
２　いきいきと働き地域が輝く活力あふれる大分県

①変化に対応し挑戦と努力が報われる農林水産業の実現
（単位：千円）

 ○構造改革の更なる加速、経営マインドを持った力強い担い手の確保・育成

22,889 
(0)

78,088 
(39,350)

5,942 
(5,986)

11,129,580 
(10,906,056)

52,851 
(42,274)

36,636 
(0)

7,496 
(0)

1,066,946 
(2,179,115)

繁殖雌牛の分娩期間短縮による収益性向上を図るため、人工授精や妊
娠鑑定の予定日など、個体ごとの繁殖状態を畜産農家及び関係機関が常
時把握できるシステムの開発・運用を支援する。
　・実施主体　公益社団法人 全国和牛登録協会 大分県支部
　・補 助 率　１／２

畜産振興課

林務管理課
林産振興室
森林整備室

126
次世代林業基盤づくり事
業

人工林の伐期到来による素材生産量の増加に対応した林業・木材産業
の構造改革を推進するため、森林所有者が行う路網整備や製材業者が行
う木材加工施設整備などに対し助成する。
　・林業専用道開設（２５千円／ｍ）、作業道開設（２千円／ｍ）
　・搬出間伐（３５万円／ｈａ）
　・木材加工施設の整備（１１か所、補助率１／２）　など

事　業　名 当　初　予　算　の　概　要 所管課

平成２９年度
当初予算額

平成２８年度
当初予算額

米政策転換対応型水田畑
地化推進事業

３０年産米からの米政策見直しに対応するため、県独自の主食用米の
生産数量目標を市町村に示すとともに、水田の畑地化による園芸品目の
導入を推進する。
　・園芸団地の造成に向けた畑地化プランの策定
　・畑地用の農地提供者に対する協力金の交付（２万円/１０a）
　・畑地化に必要な農地基盤整備の地元負担の軽減
　　（中山間地１０％→０％、平地１５％→５％）　　　　　　　など

農地活用・集
落営農課

(地方創生推進交付金活用事業)

119

新時代の水田農業低コス
ト化対策事業

水田農業の低コスト化を図るため、乾田直播栽培の全県展開を進める
ほか、営農機械等の導入による担い手の規模拡大などを支援する。
　【特】乾田直播栽培技術の現地実証（８か所）
　【特】飼料用米の収量向上研修会の開催、栽培マニュアル作成  など

農地活用・集
落営農課

120

121

125
ＩＣＴ活用スマート畜産
体制整備事業

集落営農構造改革対策事
業

農地活用・集
落営農課

水田作物高付加価値産地
づくり事業

123

124 園芸振興室
園芸産地スマート化推進
事業

(地方創生推進交付金活用事業)

県産米の競争力を強化するため、食味の最高評価である特Ａの継続的
な獲得に向けた農家育成や大分つや姫の品質平準化等に取り組むほか、
新たな需要に対応した麦・大豆の産地拡大を支援する。
　【特】良食味米の栽培研修会の開催
　【特】焼酎用大麦「トヨノホシ」を使用した焼酎の販売促進活動
　【特】小粒大豆「すずおとめ」の栽培マニュアル作成　　など

園芸作物の生産技術高度化による生産性向上を図るため、センサー技
術などを活用しハウス内の温度や湿度等を管理する栽培手法の導入を支
援する。
　・対　　象　ハウスみかん、キク
　・実施主体  ＪＡおおいたハウスみかん部会、蒲江花き生産組合
　・補 助 率　１／２

農地活用・集
落営農課

経営力のある集落営農法人を育成するため、経営多角化や規模拡大、
法人間連携に取り組む法人が行う農業機械等の整備に対し助成する。
　・補助率　１／２（県１／３　市町村１／６）

地域内の認定農業者や法人等の連携による広域営農システムを構築す
るため、地域農業経営サポート機構の運営経費やオペレーター雇用経費
を助成する。
　・新規箇所　中津市、杵築市（県１／２　市１／２）
　・継続箇所　日田市、臼杵市（県１／３　市１／３）
【新】地域農業経営サポート機構の集落支援機能を強化するため、防除
用ドローン等の導入に対し助成する。
　・補助率　１／２（県１／３　市町村１／６）

122 （公）農業農村整備事業

水稲作の生産性向上や園芸品目の導入等による水田農業の構造改革に
向け、農地の集積・集約化による規模拡大や農作業道の整備、排水対策
等を行う。

老朽化による災害を未然に防止するため、早期整備が必要なため池や
農業用水路等の改修を実施する。

農村基盤整備
課

特

特

特



25,632 
(0)

395,440 
(389,440)

20,853 
(22,342)

42,022 
(0)

2,329 
(0)

7,731 
(0)

 ○マーケットインの商品づくりの加速

2,129,207 
(2,144,937)

40,435 
(27,248)

8,563 
(0)

畜産振興課

赤潮や水産資源量等の監視・調査体制を維持するため、老朽化が進ん
でいる漁業調査船「豊洋」（１１年８月竣工）の代船を建造する。
　・実施内容　概略・基本設計　など
　・竣工予定　３１年度

地域農業振興
課

133
活力あふれる園芸産地整
備事業

マーケットニーズに対応した産地の規模拡大による戦略品目のさらな
る産出額向上のため、栽培施設等の整備に要する経費に対し助成する。
　・認定農業者の規模拡大　ぶどう　（宇佐市）
　・広域集出荷貯蔵施設　　ピーマン（豊後大野市）
　・大規模リース団地　　　いちご　（杵築市）
　【新】新植に合わせた鳥獣害防護ネットの設置（５か所）　など
【新】マーケットニーズに対応した産地拡大の可能性があり、市町村が
振興する園芸品目を「次なる戦略品目」と位置づけ、栽培施設等の整備
に要する経費に対し助成する。
　・補 助 率　県１／４、市町村１／４
　・品目候補　キウイフルーツ、ほおずき、さといも　等

園芸振興室

135
有機農産物生産流通拡大
推進事業

マーケットインの商品づくりを推進するため、マーケットニーズや流
通の多様化に機動的に対応した販売促進等を実施するとともに、生産者
の県外展示商談会の出展経費を支援する。
　【特】ＲＯＲＯ船による農産物の輸送試験
　【特】ＲＯＲＯ船への農産物集約化に向けた九州内の物流調査　など
【特】季節感のある多様な新鮮食材を求める京都の外食事業者に対し、
冠地どりや原木生しいたけ、養殖ヒラマサを中心に、戦略的な販売を展
開する。
　・バイヤーの産地招聘（３回）
　・個別商談会（３回）　など

Ｔｈｅ・おおいたブラン
ド流通販売戦略推進事業

（再掲）農福連携農業労
働力マッチング支援事業

就労継続支援Ｂ型事業所の施設外就労の促進による農家の労働力確保
に向け、障がい者が取り組みやすい農作業を品目別に把握するととも
に、障がい者雇用に関する農家の理解を促進する。
　・障がい者に適した農作業の調査（２５品目）
　・モデル農家での施設外就労の実施（５か所）
　・農家や社会福祉法人等を対象とした現地研修会などの開催

130
肉用牛新たな担い手支援
事業

繁殖経営の担い手を確保するため、新規就農者向けのリース畜舎等の
施設整備などに対し助成する。
　・実施主体　竹田市
　・補 助 率　国１／２、県１／８

有機農産物のマーケットニーズに対応するため、新たな担い手の育成
を図るとともに、周年出荷体制の構築等を支援する。
　・先進的有機農業者を核としたグループ化（５か所）
　・量販店への出荷に対応した流通モデルの実証
　・有機農業用地の団地化に向けた調査 等（５市町）
　・有機農産物マーケットの開催（月１回）　　　など

131

林務管理課127

森林整備室

森林の公益的機能の確保に向け、皆伐後の確実な再造林を推進するた
め、製材業界等と連携し、国庫補助に上乗せして助成する。
　・補助対象　植樹本数 1,000本以上2,000本以下（１haあたり）
　・補助率　　国５１％、県３２％、業界７％、森林所有者１０％
【新】花粉の発生が少ない苗木による再造林を推進するため、タマホー
ム株式会社からの寄附金を活用し、苗木購入経費に対し助成する。
　・補助率　国５１％、県３２％、業界７％、寄附金５％、
　　　　　　森林所有者５％

再造林促進事業

（森林環境税活用事業）

新規就業・経
営体支援課

128

木材生産コスト低減推進
モデル事業

人工林の主伐・再造林を促進するため、急傾斜地等における木材搬出
コストの低減に向けた路網の部分改良や架線系高性能林業機械の試験導
入を支援する。
　・作業道の部分改良　５０か所（定額５０万円）
　・国産タワーヤーダーの試験導入　１か所（補助率１／２）

戦略品目等の産地の担い手を確保・育成するため、就農学校やファー
マーズスクールを設置・運営する生産者組織等に対し、指導者の配置や
圃場の借り上げ等に要する経費を支援する。（補助率１／２）
　【特】研修生が参加する商談会の出展経費の助成
　　　（補助率１／２）

129
地域育成型就農システム
支援事業

134
おおいたブラ
ンド推進課

新規就業・経
営体支援課

132 漁業調査船代船建造事業

地域農業振興
課

特

特

新

特

特



32,680 
(27,399)

37,761 
(32,044)

2,137 
(0)

4,505 
(0)

19,981 
(10,032)

1,320,994 
(1,027,000)

29,889 
(5,001)

972,238 
(47,756)

6,072 
(3,060)

142
全国和牛能力共進会対策
事業

農林水産物輸出需要開拓
事業

海外の市場を取り込み農林水産業者の所得拡大を図るため、輸出拡大
の取組を推進する。
　【特】牛肉の米国輸入業者からの提案に対応した商品ネーミングの試
　　　　行やオーダーカット　など
　【特】米国の養殖ブリ需要に対応できる輸出業者の育成に向けた冷凍
　　　　輸送試験や実演販売　など
　・米国マーケットで有効なＳＮＳを活用した情報発信
　・海外コーディネーターの委嘱(米国２人、アジア１人)

おおいたブラ
ンド推進課

畜産技術室

県産和牛のブランド力向上を図るため、豊後牛流通促進対策協議会が
行うフェアの開催や、県内外の飲食店・旅館などへの販売促進活動等を
支援する。
【特】大都市圏での「おおいた豊後牛」の認知度向上に向け、外食事業
者の店舗をサポーターショップに認定する。（東京３か所、大阪２か
所）

畜産振興課

畜産技術室

地域農業振興
課

140

畜産技術室

おおいた豊後牛流通促進
対策事業

143

酪農の生産基盤を拡大するため、畜産クラスター計画に基づく牛舎や
省力化機械の整備に対し助成する。
　・日田市（２か所）、玖珠町（１か所）
【特】優秀な乳用後継牛を計画的に確保するため、遺伝子検査技術を活
用した高能力の雌性判別精液の利用に対し助成する。
　・補助率　１／２（６１５頭分）

畜産技術室酪農基盤対策事業

141
肉用牛生産基盤拡大支援
事業

繁殖・肥育農家の生産基盤を強化するため、繁殖雌牛の増頭を支援す
るとともに、大分県畜産公社が行う肥育牛預託貸付制度の原資を貸し付
ける。
　【特】繁殖雌牛増頭時の育成費支援
　　　補助単価　１０．５万円／頭　６５０頭分
　　　　　　　　　４．８万円／頭　１００頭分（７歳未満の成牛）
　　　補 助 率　県２／３、市町村１／３
　・肥育牛預託貸付制度
　　　肥育素牛預託　　８０万円／頭　新規１５０頭分
　　　飼育管理預託　１２０万円／頭　新規６００頭分

144
県内飼料利用拡大対策事
業

低コスト濃厚飼料であるＳＧＳ（ソフトグレインサイレージ）の普及
に向け、作付けから調整、給与まで一貫して行う地域の体制づくりを支
援する。
　・実施箇所　杵築市、宇佐市
　・内　　容　ＳＧＳ調整用機械のレンタル経費等に対する助成
　・補 助 率　１／２
【特】消費者の赤身牛肉への嗜好の高まりに対応するため、赤身に適し
た放牧繁殖牛の再肥育技術の確立に向けた実証試験を実施する。

第１１回全国和牛能力共進会（２９年９月 仙台市）において優秀な成
績を収めるため、出品候補牛の飼育管理指導等を行うとともに、出品牛
の輸送費等に対し助成する。
　・実施主体　第１１回全国和牛能力共進会大分県推進協議会（全国和
　　　　　　　牛登録協会大分県支部、全農大分県本部 等）
　・補 助 率　１／２
【特】出品牛及びその父を活用した産子の造成を促進し、県内の子牛市
場価格を高水準に維持していくため、出品牛等の精液を利用した人工授
精に対し助成する。（６千円／頭、５００頭分）

おおいたブラ
ンド推進課

139
ＧＡＰ認証農場拡大推進
事業

136

137

農商工連携による農林水産物の付加価値向上を図るため、産地と県内
外の食品企業が連携した取組を支援する。
　・フードマーケターによる産地と食品企業とのマッチング
　・新品目の導入に要する土づくり経費等の支援
　　（加工業務用野菜70千円／10ａ、大麦若葉50千円／10ａ 等）
　【特】低コスト化・省力化に向けた機械化体系の導入実証
　　　　（補助率１／２、２品目）　など

マーケットから求められる農産物の安全・安心を確保するため、生産
者の事業展開に応じたＧＡＰ認証取得を支援するとともに、国のガイド
ラインに準拠したＧＡＰの認証体制を県内に構築する。
　・輸出事業者に対するＧＬＯＢＡＬ ＧＡＰセミナーの開催
　・国内量販店等への出荷に向けたＪＧＡＰ Ｂａｓｉｃ認証取得の指導
　・国ガイドライン準拠ＧＡＰの審査員養成研修の開催
　・ＧＡＰ認証の普及に向けた研修会や啓発パンフレットの作成　など

食品企業連携産地拡大推
進事業

（元気創出基金活用事業）

138
畜産農場ＨＡＣＣＰ認証
取得推進事業

畜産物の輸出を促進するため、生産段階の安全性を証明する農場ＨＡ
ＣＣＰ認証制度の普及啓発等を実施する。
　・農場ＨＡＣＣＰ推進研修会の開催（１回）
　・農場への指導者派遣（９農場）　など

畜産振興課

特

特



6,437 
(0)

4,994 
(0)

102,145 
(165,163)

9,237 
(11,342)

1,873 
(0)

12,059 
(23,094)

60,346 
(81,783)

14,474 
(14,021)

5,870 
(0)

1,302 水産振興課
(0) (中部振興局)

畜産技術室

148

153
ヒラメ陸上養殖生産振興
事業

ヒラメの寄生虫クドアによる食中毒の発生を防止し、ヒラメ養殖業の
生産振興を図るため、安全対策の強化に向けた取組を支援する。
　・実施主体　大分県漁業協同組合
　・内　　容　新型簡易キット検査への転換（マニュアル作成等）
　　　　　　　取引先の求めに応じた検査済タグの個別装着出荷
　　　　　　　（補助率１／２）

ヒラメ養殖の生産コストの低減を図るため、緑色ＬＥＤ光を活用した
ヒラメの成長促進に関する実証試験を実施する。

水産振興課

149

146

県産豚「米の恵み」競争
力強化対策事業

県産豚の消費拡大と養豚農家の所得向上を図るため、オレイン酸に着
目した県産統一ブランド豚肉「米の恵み」の販促活動等を支援する。
　・実施主体　大分米ポークブランド普及促進協議会
　・補 助 率　１／２

畜産振興課

森林認証材供給体制整備
事業

県産材の差別化や輸出の拡大を図るため、適正に管理されている森林
（ＦＭ認証林）から産出された木材製材品であることを証するＣｏＣ認
証の取得に取り組む製材所等を支援する。
　・ＣｏＣ認証制度普及セミナーの開催（２回）
　・木材製造工程の現地指導の実施（５社）

林産振興室

おおいた冠地どり流通拡
大対策事業

おおいた冠地どりの販路拡大と生産性向上を図るため、大手量販店等
に対する販促活動や鶏舎の改修等を支援する。
　・実施主体　おおいた冠地どり銘柄協議会
　・補 助 率　１／２

152
県産水産物流通拡大推進
事業

県産水産物のブランド確立による流通拡大を図るため、戦略魚種の販
売促進活動に要する経費に対し助成するとともに、「おおいた県産魚の
日」（毎月第４金曜日）を中心に業界が一体となって行う消費拡大の取
組などを支援する。
　・京都の料理人に対する養殖ヒラマサ試食会の開催
　・水産エコラベル認証取得に向けた研修会の開催
　【特】鮮魚小売店を対象とした「おおいた県産魚」販売力向上セミ
　　　　ナーや養殖業者等との交流会の開催　　　など

九州材販路拡大総合対策
事業

県産材の競争力強化を図るため、九州各県との連携のもとに行われる
九州材の販路拡大の取組を支援する。
　・釜山港への製材品コンテナ輸送費の助成（補助率１／４～１／２）
　・国内及び韓国住宅フェア出展経費の助成（補助率１／２）
　【特】関東への共同出荷試験（ＲＯＲＯ船活用）への助成
　　　　（定額２万円／トレーラー）

林産振興室

漁業管理課

154
佐賀関くろめ養殖推進事
業

消費者の健康志向の高まりを背景に需要が増加している佐賀関特産の
海藻「くろめ」の生産拡大に向け、養殖技術の確立を支援する。
　・内　容　養殖適正地の調査・実証（３地区）
　・補助率　県１／３、大分市１／３

151

林産振興室

県産材の需要拡大を図るため、地域材を使用した公共建築物等の建設
に要する経費に対し助成するとともに、非住宅分野での木造建築物の建
設促進に向けた研修会を実施する。
　・公共建築物等の木造化の助成（２か所、補助率１５％～５０％）
　・ＣＬＴ利活用研修会（４回）
　・木造マイスター育成研修会（６回）
　【新】環境パイル工法（丸太活用の地盤補強）研修会（１回）（森林環境税活用事業）

しいたけの生産性向上と増産を図るため、生産基盤の整備に取り組む
生産者を支援する。
　・低コスト簡易作業路の整備　　　（定額４００円／ｍ）
　・乾しいたけ人工ほだ場等の整備　（補助率1/3～1/2）
　・バックホウや植菌機等の導入　　（補助率1/3）
　【新】原木生しいたけの生産拡大に向けた暖房機等の整備(補助率1/2)

林産振興室

木造建築物等建設促進総
合対策事業

しいたけ増産体制整備総
合対策事業

145

しいたけの消費拡大を図るため、大分県椎茸振興協議会等が行う大都
市圏での販促活動などを支援する。
　・乾しいたけの消費拡大や新商品開発等に対する助成
　　（補助率１／２）
　【特】高品質原木生しいたけの京都市場への輸送費等に対する助成
　　（補助率１／２）

林産振興室150

147

しいたけ消費拡大推進事
業

特

特

地

新

特



 ○元気で豊かな農山漁村の継承

18,482 
(5,770)

461,423 
(454,455)

291,374 
(294,128)

6,720 
(820)

3,959 漁業管理課
(0) (南部振興局)

②多様な仕事を創出する産業の振興と人材の確保
（単位：千円）

1,247,119 
(683,957)

4,395,400 
(2,087,792)

50,000 
(0)

所管課

平成２９年度
当初予算額

155

157

企業立地推進
課

160

(地方創生推進交付金活用事業)

鳥獣被害総合対策事業

地域農業振興
課

企業立地促進事業

工業団地開発推進事業

離島等サテライトオフィ
ス整備推進事業

戦略的、効果的な企業誘致を推進するため、誘致企業の設備投資及び
雇用創出の一部に対し助成する。
【新】早期の企業誘致による雇用の創出を図るため、実勢価格に比べ高
コストな大分臨海工業地帯６号地Ｃ－２地区に立地する製造業に対する
補助制度を創設する。
　・補助率　投資額の２０％
　・限度額　用地費の２５％（単年度３億円）

161

工業団地の整備を行う大分県土地開発公社に対し、用地売却までの間
の所要資金を貸し付ける。
【新】内陸部工業団地の需要の高まりを受け、玖珠工業団地の分譲地造
成に着手することとし、同公社が行う造成等に要する経費を貸し付ける
とともに、非分譲部分（排水工事）に要する経費を助成する。
　・完成予定　３０年２月

162

離島等の条件不利地域を中心に、ＩＴ関連企業などの誘致を推進する
ため、市町村が行うサテライトオフィスの整備に対し助成する。
　・補 助 率　離島等２／３
　　　　　　　その他１／２（財政力指数0.67未満の市町村に限る）
　・対象経費　オフィスの取得・新設・増改築費、ＩＴインフラ経費 等

直売所魅力・機能向上事
業

地域の交流拠点である直売所の集客と販売額の増加を図るため、直売
所が行う商品開発等を支援する。
　【特】出荷を目指す中高年齢者向けの栽培技術研修の実施（９か所）
　・簡易ハウスやＰＯＳシステム等の整備（補助率３／４）

平成２８年度
当初予算額

158 カワウ被害対策事業

森との共生推
進室

シカによる農林作物被害の軽減を図るため、森林所有者等が行う防護
柵や防護ネットの設置に要する経費などを支援するとともに、捕獲報償
金を交付する。
　・捕獲報償金額　猟　期（11/1～ 3/15）12,000円/頭
　　　　　　　　　猟期外（3/16～10/31）10,000円/頭

森林シカ被害防止対策事
業

（森林環境税活用事業）

【特】カワウによる放流魚等への食害防止対策を強化するため、専門事
業者の技術力を活用した個体数調整等を実施する。
　・実施箇所　中津市、日田市、宇佐市
　・内　　容　生息状況調査、銃器捕獲による個体数調整

カワウの飛来を防除するため、内水面漁業協同組合が実施する追い払
い等に対し助成する。（国１／２、県１／６、市町村１／６）

水産振興課

事　業　名

159 入津湾緊急赤潮対策事業

蒲江入津湾において、赤潮による養殖業への被害発生を防止するた
め、自動赤潮監視機器の導入による２４時間監視体制を構築するととも
に、養殖水槽内の酸素の高濃度化による赤潮無害化を実証する。

イノシシ、サル等の野生鳥獣による農林作物被害の軽減を図るため、
電気柵の設置など集落全体で行う被害対策活動を支援するほか、捕獲報
償金を交付するとともに、狩猟者の確保・育成対策や狩猟肉の有効活用
に向けた首都圏での商談会等を開催する。
　・捕獲報償金額　イノシシ　猟期外（3/16～10/31）6,000円/頭
　　　　　　　　　サル　　　通  年　　　　　　　 8,000円/頭
　　　　　　　　　小動物　　通　年　　　　　　　 1,000円/頭
　【特】警察官ＯＢや狩猟に興味を持つ女性等を対象に、狩猟の魅力や
　　　　社会的役割等を伝えるスタートアップセミナーの開催（２回）
　【特】狩猟免許取得後１～３年の狩猟者が実践的な有害鳥獣捕獲技術
　　　　を学ぶスキルアップセミナーの開催（４回）
　【特】大分レディースハンタークラブによるジビエ料理教室の開催
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
(参考)狩猟免許申請や狩猟者登録に係る手数料、狩猟税の減免(H29.4～)

森との共生推
進室

156

当　初　予　算　の　概　要

企業立地推進
課

企業立地推進
課

特

地



68,606 
(0)

11,344 
(0)

7,177 
(7,898)

18,638 
(0)

17,403 
(0)

39,799 
(33,958)

35,834,142 
(35,923,389)

1,217,994 
(1,212,274)

266,287 
(254,987)

36,564 
(12,061)

中小企業金融対策費
経営創造・金
融課

(地方創生推進交付金活用事業)

工業振興課

工業振興課

おおいたＩｏＴプロジェ
クト推進事業

ＩＴ人材確保支援事業

（再掲）おおいた学生県
内就職応援事業

ドローン産業振興事業

食品産業競争力強化事業

(地方創生推進交付金活用事業)

(地方創生推進交付金活用事業)

(地方創生推進交付金活用事業)

(地方創生推進交付金活用事業)

地域牽引企業創出事業

大分県版第４次産業革命”ＯＩＴＡ４．０”の挑戦に向け、大分県Ｉ
ｏＴ推進ラボを設立し、県内企業が行うＩｏＴを活用したビジネスモデ
ルの創出などを支援する。
　・戦略アドバイザーの配置、ＩｏＴ先進セミナーの開催（３回）
　・ＩｏＴプロジェクトの公募・助成
　　　委託型（データ分析等）　　補助率　定　額（２件）
　　　補助型（ビジネスモデル）　補助率　１／２（５件）

情報政策課

大分県版第４次産業革命”ＯＩＴＡ４．０”を支える基盤であるＩＴ
人材の確保・育成に向け、世代別対策に取り組む。
　・社会人等を対象に県内ＩＴ企業が共同で行う「おおいたアプリケー
　　ションスクール（仮称）」の運営費の助成（養成数　４０人／年）
　・工業系高校生とＩＴ企業によるプログラミング交流会の開催
　・ＩＴ技術者トップレベルセミナー等の開催（１０回）　　　など

産業集積推進
室

医療機器生産拠点づくりを加速するため、医療・介護・福祉・看護現
場のニーズの発掘とそれに伴う機器開発、販路開拓を支援する。
　【特】臨床ニーズに基づく試作品開発の支援（補助率２／３）
　・大学等と連携した新機器開発の支援（補助率２／３）
　【特】ISO13485（医療機器の品質保証のための国際規格）の取得支援
　【特】大学等と連携した海外販路開拓の支援

雇用労働政策
課

168

商工労働企画
課

経営創造・金
融課

171

地域を牽引する地場中小企業を育成するため、５年以内に雇用人数を
３０人以上または付加価値額を１億円以上増加する企業の人材育成や商
品・サービス力強化等を支援する。
　・補助率　１／２（商品改良、設備整備等)～２／３（人材確保育成)
　・限度額　５，０００万円（計画認定後３６か月以内）
【特】計画認定企業の成長加速に向け、経営コンサル等を派遣する。

情報政策課

170

食品産業の競争力強化を図るため、おおいた食品産業企業会が行う商
品開発、人材育成、国際化への対応に向けた取組を支援する。
　・企画会社等と連携した商品開発の支援（３０万円／件　１０件）
　・食品加工リーダー研修会の開催（８回）
　・ＨＡＣＣＰ実践講習会の開催（４回）
　・ハラル食品の認証取得の支援（８件）　など

ＩＴ人材の県内就職・定着を促進するため、大卒者等への奨学金返還
助成制度を拡充する。
　・支援要件ア　日本学生支援機構、大分県奨学会の奨学金等貸与者
　　　　　　イ　６年間継続して県内企業での就業が見込まれる者
　・対象職種①　中小製造業の研究者、開発技術者、製造技術者
　　　　　　②　【新】中小情報通信業の情報処理・通信技術者
　・助成額　毎年度の返還額（月額13,600円、通算122万4千円上限）
　・期　間　３０年度から３２年度までの就職

市場の成長が期待される業務用無人機（ドローン）分野の産業集積を
推進するため、大分県ドローン産業協議会を設立し、用途拡大策の検討
や研究開発などを支援する。
　・ドローン関連事業セミナーの開催（１０回）
　・ドローン操縦者の育成（１５人）
　・研究開発費の助成（補助率２／３、３件）　など

165

166

（産業廃棄物税活用事業）

169

中小企業等の設備投資や経営の安定化等を図るため、制度資金の貸付
原資を預託する。（新規融資枠　７００億円）
　【新】経営力向上計画の認定を受け、生産性向上に取り組む事業者向
　　　　け資金の創設（１０億円）
　　　　融資利率　１．８～２．０％、保証料率　０．３５％
　【新】ＢＣＰ（事業継続計画）を策定した事業者や働き方改革等を推
　　　　進する事業者向け資金の創設（各１０億円）
　　　　融資利率　２．１％、保証料率　０．８５％以内
　【新】創業支援資金の保証料率の引き下げ(０．７％→０．５％)など

　〔債務負担行為　１，５３３，８２９千円〕

163

164

167

172
経営創造・金
融課

創造的人材の感性やアイディアを生かし、企業との連携による付加価
値の高い商品・サービスの創出に向け、企業とクリエイターとの融合の
場づくりを行うとともにマッチングを推進する。
　・地場企業とクリエイター等の交流イベントの開催　６回→７回
　【特】商品化に向けたクリエイター招聘経費の助成　２回／社
　【特】県内クリエイター向けスキルアップセミナーの開催　　など

クリエイティブ産業創出
事業

小規模事業支援事業

医療機器産業参入加速化
事業

商工会・商工会議所が行う経営改善普及事業に要する経費及び商工会
連合会が行う商工会指導事業に要する経費に対し助成する。
　・青年部・女性部が発案した地方創生プランの取組支援（4件→5件）
　・小規模事業者の円滑な事業承継に向けた研修会の開催　など

特

特

特

特



87,123 
(75,739)

17,477 
(0)

10,000 
(0)

10,469 
(6,817)

8,677 
(7,586)

③人を呼び込み地域が輝くツーリズムの推進
（単位：千円）

82,979 
(83,153)

98,309 
(124,660)

26,202 
(21,202)

1,696 
(0)

178

本県の魅力（ブランド力）の向上・定着を図るため、パブリシティ活
動やＣＭ動画等による旬な情報発信を行う。
　・ＰＲ会社を活用したニュースレターの作成
　・首都圏在住の海外メディアに対する交流会や大分ツアーの開催
　・国民文化祭やラグビーワールドカップ大分開催の機運醸成に向けた
　　戦略的ＣＭの制作・放送　など

所管課

平成２９年度
当初予算額

平成２８年度
当初予算額

大都市圏を中心に県産品の販路開拓・拡大及び定番化を図るため、商
社、小売店のバイヤーとのマッチングや県外消費者向けＰＲを行う。
　・催事、産直などテーマに応じたマッチング商談会の実施
　・福岡での工芸品等展示販売会など、販促イベントの開催
　【特】「食博覧会・大阪」への出展　４月下旬～５月上旬　など

176
商業・サービ
ス業振興課

広報広聴課

サービス産業生産性向上
支援事業

当　初　予　算　の　概　要

(地方創生推進交付金活用事業)

商業・サービ
ス業振興課

(地方創生推進交付金活用事業)

六郷満山開山１３００年
記念観光推進事業

180

(地方創生推進交付金活用事業)

181

フェリーで結ばれている山口県周南エリアとの地域間交流と誘客を推
進するため、フェリー利用実態調査やイベントへの共同出展等を行う。

179

フェリーでつなぐ国東半
島誘客促進事業

観光・地域振
興課
(東部振興局)

六郷満山開山１３００年キャンペーンによる観光客の増加を図るた
め、市町村等と連携し、アクティブシニアや外国人向けの周遊観光ルー
トづくりや二次交通の実証実験に取り組む。
　【新】ＪＲの全国１，０００駅にポスター掲示（３０年１月）

観光・地域振
興課

（元気創出基金活用事業）

事　業　名

九州ふっこう割後の影響を最小限に抑え、国内旅行者の誘客を促すた
め、民間事業者等の強みを生かした情報発信や誘客対策を実施する。
　【特】ＪＲグループと連携した誘客対策の実施
　　　　　リメンバー九州キャンペーン（周年）
　　　　　大分・熊本キャンペーン（７月～１２月）
　【特】団体旅行向けのＪＲとバスの接続旅行商品の造成（小倉駅発）
　【特】坐来等を活用したメディア、旅行会社向け商談会の開催　など

観光・地域振
興課

国内誘客総合対策事業

雇用労働政策
課

多様な働き方の実現に向け、大分県働き方改革推進会議を開催すると
ともに、育児や介護に取り組みやすい職場環境づくりを行う企業を支援
する。
　・働き方改革推進リーダー養成講座の開催（大分市、中津市）
　・ワーク･ライフ・バランス推進アドバイザーの派遣（２５社）
　・おおいた子育て応援団（しごと子育てサポート企業）の認証　など

177

173
経営創造・金
融課

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、おおいた
スタートアップセンターにおいて、創業者の成長志向に応じた指導や
フォローアップなどを行う。
　・製品の試作・改良、販路開拓費の助成（補助率２／３）
　【特】女性の創業に向けたネットワークの構築、ビジネスアイデアコ
　　　　ンテストの開催
　【特】留学生の事業計画磨き上げや会社設立手続等の支援　など

174
商業・サービ
ス業振興課

県産品販路開拓支援事業

(地方創生推進交付金活用事業)

観光関連産業活性化支援
事業

働き方改革推進事業

観光関連産業の売上向上や顧客満足度向上に向け、観光関連産業グ
ループ等が行う地域の賑わいを創出する新たなイベントやおもてなし講
座などに要する経費を助成する。
　・補助率　１／２
　・箇所数　１０件

175

おおいたスタートアップ
支援事業

サービス産業の労働生産性の向上に向け、宿泊業を中心とした観光産
業のサービスプロセスの改善や高付加価値化を図るため、経営人材の育
成や業務効率化の取組を支援する。
　・生産性向上セミナーの開催（観光産業関係者）
　・人材育成講座の開催（次期経営者、現場リーダー）
　・２％以上の生産性向上につながる取組の支援（補助率１／２）

（元気創出基金活用事業）

おおいた魅力アップ情報
発信事業

新

特

地



2,277 
(0)

101,405 
(80,713)

57,030 
(0)

35,499 
(18,499)

44,812 
(16,742)

60,749 
(0)

④海外戦略の推進
（単位：千円）

18,162 
(0)

37,761 
(32,044)

21,399 
(0)

(地方創生推進交付金活用事業)

海外戦略に基づき、アジアの成長を取り込み本県産業の活性化を図る
ため、県産品と観光の一体的なプロモーションを実施するほか、県内企
業や大学の海外展開を支援する。
　【特】県と県内大学の連携による日本留学フェアへの出展(ベトナム)
　・台湾でのプロモーションの実施
　・アジアビジネス研究会の開催（会員数　１４５社・団体）

国際政策課

184

国立公園満喫プロジェクトのモデルに選定された阿蘇くじゅう国立公
園内の県有施設を計画的に整備するとともに、市・町有施設の整備に対
し助成する。
　・県有施設　　　くじゅう赤川登山口（トイレ洋式化）
　　　　　　　　　長者原園地（マラソンコース用道路敷）
　　　　　　　　　大船山避難小屋（撤去・改修）
　・市・町有施設　狭霧台園地（トイレ、休憩舎等改修　由布市）
　　　　　　　　　小松地獄園地（歩道延伸　九重町）

事　業　名

平成２９年度
当初予算額

187

186

観光客の長期滞在と消費拡大を促すため、多様な素材を活用した旅行
商品づくり等を行うとともに、国民文化祭やラグビーワールドカップ大
分開催を見据え、おもてなし体制を強化する。
　【特】国立公園やエコパーク、サイクリングのモデルコースづくり
　【特】高級小型クルーズ船誘致に向けた商談会の開催等
  【特】図柄入りナンバープレートの導入検討
　・多言語コールセンターでの通訳サービスの提供　など

観光地域磨き推進事業

(地方創生推進交付金活用事業)

観光・地域振
興課

(地方創生推進交付金活用事業)

当　初　予　算　の　概　要

交通政策課
国際チャーター便誘致促
進事業

平成２８年度
当初予算額

急増する外国人観光客を本県に確実に呼び込むため、アジア諸国への
効果的な情報発信を行うとともに、ラグビーワールドカップ大分開催を
見据え、欧米向けの情報発信・誘客対策を強化する。
　【特】ミシュランガイド等欧米人に影響力のある媒体による情報発信
　【特】ゴールデンルート関係自治体（東京・京都）やラグビーＷ杯九
　　　　州開催県（福岡・熊本）と連携した欧米旅行社等の招聘　など

観光・地域振
興課

観光客の長期滞在と消費拡大を促すため、県域版ＤＭＯであるツーリ
ズムおおいたが行う、観光マーケティングや着地型商品等の販売システ
ムの構築などを支援する。
　【特】外国人観光客動態調査の実施
　【特】観光マーケティング会議の開催　など

観光・地域振
興課

おんせん県おおいた県域
版ＤＭＯ推進事業

県内での就職・起業を目指す留学生等を支援するため、就職コーディ
ネーターや起業コンシェルジュを配置した｢おおいた留学生ビジネスセン
ター｣（別府市）を運営する。

189
（再掲）農林水産物輸出
需要開拓事業

海外の市場を取り込み農林水産業者の所得拡大を図るため、輸出拡大
の取組を推進する。
　【特】牛肉の米国輸入業者からの提案に対応した商品ネーミングの試
　　　　行やオーダーカット　など
　【特】米国の養殖ブリ需要に対応できる輸出業者の育成に向けた冷凍
　　　　輸送試験や実演販売　など
　・米国マーケットで有効なＳＮＳを活用した情報発信
　・海外コーディネーターの委嘱(米国２人、アジア１人)

おおいたブラ
ンド推進課

188

182

奥日田エリアと隣接する観光地域（阿蘇・菊池・八女地域）との交流
を推進するため、広域観光の先進地から講師を招き研修会を実施するほ
か、奥日田エリアを中心とした観光マップを作成する。九州まんなか周遊促進事

業

観光・地域振
興課
(西部振興局)

所管課

190

183

185

台湾との定期便就航に向け、マンダリン航空によるチャーター便（台
中～大分線）に対し、大分空港着陸料等の経費を支援する。

海外戦略加速化事業

インバウンド推進事業

(地方創生推進交付金活用事業)

国際政策課
おおいた留学生ビジネス
センター運営事業

(地方創生推進交付金活用事業)

自然保護推進
室

国立公園施設整備事業

（森林環境税活用事業）

新

新

地

新

新



⑤男女が共に支える社会づくりの推進
（単位：千円）

12,793 
(18,576)

44,751 
(0)

87,123 
(75,739)

⑥活力みなぎる地域づくりの推進
（単位：千円）

500,000 
(500,000)

2,744 
(0)

1,217,994 
(1,212,274)

4,890 
(3,153)

女性のスキルアップ総合
支援事業

192
雇用労働政策
課

196

195

(地方創生推進交付金活用事業)

(地方創生推進交付金活用事業)

次世代の女性が農林水産業や地域の重要な担い手として、より一層能
力を発揮していくことを促進するため、経営など幅広い研修や活動しや
すい環境づくりを支援する。
　【特】若手女性農業者の情報交換会の開催（２回）
　【特】女性グループによる商品販売会の開催（１回）
　【特】農林水産業に従事している若手女性の活動情報の発信
　・次世代女性農業経営士養成講座（４回）　　　　　　など

次世代農山漁村女性リー
ダー育成事業

(地方創生推進交付金活用事業)

事　業　名 当　初　予　算　の　概　要

197

（再掲）おおいたスター
トアップ支援事業

所管課

平成２９年度
当初予算額

平成２８年度
当初予算額

柔軟で多様な働き方の実現と女性の就業機会の創出を図るため、在宅
ワークの普及を推進するとともに、就労体験等の取組を支援する。
　・在宅ワーク啓発セミナーの開催(企業向け1回　就業希望者向け2回)
　・在宅ワーカー養成講座の開講（講座期間3か月　20人×2回）
　・就労体験実施企業の発掘・マッチング（100人）
　・託児付き職業訓練の実施（40人）　など

地域づくりの担い手として女性が地域でいきいきと活躍できるよう、
地域婦人会の活動の充実に向けた取組を支援する。
　・新たな活動の創出に向けた女子学生との協働企画会議の開催
　・地域婦人会のリーダーを対象としたコーディネート研修の開催
　・ＮＰＯ等との協働による地域課題解決の取組支援（２地域）　など

社会教育課
女性の地域協働活動支援
事業

193
経営創造・金
融課

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、おおいた
スタートアップセンターにおいて、創業者の成長志向に応じた指導や
フォローアップなどを行う。
　【特】女性の創業に向けたネットワークの構築、ビジネスアイデアコ
　　　　ンテストの開催
　・製品の試作・改良、販路開拓費の助成（補助率２／３）　など

191

女性が活躍できる環境を整備するため、女性活躍推進宣言を行う企業
の拡大に取り組むほか、女性の就労やスキルアップを支援する。
　・｢女性活躍推進宣言｣作成のためのアドバイザーの派遣
　・求職者向け無料託児サービスを県内全域で実施
　　　　　大分市　アイネス内で実施
　　【特】大分市以外の市町村　保育所一時預かり制度を活用

事　業　名 当　初　予　算　の　概　要

県民生活・男
女共同参画課

女性の活躍推進事業

194

地域の活力を創出するため、「チャレンジ枠」、「地域創生枠」を設
定し、地域活性化に向けた取組を支援する。
　・チャレンジ枠　補助率  ３／４　限度額  ２００万円
　・地域創生枠　　補助率　１／２
　　　　　　　　　ただし、地域創生に直結しない市町村事業は１／３
　　　　　　　　　限度額  ３，０００万円　支援期間　最長３年

地域活力応援
室

地域活力づくり総合補助
金

商工会・商工会議所が行う経営改善普及事業に要する経費及び商工会
連合会が行う商工会指導事業に要する経費に対し助成する。
　・青年部・女性部発案による地方創生プランの取組支援(４件→５件)
　・小規模事業者の円滑な事業承継に向けた研修会の開催　など

（再掲）小規模事業支援
事業

商工労働企画
課

新規就業・経
営体支援課

所管課

平成２９年度
当初予算額

平成２８年度
当初予算額

特

特


