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1 神戸モデルの概要 

感染症拡大の早期探知のため、施設の基本情報と感染症対策、感染症発生状況を把握するシステムです。 

 

1.1 施設が入力するアプリ 

① 施設情報入力用:施設の基本情報を入力するアプリ 

② 感染症発生状況連絡用:感染症が疑われる患者が発生した場合の連絡用アプリ 

③ 感染症対策チェックリスト:施設の感染症対策のチェックアプリ 

④ 施設巡回訪問記録アンケート:訪問指導員の巡回指導を受けた後のアンケートの入力用アプリ 
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② 可能な限り、担当者個人の連

絡先ではなく、施設の連絡先を

記入してください。 

こちらに記載したメールアドレス

に施設番号が届きます、また、

メーリングリストに加入した場合

は、このアドレスが通知先になり

ます。 

③ 協力医療機関について記入し

てください。名称は、校医、嘱

託医、協力医の場合は氏名、

その他の場合は協力医療機関

名を記入してください。 

④ こちらのチェックは必須項目で

す。いずれかを選択してください。 

分からない場合は、「無回答」を

選択してください。 

① 代表者名、感染症担当者につ

いて、同じ方が担当されている

場合は、同一の氏名を入力し

てください。 

① 最後に「確認」をクリックしてください。 

2 施設が入力するアプリの入力方法 

2.1 施設情報入力用アプリ 

施設の基本情報を入力します。これ以降、アプリに入力する情報は、すべてこの施設情報をもとに記録されます。 

下記 URL より入力フォームに接続します。 
https://a4f55249.form.kintoneapp.com/public/00000072be17edc71af78dd38354264951e21dcdca739a85783f4daf46d8d6ac 

※P.11 以降に QR コードを用意しています。 

こちらのページが表示されますので、入力事項をすべて記入し、確認ボタンをクリックしてください。 

 
 

①  

③  

④  

②
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施設番号を確認し、

保存しておいてくださ

い。 

回答内容の確認画面が出ますので、内容を確認して、「回答」をクリックしてください。 

※1 度回答すると、アプリから修正はできませんので、ご注意ください。 

 

回答が成功するとこちらのページが表示されます。 

 
 

※まれに「リロードして再度回答してください。」とのエラーメッセージが出る場合があります。 

 そのときは、再度回答ボタンをクリックするか、URL の左横（赤枠）の更新ボタンをクリックして、再度回答を入力し

てください。 

 

 

回答が完了すると、自動返信メールで「施設番号」が送信されます。下のようなメールが届きますので、「施設番号」を

確認してください。 

2.2 以降の入力はすべてこの施設番号を入れて、入力します。 

※メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認してください。（P.14 よくある質問 4.4 参照） 
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① 2.1のメールに記載されていた施設

番号を入力し、右横の検索ボタン

をクリックしてください。 

→青枠の施設名と区名が自動で入り

ます。 

③ 症状があるものをチェックし、報告日 

の有症者数などを入力してくださ

い。 

④ 過去の日の分もまとめて入力をする

場合は「＋」をクリックし、行を追加

してください。 

⑤ 過去に入力したことがあれば、施設

番号を入力すると、こちらの項目

は自動で入ります。 

新たに違う内容を入力する場合

は、一度すべて消し、正しい内容

を入力しなおしてください。 

 

最後まで入力したら、「確認」ボタンをク

リックしてください。 

② 連絡先のメールアドレスを入力して

ください。 

   このアドレス宛に、自動返信メール

が届きます。回答内容を確認・修

正する場合は、メール内の URL か

ら行います。 

2.2 感染症発生状況連絡アプリ 

感染症が疑われる患者が 2 名以上発生した場合、ただし、新型コロナウイルス感染症は 1 名以上発生した場合

に、施設から神戸市に報告するためのアプリです。上記の場合以外は、入力する必要はありません。 

下記 URL より入力フォームに接続します。 
https://a4f55249.form.kintoneapp.com/public/000c29b0d5550e5097b89bd166ccc88e167f59c811cc46e059d724f4feab737d 

※P.11 以降に QR コードを用意しています。 
 

 

①  

③ 

⑤ 

④ 

② 
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「回答を修正する」をクリックす

ると、再度回答することができ

ます。 

 

回答内容の確認画面が出ますので、内容を確認して、「回答」をクリックしてください。 

回答が成功するとこちらのページが表示されます。 

 
 

※まれに「リロードして再度回答してください。」とのエラーメッセージが出る場合があります。 

 そのときは、再度回答ボタンをクリックするか、URL の左横（赤枠）の更新ボタンをクリックして、回答を入力してくだ

さい。 

 
 

回答後の画面で、「My ページ」をクリックすると、下のページが開きます。 

後から回答内容を確認する場合は、このページから確認してください。 

 

 



6 

①回答を修正する場合

も、必ず「施設番号」

を入力してください。 

②回答した内容が表示

されますので、正しい

回答内容を入力し、

「確認」をクリックしてく

ださい。 

 

 

※回答を修正する場合、My ページで「回答を修正する」をクリックすると、最初の回答画面が開きます。 

 

① 

② 
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My ページは、自動返信メールからも見ることができます。 

下のような内容のメールが、「連絡先メールアドレス」に入力したメールアドレス宛に届きます。 

赤枠の URL をクリックすると、My ページが開き、回答内容を確認・修正することができます。 
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① 2.1 のメールに記載されてい

た施設番号を入力し、右横

の検索ボタン（青い虫眼鏡

ボタン）をクリックしてください。 

→青枠の施設名と区名が自動で

入ります。 

すべての質問項目にチェックをし、

最後に「確認」ボタンをクリックして

ください。 

どちらかわからない場合、該当がな

い場合は、「いいえ」を選択してく

ださい。 

回答について補足があれば、自由

記入欄に記述してください。 

最後まで入力したら、「確認」ボタンをクリックしてください。 

回答いただく施設の種別によっ

て、こちらの表記は異なります。 

※開いた入力フォームのタイトルが、こち

らと違っても問題ありません。 

2.3 感染症対策チェックアプリ 

全施設を対象に感染症対策のチェックを行います。 

下記 URL より入力フォームに接続します。施設の種別によって、入力フォームは異なります。 

※内容は同じですので、間違って別の種別のフォームから入力しても問題ありません。 

※P.11 以降に QR コードを用意しています。 

★社会福祉施設用入力フォーム
https://a4f55249.form.kintoneapp.com/public/a65153d941ac812102ef4d3dda040df869e882d516add596ac878a9ab386cfed 

★こども施設用入力フォーム 
https://a4f55249.form.kintoneapp.com/public/ce2a15d9d218839d703c401dd3a7a904b75f90005cab3433b74436e8b16cb98c 

★学校用入力フォーム 
https://a4f55249.form.kintoneapp.com/public/def00000aedf938bfe57e763c3d11c35dcc4ed98920742e890f3cf089048c229 

 
                        : 

  
 

 

 

 

 

回答内容の確認画面が出ますので、内容を確認して、「回答」をクリックしてください。 

※1 度回答すると、アプリから修正はできませんので、ご注意ください。 

①  
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回答が成功するとこちらのページが表示されます。 

 

 

※まれに「リロードして再度回答してください。」とのエラーメッセージが出る場合があります。 

 そのときは、再度回答ボタンをクリックするか、URL の左横（赤枠）の更新ボタンをクリックして、回答を入力してくだ

さい。 
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② 2.1のメールに記載されていた施設

番号を入力し、右横の検索ボタン

をクリックしてください。 

→青枠の施設名と区名が自動で入り

ます。 

① 2.1 のメール

に記載されて

い た 施 設 番

号を入力し、

右横の検索

ボタンをクリッ

ク し て く だ さ

い。 

→青枠の施設名

と区名が自動で

入ります。 

記入者氏名、１～７の質問に

ご回答ください。 

最後まで入力したら、「確認」ボタンをク

リックしてください。 

2.4 感染症訪問指導員巡回訪問アンケート 

感染症訪問指導員の巡回指導を受けた後のアンケートです。 

下記 URL より入力フォームに接続します。 
https://a4f55249.form.kintoneapp.com/public/335a06c1e67cb9bf60c240bc9fdec29390277f8d2d37d273a820a0c4c43a5773 

※P.11 以降に QR コードを用意しています。 

 

 

 

 

 

 

  

①  
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3 各入力フォームの QR コード 

 

神戸モデル ＱＲコード（こども施設用） 
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神戸モデル ＱＲコード（社会福祉施設用） 
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神戸モデル ＱＲコード（学校用） 
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4 よくある質問 

4.1 一度入力した情報を、後から確認することはできますか。 

 システム上では、ご確認いただけません。神戸市役所または区の保健センターへお問い合わせください。 

 お問い合わせの際は、施設番号をお伝えいただくとスムーズです。 

※「発生状況報告」のみ、My ページから確認することができます。 

 

4.2 一度入力した情報を、後から修正することはできますか。 

 一度回答した情報を後から修正することはできません。神戸市役所または区の保健センターへお問い合わせください。 

 お問い合わせの際は、施設番号をお伝えいただくとスムーズです。 

※「発生状況報告」のみ、My ページから確認することができます。 

 

4.3 施設番号を誤って入力し、そのまま回答してしまった場合はどうすればよいですか。 

 誤った施設番号で回答してしまうと、別の施設の回答として記録されますので、神戸市役所または区の保健センター

へご連絡ください。ご連絡の際は、施設番号をお伝えいただくとスムーズです。 

神戸市役所または保健センターの職員が誤った回答を削除した後、再度ご回答いただきますようお願いいたします。 

 

4.4 2.1 の施設情報を入力しましたが、自動返信メールがきません。 

 まず、迷惑メールフォルダに入っていないか、ご確認ください。迷惑メールフォルダに入っていない場合は、メールアドレス

を誤って入力された可能性があるので、神戸市役所または区の保健センターへご連絡ください。市の職員より、施設

番号をお伝えします。 

 


