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市長定例会見

2022年７月28日
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新型コロナウイルス感染症対策

今日お伝えしたいこと



33

直近の陽性件数推移
※発表日基準で集計

第７波の直近１週間は 約20,000件 第６波のピーク時の約1.7倍

金 土 日 月 火 水 木 累計

7/22~7/28 7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 7月26日 7月27日 7月28日

感染者数 3,402 3,180 2,706 1,469 3,005 3,726 3,414 20,902

7/15~7/21 7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 7月19日 7月20日 7月21日

感染者数 1,444 1,665 1,460 706 625 2,890 2,098 10,888

7/8~7/14 7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日

感染者数 674 698 764 304 1,368 1,413 1,652 6,873

直
近

１
週
前

２
週
前


1週間推移 (当日反映) (2)

								木		金		土		日		月		火		水		累計

				直近 チョッキン		6/16~6/22		44728		44729		44730		44731		44732		44733		44734

						感染者数		181		150		182		141		74		245				973

				１週前 マエ		6/9~6/15		44721		44722		44723		44724		44725		44726		44727

						感染者数		204		208		177		132		77		271		237		1,306

				２週前 マエ		6/2~6/8		44714		44715		44716		44717		44718		44719		44720

						感染者数		223		224		238		148		95		266		259		1,453



入力要領
①「HP更新用data_発表数_クエリ」シートでデータタブ「すべて更新」を押下すると、「HP更新用data.xlxs」-「発表数_クエリ」から発表日ベースの発生件数が読み込まれる
②直近、1週前、2週前の初日の日付を手入力すれば、1週間分の日付と感染者数が自動入力される。



1週間推移 (当日反映)

								金		土		日		月		火		水		木		累計

				直近 チョッキン		7/22~7/28		44764		44765		44766		44767		44768		44769		44770

						感染者数		3,402		3,180		2,706		1,469		3,005		3,726		3,414		20,902

				１週前 マエ		7/15~7/21		44757		44758		44759		44760		44761		44762		44763

						感染者数		1,444		1,665		1,460		706		625		2,890		2,098		10,888

				２週前 マエ		7/8~7/14		44750		44751		44752		44753		44754		44755		44756

						感染者数		674		698		764		304		1,368		1,413		1,652		6,873



入力要領
①「HP更新用data_発表数_クエリ」シートでデータタブ「すべて更新」を押下すると、「HP更新用data.xlxs」-「発表数_クエリ」から発表日ベースの発生件数が読み込まれる
②直近、1週前、2週前の初日の日付を手入力すれば、1週間分の日付と感染者数が自動入力される。



HP更新用data_発表数_クエリ

		発表日		発表数

		3/3/20		2

		3/4/20		0

		3/5/20		0

		3/6/20		0

		3/7/20		0

		3/8/20		0

		3/9/20		2

		3/10/20		1

		3/11/20		4

		3/12/20		1

		3/13/20		6

		3/14/20		0

		3/15/20		4

		3/16/20		1

		3/17/20		3

		3/18/20		0

		3/19/20		0

		3/20/20		0

		3/21/20		0

		3/22/20		0

		3/23/20		0

		3/24/20		0

		3/25/20		0

		3/26/20		0

		3/27/20		2

		3/28/20		0

		3/29/20		5

		3/30/20		0

		3/31/20		0

		4/1/20		2

		4/2/20		1

		4/3/20		3

		4/4/20		2

		4/5/20		4

		4/6/20		6

		4/7/20		3

		4/8/20		6

		4/9/20		19

		4/10/20		13

		4/11/20		23

		4/12/20		8

		4/13/20		7

		4/14/20		10

		4/15/20		3

		4/16/20		16

		4/17/20		9

		4/18/20		13

		4/19/20		5

		4/20/20		3

		4/21/20		14

		4/22/20		12

		4/23/20		12

		4/24/20		17

		4/25/20		5

		4/26/20		4

		4/27/20		0

		4/28/20		3

		4/29/20		2

		4/30/20		1

		5/1/20		2

		5/2/20		1

		5/3/20		5

		5/4/20		1

		5/5/20		3

		5/6/20		3

		5/7/20		0

		5/8/20		1

		5/9/20		3

		5/10/20		1

		5/11/20		1

		5/12/20		0

		5/13/20		3

		5/14/20		0

		5/15/20		0

		5/16/20		1

		5/17/20		1

		5/18/20		0

		5/19/20		0

		5/20/20		0

		5/21/20		2

		5/22/20		0

		5/23/20		0

		5/24/20		0

		5/25/20		0

		5/26/20		0

		5/27/20		0

		5/28/20		0

		5/29/20		0

		5/30/20		0

		5/31/20		0

		6/1/20		0

		6/2/20		0

		6/3/20		0

		6/4/20		0

		6/5/20		0

		6/6/20		0

		6/7/20		0

		6/8/20		0

		6/9/20		0

		6/10/20		0

		6/11/20		0

		6/12/20		0

		6/13/20		0

		6/14/20		0

		6/15/20		0

		6/16/20		0

		6/17/20		0

		6/18/20		0

		6/19/20		0

		6/20/20		0

		6/21/20		0

		6/22/20		0

		6/23/20		1

		6/24/20		0

		6/25/20		0

		6/26/20		0

		6/27/20		0

		6/28/20		0

		6/29/20		0

		6/30/20		0

		7/1/20		1

		7/2/20		0

		7/3/20		0

		7/4/20		0

		7/5/20		1

		7/6/20		3

		7/7/20		1

		7/8/20		0

		7/9/20		0

		7/10/20		0

		7/11/20		1

		7/12/20		0

		7/13/20		0

		7/14/20		1

		7/15/20		4

		7/16/20		4

		7/17/20		6

		7/18/20		6

		7/19/20		9

		7/20/20		2

		7/21/20		8

		7/22/20		9

		7/23/20		16

		7/24/20		4

		7/25/20		7

		7/26/20		16

		7/27/20		4

		7/28/20		11

		7/29/20		16

		7/30/20		12

		7/31/20		18

		8/1/20		12

		8/2/20		9

		8/3/20		9

		8/4/20		8

		8/5/20		15

		8/6/20		21

		8/7/20		18

		8/8/20		23

		8/9/20		18

		8/10/20		17

		8/11/20		16

		8/12/20		21

		8/13/20		18

		8/14/20		16

		8/15/20		22

		8/16/20		11

		8/17/20		16

		8/18/20		16

		8/19/20		15

		8/20/20		12

		8/21/20		12

		8/22/20		5

		8/23/20		10

		8/24/20		5

		8/25/20		9

		8/26/20		5

		8/27/20		11

		8/28/20		8

		8/29/20		7

		8/30/20		6

		8/31/20		7

		9/1/20		6

		9/2/20		7

		9/3/20		7

		9/4/20		2

		9/5/20		4

		9/6/20		4

		9/7/20		2

		9/8/20		7

		9/9/20		5

		9/10/20		3

		9/11/20		7

		9/12/20		9

		9/13/20		7

		9/14/20		2

		9/15/20		4

		9/16/20		4

		9/17/20		3

		9/18/20		3

		9/19/20		9

		9/20/20		2

		9/21/20		23

		9/22/20		9

		9/23/20		0

		9/24/20		3

		9/25/20		3

		9/26/20		5

		9/27/20		1

		9/28/20		4

		9/29/20		5

		9/30/20		2

		10/1/20		6

		10/2/20		17

		10/3/20		9

		10/4/20		10

		10/5/20		4

		10/6/20		7

		10/7/20		8

		10/8/20		10

		10/9/20		4

		10/10/20		5

		10/11/20		3

		10/12/20		7

		10/13/20		6

		10/14/20		10

		10/15/20		9

		10/16/20		10

		10/17/20		9

		10/18/20		5

		10/19/20		4

		10/20/20		6

		10/21/20		6

		10/22/20		12

		10/23/20		12

		10/24/20		43

		10/25/20		5

		10/26/20		0

		10/27/20		5

		10/28/20		4

		10/29/20		4

		10/30/20		2

		10/31/20		4

		11/1/20		6

		11/2/20		1

		11/3/20		21

		11/4/20		3

		11/5/20		13

		11/6/20		15

		11/7/20		11

		11/8/20		11

		11/9/20		4

		11/10/20		16

		11/11/20		17

		11/12/20		26

		11/13/20		14

		11/14/20		20

		11/15/20		27

		11/16/20		12

		11/17/20		43

		11/18/20		20

		11/19/20		38

		11/20/20		37

		11/21/20		32

		11/22/20		29

		11/23/20		23

		11/24/20		24

		11/25/20		29

		11/26/20		34

		11/27/20		32

		11/28/20		33

		11/29/20		29

		11/30/20		18

		12/1/20		50

		12/2/20		43

		12/3/20		77

		12/4/20		50

		12/5/20		72

		12/6/20		59

		12/7/20		44

		12/8/20		75

		12/9/20		87

		12/10/20		70

		12/11/20		49

		12/12/20		60

		12/13/20		33

		12/14/20		23

		12/15/20		48

		12/16/20		35

		12/17/20		82

		12/18/20		32

		12/19/20		46

		12/20/20		28

		12/21/20		18

		12/22/20		53

		12/23/20		55

		12/24/20		47

		12/25/20		47

		12/26/20		43

		12/27/20		30

		12/28/20		34

		12/29/20		70

		12/30/20		57

		12/31/20		41

		1/1/21		32

		1/2/21		28

		1/3/21		33

		1/4/21		42

		1/5/21		62

		1/6/21		75

		1/7/21		80

		1/8/21		70

		1/9/21		84

		1/10/21		95

		1/11/21		59

		1/12/21		62

		1/13/21		103

		1/14/21		110

		1/15/21		68

		1/16/21		81

		1/17/21		62

		1/18/21		47

		1/19/21		64

		1/20/21		100

		1/21/21		50

		1/22/21		139

		1/23/21		73

		1/24/21		53

		1/25/21		20

		1/26/21		63

		1/27/21		85

		1/28/21		110

		1/29/21		66

		1/30/21		47

		1/31/21		42

		2/1/21		36

		2/2/21		66

		2/3/21		35

		2/4/21		40

		2/5/21		41

		2/6/21		32

		2/7/21		15

		2/8/21		18

		2/9/21		32

		2/10/21		37

		2/11/21		16

		2/12/21		17

		2/13/21		26

		2/14/21		9

		2/15/21		12

		2/16/21		21

		2/17/21		32

		2/18/21		14

		2/19/21		12

		2/20/21		15

		2/21/21		5

		2/22/21		5

		2/23/21		6

		2/24/21		4

		2/25/21		8

		2/26/21		5

		2/27/21		6

		2/28/21		14

		3/1/21		8

		3/2/21		26

		3/3/21		21

		3/4/21		14

		3/5/21		20

		3/6/21		9

		3/7/21		34

		3/8/21		5

		3/9/21		21

		3/10/21		20

		3/11/21		35

		3/12/21		30

		3/13/21		26

		3/14/21		14

		3/15/21		17

		3/16/21		23

		3/17/21		30

		3/18/21		24

		3/19/21		28

		3/20/21		28

		3/21/21		21

		3/22/21		10

		3/23/21		27

		3/24/21		46

		3/25/21		36

		3/26/21		50

		3/27/21		81

		3/28/21		46

		3/29/21		43

		3/30/21		72

		3/31/21		89

		4/1/21		82

		4/2/21		82

		4/3/21		87

		4/4/21		79

		4/5/21		52

		4/6/21		126

		4/7/21		125

		4/8/21		128

		4/9/21		106

		4/10/21		153

		4/11/21		51

		4/12/21		71

		4/13/21		193

		4/14/21		184

		4/15/21		162

		4/16/21		211

		4/17/21		200

		4/18/21		159

		4/19/21		142

		4/20/21		156

		4/21/21		235

		4/22/21		194

		4/23/21		227

		4/24/21		261

		4/25/21		187

		4/26/21		122

		4/27/21		213

		4/28/21		245

		4/29/21		218

		4/30/21		131

		5/1/21		208

		5/2/21		219

		5/3/21		150

		5/4/21		132

		5/5/21		137

		5/6/21		137

		5/7/21		201

		5/8/21		232

		5/9/21		113

		5/10/21		101

		5/11/21		150

		5/12/21		177

		5/13/21		148

		5/14/21		129

		5/15/21		119

		5/16/21		77

		5/17/21		74

		5/18/21		117

		5/19/21		83

		5/20/21		49

		5/21/21		81

		5/22/21		130

		5/23/21		40

		5/24/21		38

		5/25/21		65

		5/26/21		50

		5/27/21		49

		5/28/21		29

		5/29/21		37

		5/30/21		30

		5/31/21		16

		6/1/21		53

		6/2/21		41

		6/3/21		28

		6/4/21		33

		6/5/21		32

		6/6/21		15

		6/7/21		9

		6/8/21		24

		6/9/21		19

		6/10/21		19

		6/11/21		17

		6/12/21		15

		6/13/21		8

		6/14/21		8

		6/15/21		16

		6/16/21		13

		6/17/21		9

		6/18/21		13

		6/19/21		8

		6/20/21		5

		6/21/21		6

		6/22/21		7

		6/23/21		7

		6/24/21		11

		6/25/21		5

		6/26/21		19

		6/27/21		10

		6/28/21		0

		6/29/21		9

		6/30/21		8

		7/1/21		14

		7/2/21		11

		7/3/21		14

		7/4/21		9

		7/5/21		5

		7/6/21		12

		7/7/21		16

		7/8/21		15

		7/9/21		9

		7/10/21		16

		7/11/21		16

		7/12/21		4

		7/13/21		19

		7/14/21		24

		7/15/21		20

		7/16/21		29

		7/17/21		17

		7/18/21		17

		7/19/21		8

		7/20/21		39

		7/21/21		33

		7/22/21		31

		7/23/21		8

		7/24/21		27

		7/25/21		47

		7/26/21		26

		7/27/21		75

		7/28/21		79

		7/29/21		78

		7/30/21		70

		7/31/21		73

		8/1/21		84

		8/2/21		55

		8/3/21		154

		8/4/21		128

		8/5/21		125

		8/6/21		160

		8/7/21		140

		8/8/21		148

		8/9/21		62

		8/10/21		94

		8/11/21		221

		8/12/21		243

		8/13/21		230

		8/14/21		165

		8/15/21		161

		8/16/21		114

		8/17/21		321

		8/18/21		367

		8/19/21		392

		8/20/21		292

		8/21/21		276

		8/22/21		325

		8/23/21		106

		8/24/21		388

		8/25/21		388

		8/26/21		307

		8/27/21		282

		8/28/21		330

		8/29/21		283

		8/30/21		126

		8/31/21		377

		9/1/21		299

		9/2/21		332

		9/3/21		301

		9/4/21		214

		9/5/21		253

		9/6/21		65

		9/7/21		183

		9/8/21		328

		9/9/21		216

		9/10/21		144

		9/11/21		157

		9/12/21		122

		9/13/21		60

		9/14/21		193

		9/15/21		126

		9/16/21		108

		9/17/21		102

		9/18/21		105

		9/19/21		47

		9/20/21		38

		9/21/21		32

		9/22/21		91

		9/23/21		72

		9/24/21		25

		9/25/21		61

		9/26/21		24

		9/27/21		13

		9/28/21		50

		9/29/21		30

		9/30/21		28

		10/1/21		35

		10/2/21		25

		10/3/21		15

		10/4/21		10

		10/5/21		28

		10/6/21		5

		10/7/21		21

		10/8/21		18

		10/9/21		12

		10/10/21		8

		10/11/21		2

		10/12/21		20

		10/13/21		11

		10/14/21		12

		10/15/21		13

		10/16/21		5

		10/17/21		11

		10/18/21		7

		10/19/21		18

		10/20/21		12

		10/21/21		13

		10/22/21		9

		10/23/21		21

		10/24/21		7

		10/25/21		12

		10/26/21		22

		10/27/21		11

		10/28/21		7

		10/29/21		9

		10/30/21		11

		10/31/21		4

		11/1/21		2

		11/2/21		6

		11/3/21		12

		11/4/21		5

		11/5/21		9

		11/6/21		7

		11/7/21		1

		11/8/21		5

		11/9/21		7

		11/10/21		6

		11/11/21		3

		11/12/21		1

		11/13/21		2

		11/14/21		1

		11/15/21		1

		11/16/21		6

		11/17/21		4

		11/18/21		1

		11/19/21		2

		11/20/21		1

		11/21/21		8

		11/22/21		0

		11/23/21		3

		11/24/21		4

		11/25/21		3

		11/26/21		1

		11/27/21		3

		11/28/21		1

		11/29/21		1

		11/30/21		2

		12/1/21		5

		12/2/21		3

		12/3/21		3

		12/4/21		4

		12/5/21		5

		12/6/21		0

		12/7/21		3

		12/8/21		10

		12/9/21		3

		12/10/21		4

		12/11/21		0

		12/12/21		2

		12/13/21		2

		12/14/21		2

		12/15/21		4

		12/16/21		2

		12/17/21		1

		12/18/21		1

		12/19/21		0

		12/20/21		0

		12/21/21		4

		12/22/21		2

		12/23/21		0

		12/24/21		3

		12/25/21		6

		12/26/21		2

		12/27/21		0

		12/28/21		2

		12/29/21		10

		12/30/21		6

		12/31/21		3

		1/1/22		5

		1/2/22		1

		1/3/22		1

		1/4/22		9

		1/5/22		22

		1/6/22		28

		1/7/22		52

		1/8/22		82
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市内の医療提供体制と感染状況

4

神戸市の
現在の状況 (うち、重症者 13% (7/53床）)

7/27 時点フェーズⅤ感染拡大特別期

71%
40%

現在、兵庫県は です。

（286/405床）

（7/21~7/27）1018.0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）

（21/53床）
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オミクロン株の確認状況について

5

〇L452R変異株（BA.4/BA5系統疑い）PCR検査実績（6/13～）

※発生届出日から陽性検体回収にタイムラグがあるため、数値が更新される場合があります。

発生届出日 変異株
PCR検査数

オミクロン株
BA.1/BA.2系統疑い BA.4/BA.5系統疑い

6/13-6/19 202 188 93.1% 14 6.9%
6/20-6/26 264 228 86.4% 36 13.6%
6/27-7/3 384 256 66.7% 128 33.3%
7/4-7/10 610 270 44.3% 340 55.7%

7/11-7/17 1,239 240 19.4% 999 80.6％
7/18-7/24 504 65 12.9% 439 87.1％

計 3,203 1,247 ― 1,956 ―
※ゲノム解析による状況では、7/11～7/17でBA.4系統の割合は2.2％、BA.5系統の割合は76.4％
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重症化リスクのある自宅療養者への重点化（８月１日～）

重症化リスクのある方

重症化リスクがなく

保健センターが定期連絡等で
健康状態を確認

体調に不安や異変を感じた時は
自宅療養フォローアップセンターへ連絡軽症・無症状の方

≪重症化リスク≫
65 歳以上、妊婦、基礎疾患を有する方 など
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健康観察システムによる健康状態の把握・早期対応

自宅療養者 保健センター
悪化を早期検知し、電話連絡入力フォームに毎日入力

自宅療養者の健康観察の強化（８月１日～）
NEW

自宅療養フォローアップ体制の強化

・自宅療養フォローアップセンターの増員

・外来受入医療機関の確保

・往診体制（24時間対応）の強化

・夜間電話受付体制の強化
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医療提供体制の確保

・病床の確保 382床 405 床

・宿泊療養施設のさらなる確保（８月下旬に新規開設予定）

・医療機関の負担軽減
検査キット等で陽性となった方 神戸市保健所で確定診断

感染拡大の防止

・高齢者等施設の積極的検査・定期的検査

・要介護者・配慮が必要な患者の入院受入体制の強化
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ワクチン接種実績

9

（7/25 現在）

57.5%

77.9%

2nd3rd
1,180,587回 871,589回

1,516,302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 75.4％

4回目接種実績 ： 74,983人
（60歳以上 73,780人、59歳以下 1,203人）
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３回目ワクチン接種がお済みでない皆さまへ

〇３回の接種により、３つの予防効果が回復します

〇ワクチンの効果は、時間の経過とともに低下します

感染 発症 入院
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若年層の接種促進

“予約なし” “接種券なし”で３回目接種を実施

まちなか接種ステーション

神戸市民及び市内在勤・在学中の方

地下鉄海岸線三宮・花時計前駅 特設会場

土日祝 (７/30~８/28) 14時~16時30分

〇対象者

〇接種場所

〇実施日時
※市外在住の方は当該自治体が発行する接種券が必要
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7/22 追加

12

４回目ワクチン接種対象者の皆さまへ

② 18～59歳で基礎疾患を有する方

① 60歳以上の方

３回目ワクチン接種から５ヶ月が経過した

その他重症化リスクが高いと医師が認める方

③ 医療従事者及び高齢者施設の従事者

ワクチン接種は重症化の予防効果があります

接種を希望される方は
できる限り早めの 接種をお願いします
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