
資料２

（単位：千円）

区分 事業名 事業概要 事業費 備考

おおいた子育てほっ
とクーポン活用事業

子育て家庭の精神的・身体的・経済的な負担の軽減を図る
ため、様々な子育て支援サービスに利用できる「おおいた子
育てほっとクーポン」を出生時に配布するとともに、制度創設
にあたり、６歳までの未就学児についても県負担により配布
する。

150,956 基礎交付

産学官連携ヘルス
ケアモデル事業

健康寿命の延伸と関連産業の創出を図るため、産学官によ
るヘルスケア協議会を設置し、認知症の早期発見や予防体
制の確立に向けた研究を実施するとともに、地場企業による
認知症研究関連機器の開発に対し助成する。

27,800 基礎交付

移住就農拡大対策
事業

本県での就農を促進するため、県外における就農相談を充
実させ、週末体験研修等を実施するとともに、研修参加費用
を助成する。

8,629 基礎交付

新規就農創出基盤
整備事業

新規就農者の増加に対応し、円滑な就農基盤の整備と新規
就農者の初期費用を軽減するため、大分県農業農村振興公
社が実施する大規模リース団地の整備に要する経費の一部
を助成する。

170,901 基礎交付

農林水産物輸出促
進対策事業

農林水産物の輸出拡大を図るため、ベトナム、タイなど新規
取引国の拡大や、中核的農家や企業による新たな輸出の取
組を支援する。

44,007 基礎交付

食品産業地域連携
推進事業

地域食品加工企業の成長を促進するため、地域金融機関と
の連携の下、生産性の向上に必要な機械化に対し助成する
市町村を支援する。

57,000 基礎交付

おおいたスタート
アップ支援事業

創業の裾野拡大やベンチャー企業の創出・育成を図るため、
インキュベート施設を設置するとともに、創業者の成長志向
に応じた指導やフォローアップを行う。

103,328 基礎交付

経営革新企業成長
促進事業

企業の稼ぐ力を創出し、雇用拡大や付加価値向上を図るた
め、新市場や成長分野にチャレンジする事業者に対し助成す
る。

90,172 基礎交付

地域人材処遇改善
支援事業

在職者の賃上げ及び正社員化を促進するため、中小企業が
行う販路開拓や人材育成等の取組を支援し、社員の処遇改
善原資を涵養する。

51,270 基礎交付

産業活力創造戦略
推進事業（おおいた
味力アップ商品創出
支援事業）

県産食品の付加価値向上や開発力強化を図るため、製品分
析機関の知見を活用し、おおいた食品産業企業会が行う商
品開発等を支援する。

34,826 上乗せ交付

産業活力創造戦略
推進事業（医療機器
産業参入加速化事
業）

東九州メディカルバレー構想に基づき、県内企業の医療機器
産業への参入等を促進するため、医療産業新規参入研究会
員の取組を支援する。

38,428 上乗せ交付

産業活力創造戦略
推進事業（域外消費
獲得支援事業）

通販市場における地域産品の販売を強化するため、世界農
業遺産認定地域の中小企業を対象に、通販コンサルタントの
ノウハウを生かした商品開発やウェブサイトの立ち上げなど
を支援する。

13,914 上乗せ交付

産業活力創造戦略
推進事業（ものづく
り企業人材確保事
業）

ものづくり企業の人材確保を支援するため、県内企業の高い
技術力や魅力を紹介する動画を作成し、合同就職説明会や
移住相談会などで学生や県外就職者などにＰＲする。

5,184 上乗せ交付
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区分 事業名 事業概要 事業費 備考

九州・山口発ベン
チャー支援プラット
フォームの構築

地方創生の実現に向け、九州・山口各県と連携し、ベン
チャー企業のビジネス展開を支援する。
・九州ベンチャーマーケットの開催
　日時等　２８年２月２３日　ホテルオークラ福岡
　内  容　投資家等とのマッチングイベント

1,066 上乗せ交付

インバウンド観光産
業基盤整備事業

本県を訪れる外国人観光客の増加による雇用を創出するた
め、九州・沖縄Ｅarth戦略と歩調を合わせ、受入れ環境を整
備するほか、観光情報の発信や海外における本県の知名度
向上対策を強化する。

282,125 基礎交付

インバウンド総合対
策事業（インバウン
ド推進事業）

外国人観光客の増加による消費拡大や雇用創出を図るた
め、効果的な情報発信を行うとともに、外国人への訴求力が
高い旅行商品を開発するなど、インバウンド対策を強化す
る。

91,054 上乗せ交付

インバウンド総合対
策事業（域外消費獲
得支援事業）

外国人旅行者の消費を取り込むため、免税店の拡大に向け
研修を行うとともに、円滑な免税手続きに必要な機器の導入
を支援する。

19,334 上乗せ交付

東九州自動車道関
連誘客促進事業

東九州自動車道（北九州～宮崎間）の全線開通を見据え、
東九州地域への誘客を促進するため、宮崎県とタイアップ
し、中国・四国・北九州地域をターゲットとした旅行商品を造
成する。

8,000 上乗せ交付

ツーリズム戦略総合
対策事業

平成３０年に開山１３００年を迎える六郷満山をテーマとした
新たなキャンペーンの実施に向け、市町村等と実行委員会を
立ち上げ、事業計画を策定する。

2,000 上乗せ交付

ふるさと大分UIJター
ン推進事業

本県への移住希望者に対する支援体制を強化し移住を促進
するため、移住コンシェルジュを配置するとともに、関連情報
誌等を活用した情報発信を行う。

64,088 基礎交付

おおいたUIJターン
就職促進事業

有用な人材を確保し、本県への移住・定着を積極的に促進
するため、地域の多様な仕事情報を一元化した「地域しごと
センター」を設置するとともに、インターンシップなどの支援策
により、企業等と定住希望者のマッチングを促進する。

80,995 基礎交付

移住者居住支援事
業

本県への移住を促進するため、県外からの移住に必要な住
宅の新築費用などに対し助成する市町村を支援する。 52,000 基礎交付

ネットワーク・コミュ
ニティ構築事業（くら
しの和づくり応援事
業）

地域に住み続けたいという住民の希望を叶えるため、ネット
ワーク・コミュニティの構築に向け、地域で活動する組織や団
体の広域的な取組を支援する。

24,000 上乗せ交付

ネットワーク・コミュ
ニティ構築事業（地
域の交通担い手応
援事業）

地域の公共交通空白地において住民の移動手段を確保す
るため、ＮＰＯなど地域の担い手と連携した交通ネットワーク
の構築にモデル的に取り組む。

15,000 上乗せ交付

若者の九州・山口ふ
るさと就職促進事業

地方創生の実現に向け、九州・山口各県と連携し、若い世代
の県内就職を支援する。
・九州ＵＩＪターン就職応援フェアの開催
　日時等　２８年３月２１日　東京ドームシティ
　対象者　大学３、４年生及びUIJターン希望者

5,582 上乗せ交付

戦
略
策
定

まち・ひと・しごと創
生推進事業費

まち・ひと・しごとの創生を推進するため、知事を本部長とす
る「大分県まち・ひと・しごと創生本部」を組織し、「大分県人
口ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生大分県総合戦略」を
策定する。

17,080 上乗せ交付

1,458,739

地
域
を
守
り

、
地
域
を
活
性
化
す
る

計

- 2 -



（単位：千円）

市町村名 事業名 事業概要 事業費

大分市 中小企業総合支援事業
○中小企業に対する設備投資補助　上限2,000千円×15社分
○販路拡大応援事業　展示会・見本市への出展補助
○研修参加費補助

50,000

別府市

「生涯活躍のまち」（別府
市版CCRC）と「観光筋力増
強」（別府市版DMO）に挑む
ための別府市産業連携・協
働プラットフォーム（B-biz
LINK）設立に向けての調査
研究事業

○別府市版DMO（観光筋力増強）調査研究事業
　プラットフォーム機能構築の検討、統計等調査研究　等
○別府市版CCRC（生涯活躍のまち）調査研究事業
　窓口機能の検討、受入環境・実現性の調査検討　等
○大学と地域を結ぶ社会連携調査研究事業
　図書館NW化、まちなか拠点、サテライトキャンパス設置調査　等

25,700

中津市 カキ養殖振興事業
○地元漁業協同組合が行うカキ養殖の規模拡大に要する経費に対す
　る補助
【補助内容】資材費（つり下げバッグ等）、販売促進経費等

8,476

中津市
３次元造形技術活用事業
（起業・創業支援）

○３Ｄものづくり協議会に対する補助
【補助内容】３Ｄものづくりセンター運営費補助
　　　　　　備品購入費（３Ｄプリンタ、ＰＣ　等）

9,000

日田市
日田梨ブランド戦略強化事
業

○販路拡大戦略的販促活動
　台湾日田フェアの開催、海外バイヤー招聘等販促活動　等
○日田梨の出荷時期を調整するための予冷庫導入費補助

27,483

臼杵市
ＩＣＴを活かした医療・福
祉空間で”うすき時間”体
感事業

○うすき石仏ねっと運営事業
○臼杵市市民後見センター運営事業
○就職情報提供システム整備事業
○移住定住希望者への情報発信、モニターツアーの開催　等

17,796

竹田市

世界に冠たる日本の温泉資
源活用による「国民の健康
づくり」と予防医療の増
進」「新たな観光戦略」事
業

○竹田版”温泉利用型健康増進エリア”構築戦略、クアオルト構想
　の策定
○ミニクアハウス基本構想・基本設計の策定
○インストラクターの養成、情報発信
○飲泉・温浴効果立証医科学的研究

28,000

豊後高田市
広域連携アンテナショップ
事業

○世界農業遺産認定エリアに立地する３市１村（豊後高田市、杵築
　市、国東市、姫島村）が観光ＰＲや特産品の販路拡大を図るため
　に福岡市内に開店したアンテナショップの取組強化

8,329

豊後高田市
千年の時を刻む心いやす郷
づくり推進事業

○心いやす郷づくり調査
　地域再生の方向性、既存ストックの活用、文化財保存継承に向け
　たあり方検討、地域の魅力の掘り起こし等に関する調査
○田舎暮らし体験ツアー
○地域活動団体への助成（団体活動支援、古民家再生支援）

12,000

杵築市
広域連携アンテナショップ
事業

豊後高田市事業概要と同じ 14,000

宇佐市
小さな拠点づくりと移住促
進事業

○地域で作成した「まちづくり計画」を実践するために必要な活動
　支援金の交付
○空き屋再生プロジェクトチームの組織化、空き屋の再生
○お試し移住や体験ツアーの実施、情報発信　等

15,253

国東市
広域連携アンテナショップ
事業

豊後高田市事業概要と同じ 12,000

姫島村
広域連携アンテナショップ
事業

豊後高田市事業概要と同じ 1,100

日出町
「日出の幸」ブランド化推
進事業

○海面養魚場を活用し、城下カレイ増殖技術の確立を図る
○カキ・ハモ・ナマコ等農産物等の販路拡大
○ラッピングカー等を活用した宣伝活動による観光客の誘致

14,000

玖珠町
玖珠町グランドデザイン事
業

○道の駅運営法人への委託：商品開発、人材育成
○観光地において軽食を提供するための車両の購入
○移動サービスカーや観光拠点に設置する物品のデザイン設計委託
　（デザイン委託：水戸岡鋭治氏）

6,015

249,152合　計　
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