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市長定例会見

2022年８月23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感染症対策

２. 新たな海上航路の実証実験を始めます

～ 須磨から淡路島でサイクリングを楽しもう ～

３. 持続可能な農業モデルの実現を目指して
～ 循環型資源“こうべ再生リン”の活用 ～
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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

水 木 金 土 日 月 火 累計

8/17~8/23 8月17日 8月18日 8月19日 8月20日 8月21日 8月22日 8月23日

感染者数 3,119 3,591 3,877 3,261 3,650 2,102 3,460 23,060

8/10~8/16 8月10日 8月11日 8月12日 8月13日 8月14日 8月15日 8月16日

感染者数 3,990 3,882 3,474 3,039 2,344 1,388 2,753 20,870

8/3~8/9 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月7日 8月8日 8月9日

感染者数 3,505 2,790 3,314 3,273 3,607 2,682 3,544 22,715

直
近

１
週
前

２
週
前



55

市内の医療提供体制と感染状況

（363/423床）

（8/16~8/22）1164.8人

1%

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）

（31/53床）神戸市の

現在の状況 (うち、重症者 28% (15/53床）)

8/22 時点フェーズⅤ感染拡大特別期

86%

58%

現在、兵庫県は です。
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高齢者、障害児・者施設

〇病床の確保

〇発熱外来、救急外来のひっ迫への対応

〇配慮が必要な陽性患者の受入体制の強化

妊婦の出産や透析患者の受入医療機関への支援金を創設

感染拡大の防止

〇定期的検査の対象拡大

訪問系事業所（訪問・居宅介護等）も追加

第７波における対策

423床405床

抗原検査キットの無料配布(9,000キット/日)

医療提供体制の確保

〇宿泊療養施設の増設 NEW

６歳～59歳に対象拡大



入所可能室数：８６室
開設予定日：８月２９日(月)

４施設 ５１８室 ▶ ６施設 ７０３室 に拡充

東横INN神戸湊川公園（兵庫区）
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KOKO HOTEL 神戸三宮（中央区）

入所可能室数：９９室
開設予定日：８月３０日(火)

新たな宿泊療養施設
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ワクチン接種実績
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（8/21 現在）

58.8%

77.9%

2nd3rd

1,180,163回 891,530回

1,515,817人

〇接種率（神戸市民約152万人における）

（参考）接種券送付済み対象者における3回目接種率 77.1％

4回目接種実績 ： 202,092人
（60歳以上 193,954人、59歳以下 8,138人）
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〇市役所１号館２４階

〇まちなか接種ステーションでの接種実績 (7/30～)

※（ ）内は３回目接種の方

若年層の接種促進

１２歳～ ２０歳～ ３０歳～ 合計

２９９人
(２７５人)

２１７人
(１７５人)

２７４人
(１４８人)

７９０人
(５９８人)

「12歳～39歳専用枠」「12歳～17歳専用枠」を設置

〇センタープラザ９階会場

「予約なし」「接種券なし」の夜間接種を実施
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ワクチン接種のおねがい

・ ４回目

・ ３回目

できるだけ早く 接種を受けていただくようお願いします

３回目がまだの方、４回目の対象で希望される方は

発症感染 入院

重症化

◎ワクチンには十分な予防効果があります
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新たな海上航路の実証実験を始めます

～須磨から淡路島でサイクリングを楽しもう！～
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JR須磨駅

山陽須磨駅

JR須磨海浜公園駅

遊歩道・遠浅海岸の整備

次世代モビリティの実証

緑地・トイレの整備

令和４年５月実施

令和４年度整備完了予定 令和２年５月整備

須磨海浜水族園再整備

令和６年春リニューアル予定

須磨海岸エリアの再整備

須磨ヨットハーバー
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須磨ヨットハーバー船着き場の活用

新たな海上航路の可能性を模索
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航路検討の着眼点
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島を自転車で１週
話題の『アワイチ』

海上航路での自転車往来の実現により

サイクリングが
人気のアクティビティ

神 戸 淡路島

須磨海岸エリアに新たな魅力が追加

×神戸ー淡路島間は自転車でアクセスできない

＜航路検討の着眼点＞

須磨－淡路島間を結ぶ海上航路の実証実験
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boh boh KOBE号 ・定員:６００名
・総トン数:４２７トン

実証実験の概要

提供：淡路島観光協会

約15㎞

須磨から淡路島まで約60分

須磨ヨットハーバー

あわじ交流の翼港 出典：国土地理院ウェブサイト
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気軽に須磨から淡路島へ この機会にぜひご利用ください

１０月８日(土)，１０月９日(日)，１０月１５日(土)

運航日

・募集定員：１便あたり100名

運航ダイヤ

【往路】須磨： ９時出港 → 淡路：１０時入港

【復路】淡路：１６時出港 → 須磨：１７時入港

８月２４日（水）９時より募集開始！《乗船者 大募集！！》

・乗船料(片道)：大人1,000円、小学生500円、小学生未満無料、自転車持込300円

運航スケジュール
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持続可能な農業モデルの実現を目指して
~循環型資源 “こうべ再生リン”の活用~
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循環型資源 “こうべ再生リン”

食物に含まれるリンが
し尿となり下水へ

下水の汚泥より肥料の要素である
リンを回収

独自技術により肥料の原料となる
“こうべ再生リン”を精製

こうべ再生リンを配合した肥料
“こうべハーベスト”を活用

こうべハーベスト活用による循環型農業の実現
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こうべ再生リンのさらなる可能性

輸入に依存した
肥料原料の価格高騰

〇肥料原料の輸入国際価格の動向(農林水産省調べ)

国産肥料のこうべハーベスト普及による農業経営の安定化
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園芸用肥料

「こうべハーベスト」の利用促進

対 象 申請見込
補助率

補助上限
当初 補正

新規就農者 20件 50％

100％
８袋(160㎏)/1000㎡ 相当額

【3,270円/袋】
農業生産者 200件

ー
農福連携法人 10件

NEW

NEW

水稲用肥料
対 象 申請見込

補助率
補助上限

当初 補正

学校給食用米生産者 150件 50％ 100％
２袋(40㎏)/1000㎡ 相当額

【3,720円/袋】

<さらなる普及に向けて>

市民農園におけるこうべハーベストの取組PR・利用推進

<購入費の補助> 【当初：4,434千円 6月補正：20,117千円】



2121

申込方法

８月24日~９月30日

JA兵庫六甲神戸北営農総合センター

JA兵庫六甲神戸西営農総合センター

※JA兵庫六甲各支店でも受付

(北区在住の方)

(北区以外に在住の方)

☎ 078-981-5540

☎ 078-961-1277

受付期間

申込連絡先
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食料安全保障にも貢献できる

新たな農業モデルの実現を目指します


