
市長定例会見

2021年７月８日
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今日お伝えしたいこと

１. 新型コロナウイルスワクチン接種

２. 屋外公共空間での異常高温対策を強化します！
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新型コロナウイルスワクチン接種



ワクチン接種実績（2021.7.7現在）
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（住民基本台帳に基づく）（住民基本台帳に基づく）

10.4％

33.6％

1ST2nd
511,115回 288,275回

1,522,860人

〇全体

10.4％

82.6％

1ST2nd
358,008回 206,499回

433,292人

〇65歳以上

47.7％18.9％



ファイザー社ワクチンの不足による緊急対応
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対 応 対 象 時 期

全ての接種場所 7月2日から

集団接種会場、大規模接種会場 7月6日
予約分から

個別接種医療機関、施設接種 7月12日
予約分から

ファイザー

ファイザー モデルナ
新規予約の受付停止

１回目の接種予約の取り消し
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取り消し連絡済 予約振替（65歳以上対象約2,900人）

約5,600人（約90％） 約1,900人（約66％）

対象者：７月６日以降の神戸市予約システムの予約者全員

発送日：集団/大規模接種 ７月７日発送済
個別接種 ７月９日発送予定

【約５万人】

【約6,200人】7月6日～8日の予約者全員に直接電話連絡を実施

※65歳以上の方へは併せて予約振替について案内

○ダイレクトメールによる案内
予約の取り消しにかかる対応

緊急対応
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7/5~7/11 7/12~7/18 7/19～7/25
必要数 約1６万回 約１３万回 約１４万回
１回目 約８万回 約７万回 約７万回
２回目 約８万回 約６万回 約７万回

13万不足

ファイザー社ワクチン２回目接種分の確保
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必要数の
７万を充足

在庫数
供給数

緊急対応前 緊急対応後

1万
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７月８日(木) 以降
・お助け隊(各区役所等に設置) 

希望する65歳以上の方の接種機会を確保

・専用コールセンター において受付

モデルナを使用した会場への振替
65歳以上の方を対象とした予約振替

※なお、個別接種医療機関、施設接種については
ファイザー社ワクチン供給後、改めて予約受付を再開



国からのファイザー社ワクチンについて
７月下旬の供給量・供給時期が判明する見通し

７月中下旬
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１回目接種の予約を段階的に再開８月上旬

【７月下旬に接種開始時期・予約方法をご案内】

今後のスケジュール（予定）
ワクチン接種予約の再開について



屋外公共空間での
異常高温対策を強化します！
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屋外公共空間での異常高温対策の必要性
令和２年の動向

異常高温対策の継続的な取り組みが必要

コロナ禍における熱中症予防の必要性

〇令和２年８月は全国的に記録的な高温、熱中症救急搬送者が増加
これまで経験したことのない夏季の気温上昇

〇感染症予防のためのマスク着用により熱中症のリスクが増加
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対策の基本的な考え方
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人が集中する都心部、主要駅周辺の広場や公園等で効果的な
異常高温対策を組合せ、重点的に実施 12

出典:涼しいまちづくりデザインガイドブック（暑熱対応のまちづくり研究会）



令和３年夏季対策
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フラワーロードミスト広場・散水(歩道)

建築・建築設備(実験)

クールベンチ(実験)
散水(車道)・温度可視化(実験)
自動散水ロボット
フラワークールスポット
ミスト等（微細ミスト・簡易ミスト・噴水）

NEW

NEW

【神戸高専】

【神戸大学】NEW



14フラワーロードミスト広場



歩道

ミスト歩道散水

ミスト広場・散水（歩道）

散水イメージ
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クールベンチ（実験）

16昨年度の実施例（東遊園地） 王子動物園クールベンチ（イメージ）



散水・温度可視化

〇散水（車道）
暑熱環境が厳しい8月の気温が高く
なる時間帯に、広幅員道路に散水

散水前 散水後

〇温度可視化（実験）
赤外線カメラにより撮影した屋外
熱環境の変化を、WEB上で公開

温度可視化カメラ

散水実施箇所図(旧居留地周辺)
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自動散水ロボット（実験）
〇自律移動ロボット

Kobeport(oo)n（コウベポートーン）

〇第20回「Kobe Love Portみなとまつり」
でお披露目

・指定経路を自律移動
・人物接近時は自動停止

・神戸市と神戸高専共同で開発

・ミストカーテンを接続しミスト噴霧

日程：7月22日(木曜)
23日(金曜)

場所：メリケンパーク
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※王子動物園も実施予定

NEW



〇大規模公園でミストを設置し実施
布引ハーブ園、須磨離宮公園、しあわせの村、
北神戸田園スポーツ公園、神戸総合運動公園

〇各公園の特徴に合わせ、飾花・装飾を組合せ

19

フラワークールスポット

しあわせの村 神戸総合運動公園



〇微細ミストの常設
涼を演出するミスト等（駅周辺）

簡易ミスト（新長田駅）三宮バス停ミスト（イメージ） 20

〇簡易ミストの設置

〇噴水の活用

：三宮センター街東口バス停（北行き）
：名谷駅、西神中央駅、西神南駅、学園都市駅、妙法寺駅、
新長田駅、大正筋商店街

：垂水駅、新長田駅、名谷駅

NEW



建築・建築設備の取組み(実験)

21神戸市生涯学習支援センター（コミスタこうべ）にて実証実験

NEW

室外機ミスト噴霧 再帰反射化

●ミストにより、室外機の排熱から熱を奪うこと
で温度上昇を抑制

●エアコン室外機の排出空気にミストを噴霧
●反射日射を抑制し、地表面の温度上昇を低減
●壁面等が受けた日射の一部を上空に返す

●窓面に再帰反射フィルムを設置
●実証実験後、磯上公園体育館に導入予定

吸込空気 排出空気 排出空気

熱交換機

可視光域

近赤外域

反射日射 反射日射

再帰反射成分

従来型の高反射ガラス等 再帰反射フィルム

透過日射透過日射



中長期の取り組み予定

夏季においても屋外で快適に過ごすことが出来る
「涼しい街KOBE」を目指します
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様々な対策を組合せ（緑陰、日除、水盤、雨庭、ミストなど）

×
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