を実施。2020年度にこれから実施する新型コロナウイルス対
策に関しては以下の点に言及した。
－1兆⼈⺠元のウイルス対策特別国債を発⾏し、資⾦は地⽅政府を通じて雇用確保、減税、消費や投資の拡⼤
等に充てる
－疾病の予防管理体制を改⾰し、伝染病の直接報告・警告システムを完備させ、流⾏に関する透明性の⾼い適
時の情報公開を堅持
－上述の特別国債を活用し、ワクチン、医薬品および⾼速検査技術の研究開発に投⼊、伝染病対応の医療施設
や移動実験室を増設、緊急対応物資を確保、社会の基層における衛生・伝染病対策の強化
－基本医療サービスのレベル向上。具体的には、医療保険に対する財政補助の増額、流⾏の影響を受けた医療機
関に対する⽀援、中国医学の振興等

http://www.nhc.gov.cn/xcs/fkdt/202005/800bd
71f63e948ab8852312d0cb952ce.shtml

1月23日 武漢市新型肺炎流⾏管理指揮部が1月23日10時より、全市の都市交通、地下鉄、フェリー、⻑距離バスの運⾏
を停⽌し、特別な事情がない限り市⺠は市を離れてはならず、空港、駅および市につながる道路を⼀時閉鎖すること
を通告。閉鎖措置の終了時期は別途通告するとされた。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202001/t20200123_2014402.shtml

1月23日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が以下を通告。
－省と武漢市を結ぶ航空機、列⾞、バス、フェリーを停⽌

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202001/t20200123_2014602.shtml

1月26日 武漢市新型肺炎流⾏管理指揮部が、許可されたものを除く⾃動⾞やオートバイの市中⼼部の通⾏を禁⽌。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202001/t20200125_2014946.shtml

1月29日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、省⺠には、外出を減らし、集団活動に参加せず、住居環境の
衛生を保つこと、公共の場所ではマスクをすることを指⽰。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202001/t20200129_2016284.shtml

2月13日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、省⺠には、外出を減らし、集団活動に参加せず、住居環境の
衛生を保つこと、公共の場所ではマスクをすることを指⽰。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202002/t20200213_2026084.shtml

2月20日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、省⺠には、外出を減らし、集団活動に参加せず、住居環境の
衛生を保つこと、公共の場所ではマスクをすることを指⽰。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202002/t20200220_2143275.shtml

2月25日 国家衛生健康委員会が以下を内容とする通知を省、⾃治体等に発出。
－住⺠を、旅⾏履歴や居所、現在の健康状態、密接な接触の有無等により⾼・中・低リスクに区分した上で拡⼤
管理措置を講じること
－特に事態が深刻な湖北省に対しては引き続き厳格な管理措置を講じること
－重点対象とする場所の管理を⾏い、拡⼤リスクを低減させること

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202002/t20200225_2147325.shtml

5

閲覧日

7月16日

7月16日 国家映画局が、「感染拡⼤防⽌時における平常化という条件の下での秩序ある映画館の開放再開の推進に関する
通知」を発出。低リスク地区にある映画館では、感染拡⼤防⽌措置を着実に実施するという条件の下で、7月20日
以降秩序⽴てて営業再開を認めること、中・⾼リスク地域ではまだ再開は認めないこと等を通知。

5月6日 5月6日に開催された国務院常務会議で、以下を含む経済対策を実施することを決定。
－小規模企業や個⼈商店に対する増値税（日本の消費税に相当）の減免
－運輸、飲⾷、旅⾏等の事業者が損益通算できる年限を5年から8年に延⻑
－企業の社会保障の負担⾦を2020年上期は6,000億⼈⺠元減免

個⼈の活動制限

URL

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202007/14/content_5526872.htm

5月22日

4月6日
〜22日

4月6日
〜22日
4月6日
〜22日
4月6日
〜22日
4月6日
〜22日
4月6日
〜22日

4月6日
〜22日

新型コロナウイルス対応施策一覧：湖北省
株式会社三菱総合研究所
項目

適用開始日
内容
3月10日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、携帯電話を通じて省⺠にPCR検査の受検履歴や濃厚接触、
発熱の有無等に基づき、緑、⻩、⾚のコードを賦与する業務を実施するとの通告を発出。コードにより、省内における
通⾏可能な地域などが区別される（例えば、緑コードを持つ者は省内の低・中リスク地域全域の通⾏が可能）。

上記に関連する財政⽀
援措置

《医療提供体制》

項目
隔離施設・体制の準備

医療物資の供給体制
病床の拡充
緊急性の低い診療等の
抑制

3月25日 省の新型コロナウイルス対策指揮部が、3月25日より、武漢市以外の地域の省と周辺の省を結ぶ道路の閉鎖措置
を解除し、4月8日より武漢市と湖北省の他の地域を結ぶ道路の閉鎖措置を解除することを公表。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202003/t20200324_2189256.shtml

4月8日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、4月8日をもって武漢市に出⼊りする道路の閉鎖を解除する通
告を発出。省⺠には、外出を減らし、集団活動に参加せず、公共の場所ではマスクをすること等を指⽰。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202004/t20200407_2207131.shtml

1月25日 武漢市新型肺炎流⾏管理指揮部が、タクシー6,000台を借り上げ、⺠家への⾷料や医薬品の輸送等に利用する
と通告。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202001/t20200124_2014820.shtml

2月8日 国務院新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が2月7日付で、⼼理的サポートを提供するホットラインの業務に関
するガイダンスを発出。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202002/t20200208_2021615.shtml

2月18日 商務部が、湖北省他近隣の計8省および重慶市に対して、武漢市や周辺で生活必需品が⽋乏することのないよう、
野菜、肉等の供給確保を求める通知を発出。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202002/t20200218_2096279.shtml

2月25日 2月25日に開催された国務院常務会議で、3月から5月にかけて、湖北省の小規模納税者の増値税（日本の消
費税に相当）の免税等の政策を決定。

http://www.gov.cn/premier/202002/25/content_5483215.htm

2月25日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、道路封鎖のため省に滞在し生活に困難をきたしている者に対
する⾃治体による援助サービスに関する通告を発出。対象者はホットラインや省のウェブサイト等を通じて困難を申し
出ることが可能となる。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202002/t20200225_2146990.shtml

2月27日 武漢市新型肺炎流⾏管理指揮部が、道路封鎖のため省に滞在し生活に困難をきたしている者に対する⾃治体に
よる援助サービスに関する通告を発出。地区ごとのホットラインの電話番号を公表。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202002/t20200227_2160862.shtml

適用開始日
内容
1月20日 武漢市が武漢市新型肺炎流⾏管理指揮部を設⽴。また、市内61カ所の病院を発熱問診医療機関に、9カ所の
病院を定点治療機関に指定。

ー
ー
ー

URL

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202003/t20200310_2177232.shtml

URL

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202001/t20200121_2013421.shtml

2月2日 武漢市新型肺炎流⾏管理指揮部が、以下を内容とする通告を発出。
－通告発出日から、発熱問診診断で肺炎の症状があると診断された者、新型肺炎患者と密接な接触があった者
は、区が⼿配する⾞両で集中隔離観察地点に移送し、医学観察を⾏い、治療等を⾏う。
－隔離観察期間は検査結果により画定させるが、患者は協⼒義務があり、協⼒を拒否する場合は公安機関が法
に基づき強制執⾏に協⼒する
－隔離期間中、各区は⾷事、宿舎、医学観察および治療を無料で提供する。
－上記以外の発熱のある病⼈は、社区（コミュニティ）により引き続き居所で隔離観察を実施する。

http://www.gov.cn/xinwen/202002/02/content_5473924.htm

2月3日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、感染者や密接な接触があった者の隔離治療・管理に関する通
知を発出。省内の⾃治体に対して、周辺環境に与える影響が少ない場所に⽴地しているホテル等を徴用し、集中
隔離施設に転用するよう指⽰。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202002/t20200203_2018486.shtml

2月5日 武漢市新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部医療・治療チームが発熱問診医療機関を受診した患者の管理に
関する通知を発出。感染が確認された患者は定点治療機関等に転院させ、疑われる患者については経過観察し、
適時に区の指揮部に通知して隔離施設に収容すること等を指⽰。

http://wjw.wuhan.gov.cn/upload/file/20200205
/1580902310004055396.pdf

2月5日 武漢市新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部医療・治療チームが、感染者または感染が疑われる者で、慢性的
な腎機能不全のある者、妊産婦、外科的な疾病のある者を収容する病院のリストを公表。

http://wjw.wuhan.gov.cn/upload/file/20200205
/1580902372910087877.pdf

2月5日 武漢市新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部医療・治療チームが、定点治療機関には原則的に感染して症状
が重篤な者と、感染が疑われ症状が重篤な者のみを⼊院させることとし、現在定点治療機関にいるこれらに該当しな
い患者は適宜隔離施設に移動させること等を命じる通告を発出。

http://wjw.wuhan.gov.cn/upload/file/20200205
/1580902423223039245.pdf

http://www.nhc.gov.cn/jkj/s5888/202004/2661
b96444524b02b9f88fddb3d695f6.shtml

5月18日 全国⾼齢者事務局が、新型コロナウイルス肺炎対策の中で⾼齢者対応において課題が認識されたことを踏まえ、⾼
齢者の健康保護のための措置の向上、社区（コミュニティ）における⾼齢者に対するケアの向上、施設に⼊居してい
る⾼齢者に対するケアの向上等を求める通知を発出。

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202005/3
726889dbf7f4cd0abd9a92105ae53ff.shtml

6月28日 国家衛生健康委員会が、「発熱問診医療機関の完備および医療機関における感染防⽌業務に関する通知」を発
出。発熱問診医療機関の設置・建設や管理の要件、医療機関における院内感染防⽌措置を提⽰。

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202006/4
e456696ceef482996a5bd2c3fb4c3db.shtml

4月6日
〜22日
4月6日
〜22日
4月6日
〜22日
4月6日
〜22日
4月6日
〜22日
4月6日
〜22日

4月6日
〜22日

4月6日
〜22日

閲覧日
4月6日
〜22日

4月6日
〜22日

4月6日
〜22日

4月6日
〜22日

4月6日
〜22日

4月23日

6月1日

ー
ー
ー
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4月6日
〜22日

4月6日
〜22日

4月21日 国家衛生健康委員会等の政府関係機関・企業が、⼊国者が隔離環境に適用するのを⽀援する等のために、「⼊
国者に対する精神的ケアと社会業務サービスに関するプログラム」を策定。

ー
ー
ー

閲覧日

7月1日

新型コロナウイルス対応施策一覧：湖北省
株式会社三菱総合研究所
項目
医療スタッフの拡充

重傷者向けトリアージ

病床の拡充（野戦病院
等の緊急措置）

適用開始日
内容
2月18日 湖北省政府が、医療従事者の労働条件や待遇の改善等を⾏うことを通知。⾃治体に対しては、医療機関周辺の
ホテルを徴用するなどして可能な限り医療従事者の休息場所や飲⾷、生活用品等を確保するよう指⽰。

URL

http://www.hubei.gov.cn/zfwj/ezbf/202002/t20
200218_2103386.shtml

4月9日 湖北省新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部が、感染者、隔離された者、その家族や家族を亡くした遺族、第⼀
線で業務をする従事者等の精神的ケアに関する業務指針を策定。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202004/t20200414_2222573.shtml

2月5日 武漢市新型コロナウイルス肺炎流⾏管理指揮部医療・治療チームが、定点治療機関には原則的に感染して症状
が重篤な者と、感染が疑われ症状が重篤な者のみを⼊院させることとし、現在定点治療機関にいるこれらに該当しな
い患者は適宜隔離施設に移動させること等を命じる通告を発出。

http://wjw.wuhan.gov.cn/upload/file/20200205
/1580902423223039245.pdf

1月31日 湖北省発展改⾰委員会と省財政庁は、緊急治療施設を建設するために2億⼈⺠元の緊急資⾦を充てることを決
定。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202001/t20200131_2017057.shtml

2月4日 省住居・都市建設庁、省消防救援総隊が、ホテルの建造物を臨時医療機関に転用するための技術要件に関する
通知を発出。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzb
d/zxtb/202002/t20200204_2018891.shtml

2月6日 湖北省住居・都市建設庁が、既存の建築物を緊急医療施設に転用する際の設計と改築に関する技術要件につい
ての通知を発出。

http://www.hubei.gov.cn/hbfb/bmdt/202002/t2
0200206_2020167.shtml

※省としての措置のみを記載し、国としての措置は記載していない
出所︓当該⾃治体等の事務連絡・プレスリリース等を基に三菱総合研究所作成、各内容の出所はURL参照
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閲覧日
4月6日
〜22日
4月6日
〜22日

4月6日
〜22日

4月6日
〜22日
4月6日
〜22日
4月6日
〜22日

