
市長定例会見

2021年12月９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. 豊かな自然の魅力あふれる六甲山に
新たな賑わいが生まれています！
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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

12/3~12/9 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日

感染者数 3 4 5 0 3 10 3 28

11/26~12/2 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 11月30日 12月1日 12月2日

感染者数 1 3 1 1 2 5 3 16

11/19~11/25 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月24日 11月25日

感染者数 2 1 8 0 3 4 3 21

直
近

１
週
前

２
週
前
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これまでの変異株ゲノムサーベイランス体制

ウイルス量(少)

ゲノム配列確定
・ゲノム疫学による地域内感染状況把握
・新たな変異株への監視

ウイルス量(多)

・現時点で免疫回避に最も重要とされる
E484部分の変異をモニタリング

・E484K(Q)変異が検出された場合は
ゲノム解析を実施

市内感染者の陽性検体５～６割を回収

E484K(Q)
スクリーニング

PCR検査
ゲノム解析

新型コロナ陽性検体
11月28日まで
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オミクロン株の発生や変異株の発生動向を監視するため、

①自治体主体の全ゲノム解析を、従来お願いしている実施率5～10％にとどまらず、
現時点における検査能力を最大限発揮して、ゲノム解析を実施すること。

②オミクロン株の変異株 PCR 検査について、L452R 変異株PCR検査で陰性を確
認することにより、オミクロン株の可能性のある検体を検出するため、自治体
において迅速に変異株PCR検査を再開すること。

厚生労働省による要請

12/2付厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査における
ゲノム解析及び変異株PCR 検査について」抜粋



新たな変異株ゲノムサーベイランス体制

市内感染者の陽性検体５～６割を回収
新型コロナ陽性検体

L452R変異株PCR検査

E484K(Q)
スクリーニング

PCR検査

オミクロン株疑い
（デルタ株以外） 直ちに

ゲノム解析
・オミクロン株の早期検知
・新たな変異株への監視ウイルス量(多) ウイルス量(少)

デルタ株

ゲノム解析

11月29日以降
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※国に先駆けて実施



12/8まで 12/9以降

52 床増
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359 床 411 床（51 床）

※（ ）は重症病床

（53 床）

最大

第６波に備えたコロナ受入病床の更なる確保

最大

＜感染拡大時＞
・通常医療の制限
・公的病院への要求,要請

確保病床
306 337

74

（47）

（6）

（47）

※第5波の最大確保実績344 床

53（4）

＋31床

＋21床



市内医療機関との連携で、毎日、24時間対応
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市内医療機関との連携で、毎日、24時間対応

４つの急病診療所と こども初期急病センターで毎日対応

重症・高度な医療に対応する市内医療機関と連携して、
毎日、24時間対応

１次救急

２次救急

３次救急

「入院」が必要な時

「外来（救急）」診療を受ける時

年末年始における医療提供体制（コロナ対応以外含む）



「入院」受入への支援
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※兵庫県新型コロナウイルス感染症入院医療機関支援事業

兵庫県補助※（現行）
12,000円 24,000円

（12/29～1/3） 48,000円
/人・日 /人・日 /人・日

新型コロナウイルス感染症患者の入院受け入れを手厚く支援

24,000円＋
さらに上乗せ

神戸市独自

/人・日

「外来」診療への支援

200,000円 /診療1日あたり最大（午前・午後・準夜・深夜各50,000円）

新型コロナウイルス感染症疑い患者の診療・検査を手厚く支援 神戸市独自

年末年始における医療機関への支援の拡充
（コロナ対応）
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＃７１１９（24時間 土日祝含む）
（ダイヤル回線やIP電話などからは331-7119）

神戸市 コメット 検索

救急安心センターこうべ

こうべ救急医療ネット［Ko+MeT］

年末年始に受診できる医療機関



ワクチン追加接種を推進するとともに、
感染拡大防止対策、
医療提供体制の確保に取り組みます。
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豊かな自然の魅力あふれる六甲山に
新たな賑わいが生まれています
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【企業保養所数の推移】
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92 62 56

・山上は湿気も多く、使用されない建物は相当劣化が早く、景観の悪化
や環境破壊が懸念される状況

賑わいの失われつつあった六甲山
・レジャー志向の多様化や企業保養所に対する労働者の考え方の変化に

より企業の保養所利用も減少

(長期間使用されていないと思われる個人山荘等)



六甲山の再活性化を目指して

・自然公園法、都市計画法の改正
〇各種規制の見直し

・六甲山上へのアクセス改善、光回線の整備
〇インフラ整備の充実

〇共創を生み出す取組み
・共創ラボの設置
・「賑わい創出事業」／「都市型創造産業振興事業」
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建築物の高さ基準緩和

オフィスの立地が可能に

ホテル等観光施設の立地が容易に
既存建築物の建替え等のみ可能 新築可能(平成31年４月)

各種規制の見直し

立地不可 建替え等可能に※新築不可(令和元年12月)
（都市型創造産業に資する事務所）

高さ10ｍ以下 高さ13ｍ以下(平成30年４月)
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インフラ整備の充実
六甲山へのアクセス改善
急行バスの運行(平成30年度～)

光回線の整備

水道料金の値下げ

市街地と同等の快適なインターネット環境が実現

六甲山上を市街地と同一の料金体系に

3年間で延べ8.5万人が利用

最高峰トイレの整備
一部に六甲山や兵庫県産木材を使用

最高峰トイレ



▶交流拠点「共創ラボ」の設置支援

▶進出企業の誘致
・都市部のコワーキングスペースとの連携プラン

・「ROKKONOMAD」
“Work in Residence” 

森林の中で暮らして働く

・｢エリア・コミュニティマネジャー｣の配置

▶物件のワンストップ相談窓口の運営
・｢六甲山森のオフィス｣の開設

物件紹介～リノベーション提案～施工まで一体的なサービスを提供

共創を生み出す取組み

ロコノマドマネージャー ヤンセン尚子氏
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〇「賑わい創出事業」 12件
賑わい創出事業／都市型創造産業振興事業

〇「都市型創造産業振興事業」 ４件
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賑わい創出事業による支援

〇六甲山野外ステージ運営事業
開業：令和３年度中(予定)
事業：コンサート等ができる野外ステージ

〇六甲アウトドアステーション フォトン
開業：令和３年度中(予定)
事業：ハイカーなどが気軽に泊まれる

宿泊施設・カフェ

〇ROKKO CIRCUS BASE
開業：令和４年度中(予定)
事業：カフェやレンタルサイクル等が開業できる

シェアスペース
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〇リネスト A FRESH START
開業：令和３年度内(全面OPEN)
事業：海外法人向けレンタルオフィス

・コワーキングスペース
〇NPO法人ごかんたいそう
開業：令和４年春頃
事業：多文化クリエイターと新規事業を共創する

サテライトオフィス

〇森田経営コンサルタント事務所
開業：令和４年春頃
事業：経営コンサルタントや人材育成を行う

オフィス

都市型創造産業振興事業による支援
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