
市⻑定例会⾒

2021年６⽉24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ワクチン接種

２.
こんな使える⽀援があったなんて！

「⾏政⽀援獲得サポーター」を創設
〜新たに「副業⼈材」として10名募集〜

３. ひきこもりに対する⽀援状況
−ひきこもり⽀援室開設(令和2年2⽉3⽇開設)から約1年−
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3

新型コロナウイルスワクチン接種



ワクチン接種実績
2021.6.23現在
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65歳未満の接種券発送・予約について
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本⽇、6⽉24⽇(⽊)に全市⺠に発送完了
【予約受付開始時期】

6/11〜 6/30〜 7/5〜

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

保育所・幼稚園・特別⽀援学校等の保育⼠・教職員等の⽅
⺟⼦⽣活⽀援施設・児童家庭⽀援センターの職員
柔道整復師、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師

⼀般接種の⽅



⼀般接種(60歳未満)の予約受付開始時期を前倒し
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５０〜５９歳 ４０〜４９歳 ３０〜３９歳 １６〜２９歳

7/5
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優先予約対象者の拡⼤について
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対象者（市外在住者含む）
〇⼩・中学校、⾼等学校・⾼等専⾨学校の教職員、⻘少年育成センター等の職員

受付開始

〇児童館・学童保育施設等の職員、⺟⼦保健事業の従事者
〇⾼齢者の介護相談窓⼝（あんしんすこやかセンター）で勤務する職員、

要介護認定調査員
〇障害者地域⽣活⽀援拠点及び障害者相談⽀援センター、

障害者の就労⽀援窓⼝（しごとサポート）、発達障害者相談窓⼝
で勤務する職員、障害認定区分調査員

７⽉５⽇(⽉)から

〇理容所・美容所に勤務する理容師⼜は美容師



12〜15歳の接種券発送及び接種について

7⽉21⽇(⽔) 発送予定

・ファイザー社製ワクチンのみ接種可（6/24現在）

(接種に関して)

・接種を受ける場合、個別の診療所・病院での接種を推奨
・原則、保護者の同伴が必要
・接種券が届き次第予約が可能
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65歳以上の⾼齢者の⽅の予約も
引き続き受け付けています
まだ予約ができていない⽅は、

お助け隊を活⽤し
予約していただきますようお願いします
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神⼾市⺠のみなさんに、
より安全に、できるだけ早く、
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

10



〜新たに「副業⼈材」として10名募集〜
「⾏政⽀援獲得サポーター」を創設

オンライン

こんな使える⽀援があったなんて！

11



・コロナ禍で、あらゆる⾏政機関等(国・県・市・公的団体等)
による⽀援メニューが増加

背景

・⽀援に関する情報・申請先・必要書類が⼀本化されず、
複雑で⼿間がかかる
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Q 国・地⽅公共団体等の補助⾦･助成⾦を申請しているか？

していない あまりしていない

53.7%
（理由）

・情報がない
・申請⽅法がわからない

・対象となる制度が⾒つからない

出展:「がんばるアーティスト！チャレンジ事業」被採択者へのアンケート調査

アンケート調査による補助⾦等の活⽤実態

している

13



相談していない 64.5%

相談する相⼿（機関）がない 75.0%

⽇頃から活動について相談先がない

情報がない、制度が⾒つからないのは何故？

Q アーティスト活動を誰かに相談することがあるか？

出展:「がんばるアーティスト！チャレンジ事業」被採択者へのアンケート調査
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Q 補助⾦等の申請サポート窓⼝があれば利⽤するか？

利⽤したい

オンライン

相談先を求めているのか？

91.4%

58.8%

出展:「がんばるアーティスト！チャレンジ事業」被採択者へのアンケート調査

時代に合ったサポートが必要
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アーティスト
個⼈事業主
スタートアップ企業
⾃宅でひとり起業など

あらゆる⾏政機関等の
補助⾦･助成⾦獲得に
向けた
オンラインでの
新たなサービスへ

アンケート結果を踏まえて

● 窓⼝があれば活⽤したい
● 相談する⼈がいない

● 情報がない
● 対象制度が⾒つからない

● 申請⽅法がわからない

⾏政⽀援へのアクセスの難しさ

相談へのニーズ
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R2- 新たな⺠間⼈材「副業⼈材」の活⽤
神⼾市内外から､様々な専⾨的⼈材にオンラインでの業務を実施

H27- ⺠間⼈材［ジョブ型雇⽤］の活⽤
新しい専⾨知識・技術を持つ⼈材の登⽤を本格化

チーフイノベーションオフィサー 広聴専⾨官HP監理官 広報戦略アドバイザー

動画撮影・編集 HPモニタリング 紙媒体デザイン SNS記事制作

時代に応じた新たな⼈材活⽤

広報紙
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あらゆる⾏政機関等の補助⾦の円滑な利⽤を助ける専⾨⼈材

⾏政⽀援獲得サポーター
を副業⼈材として新たに登⽤

時代に応じた新たな⼈材活⽤
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相談者の適応可能な⽀援制度の提案
申請に関するアドバイス(※)

その他、申請に関連する各種相談への対応

主な⽀援内容

※ 実際の申請書の添削・代筆⾏いません。

⾏政⽀援獲得サポーターの概要

⾏政の類似の補助⾦等の申請経験者
⽀援制度の知識を有する芸術振興等の活動者
中⼩企業診断⼠、⾏政書⼠等の有資格者など

それぞれ対象が異なります

対象者
[⽂化･経済分野]
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⼈材登⽤から相談業務まで、基本的にフルオンライン
❶ 副業⼈材募集
応募から選考･⾯接全て
オンラインで実施

事業実施⽅法
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❷ 相談窓⼝開設
LINEを活⽤したオンライン予約

❸ ⾯談の実施
オンライン⾯談の実施

事業実施⽅法
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⾏政⽀援獲得サポーター 募集開始

募集⼈数┃ 10名 程度

業務時間┃ 数時間／⽉〜
※ 原則として登庁を伴わないオンライン業務委託

募集⽅法┃ ㈱クラウドワークスの特設サイトから
https://start.crowdlinks.jp/kobe QRコード

挿⼊予定
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ひきこもりに対する⽀援状況
−ひきこもり⽀援室開設(令和２年２⽉３⽇開設)から約１年−
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ひきこもり対象者数の推計

15〜39歳 40〜64歳
対象⼈⼝ 約3,445万⼈ 約4,235万⼈
出現率 0.51% 0.87%
推計数 約17.6万⼈ 約36万5千⼈

内閣府調査

15〜39歳 40〜64歳
対象⼈⼝ 約40万9千⼈ 約51万3千⼈
推計数 約21百⼈ 約45百⼈

神⼾市⼈⼝換算

市内対象者 約6,600⼈(推計)

15〜39歳は、H27年度調査
40〜64歳は、H30年度調査
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ひきこもり⽀援室及び分室相談件数

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

メール
訪問
来所
電話

⽀援室 分室

相談件数は2,516件（令和2年2⽉〜令和3年3⽉）
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初回相談時

本⼈による相談
8％

家族からの相談
92％

令和３年４⽉調べ
継続⽀援者（193⼈）の状況相談者の変化

本⼈の相談が
14％増加

継続相談後

継続相談後の変化

本⼈による相談
22％

家族からの相談
78％
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継続相談後の変化

家族との
会話なし
25％

特定の家族
のみ会話あり

19％

令和３年４⽉調べ
継続⽀援者（193⼈）の状況家族との会話の変化

家族との会話ができるようになった
ひきこもり者本⼈が5％増加

家族との
会話あり
56％

家族との
会話なし
21％

特定の家族
のみ会話あり

18％

家族との
会話あり
61％

初回相談時 継続相談後
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ひきこもり⽀援室の⽀援内容
問題⾏動（暴⼒等）の変化

問題⾏動あり
13％

令和３年４⽉調べ
継続⽀援者（193⼈）の状況

問題⾏動がある⽅は
継続⽀援者の13％ 問題⾏動の

減少・消失
23％

⽀援後問題⾏動が
23％減少・消失
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初回相談者別相談内容(主な相談内容・複数回答あり)

社会復帰したい 働きたい 40%

⾃⽴したい
ひきこもりから抜け出したい 16%

精神的症状 12%

障害者が働けるところを教えてほしい 4%

⾃由に使えるお⾦がない 2%

本⼈からの相談内容

本⼈にどう働きかければよいか 32%

今後のことが不安
家族亡き後が不安 25%

働いて欲しい
働く意欲をもってほしい 22%

⼈と交流してほしい 4%

治療を受けてほしい 3%

家族からの相談内容
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⽀援実施状況

１⼈でハローワーク等の就職相談窓⼝へ⾏くことが困難な⽅に対して
就労の適性を推定し、就労体験・就職活動を⽀援

就労⽀援 ４名が就職!(令和2年7⽉〜)

（具体的な⽀援例）
・⽣活習慣改善⽀援（睡眠時間の確保と規則正しい⾷事）
・ストレスマネジメント⽀援（ストレス対処法の習得）
・就労アセスメント⽀援（⾃⼰理解、就労適性の把握）
・就労体験⽀援（達成感、⾃⼰肯定感の経験）
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⽀援実施状況
専⾨職チームの派遣

緊急・重篤な精神障害が疑われる未受診者等の⾒⽴てを⾏い、
必要治療導⼊を⽀援

相談内容 対応

ケース
１

10年以上ひきこもっている息
⼦の⽗親亡きあとの⽣活実態
が不明

ケース検討を⾏い、医療介⼊が必要との⾒⽴てを⾏い、
家庭訪問、その後訪問を重ね、精神医療受診を勧奨中

ケース
２

ひきこもりの娘が両親を道連
れにして年末に⾃殺を図ると
予告

緊急ケース検討を⾏い、警察介⼊も視野に⼊れながら
⾃殺を防⽌するための対応⽅法を両親へ指導

29回実施(令和2年4⽉〜)

家族等が障害や疾患に気付かず、治療を受けられていない場合に対応
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ひきこもり⽀援室の取り組み
・定期相談会の実施(各区役所：⽉2回実施)

・家族教室の実施

・中学校卒業後⽀援

・ひきこもりサポーター養成講座

・⽀援者向け研修会の開催(過去13回実施：参加者560名)
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今後の取り組み

・家族の居場所開催や農業体験等といった、
就労⽀援の前段階にあたる社会参加に向けた
出⼝⽀援の更なる充実を図る

・ひきこもり⽀援室がひきこもりの現状分析
を⾏い関係機関との連携を推進
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