令和３年度緊急対応型雇用創出事業一覧
事業名

別紙２

事業内容

税務行政手続効率化・簡素化促 県税手続きのオンライン化を進めるため、各種書類の整理・データベー
進事業
ス化に伴う業務支援を実施

新規
雇用
(人）

11

※

市町へのAI･RPA共同導入支援
等推進事業

市町のAI・RPA 等の導入状況や施設の管理運営実態を調査。あわせ
て他県導入実績、事例収集や新技術研修を実施

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

市町連携に関する研究会において、状況分析、会議運営の補助等を
実施

1

奨学給付金等家計急変世帯支援 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
施策推進事業
付・審査補助業務を実施

2

兵庫県立大学附属高等学校寄宿 寄宿舎において、共用スペースの消毒、清掃やトイレ、洗面台の状況
舎コロナ対策事業
確認等、感染予防対策を実施

2

2

※人がコンピュータを操作し行う作業をソフトウェアで自動操作

商品流通調査事業

県内ＧＤＰの算定資料となる産業連関表作成に必要な、地域間におけ
る商品流通調査のデータ収集・整理等を実施

1

ひょうごで暮らす！体験キャン
ペーン事業

移住やワーケーションの取組を進めるため、県有施設を活用したお試し
移住など、移住・定住施策をＰＲ

1

丹波の森公苑芸術文化配信事業

WEB配信による芸術文化の鑑賞機会の提供や芸術文化活動の情報発
信を実施

1

生涯学習講座における新たな学 県高齢者大学が実施する動画配信講座や分散教室開講講座の受講
習環境実証事業
時の課題分析や講座の効果検証を実施

1

生涯学習ニーズ把握のため、情報コーナーの相談者・利用者等へアン
生涯学習相談分析及び動画配信
ケートを実施、分析するとともに、地域づくり活動の講義動画の配信等
事業
を実施

1

地域社会に寄与する学びと実践 阪神シニアカレッジの講座や実践活動等の実施・状況調査、ニーズ把
活動の調査・発信事業
握を行い、得られた結果を広く情報発信

1

西播磨文化会館生涯学習オンラ 西播磨地域における地域づくりの事例や培われてきたノウハウについ
イン講座配信事業
て、講座や資料をWEB配信

1

消費者教育推進事業

コロナ禍での消費者教育の効果的な手法実践のため、専門家による
ワークショップ開催、動画を活用した出前講座を実施

1

女性活躍及び家庭応援施策にお 子どもの一時預り等子育て支援を行うＮＰＯ法人等に対して、感染予防
ける感染予防対策サポート事業 対策を踏まえた活動支援、助言、オンラインでのイベント実施を支援

1

男女共同参画センター情報図書 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、
室相談推進員事業
メール相談を充実

1

男女共同参画講座ICT化実施推 セミナーのオンライン実施に係るICT化の環境整備や受講者への受講
進事業
案内・個別フォローアップ等を支援

1

兵庫・沖縄友愛広報発信強化事 兵庫・沖縄友愛事業の目的を若い世代に発信するため、広報、シンポ
業
ジウム、会場の動画配信までオンラインで実施

1

ICTを活用した新たな青少年活動 ICTの活用など、新しい生活様式に対応した青少年活動方法等を検討
支援事業
し、先駆的な事例をHP等で紹介

2

事業名
山の学校リエゾンプロジェクト

事業内容
義務教育中の不登校児に対して、森林・造園実習や地域交流活動、一
般教養学習などを指導・支援

新規
雇用
(人）

2

こどもの館子育て支援サポート事 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
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 インターネットを活用した研修や会議のオンライン化の技術的助言、
援事業
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

リニューアル前後の維持管理業務、オープンに向けた施設準備、記念
イベント等の開催を支援

1

いえしま自然体験センター指導サ 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
ポート事業
動を支援

2

こどもの館リニューアル支援事業

新型コロナ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

新型コロナウイルス宿泊療養証明 宿泊療養者に療養証明書を発行するとともに、療養施設退所者に帰宅
書発行等事業
旅費を支給

1

産業保安関係申請受付感染症予 原則郵送による受付への変更に伴い増加する申請書の受理や電話に
防対策事業
よる問合せに対応

1

企画県民部 計 （26事業）

42

介護福祉施設等感染症対応強化 介護福祉施設等を個別訪問し、状況確認のうえ、施設内外での感染防
事業
止対策を指導

12

新型コロナ感染症関係統計業務 各保健所や医療機関の負担軽減を図るため、新たに発生している情報
支援事業
照会・統計関連業務を支援

1

福祉事務所の面接相談体制等の コロナ禍での生活保護相談等の福祉事務所における面接相談体制を
強化事業
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

9

介護支援専門員登録事務推進事 更新研修延期に伴い特定時期に集中する介護支援専門員証交付申
業
請の受付・入力・発送等に対応

1

収入減少者等介護保険料減免申 増加が見込まれる介護保険料の減免不承認者等からの審査請求事務
請等審査請求支援事業
に対応

1

新型コロナ追跡システム推進事業

老人クラブ事務手続き支援事業

感染拡大に伴う老人クラブの事業内容変更や中止等の事務に関する
役員等の集合機会を減らすため、事務手続きを代行

1

県立総合衛生学院介護福祉学科 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
実習調整等支援事業
変更等にかかる連絡調整等を実施

1

地域包括支援のデータ化・電子
化対応事業

地域包括ケアに係るデータの探索収集・整理・分析、市町支援研修や
会議のオンライン化に対応

1

特別児童扶養手当支給事務事業

提出延長特例措置の影響で特定時期に集中する特別児童扶養手当
支給事務に係る書類整備、システム入力等を実施

11

事業名
要保護児童等対応強化事業

事業内容
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

新規
雇用
(人）

8

県立総合衛生学院カリキュラム調 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
整等支援事業
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症対策の 県下数カ所で保管している医療物資の在庫管理や適時・適切な医療
ための医療物資管理事業
機関等への配送を実施

1

新型コロナウイルス感染者情報等 県対策本部において、他府県や保健所等からの依頼による接触者健
分析事業
診等の調整や感染者情報のとりまとめ等を実施

5

健康福祉部 計 （14事業）

56

県内経済状況調査
事業

コロナ禍で大きな影響が生じている県内企業の受注、雇用等の動向に
ついて、定期的な調査を実施

5

県内中小企業求人開拓事業

「ひょうごで働こう!マッチングサイト」の企業周知と求人掘起しにより求職
者とのマッチングを支援

11

ワーク・ライフ・バランス推進支援 ＷＬＢ推進資料のデータベース化や在宅勤務に取り組む企業等の実態
事業
調査を実施

1

ひょうご労働図書館関係資料整
備事業

労働図書館に保管されている労働関係資料・蔵書等のデータベースを
作成

1

在籍型出向等普及推進事業

団体や企業等を訪問し、在籍型出向等支援事業のＰＲ及び実施企業
の開拓を実施

2

外国人雇用HYOGOサポートデス 外国人雇用ＨＹＯＧＯサポートデスクの利用促進を図るため、企業訪問
ク推進事業
等による周知・広報を実施

1

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Ｗ
ＥＢ化を支援

5

企業採用活動のWEB化支援事業

女子学生の県内就職に向けた大
女子学生採用の企業意識調査を実施し、採用企業の開拓を行うととも
学と企業のネットワーク形成支援
に、大学と企業のネットワーク形成を支援
事業

2

シニア世代就労支援事業

短時間しごとの切出し支援を希望する企業の開拓やシニア在宅ワーク
の普及啓発を実施

2

ポストコロナ障害者雇用促進事業

障害者雇用へのコロナ影響調査を実施するとともに、コロナ禍での障害
者雇用における先進的取組を周知・啓発

1

コミュニティ・ビジネスＩＣＴ活用促 CB団体のＩＣＴ化促進を図るため、オンライン会議やリモートワーク導入
進事業
の説明、パソコン操作指導等を実施

4

離職者・障害者訓練就職促進特 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
別事業
報の提供等を実施

11

在職者訓練サポート事業

建設現場等で就労するために必要な訓練実施にあたり、申請受付や就
職支援等のサポートを実施

3

オンライン訓練サポート事業

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

事業名

事業内容

新規
雇用
(人）

新ものづくり体験サポート事業

ものづくり体験館でのものづくり産業・技能の解説や感染防止に配慮し
たものづくり体験のサポート等を実施

3

計量検定検査推進事業

コロナ禍でのタクシーメーター装置検査等に速やかに対応するため、
各種検査業務、登録事務等を実施

1

地場産業販路開拓推進事業

地場産業団体による地場産品のＰＲやマーケティング調査など販路拡
大に資する業務を実施

11

ＥＣサイトによる県特産品販売促 物産協会ＥＣサイト掲載商品の掘起しやサイト内画像編集、データ入
進支援事業
力、顧客対応等の管理事務を実施

1

観光地独自の魅力づくり推進事
業

1

県内各地の観光協会・ＤＭＯ等による地域固有のコンテンツを活かした
観光プロモーションに関する業務を実施
産業労働部 計 （19事業）

71

楽農生活センターの魅力発信や楽農生活関連地域資源のデータベー
ス化とSNS等での情報発信を実施

2

農林水産技術総合センター開発 農林水産技術総合センターで保有する開発技術等を整理、分類、デー
技術活用促進事業
タベース化

6

農地活用促進事業

不耕作農地の解消に向けた課題を解決する計画策定のため、アンケー
トの作成、情報収集等を実施

1

地域の担い手定着応援事業

担い手不足地域での就農・定着応援プランの啓発や国・県等の各種支
援事業に係る相談対応を実施

1

楽農生活普及推進事業

兵庫県認証食品等県産品ＰＲ・販 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
売支援事業
のための相談やＰＲ業務を実施

10

ウメ輪紋ウィルス苗木等検査実施 生産者からの検査申請書受付や現地検査、サンプル採取など、ウメ輪
事業
紋ウィルスに係る苗木等の検査を実施

1

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
査やため池諸元調査を実施

8

県産花き活用拡大促進事業

コロナ禍で需要が減少傾向の県産花きに係る市場流通・消費動向調
査、活用促進のためのＰＲチラシ作成や広報を実施

1

県産畜産物等需要喚起推進事業

消費が低迷した畜産物の需要喚起を図るため、啓発イベントの実施や
但馬牛・神戸ビーフ応援大使の活動を支援

1

非経済林データベース化事業

人工林（県所有）と経済林（市町所有）のデータを重ね合わせ、非経済
林を特定し、データベース化

2

森林整備実績デジタル化・情報
集積事業

間伐等の森林整備実績の紙図面等のデジタル化を行い、位置情報の
付加など、データベースを作成

3

保安林台帳等整備事業

合筆・分筆による保安林箇所の地番変更調査や指定時期が古く詳細な
位置の特定困難な箇所の現地等調査と台帳整備

2

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

事業名

事業内容

新規
雇用
(人）

環境関係申請等感染予防対策事 郵送受付への変更に伴い増加する県民局の許認可等業務について、
業
申請書確認等の業務を支援

6

ひょうごフードドライブ運動普及促 生活困窮者支援のため、スーパー利用者へのフードドライブ運動協力
進事業
の呼びかけなど、啓発活動を実施

2

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

六甲山ビジターセンター駐車場
安全対策事業

ビジターセンター駐車場をたまり場とするローリング族の排除等、施設
の安全利用のための誘導を実施

4

自然公園施設等の現場調査業務

コロナ禍で需要が増加している自然公園・自然歩道において、施設の
損傷等現地調査、措置、台帳更新等を実施

2

自然公園施設等改修工事業務支 自然公園施設に係る改修工事書類の作成補助・整理や書類のデータ
援事業
化作業を実施

1

狩猟免許試験・狩猟期捕獲拡大 狩猟免許試験・更新講習における感染防止対策の実施や、狩猟期捕
支援事業
獲報償金の分散受付・確認に対応

11

許認可申請事務等感染予防対策 オンライン・郵送対応となっている大気・土壌汚染等に係る工場等規制
事業
関係申請書の確認業務等を実施

2

地球温暖化防止学生活動支援事 学生推進員制度を新たに企画し、活動を支援、大学・エコサークル等
業
に周知・広報を実施

1

環境NPO等ウェビナーサポート事 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
業
る啓発活動手法を周知啓発

1

廃棄物処理関係申請等感染予防 郵送受付への変更に伴い増加する県民局の廃棄物処理関係許認可
対策事業
業務について、申請書確認等の業務を支援

4

森林大学校運営支援事業

遠隔授業のサポート、メンタル面で課題を抱える学生の学習・生活面の
サポート、個別指導を実施

野生動物被害管理業務等支援事 野生動物の生息状況や生態の調査、被害対策に関する情報の収集・
業
発信を支援
農政環境部 計 （26事業）
建設業法改正に伴う業務量の適 申請・届出書類の郵送手続増や建設業法改正に伴う事務増加に対応
正化
するため、書類チェック、台帳整理等を支援

3
2
89

3

砂防指定地台帳等の更新状況の確認や情報の管内図への反映、資料
のデジタル化作業を実施

7

河川等監視ライブカメラ増設設置 増設設置に向け、資料整理、データベース入力、設置箇所の写真デー
事業
タ整理等の作業を実施

1

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

4

土木業務デジタル化等推進事業

遊具等の消毒、イベント時の３密回避の呼びかけなど、感染拡大防止
策を実施
県土整備部 計 （4事業）

15

事業名
奨学資金対応事業

事業内容
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

体験活動等受入施設感染症予防
体験活動等の受入施設で、施設内や実施器具等の感染症対策を実施
対策事業

新規
雇用
(人）

2
3

心のケア支援員配置事業

精神的に不安定な状況にある児童生徒の状況を把握し、特別授業の
実施支援や個別支援、心のケアの教材作成等を実施

12

人と自然の博物館資料・標本整
理事業

植物、昆虫標本の整理や化石クリーニング、博物館データベース未登
録標本の入力作業等を実施

15

県立図書館郷土資料電子化事業

明治から昭和初期までに刊行された郷土資料の電子化、図書館システ
ムへの登録を実施

4

歴史博物館資料整理事業

歴史資料および民俗資料等の整理業務を支援

1

コウノトリの郷公園
園内整備事業

感染予防のための東屋等の消毒作業や遊歩道の除草・除雪等、定期
的な園内環境整備を実施

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データ
入力を実施

1

教育委員会 計 （8事業）

40

特殊詐欺防止広報啓発支援事業

ATM設置場所での警戒や店舗への協力依頼、戸別訪問やチラシ配布
等による広報啓発活動を実施

32

特殊詐欺被害防止コールセン
ター事業

コールセンターを開設し、特殊詐欺に遭う可能性が高い対象者への注
意喚起を実施

10

運転免許事務に係る新型コロナ
ウィルス感染症対策事業

入場規制時の整理券配布、検温、ソーシャルディスタンス確保のための
誘導、試験の予約電話対応等実施

12

県警本部 計 （3事業）

54

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在庫管理や発注業務
を実施

11

入館時検温サポート事業

患者等の健康管理を徹底するため、県立病院の玄関先で検温や問診
を実施

11

コロナ患者受入に関する病院内
外調整業務

コロナ患者受入れに関連する保健所等との連絡調整やワクチン接種受
入れ関連補助業務を実施

11

病院局 計 （3事業）

33

総合計 （103事業）

400

