
州名 自宅待機命令 経済の部分的再開 州政府 COVID-19サイト

状況 開始日時 終了日時 再開開始日時

Alabama 解除 4月4日午後5時 4月30日午後5時 4月30日 政府機関 特設サイト

Alaska 解除 3月28日午前8時 4月24日午前8時 4月24日 政府機関 特設サイト

Arizona 解除 3月31日午後5時 5月15日午後11時59分 5月4日 政府機関 特設サイト

Arkansas 発令せず ・・・ ・・・ 5月4日（日本からのアクセス不可） 政府機関 特設サイト

California 部分解除 3月19日 リンク 5月12日（時期は郡によって異なる） 政府機関 特設サイト

Colorado 解除 3月26日午前6時 4月26日 4月27日 政府機関 特設サイト

Connecticut 解除 3月23日午後8時 5月20日 5月20日 政府機関 特設サイト

Delaware 解除 3月24日午前8時 5月31日 6月1日 政府機関 特設サイト

District of Columbia 部分解除 4月1日午前0時1分 6月8日 5月25日 政府機関 特設サイト

Florida 解除 4月3日午前0時1分 4月30日午前0時 5月4日 政府機関 特設サイト

Georgia 解除 4月3日 4月30日 4月24日 政府機関 特設サイト

Hawaii 解除 3月25日 5月31日午後11時59分 5月1日 政府機関 特設サイト

Idaho 解除 3月25日午後1時 4月30日午後11時59分 5月1日 政府機関 特設サイト

Illinois 部分解除 3月21日午後5時 5月29日 5月7日 政府機関 特設サイト

Indiana 解除 3月24日午後11時59分 5月4日 5月4日（マリオン、レイク、カス郡は別日
程） 政府機関 特設サイト

Iowa 発令せず ・・・ ・・・ 5月1日 政府機関 特設サイト

Kansas 解除 3月30日午前0時1分 5月3日11時59分 5月4日 政府機関 特設サイト

Kentucky 発令せず ・・・ ・・・ 5月20日 政府機関 特設サイト

Louisiana 解除 3月23日午後5時 5月15日 5月15日 政府機関 特設サイト

Maine 部分解除 4月1日午前0時1分 5月31日 5月1日 政府機関 特設サイト

Maryland 解除 3月30日午後8時 5月15日 5月18日 政府機関 特設サイト

Massachusetts 解除 3月24日午後0時 5月18日 5月18日 政府機関 特設サイト

Michigan 部分解除 3月24日午前0時1分 6月12日 4月22日 政府機関 特設サイト

https://governor.alabama.gov/assets/2020/05/GKI-0040-2020-Health-Order-Update-Info-Sheet-Amended-Safer-at-Home-FNL.pdf
http://www.alabamapublichealth.gov/
http://www.alabamapublichealth.gov/covid19/index.html
https://covid19.alaska.gov/wp-content/uploads/2020/05/05142020-Reopen-Alaska-Plan.pdf
http://dhss.alaska.gov/Pages/default.aspx
http://dhss.alaska.gov/dph/Epi/id/Pages/COVID-19/general.aspx
https://azgovernor.gov/sites/default/files/return_stronger-2.pdf
https://www.azdhs.gov/
https://www.azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/index.php
https://governor.arkansas.gov/news-media/press-releases/
http://www.healthy.arkansas.gov/Pages/default.aspx
https://www.healthy.arkansas.gov/programs-services/topics/novel-coronavirus
https://covid19.ca.gov/img/Executive-Order-N-33-20.pdf
https://covid19.ca.gov/roadmap/
https://www.cdph.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx
https://covid19.colorado.gov/safer-at-home
https://www.colorado.gov/cdphe
https://covid19.colorado.gov/
https://portal.ct.gov/DECD/Content/Coronavirus-Business-Recovery/Sector-Rules-for-May-20-Reopen
https://portal.ct.gov/dph
https://portal.ct.gov/Coronavirus
https://governor.delaware.gov/wp-content/uploads/sites/24/2020/05/Delaware-Economic-Reopening-Guidance-Phase-1-Revised_05202020.pdf
https://www.dhss.delaware.gov/dhss/dph/index.html
https://coronavirus.delaware.gov/
https://coronavirus.dc.gov/node/1477371
https://coronavirus.dc.gov/reopendc
https://dchealth.dc.gov/
https://coronavirus.dc.gov/
https://floridahealthcovid19.gov/plan-for-floridas-recovery/
http://www.floridahealth.gov/
https://floridahealthcovid19.gov/
https://www.georgia.org/covidfaq
https://dph.georgia.gov/
https://dph.georgia.gov/novelcoronavirus
https://hawaiicovid19.com/guidance-for-everyone/
https://health.hawaii.gov/
https://hawaiicovid19.com/
https://rebound.idaho.gov/stages-of-reopening/
http://www.healthandwelfare.idaho.gov/
https://coronavirus.idaho.gov/
https://coronavirus.illinois.gov/sfc/servlet.shepherd/document/download/069t000000BadS0AAJ?operationContext=S1
http://www.dph.illinois.gov/
http://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus
https://backontrack.in.gov/
https://backontrack.in.gov/
https://www.in.gov/isdh/
https://www.in.gov/coronavirus/
https://governor.iowa.gov/press-release/gov-reynolds-signs-new-proclamation-continuing-the-state-public-health-emergency-0
https://idph.iowa.gov/
https://idph.iowa.gov/Emerging-Health-Issues/Novel-Coronavirus
https://covid.ks.gov/ad-astra-a-plan-to-reopen-kansas/
http://www.kdheks.gov/
http://www.kdheks.gov/coronavirus/index.htm
https://govstatus.egov.com/ky-healthy-at-work
https://chfs.ky.gov/agencies/dph/Pages/default.aspx
https://govstatus.egov.com/kycovid19
https://gov.louisiana.gov/page/can-this-business-open
http://ldh.la.gov/
http://ldh.la.gov/Coronavirus/
https://www.maine.gov/covid19/restartingmaine
https://www.maine.gov/dhhs/index.shtml
https://www.maine.gov/dhhs/coronavirus-resources.shtml
https://governor.maryland.gov/wp-content/uploads/2020/04/MD_Strong.pdf
https://health.maryland.gov/Pages/Index.aspx
https://coronavirus.maryland.gov/
https://www.mass.gov/doc/reopening-massachusetts-may-18-2020/download
https://www.mass.gov/orgs/department-of-public-health
https://www.mass.gov/resource/information-on-the-outbreak-of-coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90640-528453--,00.html
https://www.michigan.gov/mdhhs
https://www.michigan.gov/coronavirus


Minnesota 解除 3月27日午後11時59分 5月17日 4月27日 政府機関 特設サイト

Mississippi 解除 4月3日午後5時 4月27日 4月27日 政府機関 特設サイト

Missouri 解除 4月6日午前0時1分 5月3日午後11時59分 5月4日（カンザスシティは別途） 政府機関 特設サイト

Montana 解除 3月28日午前0時1分 4月26日 4月27日 政府機関 特設サイト

Nebraska 発令せず ・・・ ・・・ 5月4日 政府機関 特設サイト

Nevada 解除 4月1日 5月9日 5月9日 政府機関 特設サイト

New Hampshire 解除 3月27日午後11時59分 5月31日 5月11日 政府機関 特設サイト

New Jersey 部分解除 3月21日午後9時 6月5日 5月18日 政府機関 特設サイト

New Mexico 部分解除 3月24日午前8時 5月31日 5月16日 政府機関 特設サイト

New York 部分解除 3月22日午後8時 5月28日 5月15日 政府機関 特設サイト

North Carolina 解除 3月30時日午後5時 5月22日午後5時 5月8日 政府機関 特設サイト

North Dakota 発令せず ・・・ ・・・ 5月1日 政府機関 特設サイト

Ohio 解除 3月23日午後11時59分 5月29日 5月4日 政府機関 特設サイト

Oklahoma 発令せず ・・・ ・・・ 4月24日 政府機関 特設サイト

Oregon 部分解除 3月23日 リンク 5月15日（郡によって異なる） 政府機関 特設サイト

Pennsylvania 部分解除 4月1日午後8時 6月4日 5月8日（郡によって異なる） 政府機関 特設サイト

Rhode Island 解除 3月28日 5月8日 5月9日 政府機関 特設サイト

South Carolina 解除 4月7日午後5時 5月4日 4月20日 政府機関 特設サイト

South Dakota 発令せず ・・・ ・・・ 4月28日 政府機関 特設サイト

Tennessee 部分解除 3月31日午後11時59分 4月30日午後11時59分 4月28日 政府機関 特設サイト

Texas 解除 4月2日午前0時1分 4月30日 5月1日 政府機関 特設サイト

Utah 発令せず ・・・ ・・・ 5月1日（日本からのアクセス不可） 政府機関 特設サイト

Vermont 解除 3月25日午後5時 5月15日 5月18日 政府機関 特設サイト

Virginia 発令中 3月30日 6月10日 5月15日 政府機関 特設サイト

Washington 部分解除 3月23日 5月31日 5月11日 政府機関 特設サイト

https://mn.gov/deed/newscenter/covid/safework/business/
https://www.health.state.mn.us/
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/index.html
https://governorreeves.ms.gov/covid-19/
https://msdh.ms.gov/
https://msdh.ms.gov/msdhsite/_static/14,0,420.html
https://showmestrong.mo.gov/
https://health.mo.gov/index.php
https://health.mo.gov/living/healthcondiseases/communicable/novel-coronavirus/
https://ewscripps.brightspotcdn.com/5b/1d/94b67bee4a9e9984d6bc231e48cc/reopening-montana-phased-approach.pdf
https://dphhs.mt.gov/
https://dphhs.mt.gov/publichealth/cdepi/diseases/coronavirusmt
https://governor.nebraska.gov/press/gov-ricketts-announces-upcoming-changes-directed-health-measures-deploys-additional-resources
http://dhhs.ne.gov/Pages/default.aspx
http://dhhs.ne.gov/Pages/Coronavirus.aspx
https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/05/NEVADA-UNITED-ROADMAP-TO-RECOVERY-1.pdf
http://dpbh.nv.gov/
https://nvhealthresponse.nv.gov/
https://www.covidguidance.nh.gov/
https://www.dhhs.nh.gov/
https://www.nh.gov/covid19/
https://nj.gov/governor/news/news/562020/approved/20200506a.shtml
https://www.nj.gov/governor/news/news/562020/approved/20200518a.shtml
https://www.state.nj.us/health/
https://covid19.nj.gov/
https://cv.nmhealth.org/2020/05/15/stay-at-home-order-extended/
https://nmhealth.org/
http://cv.nmhealth.org/
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYForwardReopeningGuide.pdf
https://www.health.ny.gov/
https://coronavirus.health.ny.gov/home
https://covid19.ncdhhs.gov/guidance
https://www.ncdhhs.gov/
https://www.ncdhhs.gov/divisions/public-health/coronavirus-disease-2019-covid-19-response-north-carolina
https://ndresponse.gov/covid-19-resources/covid-19-business-and-employer-resources/nd-smart-restart/nd-smart-restart-protocols
https://www.health.nd.gov/
https://www.health.nd.gov/diseases-conditions/coronavirus
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/responsible-restart-ohio/
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/home
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/
https://www.okcommerce.gov/wp-content/uploads/Open-Up-and-Recover-Safely-Plan.pdf
https://www.ok.gov/health/
https://coronavirus.health.ok.gov/
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/jkAULYKcSh6DoDF8wBM0_EO 20-12.pdf
https://govstatus.egov.com/or-covid-19
https://www.oregon.gov/oha/ph/pages/index.aspx
https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
https://www.governor.pa.gov/newsroom/gov-wolf-sec-of-health-take-actions-on-stay-at-home-orders-issue-yellow-phase-orders/
https://www.governor.pa.gov/process-to-reopen-pennsylvania/
https://www.health.pa.gov/Pages/default.aspx
https://www.health.pa.gov/topics/disease/Pages/Coronavirus.aspx
https://www.reopeningri.com/
https://health.ri.gov/
https://health.ri.gov/diseases/ncov2019/
https://www.sccommerce.com/covid-19-non-essential-business-guidelines
https://www.scdhec.gov/
https://www.scdhec.gov/infectious-diseases/viruses/coronavirus-disease-2019-covid-19
https://covid.sd.gov/docs/COVID_SDPlan_BackToNormal.pdf
http://doh.sd.gov/
https://doh.sd.gov/news/Coronavirus.aspx
https://www.tn.gov/governor/covid-19/economic-recovery/tennessee-pledge.html
https://www.tn.gov/health.html
https://www.tn.gov/health/cedep/ncov.html
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-to-safely-and-strategically-reopen-select-services-and-activities-in-texas
https://www.dshs.state.tx.us/
https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/
https://coronavirus.utah.gov/utah-leads-together/
https://health.utah.gov/
https://coronavirus.utah.gov/
https://accd.vermont.gov/covid-19/business/restart
https://www.healthvermont.gov/
https://www.healthvermont.gov/response/infectious-disease/2019-novel-coronavirus
https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2020/march/headline-855702-en.html
https://www.governor.virginia.gov/media/governorvirginiagov/governor-of-virginia/pdf/Forward-Virginia-Presentation-5.4.pdf
http://www.vdh.state.va.us/
http://www.vdh.virginia.gov/surveillance-and-investigation/novel-coronavirus/
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/SafeStartWA_4May20_1pm.pdf
https://www.doh.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus


West Virginia 解除 3月24日午後8時 5月3日 5月4日 政府機関 特設サイト

Wisconsin 解除 3月25日午前8時

5月13日（州最高裁判決に
より自宅待機令が無効
に。各自治体単位では発
令中）

5月13日 政府機関 特設サイト

Wyoming 発令せず ・・・ ・・・ 5月1日 政府機関 特設サイト

※自宅待機命令の解除状況は5末時点

https://governor.wv.gov/Pages/The-Comeback.aspx
http://dhhr.wv.gov/bph/Pages/default.aspx
https://dhhr.wv.gov/COVID-19/Pages/default.aspx
https://www.dhs.wisconsin.gov/
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/index.htm
https://drive.google.com/file/d/1cbsfIjNr3b-jBWwSo194OdW9H1JsppUC/view
https://health.wyo.gov/
https://health.wyo.gov/publichealth/infectious-disease-epidemiology-unit/disease/novel-coronavirus/

