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作成年月日 令和２年８月31日 

作成部局 

課 室 名 

産業労働部政策労働局 

労政福祉課雇用就業室 

 

「緊急対応型雇用創出事業」の実施 
 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、有効求人倍率の低下や新型コロナに係る解
雇等見込数の増加、新規求職者における事業主都合離職者数の増加等、雇用情勢の悪化
が見られる。 
このため、離職を余儀なくされた労働者等に対して、次の雇用までのつなぎの雇用を

創出する緊急対応型雇用創出事業について、348人分の雇用に着手します。 
 

 
  緊急対応型雇用創出事業（令和２年度７月補正予算） 
   ○予 算 額：1,000,000千円（全額地方創生臨時交付金） 
   ○実施規模：雇用者数500人 
 
 
〔参考〕県内雇用情勢統計（兵庫労働局調） 

１ 有効求人倍率（季節調整値） 
 
 
 

 

  ２ 新型コロナに係る解雇等見込数 
 
 
 
 
 
  ３ 新規求職者における事業主都合離職者数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜問い合わせ先＞ 
兵庫県産業労働部政策労働局労政福祉課労政企画班 TEL: 078-362-3227 

区分 R1.12月 R2.1月 2月 3月 4月 5月 6月

倍率 1.40 1.31 1.26 1.21 1.13 1.05 1.01

区分 R2.2月 3月 4月 5月 6月

人数 1,192人 1,675人 3,350人 2,266人 2,367人

前年同月比 +0.2% +31.8% +23.1% +39.6% +76.6%

区分
R2.2～5月
(～5/29)

6月
(5/30～6/26)

7月
(6/27～7/31)

8月
(8/21現在)

合計

人数 (累計)810人 177人 287人 237人 1,511人



新型コロナ追跡システム推
進事業

追跡システムの推進を図るため、集計、分析、広報及び問い
合わせに対応

1

こどもの館子育て支援サ
ポート事業

館内で親子が密にならないよう声かけや消毒を実施、併せて
館外事業の調整やサポートを実施

1

こどもの館子育てオンライン
化支援事業

インターネットを活用した研修や会議オンライン化の技術的助
言、ホームページでの動画配信や編集等、デジタル面の業務
を実施

1

いえしま自然体験センター
指導サポート事業

密を避けた自然体験活動や環境学習指導、感染症対策をふ
まえた活動を支援

1

事業者等連携消費生活推
進モデル事業

事業者等と連携し、新しい生活様式、エシカル消費の普及等
を推進するモデル事業を実施

1

丹波の森公苑芸術文化配
信事業

多くの芸術文化事業が中止になったため、WEBによる鑑賞機
会の提供や活動情報を発信

1

生涯学習講座におけるＩＣＴ
活用実証事業

新型コロナウイルス感染症対応に伴う講座の分散開講等各種
調整、利用者アンケートの実施

1

女性活躍・家庭応援施策に
おける感染予防対策サ
ポート事業

女性活躍及び家庭応援施策について、子どもの一時預かり・
子育て相談など感染予防対策を踏まえたアドバイスやオンライ
ンでの事業サポートを実施。

1

新型コロナウイルス対応等
係る芸術文化関連施策推
進支援事業

「芸術文化活動展開支援事業」等の円滑な実施、東京オリ・パ
ラ延期による「beyond2020認証事業」の期間延長に伴う認証
事務対応を実施

2

産業保安関係申請感染症
予防対策事業

原則郵送受付への変更に伴い増加する申請書の受理や問合
せ等に対応

1

奨学給付金等家計急変世
帯支援施策推進事業

家計急変世帯に対する私立高等学校等奨学給付金事業等の
申請受付・審査補助業務を実施

2

マイナンバーカード利活用
促進研究会推進事業

マイナンバーカード利活用促進研究会の設立等のため、連絡
調整等を実施

1

活力を次世代へとつなぐ市
町行政のあり方研究会設置
事業

市町連携による新技術活用促進研究会を設置し、状況分析、
会議運営の補助等を実施

1

男女共同参画センター情
報図書室相談推進員事業

情報相談コーナーの安全対策を講じ、人材情報等のデータ化
を図り、メール相談を充実

1

男女共同参画講座ICT化
実施推進事業

ICT化への環境整備や受講者への受講案内・個別フォロー
アップ等を支援

1

17

福祉事務所の面接相談体
制の強化事業

コロナ禍で増加が見込まれる生活保護相談等の福祉事務所
における面接相談体制を強化

3

新型コロナウイルス感染症
対応ネットワーク（介護）整
備事業

介護サービス事業所・施設からの新型コロナウイルス感染防止
対策に係る県・関係団体・事業者等との連絡調整・相談等に
対応

8

介護支援専門員登録事務
推進事業

更新期限延長に伴い特定時期に集中が見込まれる介護支援
専門員証交付申請の受付・審査等に対応

1

令和２年度緊急対応型雇用創出事業一覧

企画県民部　計

事業内容
新規雇用
者数（人）事業名
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事業内容
新規雇用
者数（人）事業名

要保護児童等対応強化事
業

要保護児童の受入調整、児童養護施設へのマスク、消毒液の
配布等連絡調整や統計事務を実施

3

新型コロナウイルス感染症
対応ネットワーク（障害）整
備事業

障害サービス事業所・施設からの新型コロナウイルス感染防止
対策に係る県・関係団体・事業者等との連絡調整・相談等に
対応

1

県立総合衛生学院カリキュ
ラム調整等支援事業

新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴うカリキュラムや外
部講師、実習受入れ施設の変更等にかかる連絡調整等を実
施

1

新型コロナウイルス感染者
情報等分析事業

県対策本部において、他府県や各保健所等からの依頼による
接触者健診等の調整や感染者情報のとりまとめ、整理業務等
を実施

5

22

県内経済・雇用状況調査事
業

コロナ禍での経営環境の変化等に関するアンケート調査（県
内企業約2,000社）や聞き取り調査（約50社/月）を実施

5

コロナ離職者向け就労支援
プログラム事業

就職支援や定着に向けたフォローアップを組み合わせたプロ
グラムにより正規雇用に向けて支援

40

中小企業事業再開支援
データベース化事業

申請者の種別、業種別等に分類整理し、業種別等の事業再
開に向けた取組のデータベースを作成

3

兵庫型ワークシェア普及推
進事業

団体や企業等を訪問し、「兵庫型ワークシェア推進事業」の周
知・広報及び求人開拓を実施

2

外国人雇用HYOGOサポー
トデスク推進事業

外国人雇用HYOGOサポートデスクの更なる利用促進を図る
ため、企業等訪問による周知・広報を実施

1

企業採用活動のWEB化支
援事業

WEBによる採用活動のノウハウがない中小企業に対し、採用
活動のWEB化を支援

5

女子学生の県内就職に向
けた大学と企業のネットワー
ク形成支援事業

女子学生採用の企業意識調査を実施し、採用企業開拓を行う
とともに、大学と企業のネットワーク形成を支援

4

シニア世代就労支援事業
雇用企業の開拓と、在宅ワークの切出しに向けた企業ニーズ
を調査

4

オンライン職業訓練サポー
ト事業

オンライン機器やアプリに精通したサポーターを設置し、指導
員や訓練生のスキルアップやオンライン訓練のサポートを実施

5

離職者・障害者訓練就職促
進特別事業

委託訓練修了者に対して、オンライン面接等の相談援助や就
職支援情報の提供等を実施

13

新ものづくり体験サポート事
業

ものづくり体験館での感染防止に配慮した職業体験のサポー
ト等を実施

2

商店街振興事業
県内商店街に対する感染症対策の相談対応や、現地での調
査・改善指導等を実施

1

計量検定検査推進事業
延期していたタクシーメーター装置検査等の増加に対応する
ため、各種検査業務の補助等を実施

1

質量計定期検査推進事業
新型コロナウイルス感染症対応のため遅れている質量計定期
検査業務の補助等を実施

1

地域企業デジタル活用支
援推進事業

中小企業のデジタル技術活用による事業展開を支援するた
め、実施団体との調整や審査補助を実施

1

健康福祉部　計
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事業内容
新規雇用
者数（人）事業名

地場産業振興推進事業
地場産業への感染症による影響等の実態を把握するため、産
地・企業動向等の調査・分析を実施

1

地場産業販路開拓推進事
業

地場産業団体の販路拡大に向けた地場産品のPRやアンケー
ト等のマーケティング調査を実施

12

産業立地促進事業
サプライチェーン強化・再構築の可能性のある企業情報や誘
致活動情報等の整理を実施

1

新型コロナウィルス感染予
防に向けた「ひょうご安心
旅」推進事業

宿泊施設の感染防止対策を旅行者に見える化する「ひょうご
安心旅」参画施設の促進等を実施

1

103

既存ため池届出支援事業
コロナ禍で進んでいない既存ため池届出推進のため、必要な
所有者調査や現地調査を実施

14

六甲山ビジターセンター駐
車場安全対策事業

コロナ禍で安全・身近なレジャーとして注目される六甲山で、
VC駐車場をたまり場とするローリング族の排除等施設の安全
利用促進のため、誘導員を配置

2

農福連携推進事業
農業者の潜在的需要の調査や福祉事業者への情報提供に
活用できるデータベースを作成

1

ひょうごフードドライブ運動
普及促進事業

生活困窮者支援のため、スーパー利用者にフードドライブ運
動への協力を呼びかけ、食品提供数の増加を図る

2

認証食品等県産品の農林
水産事業者販売支援事業

認証食品等県産品の商談会、即売会、ＥＣサイトの開設等の
販売促進のための相談やＰＲ業務を実施

2

高濃度PCB廃棄物処理推
進事業

処分委託が困難となっている事業者に対し、処理状況の確認
を行い期限内の適正処理を推進

4

森林大学校運営支援事業
休校措置等に伴う学習の遅れや、雇用不安への対応や遠隔・
分散授業、実習を支援

4

ひょうごエコロコ育成プロ
ジェクト活動サポート事業

子どもが密にならないよう保育所等でのプログラム実施をサ
ポート

2

森林整備実績デジタル化・
情報集積事業

過去の整備実績の電子データ化とともに、正確な位置情報を
リンクさせたデータベースを作成

8

環境NPO等ウェビナーサ
ポート事業

コロナ禍で環境ＮＰＯ団体の啓発活動が減少しているため、
ウェブによる啓発活動手法を周知啓発

2

県産畜産物等需要喚起推
進事業

コロナ禍で売上げ減となった県産畜産物の学校給食へ提供
やキャンペーンによる需要喚起を支援

1

兵庫県地球温暖化防止活
動推進員新規募集事業

若者の視点から学生推進員制度を新たに企画し、大学・エコ
サークル等に周知・広報

1

治山林道整備推進事業
設計・積算業務補助、治山・林道台帳の地理情報システムへ
の登録、現場調査業務を実施

10

狩猟免許試験・狩猟期捕獲
拡大支援事業

感染対策を考慮した実施要領に基づく業務、狩猟期間中の各
地域窓口対応や集計業務を実施

11

64

産業労働部　計

農政環境部　計
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事業内容
新規雇用
者数（人）事業名

県立都市公園における新
型コロナウイルス感染予防
対策事業

遊具等の消毒、イベント時のサーモグラフィ等による体温
チェック等を実施

3

土砂災害警戒区域等デー
タベース作成事業

土砂災害警戒区域等の指定状況のデータベース化を支援 2

5

臨時休業による児童生徒の
影響調査事業

児童生徒への影響を調べるため、心のケアのためのアンケー
ト調査や学習状況調査を実施

2

奨学資金対応事業
家計急変世帯に対する奨学資金貸与等の相談業務や奨学資
金の早期貸与の実施を支援

2

体験活動等受入施設感染
症予防対策事業

体験活動等の受入施設で、実施器具等の感染症対策を実施 4

県立図書館郷土資料電子
化事業

所蔵する明治から昭和初期までに刊行された資料の電子化
や図書館システムへの登録を実施

6

美術館美術品整理・分類事
業

受贈された美術品の活用を図るため、未整理物の記録・整理
分類を実施

4

人と自然の博物館資料・標
本整理事業

植物および昆虫標本の整理、及びデータベース未登録標本
の入力を実施

13

コウノトリの郷公園園内整備
事業

定期的に園内の環境整備を行うほか、新型コロナウイルス感
染症予防のための消毒作業を実施

2

文化財等基本データ整備
事業

美術刀剣登録一覧表と関連付けるため、美術刀剣登録原票
の電子化入力を行う補助員を配置

1

34

運転免許事務に係る新型コ
ロナウイルス感染症対策事
業

入場規制時の整理券配布や検温、ソーシャルディスタンス確
保のための誘導を実施

16

特殊詐欺広報啓発支援事
業

コロナ禍で、特殊詐欺被害が前年比で約2.2倍と多発している
ため、被害多発地域での被害防止の広報啓発活動を実施

32

48

医療物資安定調達事業
感染フェーズに応じた個人防護具等医療物資の必要数や在
庫数を管理するなど、医療物資の安定的かつ円滑な調達を実
施

22

入館時検温サポート事業
患者等の健康管理徹底のため、県立病院玄関先で検温や問
診を実施

33

55

348合　　計　（病院局含む）

県土整備部　計

教育委員会　計

警察本部　計

病院局　計
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