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はじめに 

 

 

 本市においては、令和２年７月に公表した「神戸市新型コロナウイルス感染症対策第

１次対応検証結果報告書」を踏まえ、医療・検査体制の確保、保健所の体制整備、医療

用資機材の備蓄等をはじめ、新型コロナウイルス感染症対策における神戸市の対応方針

に基づき、各分野において新型コロナウイルス感染症対策を講じてきた。  

 中央市民病院における臨時病棟 36床の開設・運用、官民連携による検査体制の拡充、

感染拡大の状況に応じた必要な部局への応援体制の確保、アルコール消毒液やマスク等

の衛生用品の必要数の確保など、「次なる波の備え」として検証した内容は、その後の

感染症対策にも活かされたところである。 

 一方で、昨年末から年始の冬場にかけて急速な感染拡大が生じた第３波、変異株（ア

ルファ株）の影響により、年度末から年度始めにかけて爆発的な感染拡大が起こった第

４波、更に、変異株（デルタ株）の影響により、これまでの規模を上回る感染拡大が生

じた第５波と、都度それまでの波を上回る感染拡大が発生し、兵庫県下においてもこの

間、３回にわたる緊急事態宣言が発出される事態となり、市民・事業者に大きな影響を

与えることとなった。 

 繰り返し到来する感染拡大の波の中、医療従事者の献身的な医療活動、市民・事業者

の感染予防や感染防止対策への協力、過去に例のないワクチン接種の取組みの中、行政・

事業者・医療従事者が一体となった個別・集団接種体制の構築・推進、大学生を主体に

した「お助け隊」によるシニア世代の接種予約支援等により、まさにオール神戸でこれ

までの危機を乗り越えてきた。 

本市においても、急激な患者の増加、相次ぐクラスターの発生等により、医療がひっ

迫する状況の中、市内医療機関の協力によるコロナ受入病床の確保、宿泊療養施設の増

加、自宅療養の実施及びフォローアップの強化、基本的感染拡大対策徹底の周知・呼び

かけ、ワクチン接種の迅速化等、その時々の取り巻く環境の変化に応じて、新型コロナ

ウイルス感染症対策を最優先として全庁挙げての懸命な対応が続いた。 

 新型コロナウイルス感染症の状況は、低い水準となっているが、感染伝播はなお継続

している。他方、新型コロナワクチン接種の進展や治療薬の活用、これまでの経験を踏

まえた相談・検査・医療提供体制の確保など、新型コロナウイルス感染症をまん延させ

ない取り組みも順次進めているところである。 

 改めて、これまで講じてきた感染症対策を振り返り、有効に機能した点、見直しや新

たな対応が必要な点について、再検証していくことは、今後の備えや感染拡大への対応

を効果的にするためにも大変重要である。 

長期にわたる新型コロナウイルスとの闘いに打ち克ち、感染拡大を防止しながら、日

常生活や経済社会活動を継続できるよう、本検証を踏まえ、今後の感染症対策に活かし

ていく。 



 

 新型コロナウイルス感染症対策 第２次対応検証チームリーダー 

    神戸市副市長 小原一徳 

 

（検証対象期間） 

 特に定めがない限り、令和２年６月１日～令和３年９月 30 日までの対応について検

証する。 

 

（検証の経緯） 

〇令和３年３月 12 日 第 1回検証チーム会合 

          （以後、オンラインや Web会議を用いて、検証作業を実施） 

〇令和３年４月５日～令和３年９月 30 日までの間、新型コロナウイルス感染症対策

を最優先とした全庁的な取組みのため、検証作業を一時中断。 

〇令和３年 10月１日 緊急事態措置の終了にあわせて、改めて検証作業を再開 
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