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市長定例会見

2022年５月26日



１. 新型コロナウイルス感染症対策

今日お伝えしたいこと

３. 地下タワー式駐輪場の整備

４. ニホンジカ対策

２.
ひとり親家庭・生活困窮者等に向けた
さらなる就労・雇用対策
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新型コロナウイルス感染症対策
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※発表日基準で集計

直近の陽性件数推移

金 土 日 月 火 水 木 累計

5/20~5/26 5月20日 5月21日 5月22日 5月23日 5月24日 5月25日 5月26日

感染者数 470 406 283 196 563 473 319 2,710

5/13~5/19 5月13日 5月14日 5月15日 5月16日 5月17日 5月18日 5月19日

感染者数 541 583 392 150 609 524 530 3,329

5/6~5/12 5月6日 5月7日 5月8日 5月9日 5月10日 5月11日 5月12日

感染者数 226 668 542 183 710 655 454 3,438

直
近

１
週
前

２
週
前
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市内の医療提供体制と感染状況

※市外在住者含む

(うち、重症者 6% (3/53床）)

5/25 時点フェーズⅤ感染拡大特別期

25%

19%

現在、兵庫県は です。

神戸市の

現在の状況

（5/19~5/25）感染経路不明割合

（99/398床）

（5/19~5/25）155.3人

2%

新規感染者 週感染者数
　　              （人口10万人あたり）

確保病床の使用率

重症者用病床の使用率

入院率 （入院者数/療養者数）

54.3%

（10/53床）
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新型コロナ陽性検体

L452R変異株PCR検査

ウイルス量(多)

ゲノム解析

5月16日以降

・南アで出現・増加
・国内空港検疫等で検出BA.1/BA.2系統疑い BA.4/BA.5系統疑い

変異無 変異有

BA.1/BA.2/BA.4/BA.5系統の確定
新たな変異株への監視

検体搬入後
１日以内で検出

※5月25日時点でBA.4/BA.5系統疑い株は神戸市では検出されていません

早期検出

T547K変異株PCR
(2/21～5/15)

新たな変異株ゲノムサーベイランス体制

オミクロン株(BA.４/BA.５)に対応 神戸市独自
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52.5%

77.8%

2nd3rd

1,179,554回 796,277回

1,516,139人

〇接種率（神戸市民約152万人における）

ワクチン接種実績（5/24 現在）

（参考）接種券送付済み対象者における3回目接種率 70.3％
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３回目接種の促進

〇夜間接種の拡大

〇ファイザー取り扱い接種会場の拡充

〇大学・企業・地域団体等による団体接種の受付

〇大学等への訪問型団体接種・バスの準備

〇ワクチンカーによる地域訪問接種
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４回目接種について

３回目のワクチン接種から５ヶ月が経過した

①60歳以上の方 ②18歳以上59歳以下の基礎疾患を有する方
その他、重症化リスクが高いと医師が認める方

対象者

接種券

①の方：手続きなしで順次発送

②の方：「こうべE-Mail接種券」を申込

Eメールで

すぐにお届け

６月１日から接種開始

(５月31日~)

(６月１日~)
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接種券が届き次第予約ができます

予約の方法

①かかりつけの診療所・病院での予約

②インターネットでの予約

④おまかせ予約

③「お助け隊」で予約 (6月23日~再配置)

⑤新型コロナワクチン接種コールセンターで予約

さらに60歳以上の方は
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接種体制

個別接種医療機関

集団接種会場

832カ所 ファイザー社製

16カ所 モデルナ社製

（診療所・病院）

(市役所会場のみファイザー社製)

モデルナ社製（予定）

ノエビアスタジアム神戸会場は大規模接種会場の役割を終え、運営終了

最終接種日：６月19日

接種実績：初回(１・２回目)接種 約367,000人、 追加接種(３回目)接種 約70,000人
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ワクチン接種をはじめ、

感染拡大防止に向けて、

引き続き、取り組んでいきます。
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ひとり親家庭・生活困窮者等に向けた
さらなる就労・雇用対策
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就労・雇用支援の取り組み（令和4年度当初）

〇失業中・休業中の求職者等向け

〇生活困窮者向け

・生活支援相談会の開催（年３回）

・「くらし支援窓口」での伴走型支援

・市内企業の求人情報を市の特設求人サイトへ継続掲載

・合同企業説明会の開催による機会創出

〇ひとり親家庭向け
・オンライン等での無料講座開催による資格取得サポート

・「LINE」を活用したキャリアカウンセリング / 職業紹介



市の事業を活用した緊急的雇用

・歩道・公園・緑地帯の雑草の防除

・各種台帳の電子化業務

・神出山田自転車道維持管理業務

・外来種の駆除業務 等

〇対象業務

〇雇用人数 合計：約 100 名 (生活困窮者・ひとり親世帯 等 )

〇雇用形態 委託、人材派遣、請負契約 等

さらなる支援を実施

15



16

職業紹介事業者を通じて、多様な求人情報を短期集中的に開拓

目標：150 件(正規雇用が主)

積極的な広報・マッチング活動を展開

例）- スタートアップと連携したオンライン相談
- リアルなマッチング機会の提供

就業を望むひとり親家庭と人材を求める企業の双方を支援

ひとり親家庭のための求人開拓
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地下タワー式駐輪場の整備
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地下タワー式駐輪場

（出典）JFEエンジニアリング株式会社 （出典）株式会社技研製作所



19

導入メリット

・地上空間の有効活用

・駐輪場所に困らない ・多様な自転車に対応

・盗難のリスクが軽減

（出典）JFEエンジニアリング株式会社
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今後の整備に向けて

先行して整備

神戸駅
設計中

兵庫駅

三宮駅

摂津本山駅
岡本駅

六甲道駅
新神戸駅
新長田駅

令和７年度頃完成予定

令和１０年度頃完成予定

都心・三宮再整備にあわせて

令和４年度中基本計画策定



ニホンジカ対策
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ニホンジカの生息エリア

平成１６年度

（２００４年度）

令和元年度

（２０１９年度）

分布域の拡大

生息個体数の増加
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ニホンジカの増加による影響

〇食害（樹皮剥ぎおよび草地の裸地化）

神戸市内にて撮影 三重県にて撮影
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人の生活にも及ぶ被害

〇感染症リスクの増加（マダニ・ヤマビル）

写真：馬原アカリ医学研究所提供 写真：兵庫県HPより
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今後の取り組み

シカの侵入・定着防止にむけた監視体制等の強化

通信機能付センサーカメラ

50台 新規導入
リアルタイムで撮影データ送信

神戸市内にて撮影
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神戸への侵入を防ぐために

≪神戸市鳥獣相談ダイヤル≫

市ホームページに掲載

近づかず、静かにその場を離れて、市までご連絡を

☎ ０７８-３３３-４４０８

シカに出会ったときは…

シカの生態や被害状況について

神戸市HP


