
平成２４年度 企画振興部当初予算（一般会計）要求の概要

（単位：千円）
区 分 ２４年度当初要求額 ２３年度７月補正後現計予算額 増減率

事業費 3,469,808 6,732,641 △ 48.5%

Ⅰ 要求のポイント

１ 地域の底力の向上 ～助け合い、支え合いによる豊かな地域生活の実現～

【基本方針】

（１）小規模集落の維持・活性化

２ ツーリズムの展開

【基本方針】

九州新幹線の全線開業により、観光客が増加している関西圏をターゲットとした国内誘客の強化を

図るとともに、中国や韓国に対する誘客対策を推進します。

（１）観光と地域づくりを一体とするツーリズムの推進

関西圏をターゲットとした観光キャンペーンや他県とも連携した九州横軸観光の強化を図ると

ともに、中国や韓国に対する誘客対策や国際クルーズ船の誘致促進を図ります。

３ 元気あふれる地域づくりの推進

増減額

△ 3,262,833

少子高齢化や過疎化が進行する小規模集落の維持・活性化を図ります。

コミュニティバスなど地域住民の生活交通手段の維持・確保に対する支援を行うとともに、住民

ニーズに対応した買い物弱者対策を推進します。

３ 元気あふれる地域づくりの推進

【基本方針】

旧町村部等の振興をはじめ、地域の多様な資源に磨きをかけ、地域の魅力をアップさせる取組を

支援します。

（１）地域の元気を創造する取り組み

地域が一体となって進める地域コンセプトや地域デザインを確立する取組を支援します。

４ 海外戦略の推進

【基本方針】

経済成長が著しいアジアの活力を取り込み、本県産業の活性化を図るため、海外戦略に基づき、

部局間連携による取組を推進します。

（１）アジアに開かれた飛躍する県づくり

重点国・地域である中国湖北省や香港などにおいて、県産品や観光等の一体的なセールスや

交流を促進し、企業の海外展開を支援します。

５ 芸術・文化の興隆とスポーツの振興

【基本方針】

県立美術館の整備にあたっては、建設プロセスを県民と共有しながら、県民とともに成長する美術館

を目指します。

（１）県民文化の創造

実施設計の発注など、県立美術館建設を推進するとともに、地域が主体的に取り組むワークショップ

やプレイベントなどソフト事業を実施します。

６ 交通ネットワークの充実と地域交通対策の推進

【基本方針】

（１）広域交通網の整備推進

に向けた取組を促進します。

利用者の減少が続いている大分空港、フェリー航路の利用促進を図ります。

国内・国際航空路線の維持・拡充に向けた取組を推進するとともに、フェリー航路の維持・活性化

に向けた取組を促進します。



Ⅱ 事業体系（県政推進指針）

【安心・活力・発展の大分県づくりの推進】

１ 互いに助け合い、支え合う安心・安全の大分県づくり

（７）地域の底力の向上 ～助け合い、支え合いによる豊かな地域生活の実現～

②小規模集落の維持・活性化

小規模集落・里のくらし支援事業 24,105

新 買い物弱者対策事業 22,000

生活交通路線支援事業 95,995

２ いきいきと暮らし働くことのできる活力ある大分県づくり

（３） ツーリズムの展開

①観光と地域づくりを一体とするツーリズムの推進

関西都市圏以西対策事業 85,601

プロモーションおおいた福岡戦略事業 16,378

海外観光客誘致対策事業 52,332

観光情報収集・発信事業 39,937

九州観光戦略共同事業 32,369

観光客にやさしい案内標識整備事業 10,044

（４） 元気あふれる地域づくりの推進

①地域の元気を創造する取り組み

地域活性化総合補助金 640,000地域活性化総合補助金 640,000

②地域振興を進める人材の育成・確保

ふるさと大分回帰推進事業 4,974

（５） 海外戦略の推進

①アジアに開かれた飛躍する県づくり

海外戦略総合対策事業 13,456

外国人留学生支援事業 30,286

②国際人材の育成

緊急雇用訪日教育旅行推進事業 4,171

３ 人を育て、社会資本を整え、発展する大分県づくり

（２） 芸術・文化の興隆とスポーツの振興

①県民文化の創造

県立美術館建設事業 239,946

地域から文化力推進事業 72,659

（３） 交通ネットワークの充実と地域交通対策の推進

①広域交通網の整備推進

フェリー航路活性化緊急対策事業 64,000

大分空港活性化事業 21,414

国際航空路線開設・定着化促進事業 35,500

②地域生活交通システムの形成

離島航路対策費 51,540

地方バス路線維持対策費 108,470

生活交通路線支援事業（再掲） 95,995



（４） 分権時代への対応

①分権確立に向けた行政体制の整備

政策形成推進事業 2,176

（注）事業名前の「新」は新規事業を示す。

平成２４年度 企画振興部当初予算(一般会計）要求に対するご意見をお寄せください。

ｅ－ｍａｉｌ：a10111@pref.oita.lg.jp（企画振興部政策企画課）



（部局名：企画振興部） （単位：千円）
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観光・地域
振興局

生活交通路線支援事業

住民の通院・通学等に必要な生活交通手段を確保するため、県下
全域を対象に、民間バス路線、NPO等が実施する過疎地有償運送及
び市町村が運行するコミュニティバスに対して運行費を補助する。

交通政策課

関西都市圏以西対策事業

九州新幹線の全線開業により、増加が期待できる関西以西の観光
客の誘客促進を図るため、集中的なプロモーションを実施する。
【特】九州横軸を構成する関係県（長崎、熊本）等と連携し、旅行
商品の開発や着地型観光の強化に取り組む。

観光・地域
振興局

平成２４年度 当初予算（一般会計）要求の主な事業概要

事 業 名

平成２４年度
当初要求額

２３年度７月補正
後現計予算額

事 業 概 要 所管課

買い物弱者対策事業

過疎高齢化の進展や小売店の廃業、路線バスの廃止等により、食
料品等の日常の買い物が困難な状況に置かれている、いわゆる「買
い物弱者」の対策について、持続可能な取組を実証するとともに、
多様な買い物方法の周知を図る。

観光・地域
振興局

小規模集落・里のくらし
支援事業

住民が集落に安心して住み続けられるセーフティーネットの構築
や集落の活性化を図るための仕組みづくりを、市町村や住民、地域
団体等と連携して検討・実施するとともに、企業やNPO等の集落応
援隊の活動を促進する。

特
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今後も成長が見込まれるアジアの活力を取り込み、本県産業の活
性化を図るため、海外戦略に基づき、重点国・地域である中国湖北
省との交流関係構築や香港での飲食チェーンとタイアップした県産
品や観光等の一体的なセールスを実施する。 国際政策課

県の芸術文化創造の拠点として、実施設計の発注など県立美術館
建設を推進するとともに、文化を核とした地域力を高めるため、地
域が主体的に取り組むワークショップやプレイベント等を実施す
る。

県立美術館
構想推進局

海外観光客誘致対策事業

経済成長の著しい中国、韓国等の東アジア市場をターゲットとし
て、温泉日本一のブランドを活用し、商談会や現地セールス等によ
り、海外観光客の誘致を促進する。
【特】広域連携による九州横断ゴールデンルートの形成や大型国際
クルーズ船のさらなる誘致に取り組む。

観光・地域
振興局

6

フェリー航路活性化緊急
対策事業

県外からの観光客の誘致や産業競争力の向上のため、広域的な人
やモノの移動を支える海上輸送手段であるフェリー航路の活性化を
図るための補助を行う。
【特】フェリーを利用する新たな観光ルートの形成に向けた事業者
の取組を支援する。

交通政策課

7

8

9

地域活性化総合補助金

旧町村部等の振興をはじめ地域活性化につながる取組に対し「活
性化チャレンジ枠」「地域活動支援枠」「地域の元気創造枠」「地
域磨き枠」により支援する。 観光・地域

振興局

地域から文化力推進事業

県民芸術文化祭、別府アルゲリッチ音楽祭、大分アジア彫刻展等
の開催や青少年への舞台芸術を鑑賞する機会の提供など、各般の文
化振興施策を総合的に展開し、文化力による本県の活性化と魅力あ
る大分県づくりを推進する。

文化スポーツ
振興課

県立美術館建設事業

海外戦略総合対策事業



（部局名：企画振興部） （単位：千円）

平成２４年度 当初予算（一般会計）要求の主な事業概要

事 業 名

平成２４年度
当初要求額

２３年度７月補正
後現計予算額

事 業 概 要 所管課

21,414
(33,231)

※ 特 は「おおいた元気枠事業」

11 大分空港活性化事業

大分空港の利用促進を図るため、大分空港と県北・県南地域とを
結ぶアクセスバスの運行を支援する。
【特】アクセスバスのさらなる利便性向上に取り組み、利用促進を
図る。 交通政策課



（部局名：企画振興部） （単位：千円）
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観光・地域振
興局

緊急雇用地域交流拠点開
設支援事業

・平成２２～２３年度の２か年事業として実施
・事業目的が達成されたため廃止

9,741

国際化推進事業（留学生
ブロガー事業）

・平成２２～２３年度の２か年事業として実施
・事業目的が達成されたため廃止

924

国際政策課
雇用再生留学生連携促進
事業

・平成２１～２３年度の３か年事業として実施
・留学生の県内企業への就職支援と帰国した留学生OBとのネット
ワーク構築を図るため、「留学生就業・連携促進事業」に組み替
えて要求

15,296

交通政策課
公共交通ICカードシステ
ム整備支援事業

・平成２２～２３年度の２か年事業として実施
・事業目的が達成されたため廃止

11,025

観光・地域振
興局

団体旅行誘致緊急対策事
業

・平成２３年度の単年度の緊急対策事業として実施
・事業目的が達成されたため廃止

31,400

交通政策課 韓国誘客緊急対策事業

・平成２３年度の単年度の緊急対策事業として実施
・ソウル便再開後の安定的な継続運航を図るため、「国際航空路
線開設・定着化促進事業」に組み替えて要求

10,013

交通政策課
パークアンドライド促進
事業

・平成２１～２３年度の３か年事業として実施
・事業目的が達成されたため廃止

16,347

平成２４年度 当初予算（一般会計）要求における廃止事業

所管課 事 業 名 廃 止 理 由
２３年度

７月補正後現計
予算額

交通政策課
航空路線拡充・定着化促
進事業

・平成２２～２３年度の２か年事業として実施
・事業目的が達成されたため廃止

21,000

国際政策課




