
新型コロナウイルス感染症への

対応について

－ 第２弾 －

１



感染拡大防止への取組み
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神戸市におけるPCR検査の状況

［検査件数（累計）］ ２６７例（令和2年3月19日 10時現在）
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■ 必要なPCR検査を実施

〇 感染拡大を防ぐとともに、感染症患者に適切な医療

を提供するためにも、現在も、医師が必要と判断

したもの、患者の濃厚接触者のうち熱や咳などの

症状がある方などへの必要な検査は実施

〇 陽性と判定され入院された方には、症状が

なくなってから２度、PCR検査で陰性を確認した

うえで退院いただく
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神戸市における感染者の状況
検査実施
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市内の小規模患者クラスターの状況

［市内こども園の状況］
陽性患者：職員 6名、園児 なし

このほか職員 8名、園児14名の陰性確認済

その他の職員35名、園児92名は健康観察中

［市内介護保険通所事業所の状況］

陽性患者：職員 1名、利用者 4名

このほか利用者1名の陰性確認済

その他の職員 21名、利用者約130名は健康観察中

→ これまでの感染拡大防止の取組みを進めながら

国のクラスター対策班の知見も活用し、

保健所を中心とした関係組織の力を集中投下
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海外から帰国された
市民の皆様へ

発熱等の風邪症状の時は
外出を控えよう

不安のある方は、
電話でご相談ください

078 322 6250 078 322 6829
健康相談窓口 帰国者・接触者相談センター

（24時間対応［土日祝含］）
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神戸の医療の力を結集

［帰国者接触者外来］

当初１か所 → ６か所 に増設
（保健所等からのあっせんで受診いただくため、病院名は非公表）

［病床数］

感染症指定病院10床に加え、さらに患者が増えた場合は、

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

神戸には、感染症指定病院である中央市民病院をはじめ
多くの病院・医療機関があり、今回の肺炎治療に対しても
高水準の医療サービスを提供することが可能
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医療物資の調達状況

〇 ご提供

・南相馬市 高性能感染防護服 2,000着
昨年10月の台風19号の際、全国第1号の総括支援チームを本市から派遣して

以来、独自の交流を育む。原子力災害対策や感染症対策用などで備蓄していた

防護服をご提供いただく

・上海復星集団 医療用N-95マスク 23,000枚
上海に拠点を置く企業。中国企業との連携支援を行っている日本政策投資銀行

からの紹介で、神戸医療産業都市を視察されたのを契機に関係が始まり、

N‐95マスクをご提供いただく

〇 国からの配布（市からの直接依頼）

サージカルマスク 80,000枚
N-95マスク 1,000枚
フェイスシールド 4,640枚
ガウン 3,450枚10



学校園の臨時休業
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分散登校の実施

3月15日までとしていた臨時休業を春休みまで延長し、
児童生徒等の生活状況を把握するとともに、春休み中の
指導等を行うため小・中学校において分散登校を実施

小学校では、通常献立の給食
中学校では、給食申込者に給食を提供。給食費は公費負担

臨時休業 分散登校日

幼稚園 ～3/25

小学校 ～3/25
3/17：小1・4 、３/18：小2・5
3/19：小3・6

中学校 ～3/25 3/18：中1 、3/19：中2

特別支援学校 ～3/25

高等学校 ～3/23

高等専門学校 ～3/19

〇 学校園の臨時休業
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分散登校の実施状況（3/17）

児童生徒総数 登校数 登校率

小１ 12,138 11,684 96.3％

小４ 12,601 12,269 97.4％
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部活動・学校施設開放事業の再開

〇 学校園の臨時休業

〇 部活動

〇 学校施設開放事業（一部再開）

・中 学 校は、３月26日（木）～４月７日（火）
高等学校は、３月24日（火）～４月７日（火）

・活動日 ：平日の週２日まで（週休日の活動は認めない）
活動時間：１日あたり２時間以内

・対象期間：３月26日（木）～４月７日（火）
・実施可能な活動：児童生徒が主体となって行う活動
・活動日 ：１利用団体につき週２日まで

活動時間：１日あたり２時間以内
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感染拡大防止と
市民の暮らしの両立
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一部の市有施設の再開

➀ 市立図書館 （3月17日～）

年代区分による入館時間帯の設定（協力依頼）、閲覧室・
座席や館内閲覧用図書の利用禁止、館内滞在時間30分以内
など、感染防止の必要な措置を講じた上で、通常どおりの
時間帯で全11館を開館

② 市立博物館・美術館（3月17日～）

団体による来館など密集した観覧の禁止、接触する展示物
の撤去など感染防止の必要な措置を講じた上で開館

③ 神出自然教育園（3月17日～）

子どもたちの野外活動の場の確保の観点から開園

〇感染拡大防止と
市民の暮らしの両立
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市立図書館の館内様子（3月17日）

3月17日（火）の貸出冊数（全11館合計）
約27,900冊 うち児童書 6,800冊。

※昨年の同時期（3月19日火曜）と比べ、
約１.5倍（児童書は約１.6倍）の利用実績あり。

サービスの一部制限等を掲示貸出し手続きに親子で来館

東灘図書館 中央図書館
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乳幼児健康診査の再開

乳幼児健康診査は、児の発育・発達など健康状態の確
認や疾病を早期発見する貴重な機会

成長発達が著しく、親の不安感が他の月齢児よりも大
きいため、４か月児健診を優先して3月26日から再開

※1歳６か月児健診、３歳児健診も段階的に再開

［感染防止策］

体調不良（発熱、咳など）の場合の受診自粛を呼びかける

とともに、以下の感染予防策を徹底

・ 受診対象者人数、受付時間の調整

・ 会場内の消毒

・ 定期的な換気などの環境整備

・ 集団指導を中止し、人の密集を回避

〇感染拡大防止と
市民の暮らしの両立

18



子どもたちの居場所づくり
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学校園・学童保育等での受け入れ

〇 子どもたちの居場所づくり

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

→春季休業中は、通常どおり学童保育で午前中から預かり

② その他の児童

学校で受け入れ（通常の学習時間）

→春季休業中は、通常どおり学校園での受け入れは行わない
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受け入れ状況
〇 学童保育

229施設中、219施設で受け入れを実施 ※3月17日時点

登録児童数 受入数 受入率

１～３年生 11,174 4,541 40.6％

４～６年生 2,027 405 20.0％

計 13,201 4,946 37.5％

〇 学校園

〇 子どもたちの居場所づくり

児童等数 受入数 受入率

幼稚園 1,644 28 1.7％

小学校 75,279 865 1.1％

中学校（特支学級） 517 12 2.3％

特別支援学校 1,085 14 1.4％

※3月17日時点
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〇 子どもたちの居場所づくり

■ 学童保育利用料の取り扱い

現状、日割り計算なし、1日でも登録があれば月額

利用料全額を徴収

〇 学校で受け入れる児童（無償）との不公平感

〇 学校園休業に伴う休職等による所得の減少を

踏まえた、子育て世帯の経済的負担軽減

利用料4,500円/月 → 3月分 無料
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屋外活動を通じた居場所確保

〇 子どもたちの居場所づくり

① 公園等を活用した野外プログラムの提供

少人数の子ども向けプログラムを各園で実施

② 民間団体が行う子どもむけプログラムへの支援

地域・NPO等が行う子ども向けプログラムの支援

（3月10日より市ホームページで受付開始済み）を行い、

神戸の資源を活用した、屋外活動による安全な居場所

づくりを進める
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公園等を活用した野外プログラムの提供

実施箇所 総プログラム数 うち実施済
参加人数

（3/18現在）

５箇所 ７ ６
（うち１プログラムは終了）

約1,980人
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民間団体が行う子どもむけプログラムへの支援

応募団体数 総プログラム数
うち実施済プログラム

（3/17まで）

26団体

(30申請)
195 61
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経済対策について
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相談窓口
〇 経済対策について

新型コロナウイルスにより経営に影響を受ける恐れのある
市内中小・小規模事業者に対しては、1月31日に特別相談
窓口を設置。

【 ひょうご・神戸経営相談センター］

［場所］神戸市産業振興センター1階

［電話］078-977-9079

［平日］午前9時～午後5時 ※現在、国の制度を活用し土日も利用可能

［実績］相談件数 141件 (3月17日時点）

主な内容

・特別な融資・補助に関する問い合わせ

・雇用、従業員の休業等に関する問い合わせ
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融資制度等の対応状況
〇 経済対策について

→ 認定申請の増に対応し、
受付体制等を拡充

市長認定 実績

セーフティネット保証4号 ２７９件

セーフティネット保証5号 ２５件

危機関連保証 ２件

〇 融資制度 実施状況

〇 今後について
国の緊急対策「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」
による金利の引き下げや中小・小規模事業者等に対する実
質的な無利子・無担保の資金繰り支援、雇用調整助成金の
特例措置の拡大など、各種支援策を効果的に活用

〇 経済団体と市長による意見交換会
「神戸商工会議所(3/17)」「一般社団法人神戸経済同友会
(3/19)」「兵庫県中小企業家同友会（3/19）」と、地元産
業界の現状や今後の見通し、対応策等について意見交換
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神戸市単独の緊急雇用対策（案）

今般の新型コロナウィルス感染症による経済状況の
急激な悪化に伴い、影響を受けた方への緊急雇用対策を
神戸市単独で実施する

（検討例）
＊内定取り消しになった学生等を任期1年の一般職員

として、市職員に採用（100名程度）

＜対象＞神戸市内在住または神戸市内大学等の新卒者
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