
（単位：人、千円）

事業費 うち一財

1,063 995 1,659,000 1,659,000 107,200

雇用人材総
室

鳥取県緊急雇用創出事業
臨時特例基金造成事業

600 0 1,500,000 1,500,000 0

国二次補正を活用し、介護、医療、農林水産、環境・エネルギー、
観光、地域社会雇用の6分野に限定して将来的な成長に結びつく
事業に充当可能な基金の積み増しを行なう。
（就業に必要な知識やOJTやOff-JTなどの方法の組合せにより習
得するための研修等の経費に充当可能。（国予算ベース１５００億
円））
［現時点での想定事業］
・重点分野雇用創出事業（県分）
　介護…現任介護職員等研修支援事業（５０名）
　医療…女性医師就業支援事業（１名）
　観光…2012国際マンガサミットin鳥取誘致推進事業（２名）
          山陰海岸ジオパーク外国人訪問対策事業（２名）
　環境・エネルギー
        …鳥取県版環境管理ｼｽﾃﾑ（TEAS）普及事業（１名）
　地域社会雇用
        …地域安全パトロール委託事業（１３名）
　　　　　道路整備効果調査事業（地域再生事業）　（１２名）
・地域人材育成事業（県分）
　介護…「働きながら資格をとる」介護雇用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事業（８０名）
など

雇用人材総
室

経済成長戦略推進交付金
事業

30 0 (200,000) 0 0
ふるさと雇用再生特別交付金事業を活用し、戦略的推進分野にお
いて「専門人材の活用」と「県内企業の研究開発促進」を融合した
新しいタイプの委託事業として実施。

産業振興総
室

「もっと働きたい！」を応援
する鳥取県雇用促進事業

433 0 159,000 159,000 107,200

年度末から次年度にかけて企業の採用を後押しするため、平成22
年2月1日を基準とした「正規雇用創出奨励金」や雇用要件を緩和
した「大量雇用奨励金」を交付。
※事業主要件となっている「企業立地事業補助金」の認定につい
ても、緩和措置を行う。

0 995 (6,220,000) 0 0

商工労働部
雇用人材総
室

[債務負担行為]ふるさと
雇用再生特別交付金事業

0 190 (2,120,000) 0 0
地域の雇用再生のために地域の発展に寄与し、その後の事業継
続が見込める事業を民間委託するため、年度当初から雇用できる
よう、雇用先等との調整を含めた事前準備を行う。

商工労働部
雇用人材総
室

[債務負担行為]緊急雇用
創出事業

0 550 (4,100,000) 0 0
失業者等の生活の安定と次の雇用への就業機会を作るために、
年度当初から雇用できるよう、雇用先等との調整を含めた事前準
備を行う。

商工労働部
雇用人材総
室

[債務負担行為]職業訓練
事業費

0 15 (34,020) 0 0 ４月からの介護系訓練枠拡大の募集に係る債務負担行為の設定

農林水産部
経営支援課
ほか

[債務負担行為]鳥取暮ら
し農林水産就業サポート
事業

0 240 (306,344) 0 0
４月からの新規就業者受け入れの準備に係る債務負担行為の設
定。

0 0 23,200,000 0 0

産業振興総
室

企業立地事業補助金

県内中小製造業者が新たに県内工場等の新増設を行う場合にお
ける企業立地事業補助金に係る補助要件の緩和措置を行う。

　　雇用要件
　　　５人以上　⇒　３人以上
　　投資要件
　　　５千万円　⇒　３千万円

経済・雇用政
策総室

企業自立サポート事業
（制度金融費）

23,200,000

県内中小企業者に対する資金繰りの緩和及びニューマネーの供
給支援を目的に、融資枠の拡大を行う
※ 終予算融資規模で過去 大級の２３２億円増
①経営活力再生緊急資金（２１年１０月創設）　180億円⇒380億円
②経営安定支援借換資金（２１年２月創設）　　98億円⇒130億円

0 0 197,529 195,529 98,427

産業振興総
室

とっとりバイオフロンティア
施設整備(設計委託)

18,602 18,602 0
平成23年4月開所予定のとっとりバイオフロンティア関連施設の実
施設計を行う。

公園自然課
・観光政策課

山陰海岸ジオパーク関連
事業

19,714 17,714 11,714
今年５月～１０月の間に予定されている現地調査に向けた緊急対
応を行う（旅行商品造成やジオパーク看板・案内板の設置等）

環境立県推
進課

スマートタウン推進可能性
調査事業（「緑の分権改
革」推進事業）

72,500 72,500 0
県内のクリーンエネルギー資源の把握とその活用に係る実証調査
を行う。

生産振興課
平成21年度雪害園芸施設
復旧対策事業

1,874 1,874 1,874
年末年始の積雪により、琴浦町赤碕地区でビニールハウスが倒壊
したため、被害を受けた園芸施設の復旧に係る経費に対して助成
を行う。

畜産課 肉豚経営安定対策事業 84,839 84,839 84,839
養豚農家の経営安定を図るため、肉豚価格が一定価格以下に低
落した場合に価格差の１／３を補填する。

鳥 取　県　緊 急 雇 用 経 済 対 策

債務負担行為を活用した平成22年度当初からの準
備事業

商工労働部

商工労働部

商工労働部

部局名

生活環境部

課　　名 事　　　業　　　名

Ｈ２１雇
用創出人
数（見込

み）

Ｈ２２予算雇
用創出人数
（見込み）

生活環境部
・文化観光局

商工労働部

商工労働部

商工労働部

１．雇用の確保

３．緊急に対応が必要な事項への対応

事業規模
Ｈ２１年度1月補正予算

事　業　概　要

２．企業活動への支援

農林水産部

農林水産部

Ｈ２１年度追加
融資枠

※

※

- 1 -



（単位：人、千円）

事業費 うち一財

部局名 課　　名 事　　　業　　　名

Ｈ２１雇
用創出人
数（見込

み）

Ｈ２２予算雇
用創出人数
（見込み）

事業規模
Ｈ２１年度1月補正予算

事　業　概　要

0 0 5,247,683 5,247,683 1,035,391

0 0 5,247,683 5,247,683 1,035,391

農林水産部
県土整備部
警察本部

ほか

道路の改良、公共施設の
建設等

5,247,683 5,247,683 1,035,391

危険な橋梁の補修　281百万円
・橋梁耐震補強整備事業（国道３１３号（第二わらび橋））　90百万
円　他

森林における路網整備　1,173百万円
・路網整備地域連携推進事業（林業事業体と建設業者等が連携し
て実施する基幹作業道等の整備への支援）　958百万円　　　他
　
道路の改良、公共施設の建設等　2,074百万円
・交通安全施設整備事業（主要地方道鳥取停車場線（東品治）歩
道舗装）　37百万円
・交番･駐在所建設事業（倉吉警察署浅津駐在所建替）　43百万円
・交通安全施設整備事業（信号機新設（倉吉市和田・日吉津村今
吉））　13百万円
・米子港緑地帯設置事業　10百万円　他

道路等の維持修繕　1,719百万円

0 0 3,688,791 3,459,665 2,279,545

0 0 3,688,791 3,459,665 2,279,545

県土整備部
教育委員会

防災局
生活環境部

ほか

公用・公共用施設・設備の
修繕、整備など

3,688,791 3,459,665 2,279,545

公共公用施設設備の修繕・整備、河川等の維持・修繕　3,394百万
円
･河川維持修繕費　631百万円
・教育施設営繕費　（県立学校の老朽施設の修繕）　551百万円
・緊急地震速報等導入事業（Ｊ－ＡＬＥＲＴ整備）　44百万円　　他

防犯環境重点整備事業（鳥取駅周辺に防犯カメラを設置する鳥取
ハイヤー共同組合への助成）　1百万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

＊以下の事業についても、「地域活性化・経済危機対策臨時交付
金」を活用
（再掲）とっとりバイオフロンティア施設整備事業　19百万円
（再掲）山陰海岸世界ジオパーク関連事業　18百万円
（再掲）「もっと働きたい！」を応援する鳥取県雇用促進事業　159
百万円

0 0 4,168,780 4,168,780 237,535

公共事業 4,168,780 4,168,780 237,535

・地域活力基盤創造交付金事業    3,416百万円
　河原インター線、南部バイパス他
・農業農村整備事業（広域営農団地農道、基幹農道）566百万円
　南大山５期地区他
・地域自立・活性化交付金事業　35百万円
　岸本バイパス（伯耆歴史展示施設）
・県営ため池等整備事業　152百万円
　桜池地区（北栄町）他

1,063 995 38,161,783 14,730,657 3,758,098

※ （　）内の数字は債務負担行為及び既存の基金事業の活用であるため、事業費合計には加えない。

【年末に決定した速やかな雇用創出】
（単位：人、千円）

事業費 うち一財

81 0 0 0 0

81 0 0 0 0

総務部ほか 事務補助職員 44 0 県庁及び地方機関による事務補助職員の一括採用

総務部ほか 個別事業による雇用創出 37 0 個別事業推進のための基金事業の活用（就職支援員の増員など）

81 0 0 0 0

年末対策を加えると、約1,140人の雇用創出

鳥取県緊急雇用経済対策　合計

Ｈ２２予算雇
用創出人数
（見込み）

Ｈ２１雇
用創出人
数（見込

み）

部局名 課　　名 事　　　業　　　名

６．国公共事業の追加

事業規模
Ｈ２１年度予算

事　業　概　要

農林水産部
県土整備部

既存事業　合計

１．雇用の確保

県の直接雇用等

４．橋梁補修など道路の修繕、森林路網整備
などきめ細かなインフラ整備

「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」
（国二次補正）の活用

「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」
「地域活性化・公共投資臨時交付金」
（国一次補正）の活用

５．地域経済活性化に資する公共施設設備の
修繕・整備、河川等の修繕などの対応
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