
新型コロナウイルス感染症への
対応について
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神戸市における感染等の状況

［検査総数］ ６０例（令和2年3月5日 10時現在）

［感染確認例］ ２例
第１例 40代男性 感染症指定病院に入院し、容体安定
第２例 40代女性 感染症指定病院に入院し、容体安定

［その他］
・濃厚接触者に対する経過観察、必要な検査等の実施
・大阪市のライブハウスを利用した方に対し連絡の呼び掛け
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感染者に関する情報公開の考え方

〇 これまでは、検査による陽性確認後速やかに発表してき
たが、今後は、検査による陽性確認後、直ちに患者調査
に着手

〇 その後、行動歴、接触歴等で必要な情報については、
患者の協力が得られるようプライバシーに配慮しながら、
速やかに情報提供

〇 濃厚接触者が生じやすく感染拡大が懸念され、市民に
広く呼び掛ける必要がある場合、さらに必要な情報を
適切に公表
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神戸市の医療体制等の状況
［感染症指定病院］

１０床 ※ 陽性確認された２名が現在、入院中

［患者が多く発生した場合］
感染症指定病院の一般病床での患者受け入れ
感染症に対する対策が十分な市内病院での患者受け入れ

［検査体制］
市内医療機関との密接な連携により、必要なPCR検査を
実施
環境保健研究所において、通常一日24例、最大48例の
検査が可能。検査試薬は十分に確保できる状況
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市民向けの相談窓口の状況

＜ 感染発生後の相談受付状況 ＞
3月3日 ４４１件
3月4日 ５４５件 （参考：発生前週（2/25～28）平均248件）

→ 電話を１０回線に増強して、24時間対応中

相談先 電話番号

相談窓口 区・支所の保健センター ［平日8:45～17:15］

専用健康相談窓口 078-322-6250 ［24時間対応・土日祝含］

帰国者・接触者相談
センター 078-322-6829 ［24時間対応・土日祝含］
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市民のみなさまへ

新型コロナウィルス感染症への対応
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感染拡大を防ぐために
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換気が悪い、不特定多数が
密集する空間は避ける

風通しの良い空間づくりを
心がける

集団感染を防ぐ
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家庭で出来る感染症対策
［普段の心掛けが生む冷静な行動］
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こまめな手洗いをしよう

咳エチケットに努めよう

発熱等の風邪症状の時は
外出を控えよう

感染症対策 ３つの基本
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感染症電話窓口へご相談
［発熱など風邪症状で心配の方々］
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感染症相談窓口

24時間対応［土日祝含］

078 322 6250

078 322 6829

健康相談窓口

帰国者・接触者
相談センター
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児童の居場所の確保

新型コロナウィルス感染症への対応
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〇 児童の安全な居場所の確保策

１．家庭での見守り支援

２．学校園・学童保育等での受け入れ

３．神戸の資源を活用した居場所づくり
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➀ 企業等への要請
子どもを養育する従業員等で必要がある者に配慮し、休暇の
取得、在宅勤務等が可能となるような緊急の対応を依頼

② 家庭内での学習支援ツールの活用
インターネット上の学習支援ツールの活用を積極的に行う

（神戸市内の全児童・生徒にID配布済み）

③ 図書館における電子書籍の利用拡大
児童向けの電子書籍を追加するとともに、利用IDを地域
図書館等で配布

１．家庭での見守り支援
〇 児童の安全な居場所確保策
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学習支援ツール「みんなの学習クラブ」の活用

全児童・
生徒へID
配布済

家庭の
パソコン
タブレット
スマホで
利用可能
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図書館における電子書籍の利用拡大
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２．学校園・学童保育等での受け入れ
〇 児童の安全な居場所確保策

➀ 学童保育を利用されている児童

・１～３年生：午前中から学童保育で預かり

・４～６年生：学校で受け入れ、放課後、必要な場合は

学童保育で預かり

② その他の児童
学校で受け入れ（通常の学習時間）
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受け入れ状況
〇 児童の安全な居場所確保策

〇 学童保育
229施設中、216施設で受け入れを実施 ※3月3日時点

登録児童数 受入数 受入率

１～３年生 11,174 5,346 47.8％

４～６年生 2,027 443 21.9％

計 13,201 5,789 43.9％

〇 学校園
児童等数 受入数 受入率

幼稚園 1,644 35 2.1％

小学校 75,279 1,339 1.8％

中学校（特支学級） 517 3 0.6％
特別支援学校 1,085 4 0.4％
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学童保育の状況
例）利用者：39人 一人当たり面積2.71㎡

人件費特別加算及び
民間施設に対する特別補助
（支援員時給単価1.5倍）
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〇 児童の安全な居場所確保策

安全な子どもの活動スペースの
確保の必要性

［課題］
・ 学童保育における密集性の高い環境
・ 家庭に閉じこもることの子どものストレス
・ 感染しやすい盛り場等に集まるリスク

感染拡大に十分配慮した上で、
健康な子ども向けに、少人数で屋外で過ごせる
環境を提供することが必要ではないか
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３．神戸の資源を活用した居場所づくり
〇 児童の安全な居場所確保策

➀ 学童保育と学校等の連携強化

② 公園等を活用した野外プログラムの提供

③ 民間団体が行う子どもむけプログラム
への支援
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学童保育と学校等の連携強化

〇 学童保育に対し、学校園の校庭や空き教室など
学校施設を提供

〇 教員を学童保育へサポートとして派遣

〇 市立図書館の子ども向け書籍の学童保育への
配布

23



公園等を活用した野外プログラムの提供

〇少人数の子ども向けプログラムを各園で実施
（感染防止対策には十分配慮）

〇実施例
場所 プログラム 参加費 実施時期

森林植物園 園内クイズラリー
冬芽（ふゆめ）観察
クイズ

無料
※入園料は必要

実施中

須磨離宮公園 園内クイズラリー
グリーンアドベン
チャーin須磨離宮

無料
※入園料は必要

実施中

神戸総合運動
公園

園内ビンゴゲーム
菜の花ビンゴ 無料 実施中

再度公園 園内を巡るｸｲｽﾞﾗﾘｰ
自然観察会 無料

3/9～3/15
※3/14,15のみ自
然観察会実施24



民間団体が行う子どもむけプログラムへの支援

［新たな助成制度］

〇概要
近隣の公園や自然環境を活用し、少人数で身体接触を伴わない
屋外活動・自然体験などのプログラムを提供する団体に対し助成

〇要件等
①10人以下の少人数での活動
②１プログラム（２時間以上）あたり上限１万円
③プログラム参加者の保険料は別途全額助成

3/10（火）より市HPで受付開始
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事業者のみなさまへ

新型コロナウィルス感染症への対応
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〇 事業者のみなさまへの支援

１．相談窓口・融資制度

２．市の施設のキャンセル料金
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１．相談窓口・融資制度
〇 事業者のみなさまへの支援

〇 相談窓口
・新型コロナウイルスに関する経営等相談窓口

〇 融資制度
【国制度】

・セーフティネット保証4号・5号（業種の追加）
・セーフティネット貸付の要件緩和
・衛生環境激変対策特別貸付（宿泊・飲食業）等

【県市協調制度 経営円滑化貸付の強化】
最近１ｹ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少した方
［資金使途の拡充］ 運転資金に加え設備資金も対象
［利率の引き下げ］ ０．８％ → ０．７％
［貸付限度額の増］ １億円 → ２億８千万円28



２．市の施設のキャンセル料金
〇 事業者のみなさまへの支援

市の施設の利用予定をキャンセルした場合

◎ キャンセル料不要
◎ 既に支払われた利用料金は返金

［対象施設］
事前予約が可能な貸室、貸スペース等の場所貸しを実施
している市の施設
【例】文化ホール、体育館、区民センター、

勤労市民センター、勤労会館、国際会議場・展示場等
［対象期間］

令和2年3月3 日（火）から3月15 日（日）の間の利用分
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予算措置について

新型コロナウィルス感染症への対応

30



〇 3月補正予算案（3/11発表予定）
・これまでの対策を中心に3月補正予算を編成中

①相談窓口の設置
（コールセンター等設置経費）

②環境保健研究所の検査体制強化
（PCR検査機器の購入）

③学童保育等の開所時間延長
（人件費等の助成） 等

〇 今後の対策
・既存予算や予備費等により迅速・柔軟に対応

予算措置
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