
市⾧定例会見

2021年３月25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. ひろやかな空間へ出かけよう
六甲山の可能性が拡がります

３. 令和３年４月１日～
民間専門人材のさらなる活用
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新型コロナウイルス感染症対策
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直近の陽性件数推移①
木 金 土 日 月 火 水 累計

今

週

3/18～3/24 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24

感染者数 24 28 28 21 10 27 46 184

先

週

3/11～3/17 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17

感染者数 35 30 26 14 17 23 30 175

先
々
週

3/4~3/10 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10

感染者数 14 20 9 34 5 21 20 123
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※確定日基準で集計
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直近の陽性件数推移②

3/3～5/20（79日間)

285件
6/23～9/23（93日間)

681件 5,603件
3.6件/日 7.3件/日 31.0件/日

4.2倍
8.6倍

9/25～3/24（181日間)



直近の比較（入院・入所・自宅療養患者数）
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（６月～９月） （３月～５月）

3/24 3/17 差 8/23 4/25

253人 204人 +49 96人 140人

179人 151人 +28 72人 106人

（うち重症） (14人) (18人) -4 （８人） （９人）

74人 53人 +21 24人 34人

51人 34人 +17 ― ー

65人 50人 +15 50人 14人

※市内在住者の数字

自宅療養者

入院調整中

直近の水曜日

【参考】

過去の入院・入所患者ピーク

入院・入所患者

入院患者数

宿泊療養施設入所患者



医療提供体制等の負荷
①病床のひっ迫具合（3/24時点）

病床全体の占有率

（現時点の確保）

81％ （153/189床）

73％ （153/211床）

（最大確保）

（現時点の確保）

47％

59％

うち重症者用病床の占有率

（最大確保）

②療養者数

24.9人
（3/24時点）

（人口10万人あたり）

監視体制
③PCR陽性率

4.0％
（ 3/8~3/14）

④新規報告数

11.2人
（ 3/18~3/24 ）

（人口10万人あたり）

⑤直近1週間と先週の比較

170人
（ 3/18~3/24）

（171人）
（ 3/11~3/17）

（3/18~3/24）

ステージⅢの指標（最大確保の20％以上、現時点確保の２０％以上）
ステージⅣの指標（最大確保の50％以上）

ステージⅢの指標（15人以上）
ステージⅣの指標（25人以上）

ステージⅢ・Ⅳの指標（10％以上） ステージⅢの指標（15人以上） ステージⅢ・Ⅳの指標（先週より多い） ステージⅢ・Ⅳの指標（50％以上）

（24/51床）

（24/41床）

うち重症者のみ
（最大確保）

27％（14／51床）

（現時点の確保）

34％（14／41床）

感染の状況
⑥感染経路不明割合

45.3％

政府が示す感染状況ステージの指標と神戸市の状況
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令和２年度

健康局の体制強化
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・柔軟な人事異動
・他部局からの応援職員を

計画的に配置(459名)

・保健所に保健師24名採用
・環境保健研究所に

研究職２名採用

令和３年度

専
門
職
採
用

人
事
異
動

・職員20名を増員
・応援職員は今後新たに

必要となる業務に対応

・4/1に保健師34名採用
→昨年度から45名増員



神戸市環境保健研究所の変遷

1912年 神戸市立東山病院に
「市立衛生研究所」として発足

1947年 「神戸市衛生局防疫課細菌検査所」
と改称

1949年 厚生省通知に基づき
「神戸市衛生研究所」と改称

1973年 「神戸市環境保健研究所」に改称

1981年 現在の場所に新築移転

2010年 改修工事開始
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神戸市環境保健研究所の役割

感染症や食中毒等の健康危機事例に関する検査・研究

新型コロナ，インフルエンザ，麻疹，結核，HIV，薬剤耐性菌

ノロウイルス，腸管出血性大腸菌O157，サルモネラ，化学物質等

行政検査

環境衛生や食品（市内流通品）の安全確保等

検査の信頼性確保

自施設の検査が適切であるかの検証や他施設の指導
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新型コロナウイルス検査への取り組み

2020年1月
リアルタイムPCR法による新型コロナ検査開始
・順次検査能力の拡充⇒最大280件/日の検査実績（2021年1月11日）
・シスメックスや市内医療機関での検査立ち上げへの技術的支援

2020年4月
市内陽性検体の集約、ゲノムサーベイランスの開始
・国のゲノムサーベイランスへの協力
・市内のクラスター発生の検証や市内での伝播状況把握にゲノムデータを活用

2020年11月
自施設でのゲノム解析を開始 (国立感染研と同じ方法)

・国立感染研とデータ共有（Ct値が27以下の検体を対象）

2021年1月
変異株監視体制の確立
・研究所に集約した全ての陽性検体に変異株PCR検査を実施
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RNAの抽出・精製BSL-3での不活化

新型コロナウイルスの検査からゲノム解析まで

次世代
シーケンサー
(NGS)による
ゲノム解析

PCRによる
新型コロナ
ウイルス検査
とN501Y変異株
のスクリーニング

① ② ③ ④
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下水を活用した感染症対策に関する研究

下水中の全てのウイルスや細菌を同時に検出
する網羅的な解析法の検討

結核菌の感染伝承力に関する研究

結核菌の全ゲノム解析データを駆使して、
感染伝播力に関与する遺伝子と体内での⾧期生存に関わる遺伝子を特定

レジオネラ属菌の病原性獲得に関する研究

アメーバ内でのレジオネラ属菌の動きを解析し高病原性の獲得との関連
性を調べる

環境保健研究所の研究活動
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健康危機管理機能の強化

専門職員の名称

化学試験員 健康科学研究職

環境保健研究所 健康科学研究所
研究所の名称

健康科学研究所における研究活動の支援

（４月１日）

（４月以降）
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科学的知識・技術によって市民の健康に寄与

健康科学研究所
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ひろやかな空間へ出かけよう

六甲山の可能性が拡がります
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より安全・快適に

六甲山が変わります

17
・交流拠点「ROKKONOMAD」の設置（2021年３月26日オープン）

アクセスが便利に

・光回線の整備（2020年12月25日サービス開始）

・六甲山最高峰エリア(トイレ・芝生広場等）の整備（2021年４月９日完成）

・急行便の運行(2021年４月１日から運行開始)

ロ コ ノ マ ド

・バス停の標柱型サイネージの設置 (2020年４月～順次 今後も増設)

・歩道の補修

・水道料金の値下げ（2021年4月１日サービス開始）

暮らし・働く環境整備
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六甲山急行便の運行（2021年4月1日～11月30日）

運行ルート：ＪＲ六甲道～六甲ケーブル下

106系統急行便

運行本数 ：平日・土日祝ともに18往復

18系統急行便

運行ルート：三宮駅ターミナル前（※）～摩耶ケーブル下 ※復路は三宮駅前

運行本数 ：三宮駅ターミナル前発：金曜・土日祝７本、

月曜から木曜（火曜除く）３本

摩耶ケーブル下発 金曜・土日祝４本、

月曜から木曜（火曜除く）２本

＜六甲山ブランドラッピングバス＞ ※106系統の一部の便で使用 ＜バス停サイネージ＞
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六甲山最高峰エリア・トイレの再整備

登山者や観光客が心地よく利用できるトイレを目指した再整備
一部に六甲山や兵庫県産木材を用い、周辺景観にマッチするデザイン

Before After
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六甲山最高峰エリアの整備

広場は芝生のほか、六甲山頂付近で特色ある樹種であるブナの木や、
地域在来の種からなる草原を再現
六甲山上のハイキング道沿いの老朽化した案内板（11ヶ所）を、
六甲山の景観にマッチしたデザインに統一し、多言語化するなど
リニューアルを実施

周遊路 案内板

４月９日（金曜）午前１０時より芝生広場で完成式を開催

芝生広場
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六甲山の歩道が安全・快適に

整備後整備前

整備前 整備後

歩行者が安全、快適に周遊できるよう、老朽化した歩道舗装や防護柵の
更新を実施
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交流拠点「ROKKONOMAD」（３月26日オープン）
ロ コ ノ マ ド

“Work in Residence” 森の中で暮らして働く

コワーキングスペース+レンタルオフィス機能を備えた交流拠点
ワーケーションが可能な宿泊機能
体験型の滞在プログラム「ワーク・イン・レジデンス」を実施
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ROKKONOMADの新たな取り組み

文筆家や写真家、デザイナーなどの創作活動を行う人や企業

「ワーク・イン・レジデンス」

自然の中での泊りがけ滞在型ワーケーション体験プログラム

対象

「フェローシップ」（滞在費支援）プログラム（６月より実施）

（対象） 若手（概ね35歳以下）のクリエイター等
（内容） 事前審査・承認のうえ滞在費を無償に

期間 ２～４週間程度

料金 個室６万円 ドミトリー３万5,000円（２週間滞在の場合）
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ROKKONOMADの新たな取り組み

〇エリア・コミュニティマネージャー
周辺の市街地や農村のエリアとつなぐ、地域に精通した人材を任命
地域との交流の面白さを実感してもらうことで、関係人口の増加や
六甲山へのオフィス進出につなげる活動を担当

コミュニティーマネージャー（２種）の配置

〇ロコノマドマネージャー（常駐配置）
利用者同士をつなぎ、ビジネス交流の中心的役割を担う
神戸での滞在に関することや人脈形成のサポートを担当

ヤンセン 尚子氏
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先端技術でワーケーションの効果を確認

ストレス値の可視化

16.4

10.4

5.2

ワーケーション前 ワーケーション中 ワーケーション後

バイタルデータ収集

ウェアラブルIoTソリューション「hamon®」

心拍数

ストレス値

睡眠の質

ウェアラブルIoTソリューションを活用し、六甲山でワーケーション体験
中のモニターのバイタルデータを収集、分析や集中力テストなどを実施

ストレス値軽減
など
六甲山上での
ワーケーション
の効果を確認

令和2年度 Be Smart KOBE 採択事業

＜唾液アミラーゼモニターをもとに算出したストレス値＞
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コロナとの⾧い闘い…
自然の中で五感を通じて
心豊かな暮らしを
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令和３年４月１日～
民間専門人材のさらなる活用
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民間専門人材の活用（ジョブ型雇用）の拡大

専門的な知識･経験を持った専門人材を確保するため、

任期付職員を中心としてジョブ型雇用を推進

令和２年度
（10月1日時点）
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70名 名

令和３年度
（4月1日～）

任期付：４５名
非常勤職員：４４名

任期付：２５名
非常勤職員：４５名
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民間専門人材の活用事例

業務改革専門官DX専門官 国際渉外専門官

チーフイノベーションオフィサー

アフリカ神戸リエゾンオフィサー クリエイティブディレクター

広聴専門官

チーフエバンジェリスト

イノベーション専門官

都市型創造産業統括プロデューサー

広報戦略アドバイザー
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ホームページ監理官 文書改革専門官
令和３年度から雇用する新たな専門人材
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雇用の目的・狙い

市民が知りたい情報を「探せる｣､｢理解できる｣
ホームページの機能拡充

30

金田 侑士(かねだ ゆうと) 34歳

ホームページ監理官

(経歴)

大手金融グループIT部門に入社し､データベース基盤
の設計･開発を行った。転職後は一般消費者向けサー
ビスの新規事業を開発、直近では大手銀行にて社内の
DX戦略企画･推進するなどDX/IT分野を幅広く経験。
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雇用の目的・狙い

“市民目線に立っていない文書”を作成する職員の
マインド･庁内の風潮を変革し、市民により簡潔で
分かりやすい文書を提供
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松本 淳彦(まつもと あつひこ)  55歳

文書改革専門官

(経歴)

教育関連企業で､主に広報・宣伝業務を経験。
プレスリリースやSNSの情報発信等の企画･運営の
ほか､社内文書表記統一ルールの策定を行った。

写真取り寄せ中
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今後も、

民間専門人材の積極的な活用により

多様な人材を確保し、ベストミックスな

人員体制を構築することで、

スマート自治体の実現を目指します


