
令和元年度　農林水産部補正予算（一般会計）要求の概要
（単位：千円）

増減率

11.1% 

17.6% 

　Ⅰ　要求のポイント

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　～構造改革の加速～

【基本方針】

（１）農地集積と水田農業の転換

（３）力強い経営体の確保・育成

（４）元気で豊かな農山漁村づくり

（２）マーケットインの商品づくりの加速

補正要求額 増減額平成30年度当初予算額令和元年度累計額

就農学校等の運営支援や給付金制度の拡充、くじゅうアグリ創生塾と農業大学校との連携な
どにより新規就業者を確保・育成します（ ４２４人）。特に女性経営者の育成に向けた就労
環境の改善など「おおいた農活女子プロジェクト」を始動させるほか、地域内での雇用調整を
進めるため、地域農業サポート機構( １０箇所→①１２箇所）に高齢者等の人材バンクを設
置します。林業では主伐・再造林を一体的に担う林業事業体に対し高性能林業機械の整備等を
集中的に支援するほか、林業アカデミーの研修機能の強化やしいたけ原木の安定供給に向けた
作業等の協業化などに取り組みます。

県オリジナルいちご「ベリーツ」やカボス養殖魚などの戦略品目について、国内拠点市場や
量販店、輸出を見据えた生産・流通拡大を進めます。市場が拡大している有機農産物について
も、産地を牽引するトップランナーの育成などに取り組みます。肉用牛では「おおいた和牛日
本一プロジェクト」（R1～R5年）に基づき、ゲノム育種価評価を活用した繁殖雌牛の増頭対策
や飼料コストの低減、サポーターショップの拡充等による全国的な認知度向上などに取り組み
ます。林業では、木塀の開発や木造ビルの標準モデルの製作等により県産材の需要拡大を進め
ます。日本一の乾しいたけは、うまみ成分等が再評価されているこの機を逃すことなくブラン
ド力を強化するとともに、東南アジア等の海外市場にもチャレンジします。水産業では、Ｉｏ
Ｔ等を活用した養殖マグロの赤潮対策の強化や養殖ブリの自動体測システムの実証などに取り
組むほか、放流用種苗を生産する漁業公社 国東事業場の建替えに着手します。

ラグビーワールドカップ等での来県者に対しては、ビストロおおいた認定店を中心に、豊か
な「食」で歓迎し、おおいたの味力を発信します。

農林水産業を競争力のある産業として成長させるため、スピード感をもって構造改革を展開
するとともに、戦略品目を中心に、生産・流通が一体となった戦略的なマーケット対策を進め
ます。また、力強い経営体を確保・育成するとともに、労働力不足に対応するため、高齢者や
外国人など多様な担い手の活躍を支援するほか、ＩｏＴやドローン等による生育診断など先端
技術の開発・現場実装等により、生産性や品質を向上させます。さらにＴＰＰ１１など自由貿
易の進展を輸出拡大のチャンスと捉え、養殖ブリや有機農産物等について、新たな海外市場へ
果敢に挑戦します。創出額２，５００億円の目標達成に向けたこうした取組を、現場主義に徹
しながら関係団体と連携して進め、儲かる農林水産業を目指します。

米偏重の農業から脱却し、高収益な園芸品目への転換を加速するため、畑地化目標５００ha
の早期達成を目指し、農地中間管理機構の機能強化や換地を伴わない迅速な県営基盤整備事業
の創設、加工・業務用の需要が拡がるキャベツ等の産地拡大などに取り組みます。また、露地
野菜の大規模産地づくり（５ha以上）に向けた機械化一貫体系の導入などを進めます。こうし
た取組に際し、今年度からは、従前、畑地化の中心となっていた既存の園芸農家の規模拡大に
加え、米・麦・大豆主体の中規模経営体等に対しても、積極的に畑地化を推進します。

有害鳥獣捕獲対策を強化するため、ＬＰＷＡを活用したスマート捕獲を実証するとともに、
ジビエ利活用の促進に向けた国産ジビエ認証の取得等を支援します。また、森林環境譲与税を
活用し、森林管理システムの円滑な運用を支援するとともに、市町村と一体となって林業・木
材産業の振興に取り組みます。防災・減災対策については、災害に強い森林づくりの全県展開
や中津市耶馬溪町金吉川流域における斜面評価手法の確立、県下全域での山腹崩壊危険地区
（３２２地区）の調査を実施します。また、新たな基準（国）に基づく防災重点ため池の再選
定を踏まえ、ため池の計画的な改修や廃止等に取り組みます。

6,260,873

4,816,8589,801,340

うち公共事業費

11,441,860

27,435,668

56,434,27062,695,143

32,252,526



　Ⅱ　事業体系（県政推進指針）

当初予算額 補正要求額 累計額

　２　活力　－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　～構造改革の加速～

①農地集積と水田農業の転換

②マーケットインの商品づくりの加速

③力強い経営体の確保・育成

④元気で豊かな農山漁村づくり

（注）事業名前の「新」は新規事業を示す。

　令和元年度　農林水産部補正予算(一般会計）要求に対するご意見をお寄せください。

　　ｅ－ｍａｉｌ：a15000@pref.oita.lg.jp（農林水産部農林水産企画課）

新 「おおいたの有機」産地づくり加速化事業 27,000 27,000

山地災害防災対策強化推進事業 43,000 43,000

災害に強い森林づくり推進事業 79,420 79,420

新 6,585 6,585

鳥獣被害総合対策事業 759,816 759,816

62,963 4,285

10,504 8,923 19,427

林業労働安全向上対策事業 1,045 10,000 11,045

林業専用道整備促進事業 155,760 155,760

894,380

新 スマート農業普及拡大事業 15,510 15,510

447,211

米政策転換対応型水田畑地化推進事業 25,327 25,327

43,000

264,922

23,651 14,652 38,303

県産いちご「ベリーツ」産地・流通拡大対策事業 31,818 31,818

農山漁村女性・若者活動支援資金貸付事業

10,234 36,786

種苗生産施設整備事業 67,800 67,800

894,380

農林水産物輸出需要開拓事業

林業再生県産材利用促進事業

11,650

養殖マグロ成長産業化推進事業 38,159 38,159

3,355 8,802 12,157

67,248

おおいた材プロモーション活動支援事業

60,660204,262

農地中間管理推進事業 447,211

農地集積・集約化支援事業 43,000

11,650

62,598

新

木造建築物等建設促進総合対策事業

県産水産物流通拡大推進事業

魅力ある農業実践教育推進事業

農業次世代人材投資事業

ヒラメ陸上養殖生産振興事業

林業新規参入者総合支援事業

ブリ類養殖業成長産業化推進事業

しいたけ消費拡大推進事業

新 大分県森林環境譲与税基金積立金 91,013 91,013

しいたけ増産体制整備総合対策事業 60,331 19,400 79,731

152,216

11,142

63,589 18,000 81,589

市町村森林管理体制整備支援事業 7,242 37,052 44,294

林業事業体強化推進事業 133,000 19,216

女性就農者確保対策事業

集落営農構造改革対策事業

11,142新

26,552

6,128

おおいた和牛流通促進対策事業 56,535 56,535

繁殖雌牛生産能力向上対策事業

新 飼料コスト低減支援事業

43,400

6,128

18,000 25,400

食品企業連携産地拡大推進事業 353,079 353,079

活力あふれる園芸産地整備事業 1,668,146 561,197 2,229,343

14,686水田畑地化露地野菜産地形成促進事業新 14,686

10,901

62,598

20,000 30,901

ため池整備関連事業 3,077,252 725,661 3,802,913

784,458 784,458



令和元年度　補正予算（一般会計）要求の主な事業概要

（部局名：農林水産部） （単位：千円）

＜累計額＞

14,686

<14,686>

(0)

561,197

<2,229,343>

(2,134,778)

27,000

<27,000>

(0)

25,400

<43,400>

(0)

6,128

<6,128>

(0)

15,510

<15,510>

(0)

6,585

<6,585>

(0)

4,285

<67,248>

(9,003)

20,000

<30,901>

(11,530)

8,923

<19,427>

(17,720)

67,800

<67,800>

(0)

10

11 種苗生産施設整備事業

　放流用の種苗生産施設の生産性向上を図るため、老朽化が著しい漁
業公社国東事業場の建替えを行う。
　・実施内容　基本設計、測量・調査
　・竣工予定　令和４年度

水産振興課

　県産材の需要拡大を図るため、大消費地へのおおいた材の販路拡大
を支援する。
　・県外木材市場等での展示ブース設置 林産振興室

木造建築物等建設促進総
合対策事業

　県産材の利用を促進するため、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、木造建築物の設計を担う建
築士養成や相談窓口の開設等を支援する。
　【新】木造ビルの標準モデル製作
　【新】木構造設計講習会の開催　など

林産振興室

5

6

飼料コスト低減支援事業

　畜産農家の生産コストを削減するため、飼料用米を活用したソフト
グレインサイレージの生産機械の導入を支援するとともに、県域での
広域流通体制を構築する。
　・ラッピングマシーン等のレンタル料の助成
　・広域流通ルート等の実証試験　など

畜産技術室

スマート農業普及拡大事
業

　農業の省力化・高品質化を図るため、ＩＣＴ等の先端技術を活用し
たスマート農業の実証等に取り組む。
　・ドローンを活用した生育診断技術の開発
　・自走式リモコン草刈り機による軽労化の実証　など

地域農業振興
課

令和元年度
補正要求額

事　業　概　要 所管課

平成３０年度
当初予算額

4

1 園芸振興課

　水田の畑地化による園芸品目の導入を促進するため、米から露地野
菜への転換による大規模な園芸産地の形成を支援する。
　・生産転換に係る種苗や肥料費等の助成
　・弾丸暗渠や集水桝等の設置費の助成

　戦略品目等のさらなる産出額向上を図るため、新規就農者等への栽
培施設の整備等に要する経費に対し助成するとともに、戦略品目ネク
ストを追加する（にんにく、たまねぎ）。 園芸振興課

　有機農業の産地を牽引する事業体を育成するため、生産力の向上を
支援するとともに、輸出拡大や県産有機野菜等の認知度向上に取り組
む。
　・省力化機械等の整備費の助成
　・輸出相手国の市場調査や試験取引の実施　など

地域農業振興
課

　繁殖雌牛の能力向上のため、ゲノム育種価を活用した高能力な子牛
造成を支援するとともに、県外高能力牛を活用した種雄牛を造成す
る。
　【特】ゲノム育種価評価をした県産高能力牛の授精料助成
  【特】高能力牛の造成に向けた県外高能力雌牛の導入 など

畜産技術室

9

2

3

事　業　名

7

8

おおいた材プロモーショ
ン活動支援事業

水田畑地化露地野菜産地
形成促進事業

活力あふれる園芸産地整
備事業

「おおいたの有機」産地
づくり加速化事業

繁殖雌牛生産能力向上対
策事業

しいたけ消費拡大推進事
業

　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。
　【特】クリエーター監修による大分乾しいたけの新ブランド創出 林産振興室

ブリ類養殖業成長産業化
推進事業

　ブリ類養殖業の成長産業化を図るため、輸出拡大に向けた養殖資材
の整備を支援するとともに、生産・出荷体制の効率化に取り組む。
　【特】ＩＣＴを活用した自動体測システムの実証 水産振興課

特

特

新

特

新

特



令和元年度　補正予算（一般会計）要求の主な事業概要

（部局名：農林水産部） （単位：千円）

＜累計額＞

令和元年度
補正要求額

事　業　概　要 所管課

平成３０年度
当初予算額

事　業　名

8,802

<12,157>

(14,399)

14,652

<38,303>

(37,223)

11,142

<11,142>

(0)

60,660

<264,922>

(262,589)

18,000

<81,589>

(84,325)

10,234

<36,786>

(25,649)

19,216

<152,216>

(133,000)

10,000

<11,045>

(2,119)

19,400

<79,731>

(60,329)

37,052

<44,294>

(0)

91,013

<91,013>

(0)

※ 　　は「新規事業」、   は「おおいた創生加速前進枠事業」

林産振興室

市町村森林管理体制整備
支援事業

22

20

21

しいたけ増産体制整備総
合対策事業

　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。
【特】担い手の高齢化に対応した生産体制を構築するため、原木供給
作業等の協業化に取り組む生産者を支援する。
　・グラップル等の機械整備の助成
　・オペレーター育成研修の開催

　森林経営管理制度の円滑な実施を図るため、市町村の体制構築を支
援する。
　【新】県が保有する森林基本図等の情報更新と市町村への提供
　【新】森林ＧＩＳ研修の実施
　【新】森林整備等の事業発注システムの構築

林務管理課

大分県森林環境譲与税基
金積立金

　経営放棄林内の森林整備等を促進するため、森林環境税及び森林環
境譲与税に関する法律に基づき配分される譲与税について、森林環境
譲与税基金（仮称）に積み立てる。 林務管理課

18

19

林業事業体強化推進事業

　森林整備を推進するため、高性能林業機械の導入を支援するととも
に、主伐・再造林を一体的に担うことのできる中核的な林業事業体等
を育成する。
　【新】林業経営や生産・工程管理の専門家の派遣
　【特】ドローンの活用による造林資材の省力運搬　など

林務管理課

林業労働安全向上対策事
業

　林業労働力を確保するため、伐採・造林作業者を対象に労働安全の
研修会等を実施するとともに、労働環境の改善に向けた施設整備等を
支援する。
　【新】アイカメラを活用した熟練技術者の動作解析
　【新】空調服、簡易休憩所等の整備

林務管理課

16

17

集落営農構造改革対策事
業

　担い手不在集落への対応等を広域エリアで総合的にサポートするた
め、地域農業経営サポート機構の運営経費に対し助成する。
　・新規設置数 ２機構（１０機構→１２機構）
【特】農業分野での高齢者等の活躍を促進するため、地域内での労働
力の需給調整システムの構築を支援する。

農地活用・集
落営農課

林業新規参入者総合支援
事業

　林業経営等を担う人材を確保・育成するため、おおいた林業アカデ
ミーの運営や研修内容の充実を支援するとともに、研修生に対し給付
金を交付する。
　【新】ＶＲシミュレーターによる高性能林業機械の操作研修
　【新】自動路線設計ソフトによる森林作業道の路網設計研修

林務管理課

女性就農者確保対策事業

　女性の農業経営者を確保・育成するため、農業分野で活躍する女性
の情報発信や農業体験の機会を提供するとともに、女性が働きやすい
就労環境整備を支援する。
　・就農セミナー、インターンシップ等の開催
　・女性向け農機具や更衣室等の整備費の助成　など

新規就業・経
営体支援課

14

15
農山漁村女性・若者活動
支援資金貸付事業

　農山漁村の活性化等を図るため、農林水産業を担う女性や若年者に
対し、近代的な経営の実現に必要な無利子資金を貸し付ける。
　・女性が働きやすい環境整備（個人２００万円）　など

団体指導・金
融課

13

県産水産物流通拡大推進
事業

漁業管理課

　県産水産物の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。
　【特】関東の量販店におけるかぼすブリのフェア等の開催
　【特】豊後別府湾ちりめんを核とした関西での販促活動

農林水産物輸出需要開拓
事業

おおいたブラ
ンド推進課

　海外の市場を取り込み農林水産業者の所得向上を図るため、ブラン
ドおおいた輸出促進協議会が行う輸出拡大の取組を支援する。
　【特】米国や台湾へのおおいた和牛の販売促進
　【特】アフリカ等に向けた製材品のトライアル輸送
　【特】インドネシア等での乾しいたけの販路開拓
　【特】中国での養殖ブリの販路開拓　など
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