
新型コロナウイルス感染症に

関する広報の取組

令和２年11月11日 令和２年度第１回横浜市広報企画審議会



目 次

１ 新型コロナウイルス感染症をめぐる これまでの動き

２ 横浜市における広報の体制

３ 横浜市における広報の取組状況
（１）緊急事態宣言前
（２）緊急事態宣言時
（３）緊急事態宣言解除後

４ 課題と対応状況

2



論 点

◆新型コロナウイルスの感染が拡大し、長期化が見込まれ
る中で、横浜市にどのような情報を求めるか。

◆横浜市からの情報発信において、良かったと思う点、
改善してほしいと感じた点は何か。

◆市民の皆様が必要とする情報を、必要な人に届けるために
工夫できることがあれば、御提案をお願いします。
（例）・市ウェブサイトや広報よこはま、市広報テレビ・ラジオ番組など、

既存の広報媒体をより効果的に活用し、必要な人に必要な情報を届ける工夫
・他の自治体や企業などで実施している優良な広報事例
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１ 新型コロナウイルス感染症をめぐる これまでの動き

横浜市の動き 国内の動き
１月16日 国内で初めて陽性患者を確認
２月3日 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ･ﾌﾟﾘﾝｾｽ号が横浜港に入港
２月18日 市内で初めて陽性患者を確認

２月28日 市主催イベント等の延期・中止、
市民利用施設等の原則閉館の方針

３月３日 市立学校の一斉臨時休業が始まる
４月７日 緊急事態宣言（７都道府県）
４月28日 くらし・経済対策（第１弾）を発表
５月12日 特別定額給付金ｵﾝﾗｲﾝ申請を開始
５月25日 緊急事態宣言の解除
６月12日 くらし・経済対策（第２弾）を発表
７月17日 神奈川県警戒アラート発動
８月24日 くらし・経済対策（第３弾）を発表 4



２ 横浜市における広報の体制

◆市の体制
１月16日 横浜市感染症対策情報連絡体制

（１月16日 国内で初めて陽性患者を確認）

１月31日 横浜市感染症対策警戒本部
（１月30日 国が新型コロナウイルス感染症対策本部を設置）

３月14日 横浜市新型コロナウイルス対策本部を任意設置
（３月14日 改正新型インフルエンザ等特別措置法が施行）

広報報道チームのメンバーも対策チームに参加

４月８日 横浜市新型コロナウイルス対策本部を義務設置
（４月７日 緊急事態宣言）

広報報道チームを設置（～現在）

５月25日 横浜市新型コロナウイルス対策本部を任意設置
（５月25日 緊急事態宣言の解除）
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２ 横浜市における広報の体制

◆横浜市新型コロナウイルス対策本部の体制
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２ 横浜市における広報の体制

◆広報報道チームの役割
１ 広報計画の立案及び総合調整に関すること
２ 緊急事態の関連情報の広報の実施に関すること
３ 報道機関との連絡調整に関すること
４ 緊急事態の関連情報の記者発表に係る統制及び総合

調整に関すること

◆広報報道チームの構成
・市民局（広報課）
・政策局（報道担当）
・国際局（外国人への広報）
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３ 横浜市における広報の取組状況

◆新型コロナウイルス感染症に関する広報の考え方

・新型コロナウイルス感染症の状況が刻一刻と変化する中、
記者発表のほか、タイムリーに情報を発信できる市ウェブ
サイトやSNS、市広報テレビ・ラジオ番組などを通じて、
正確・迅速に情報を発信する。

・感染拡大防止には市民一人ひとりの予防対策が不可欠で
あること、また、支援を必要とする人にきちんと情報を
届ける必要があることなどから、各世帯に配付している
広報よこはまをはじめ、あらゆる媒体を活用して情報を
発信する。
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３ 横浜市における広報の取組状況 ～①緊急事態宣言前～

◆緊急事態宣言の発出前の主な広報内容
ウェブ
サイト SNS テレビ

ラジオ
広報

よこはま

市長から市民に向けたメッセージ 〇 〇 〇

感染予防対策の徹底
※手洗い、咳エチケットなど

〇 〇 〇 〇

相談窓口 〇 〇 〇 〇

陽性患者の発生状況 〇 〇

正しい情報に基づいた適切な行動のお願い 〇 〇 〇

イベント等の中止・延期、
市民利用施設等の原則閉館の状況 〇 〇 ○

市立学校の一斉臨時休業 〇 〇
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◆市ウェブサイト
・３月５日に特設ページを開設
・トップページのプロモーションエリアに大きく掲載

３ 横浜市における広報の取組状況 ～①緊急事態宣言前～

↑ 市ウェブサイトのトップページ（特設ページ開設当時） 10



◆市ウェブサイト

３ 横浜市における広報の取組状況 ～①緊急事態宣言前～

↑ 市ウェブサイトの特設ページ（特設ページの開設当時） 11



◆SNS
・市広報課Twitterアカウントから、市ウェブサイトの更新
時などを捉えて情報を発信 ※フォロワー数：約15.1万人（令和２年11月9日 9時）

３ 横浜市における広報の取組状況 ～①緊急事態宣言前～

↑ １月31日 感染予防対策呼びかけのツイート

↑ ２月10日 相談窓口を案内するツイート 12



◆広報よこはま
・３月号から掲載開始、４月号からは表紙も全面的に活用

３ 横浜市における広報の取組状況 ～①緊急事態宣言前～

← 広報よこはま４月号の表紙

↑
広報よこはま４月号の表紙に掲載した
市長からのメッセージ
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３ 横浜市における広報の取組状況 ～②緊急事態宣言時～

◆緊急事態宣言の発出期間における主な広報内容
ウェブ
サイト SNS テレビ

ラジオ
広報

よこはま
市長から市民に向けたメッセージ
※発信力を高めるため、動画メッセージも開始

〇 〇 〇 〇

外出自粛（ステイホーム）
※著名人からの応援メッセージ動画を新規掲載
※おうちで楽しく過ごすための情報も発信

〇 〇 〇 〇

感染予防対策
※手洗い、マスクの着用、３密の回避など

〇 〇 〇 〇

市民・事業者向けの支援策
※特別定額給付金を含む「くらし・経済対策」

〇 〇 〇 〇

陽性患者の発生状況
※グラフを用いたわかりやすい情報や、区別の発生
状況など詳細な情報を求める声に対応

〇 〇

相談窓口 〇 〇 〇 〇
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３ 横浜市における広報の取組状況 ～②緊急事態宣言時～

◆市LINE公式アカウントを開設【新規】
・４月24日に開設 ※友だち登録数：約21.2万人（令和２年11月9日 9時）

↑ LINE開設当時の画面 ↑ 10月現在の画面 15



３ 横浜市における広報の取組状況 ～②緊急事態宣言時～

◆市LINE公式アカウントを開設【新規】
・４月24日に開設

↑ LINE開設当時の画面（一部） ↑ 10月現在の画面（一部）
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３ 横浜市における広報の取組状況 ～②緊急事態宣言時～

◆市長から市民に向けたメッセージ動画【新規】
・４月10日から配信を開始 ※計14回配信

・市ウェブサイトに掲載し、LINEとTwitterでも発信
・市広報テレビ・ラジオ番組のほか、ケーブルテレビ、
一部の区役所待合スペースなどで放送
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３ 横浜市における広報の取組状況 ～②緊急事態宣言時～

◆著名人からの応援メッセージ動画【新規】
・横浜にゆかりのある著名人やスポーツチームの協力を
得て、４月下旬から５月下旬にかけて掲載（計10回）
※横浜FC 横浜Ｆ･マリノス 横浜ビー･コルセアーズ 村治佳織さん
私立恵比寿中学 蝶野正洋さん 神奈川フィルハーモニー管弦楽団

↑ 横浜FCと新型コロナウイルス感染症予防！ ↑ プロレスラー 蝶野正洋さんからのメッセージ
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３ 横浜市における広報の取組状況 ～②緊急事態宣言時～

◆陽性患者の発生状況に関する情報を充実【拡充】
・４月９日からグラフでわかりやすく表示
・４月11日から区別の発生状況を掲載開始
・４月18日から土日の情報更新に対応

（参考）掲載しているデータ
・陽性患者の状況（症状別）
・陽性患者の発生状況（日別・累計）
・陽性確定時の症状の割合、症状別人数（年代別）
・区別発生状況（患者住所地）
・陽性患者の発生事例一覧
・横浜市電話相談窓口での相談件数（日別・累計）
・ＰＣＲ検査実施（累計）
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３ 横浜市における広報の取組状況 ～②緊急事態宣言時～

◆陽性患者の発生状況の情報を充実【拡充】

↑ 陽性患者の発生状況（公表日別）

区別発生状況（患者住所地） →
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３ 横浜市における広報の取組状況 ～②緊急事態宣言時～

◆市民・事業者向け支援策の広報
・多岐にわたる支援策を「市民向け」「事業者向け」に
分けて、市ウェブサイトや広報よこはまで広報を展開

・国、県、市の支援策をまとめた一覧表を市ウェブサイ
トに掲載

↑ 市ウェブサイトのトップページ ↑ 市ウェブサイトの支援策一覧表 21



３ 横浜市における広報の取組状況 ～②緊急事態宣言時～

◆市民・事業者向け支援策の広報

↑ 広報よこはま６月号の２~３面 「くらし・経済対策（９月補正）」の特集 22



３ 横浜市における広報の取組状況 ～②緊急事態宣言時～

◆市民・事業者向け支援策の広報（特別定額給付金）
・市民の皆様の関心が高かった特別定額給付金については、
丁寧に広報を実施

（参考）各媒体での広報の取組
・市ウェブサイト、LINE、Twitter
・広報よこはま
（５～８月号まで毎月掲載）

・市広報テレビ・ラジオ番組
（6月全番組で周知・
ＲＦラジオ6/4‐5市長出演）

・デジタルサイネージ
↑ 市ウェブサイトのトップページ
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３ 横浜市における広報の取組状況 ～②緊急事態宣言時～

◆庁内で連携した広報の取組【新規】
・資源循環局と連携し、４月22日からごみ収集車で感染
予防対策を呼びかけ中

・交通局と連携し、市営地下鉄・バスで広報を展開

↑ 市営地下鉄・バスに掲出したポスター ↑ 市営地下鉄のデジタルサイネージ（１コマ）
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３ 横浜市における広報の取組状況 ～③緊急事態宣言解除後～

◆緊急事態宣言の解除後の主な広報内容

ウェブ
サイト SNS テレビ

ラジオ
広報

よこはま
市長から市民に向けたメッセージ
※万全な医療提供体制、新たな日常に向けた取組

〇 〇 〇 〇

市民や事業者向けの支援策 〇 〇 〇 〇

「新しい生活様式」の実践、感染予防対策
※ソーシャル・ディスタンスの確保など
※熱中症予防と感染症対策の両立の呼びかけ

〇 〇 〇 〇

横浜経済の再生に向けた取組 〇 〇 〇 〇

陽性患者の発生状況 〇 〇

相談窓口の案内 〇 〇 〇 〇
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３ 横浜市における広報の取組状況 ～③緊急事態宣言解除後～

◆「新しい生活様式」の実践の呼びかけ
・ソーシャル・ディスタンスの確保など、感染予防対策を
取り入れた行動の実践を呼びかけ

↑ 市ウェブサイトのトップページ 26



３ 横浜市における広報の取組状況 ～③緊急事態宣言解除後～

◆「新しい生活様式」の実践の呼びかけ

← 広報よこはま７月号の表紙

↓ 広報よこはま８月号の表紙
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３ 横浜市における広報の取組状況 ～③緊急事態宣言解除後～

◆「新しい生活様式」に対応する事業者の取組を発信
・本市は９月に、市内事業者の「新しい生活様式」に対応し
た取組を動画やSNS、冊子で発信する事業をスタート

・積極的な広報により、横浜経済の再生につなげる

← 「新しい生活様式」普及
推進事業の特設ページ
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３ 横浜市における広報の取組状況 ～③緊急事態宣言解除後～

◆「新しい生活様式」に対応する事業者の取組を発信
・広報よこはま11月号で広報
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３ 横浜市における広報の取組状況 ～③緊急事態宣言解除後～

◆「新しい生活様式」に対応する事業者の取組を発信
・市広報テレビ番組で特集
ｔｖｋ「ハマナビ」
10/24放送

市広報テレビ番組「ハマナビ」→
(tvk）での特集

・市広報ラジオ番組で特集
ＲＦラジオ「ホッと横浜」10/15‐16放送
ニッポン放送「ようこそ横浜」10/27放送
文化放送「横浜流儀」10/31放送
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３ 横浜市における広報の取組状況 ～③緊急事態宣言解除後～

◆「新しい生活様式」に対応する事業者の取組を発信
・季刊誌「横濱」2020年秋号（10月20日発売）で紹介

↑ 季刊誌「横濱」で「新しい生活様式」に取り組む複数の事業者を紹介 31



３ 横浜市における広報の取組状況 ～④多言語での発信～

◆市ウェブサイトの多言語ページを通じて情報を発信
・４月10日にリニューアルした多言語ページにおいて、
英語、「やさしい日本語」を中心に情報を発信

↑ 市ウェブサイトの多言語ページ
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３ 横浜市における広報の取組状況 ～④多言語での発信～

◆市ウェブサイトの多言語ページを通じて情報を発信

↑ 市ウェブサイトの多言語ページのうち新型コロナウイルス感染症に関するページ 33



４ 課題と対応状況

◆課題１
新型コロナウイルス感染症の状況が刻々と変化する中で、
正確・迅速に市民の皆様に情報を届けることが必要

・広報よこはまなどの紙媒体は、発行の２～３週間前に原稿
を確定する必要があるため、最新の情報を掲載できない。

・各広報媒体の特性を踏まえ、迅速な情報発信が可能な市ウェ
ブサイトとSNSを中心に広報を展開している。

・より多くの市民に市ウェブサイトやSNSにアクセスしてもら
えるよう、広報よこはまなど他の媒体を活用して誘導した。

← 広報よこはま
６月号の表紙
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４ 課題と対応状況

▽新型コロナウイルス感染症に関する横浜市の支援メニュー
・市民の皆様向けの情報 → 次ページ参照
・事業者の皆様・医療従事者の皆様向けの情報

▽相談窓口
▽市民の皆様への市長メッセージ動画・市長コメント
▽陽性患者の発生状況
▽新型コロナウイルス感染症に関するその他の情報
・くらし・経済対策
・横浜市へのご寄附
・おうちで楽しく過ごすためのコンテンツ
・横浜にゆかりのある皆様からの応援メッセージ（動画）
・コロナ回復者専用抗体検査PROJECT
・横浜市新型コロナウイルス対策本部会議資料
・国の情報（国内の状況や国からのメッセージなど）
・がいこくご の あんない など（Multilingual）

【参考】市ウェブサイトの特設ページの掲載項目
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４ 課題と対応状況

▽支援メニュー（市民の皆様向け）
・支援メニュー一覧（市民の皆様向け） ・給付・貸付等について
・雇用・就職支援等について ・住まいの確保について
・公共料金等の支払猶予・減免について

▽相談窓口（市民の皆様向け）
▽支援メニュー以外の情報（市民の皆様向け）
・感染症対策 ・学校・保育所（休業・再開に関すること）
・区役所でのお手続き・対応について

※「支援メニュー（市民の皆様向け）」に掲載された内容を除く
・施設・イベント（閉館・再開・中止・延期等の情報）
・妊娠されている方へ ・ひとり親家庭の方へ
・生活にお困りの方へ
・正しい情報に基づいた適切な対応のお願い
・災害時における対応のお願い
・その他の暮らしの情報

【参考】市ウェブサイトの「市民の皆様向けの情報」の掲載項目
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４ 課題と対応状況

・市ウェブサイトのアクセス数（1月から９月）

◆市ウェブサイトへのアクセス数

総アクセス数 トップページ
令和２年１月 18,591,034 622,782

２月 22,659,943 756,566
３月 27,052,205 1,005,217
４月 35,877,845 1,520,799
５月 38,478,271 1,611,449
６月 36,012,603 1,130,637
７月 29,747,223 980,921
８月 27,354,700 856,203
９月 23,628,021 778,579
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				令和２年１月 レイワ ネン ガツ		18,591,034		622,782				１位 イ		横浜市内の新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況		1,579,514				１位 イ		横浜市内の新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況		884,504

				２月		22,659,943		756,566				２位 イ		市トップページ シ		1,520,799				２位 イ		市トップページ シ		856,203

				３月		27,052,205		1,005,217				３位 イ		新型コロナウイルス感染症に関する情報について（特設ページ）		1,238,869				３位 イ		横浜市内の陽性患者の発生状況データ・相談件数		636,836
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				５月		38,478,271		1,611,449				５位 イ		小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等の段階的な教育活動の再開について		459,538				５位 イ		新型コロナウイルス感染症に関する情報について（特設ページ）		234,104

				６月		36,012,603		1,130,637				６位 イ		新型コロナウイルス感染症対策に係る保育所等の対応について（令和２年９月25日時点）		285,021				６位 イ		横浜市感染症情報センター		220,043

				７月		29,747,223		980,921				７位 イ		新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口について（コールセンター）		217,600				７位 イ		横浜市医療安全研修会(医療従事者向け）		218,026

				８月		27,354,700		856,203				８位 イ		臨時休業期間中の学習保障のための動画配信に関するお知らせ		216,890				８位 イ		記者発表		156,657

				９月		23,628,021		778,579				９位 イ		新型コロナウイルス		191,420				９位 イ		粗大ごみ		153,937

												１０位 イ		横浜市特別定額給付金について		189,366				１０位 イ		交通局トップページ コウツウキョク		150,460
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４ 課題と対応状況

・市ウェブサイトのアクセス数トップ10
◆市ウェブサイトへのアクセス数

◆令和２年４月 ◆令和２年８月

ページのタイトル アクセス数 ページのタイトル アクセス数

１位
横浜市内の新型コロナウイルスに感染した
患者の発生状況 1,579,514 １位

横浜市内の新型コロナウイルスに感染した
患者の発生状況 884,504

２位 市トップページ 1,520,799 ２位 市トップページ 856,203

３位
新型コロナウイルス感染症に関する情報に
ついて（特設ページ） 1,238,869 ３位

横浜市内の陽性患者の発生状況データ・相
談件数 636,836

４位
横浜市内の陽性患者の発生状況データ・相
談件数 630,486 ４位 指定給水装置工事事業者リスト 274,180

５位
小学校・中学校・高等学校・特別支援学校
等の段階的な教育活動の再開について 459,538 ５位

新型コロナウイルス感染症に関する情報に
ついて（特設ページ） 234,104

６位
新型コロナウイルス感染症対策に係る保育
所等の対応について（令和２年９月25日時 285,021 ６位 横浜市感染症情報センター 220,043

７位
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓
口について（コールセンター） 217,600 ７位 横浜市医療安全研修会(医療従事者向け） 218,026

８位
臨時休業期間中の学習保障のための動画配
信に関するお知らせ 216,890 ８位 記者発表 156,657

９位 新型コロナウイルス 191,420 ９位 粗大ごみ 153,937

１０位 横浜市特別定額給付金について 189,366 １０位 交通局トップページ 150,460
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４ 課題と対応状況

◆課題２
新型コロナウイルス感染症に関する多岐にわたる情報を
わかりやすく整理し発信することが必要

・市ウェブサイトは多くの情報を掲載することができる一方で、
情報が多くなり過ぎると、必要な情報に辿りつきにくくなる。

・必要な情報は市民それぞれの状況によって異なるため、市民
のニーズを踏まえた情報の整理が必要となる。

・市民にとって利用しやすく、わかりやすいページとなるよう、
日々、特設ページの改善に取り組んできた。
（例）・ページ上部に重要なお知らせを表示

・画像やグラフを用いた表示 など
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４ 課題と対応状況

◆課題３
刻々と変化する情報の全てを、人が翻訳することが困難
な中で、多言語情報をより充実させていくことが必要

・英語と「やさしい日本語」は市職員が翻訳・書換えを行い、
他の言語※は、機械翻訳で対応している。
※英、中（簡・繁）、韓、ポルトガル、スペイン、ベトナム、タイの８言語

・人による翻訳とあわせて、機械翻訳機能も最大限活用し、
情報の性質に応じて使い分けることが必要。

・多言語ページの認知度を高めるとともに、より辿りつきや
すい動線に改善する（新型コロナウイルス感染症のトップ
ページに外国語情報へのリンクを表示するなど）。
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論 点

◆新型コロナウイルスの感染が拡大し、長期化が見込まれ
る中で、横浜市にどのような情報を求めるか。

◆横浜市からの情報発信において、良かったと思う点、
改善してほしいと感じた点は何か。

◆市民の皆様が必要とする情報を、必要な人に届けるために
工夫できることがあれば、御提案をお願いします。
（例）・市ウェブサイトや広報よこはま、市広報テレビ・ラジオ番組など、

既存の広報媒体をより効果的に活用し、必要な人に必要な情報に届ける工夫
・他の自治体や企業などで実施している優良な広報事例
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