
市長定例会見

2021年６月10日
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今日お伝えしたいこと

１.

２. 神戸駅前広場の再整備
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新型コロナウイルスワクチン接種
~配慮が必要な方への対応~
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新型コロナウイルスワクチン接種
～配慮が必要な方への対応～



直近の入院・入所・自宅療養患者数
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（1月～5 月） （9月～12月） （5月～8月）

6/9 5/15 12/9 8/13

219人 429人 304人 152人

192人 276人 170人 152人

（うち重症） (17人) (23人) (11人) (9人)

27人 153人 134人 人

97人 288人 ― ―

96人 1509人 254人 ―

※市内在住者の数字

自宅療養者

入院調整中

直近の状況
【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



1回目接種

高齢者(65歳以上)のワクチン接種実績 ※６月８日現在

神戸市
36.4％

（157,773回/433,292人）

老健・特養等入所施設（市内全182施設）【６月中完了予定】
その他の施設等（240施設のうち27施設で開始）【７月中完了予定】

1回目：約６５％（約２８万人）、2回目：約19％（約８万人）

高齢者入所施設の状況

予約状況



ワクチン接種かかるネットモニターアンケート
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Q：新型コロナワクチンの接種を受けようと思いますか。
2021年2月 2021年6月(有効回答数：2,922名) (有効回答数：3,240名)

未定
30％

受けたくない
12％

受けようと思っている
58％

未定
17％

受けたくない
９％

受けようと思っている
62％

接種済
12％



65歳未満の接種券発送・予約について
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６月11日(金)以降、6月24日(木)までに全市民に順次発送

接種予約
受付開始時期 6/11 6/30 7/5 7/10 7/15 7/20～
基礎疾患など
優先予約対象者

保育所・幼稚園・特別支援学校
等の保育士・教職員等

一般接種対象者

60 歳以上65 歳未満の方、基礎疾患がある方・福祉サービス従事者等

50～59歳

40～49歳
30～39歳

16～29歳

○接種券の

○ 受付開始時期予約

発送



配慮が必要な方への対応について

〇接種会場での接種が難しい方への対応
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〇障害のある方へのワクチン接種

〇やむを得ない事情により接種券が届かない方への対応

〇外国人の方への多言語対応



障害のある方へのワクチン接種
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時期：７月１日（木）から、順次接種開始

・タブレット活用した手話通訳システムの導入

障害者施設での接種

大規模・集団接種会場での配慮

対象：障害者入所施設・グループホーム（約100か所、2,300人）

※施設内接種をしない障害者の方には、かかりつけ医や大規模、
集団接種会場での接種をご案内

体制：嘱託医(入所施設)・協力医(グループホーム)より接種



接種会場での接種が難しい方への対応
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対象：高齢者等で個別・集団接種会場まで行けない方とその介護者・同居者

対象：知的障害者(療育手帳保持者)、精神障害者(1級)、
認知症の方で接種会場での接種が難しい方及びその介護者(家族等)

場所：東横INN神戸三ノ宮1（中央区）

障害のある方や認知症の方にやさしい接種会場の開設

巡回接種チームの派遣

体制：1チームあたり医師１名、看護師１名

特徴：保護者同伴および各個室での接種

時期：7月1日(木)～

時期：６月22日(水)～
最大8チームを目標
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やむを得ない事情により接種券が届かない方へ

ＤＶ被害等により住民票住所地以外の場所にお住まいの方で、
接種券がお手元に届かない場合、

①接種券の送付

申 請：神戸市ホームページの入力フォームから
ホームページでの申請が難しい方は、
電話受付も可能：☎078-277-3328

申請により指定の住所に接種券を送付
特 徴：証明書類不要
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〇ワクチン接種券を受領後、各自の予約可能時期に接種予約

※希望する場合は、接種したい自治体に問い合わせ

②接種の予約

〇神戸市発行の接種券により他市町村で接種可能

やむを得ない事情により接種券が届かない方へ

神戸市内での接種は「住所地外接種届出」が不要
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ワクチン接種に関する外国人支援（多言語対応）

対 応 言 語：8言語 やさしい日本語・英語・中国語・韓国語・ﾍﾞﾄﾅﾑ語
ｽﾍﾟｲﾝ語・ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語・ﾀｶﾞﾛｸﾞ語

①接種券の送付に外国人専用封筒＋資料で



14

ワクチン接種に関する外国人支援（多言語対応）

・市ホームページに特設ページ開設（6月24日）

・予約手続きの電話相談も実施

・映像通訳システム(タブレット)を配備

・医療通訳者を配置

予約マニュアル・動画で案内

②接種予約における対応

③接種会場における対応
すべての集団接種会場、大規模接種会場

神戸ハーバーランドセンタービル大規模接種会場
【13言語に対応】

【英語・中国語・ベトナム語に対応】

【11言語に対応】
神戸国際コミュニテイセンターにて受付

（イメージ）



神戸市民のみなさんに、安全に、丁寧に
ワクチンを接種していただけるように
全力で取り組んでいきます
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神戸駅前広場の再整備
~神戸駅前を見違える空間に~
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神戸駅の歴史
国内２番目の鉄道である
大阪-神戸駅路線の終着駅
として開業

山陽鉄道（現・山陽本線）
との接続に伴い、二代目
神戸駅が開業

鉄道の高架化（1931年）
に先駆けて、現在の三代目
駅舎が開業（開業91年）

１８７４年
(明治７年)

１９３０年
(昭和５年)

１８８９年
(明治22年)
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神戸駅前広場再整備の意義

・ハーバーランド⇔大倉山方面
(南北軸)

・元町⇔新開地方面(東西軸)

・周辺エリアへの波及効果
・地域全体の価値、魅力をさら
に高め、活性化につなげる

神戸駅は回遊の拠点
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前提条件

北
側
広
場

南
側
広
場

④ＪＲ神戸駅舎は現状を前提

③人が主役の空間に再編

②対象はＪＲ神戸駅前広場

①概ね2030年以降の姿を想定

⑤神戸駅周辺の活性化に
必要な施策は、適宜実施

湊川神社

高速神戸駅
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神戸駅前広場の課題

まちとのつながりが悪い

駅舎が景観に活かされていない湊川神社への見通しが悪い

にぎわいがない 放置自転車が多い
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再整備のコンセプト
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目指すべき方向性

人のための空間
駐輪場(地下含む)
バスロータリー
タクシーロータリー
景観軸
主要な人の流れ

④

③

①

② ②
②

③ ④

⑤

⑤

⑤

⑤

②居心地の良い空間整備

③ロータリーのコンパクト化

⑤広場⇔まちの回遊へといざなう設え

①湊川神社や駅舎等を活かした広場景観形成

④景観に配慮した駐輪場整備

高質で風格のある景観整備

スムーズかつ安全・安心な交通機能整備

周辺地区への回遊拠点としての整備

“人”中心の広場の運営管理
広場のマネジメントによる地域価値の向上

④

④



人のための広場空間

バスロータリー

駐輪場

タクシーロータリー

駐輪場
（地下空間の活用含む）

人のための広場空間

人のための広場空間

駐輪場
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再整備イメージ

（地下空間の活用含む）
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駅中央口より広場を見る(Before)
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駅中央口より広場を見る(After)
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山側より駅舎を見る(Before)
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山側より駅舎を見る(After)
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北側バス乗り場より湊川神社をみる(Before)
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北側バス乗り場より湊川神社をみる(After)
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南側広場(国道２号沿いの空間)(Before)
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南側広場(国道２号沿いの空間)(After)
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南側広場よりハーバーランド方面をみる(Before)



33

南側広場よりハーバーランド方面をみる(After)
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令和３年７月１日～８月１日 パブリックコメント募集

令和３年10月 基本計画の策定
令和４年１月～ 設計

令和12年(2030年)頃 全面リニューアル
※現３代目駅舎(1930年)開業100年

駐輪場の整備、ロータリー再編など段階的整備、順次供用開始

今後の進め方(予定)
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