
令和２年度　生活環境部当初予算（一般会計）要求の概要

（単位：千円）
区　　　分 元年度7月補正後予算額

10,631,866

　Ⅰ　要求のポイント
安心

１　おおいたうつくし作戦の推進

【基本方針】

（１）豊かな自然との共生と快適な地域環境の創造

（２）循環を基調とする地域社会の構築

（３）地球温暖化対策の推進

（４）すべての主体が参加する美しく快適な県づくり

２　安全・安心を実感できる暮らしの確立

【基本方針】

（１）犯罪に強い地域社会の確立

（２）人に優しい安全で安心な交通社会の実現

事業費

本県の豊かな天然自然との共生や快適な地域環境の創造、循環型社会に向けた環境施策
を推進します。廃プラスチックや気候変動の進展など、近年の情勢変化にあわせ県民とと
もに取り組む対策を充実していきます。あわせて、引き続き、うつくし作戦を地域社会全
体に広げ環境意識の醸成を目指します。

第５回「山の日」記念全国大会を開催するほか、祖母・傾・大崩ユネスコエコパークの
周遊ルートを活かした地域資源の魅力発信に取り組みます。

　プラスチックごみの削減に向けた県民の具体的行動を促すため、意識改革のための広報
啓発や海岸清掃など身近な行動を推進します。

ラグビーワールドカップ大分開催にあわせ実施したＣＯ２の実質ゼロ化（オフセット）
の県民運動の成果を継承・深化することで、県民とともに更なるＣＯ２削減に取り組みま
す。

　うつくし作戦行動が「点から面へ」に拡大するよう、情報発信と具体の取組を支援する
ことで、他地域への波及・拡大を図ります。

　県民の安全・安心を実感できる暮らしを確立するため、とりわけ高齢者の特殊詐欺等被
害の防止や、登下校中の子どもたちの安全を守る取組に向け、関係機関と連携し、実効性
の高い対策を推進します。あわせて、高齢者を中心とした交通安全への啓発等も推進しま
す。

特殊詐欺等被害防止に向け、広報啓発や、抑止効果の高い録音機能付電話機の導入支援
など関係機関と連携した取組を推進します。

また、子どもたちを犯罪被害から守る、見守りの目を増やすため、地域住民等と連携し
た「ながら見守り」等の取組を推進します。

高齢者の交通事故防止に向け、高齢者の身体機能測定を取り入れた交通安全講座を実施
するなどの取組を拡充します。

２年度当初要求額

10,933,174

増減額

301,308

増減率

2.8% 



３　多様な主体による地域社会の再構築

【基本方針】

（１）未来を担うＮＰＯの育成と協働の推進

（２）小規模集落対策とネットワーク・コミュニティの形成

４　強靱な県土づくりと危機管理体制の充実

【基本方針】

（１）災害に強い人づくり、地域づくりの推進

活力

５　女性が輝く社会づくりの推進

【基本方針】

（１）女性の活躍推進と男女共同参画社会の構築

発展

６　生涯にわたる力と意欲を高める「教育県大分」の創造

【基本方針】

（１）信頼される学校づくりの推進

（２）青少年の健全育成

　小規模集落における安全で安心な水の確保に取り組む市町村を支援します。

数十年に一度と言われる豪雨災害や大規模な台風が頻発するなど、気候変動の影響と思
われる事象が顕在化しています。また、南海トラフ地震も発生が近いと言われています。
このような災害に備え、県民の安全安心を守るための取組を着実に進めていきます。

住民の適切な避難行動等を促すための「マイタイムライン」の作成を推進します。あわ
せて、地域の防災リーダーである防災士のスキルアップを図ります。
　さらに、県下の消防職員の実践力を向上するため、消防学校の教育力を強化します。

地方創生の加速に向けて喫緊の課題である、女性の活躍に向け、経済団体と連携した実
効性のあるオール大分の取組を推進します。

企業や家庭、女性への意識改革に向けた取組と、各業界や女性のニーズを踏まえたキャ
リア形成のためのセミナーなどを実施します。

児童生徒一人ひとりの希望や能力･適性に応じた私学教育の充実に向け、私立学校の教育
条件向上につながる取組などを支援します。

また、ひきこもりやニート等社会的自立に困難を抱える若者とその家族を支援するた
め、支援体制の充実を図ります。

　私立学校における魅力ある学校づくり、保護者負担の軽減、学校経営の健全性確保のた
め私立学校を運営する学校法人に対し、運営費を助成します。

ひきこもり支援体制強化のため、相談機能の充実のほか、困難を抱える若者やその家族
が語らえる居場所づくりの支援などを行います。

　人口減少社会の進行により地域コミュニティ機能が低下する中、地域の課題を住民や行
政とともに解決することができるＮＰＯとの協働を更に推進します。あわせて、小規模集
落の水問題解決に向けた取組を支援します。

地域で活躍しているＮＰＯの活動が周知できるよう情報ツールを改良するとともに、異
分野のＮＰＯを繋ぐ交流会の実施などを通じ協働の推進と人材育成を図ります。



　Ⅱ　事業体系（県政推進指針）

　１　安心　－安心して心豊かに暮らせる大分県－

（４）おおいたうつくし作戦の推進

①豊かな自然との共生と快適な地域環境の創造

②循環を基調とする地域社会の構築

③地球温暖化対策の推進

④すべての主体が参加する美しく快適な県づくり

（５）安全・安心を実感できる暮らしの確立

①犯罪に強い地域社会の確立

②人に優しい安全で安心な交通社会の実現

③消費者の安心の確保

④食の安全・安心の確保

⑤健全な食生活と地域の食をはぐくむ食育の推進

⑥動物愛護の推進

（６）人権を尊重し共に支える社会づくりの推進

①人権を尊重する社会づくりの推進

（７）多様な主体による地域社会の再構築

①未来を担うＮＰＯの育成と協働の推進

②小規模集落対策とネットワーク・コミュニティの形成

25,363

おおいたの食育ステップアップ事業 11,870

海岸漂着物地域対策推進事業 148,745

新 5,784

消費生活安全・安心推進事業 57,237

おおいたうつくし作戦推進事業 23,167

特殊詐欺被害防止推進事業

1,885

女性に対する暴力防止推進事業 25,808

おおいたＨＡＣＣＰトータル支援事業

ＮＰＯ協働推進事業 16,345

小規模給水施設水源確保等支援事業 69,968

気候変動対策推進事業 32,344

新 防犯まちづくり推進事業 9,321

人権啓発推進事業 19,537

動物愛護協働推進事業 23,564

高齢者交通安全対策推進事業

37,195

おおいたジオパーク推進事業 19,255

生物多様性保全推進事業 11,420

循環社会構築加速化事業

新 プラごみ削減アクション事業 9,451

新 「山の日」記念全国大会開催事業 52,736

祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業 28,541

国立公園等施設整備事業 226,769

３Ｒ普及推進事業 12,717



（８）強靱な県土づくりと危機管理体制の充実

①大規模災害等への即応力の強化

②災害に強い人づくり、地域づくりの推進

　２　活力　－いきいきと働き地域が輝く活力あふれる大分県－

（７）女性が輝く社会づくりの推進

①女性の活躍推進と男女共同参画社会の構築

　３　発展　－人を育み基盤を整え発展する大分県－

（１）生涯にわたる力と意欲を高める「教育県大分」の創造

①信頼される学校づくりの推進

②青少年の健全育成

　行財政改革の着実な推進

行政運営の省力化・効率化

（注）事業名前の「新」は新規事業を示す。

　令和２年度　生活環境部当初予算(一般会計）要求に対するご意見をお寄せください。

　　ｅ－ｍａｉｌ：a13000@pref.oita.lg.jp（生活環境部生活環境企画課）

新 大分県水道ビジョン推進事業 6,978

新 私立専門学校修学支援事業 143,181

青少年自立支援対策推進事業 40,648

大分県少年の船運航事業 48,607

私学振興費 3,625,873

私立高等学校等就学支援事業

大分県災害被災者住宅再建支援事業 400,000

2,382,541

6,313

原子力防災対策推進事業

100,000

災害ボランティアセンター運営支援事業 4,811

2,155

新 女性が輝くおおいたづくり推進事業 20,073

地域防災力向上支援事業

火山防災対策推進事業

33,025

新 市町村避難所運営強化事業 1,598

地震・津波等防災・減災対策推進事業



（部局名：生活環境部） （単位：千円）

28,541

(33,267)

226,769

(64,523)

　

52,736

(0)

9,451

(0)

12,717

(6,937)

148,745

(105,252)

32,344

(27,042)

23,167

(18,147)

9,321

(0)

5,784

(0)

37,195

(43,857)

食品・生活衛
生課

祖母・傾・大崩ユネスコ
エコパーク推進事業

2 国立公園等施設整備事業

令和２年度　当初予算（一般会計）要求の主な事業概要

事　業　名 事　業　概　要 所管課

令和２年度
当初要求額

元年度7月補正後
予算額

1

　祖母・傾・大崩ユネスコエコパークの環境保全及び自然と共生した
地域振興を図るため、宮崎県や関係市町と連携し魅力発信等を行うと
ともに、来訪者の受入環境整備を行う市に対し助成する。
【特】ユネスコエコパーク内の周遊を促進するため、案内看板を整備
する。

自然保護推進
室

　本県の魅力ある自然環境の保全やインバウンドの拡大などを図るた
め、国立公園満喫プロジェクトのモデル地域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、市有施設の整
備に対し助成する。

自然保護推進
室

5 ３Ｒ普及推進事業

6
海岸漂着物地域対策推進
事業

3
「山の日」記念全国大会
開催事業

4
プラごみ削減アクション
事業

　手口の巧妙化・複雑化等により、被害額が年間２億円を超える高止
まり状態にある特殊詐欺等の被害を防止するため、市町村や県民等と
連携し、広報啓発や固定電話対策等を実施する。

　地球温暖化の原因とされるＣＯ２排出量の削減を図るため、家庭・
業務・運輸部門におけるＣＯ２排出抑制対策(緩和策）とともに、気
候変動対策（適応策）に取り組む。
【特】緩和策推進のため、大規模イベント等において省エネ行動等を
啓発し、実践を促す。

　県民の環境意識の醸成等を目指す「おおいたうつくし作戦」の面的
な取組を促進するため、モデル地域において複数のうつくし推進隊や
住民等が連携した環境保全活動の取組を支援する。

10
特殊詐欺被害防止推進事
業

7

8

9 防犯まちづくり推進事業

　次代を担う子ども達を犯罪被害から守る見守りの目を増やすため、
地域住民等と連携した「ながら見守り」の促進や「子ども連絡所」の
充実に向けた取組を実施する。

　海岸の景観や環境を保全するため、「大分県きれいな海岸づくり推
進計画」に基づき、プラスチックや流木等をはじめとする海岸ごみの
回収・処分を実施する。

循環社会推進
課

県民生活・男
女共同参画課

気候変動対策推進事業
うつくし作戦
推進課

うつくし作戦
推進課

おおいたうつくし作戦推
進事業

　山の恵みに感謝するとともに、美しく豊かな自然を守り、次の世代
に引き継ぐため、令和２年８月に第５回「山の日」記念全国大会を本
県で開催する。

自然保護推進
室

　「使わない」「捨てない」「拾う」をキーワードに、プラごみ削減
に向けた身近な行動を喚起するため、強化期間（5月30日(ごみゼロの
日)～7月23日(海の日)）を設定し、重点的に啓発活動を実施するとと
もに、海岸清掃活動への参加を促す。

循環社会推進
課

  リデュース、リユース、リサイクルの３Ｒを通じた循環型社会の構
築と温暖化対策を推進するため、これまでの取組を継続するとともに
一部拡大し、より多くの県民や事業者等に取り組んでもらえるよう、
積極的な周知・啓発及び協力依頼を効果的に実施する。
【新】食品ロス削減のため、消費者や事業者への啓発を強化する。

うつくし作戦
推進課

県民生活・男
女共同参画課

11
おおいたＨＡＣＣＰトー
タル支援事業

　食品衛生法改正の趣旨を踏まえ、食の安全・安心を一層確保するた
め、食品の製造・加工過程における衛生管理手法であるＨＡＣＣＰの
導入・定着に取り組む食品取扱事業者を支援する。

特

特

特

新



（部局名：生活環境部） （単位：千円）

令和２年度　当初予算（一般会計）要求の主な事業概要

事　業　名 事　業　概　要 所管課

令和２年度
当初要求額

元年度7月補正後
予算額

16,345

(1,803)

69,968

(74,452)

6,313

(5,048)

100,000

(100,000)

33,025

(27,069)

1,598

(0)

20,073

(0)

3,625,873

(3,625,873)

2,382,541

(1,546,066)

143,181

(0)

40,648

(30,595)

※ 　　は「新規事業」、     は「令和挑戦枠事業」

22
青少年自立支援対策推進
事業

21
私立専門学校修学支援事
業

20
私立高等学校等就学支援
事業

19 私学振興費

17
市町村避難所運営強化事
業

14 火山防災対策推進事業

18

　ニートやひきこもり、就労等社会的自立に困難を抱える青少年及び
その家族を支援するため、青少年自立支援センター（ひきこもり地域
支援センター）及びおおいた青少年総合相談所を運営する。

15

私学振興・青
少年課

　私立専門学校の学生の経済的負担を軽減し、意欲ある若者の専門学
校における修学を支援するため、授業料及び入学金の減免を行う私立
専門学校に対し助成する。

私学振興・青
少年課

　私立高校生等の保護者の経済的負担を軽減し、意志ある高校生等の
教育を受ける機会を確保するため、授業料を助成する。

私学振興・青
少年課

　私立学校の教育条件の向上と経営の健全性確保等を図るため、学校
法人等に対し運営費を助成する。

私学振興・青
少年課

  迅速かつ的確な避難者支援及び住民主体の避難所運営を実現するた
め、県・市町村の避難所担当部局間の連携強化を図るとともに、避難
所運営体験訓練を通じて、避難所運営マニュアル作成と避難所運営の
核となるリーダーの育成を実施する。

生活環境企画
課

16 地域防災力向上支援事業
防災対策企画
課

地震・津波等防災・減災
対策推進事業

13
小規模給水施設水源確保
等支援事業

　公営水道の整備が困難な小規模集落等の水問題を解決するため、小
規模給水施設の現状を網羅的に捕捉し中長期の整備計画を策定するな
ど、積極的に水源確保等に取り組む市町に対し助成する。 環境保全課

12 ＮＰＯ協働推進事業

　様々な社会課題や地域課題を解決するため、庁内外で協働に関する
施策を進め、ＮＰＯ、行政、企業等による多様な主体との協働に取り
組む。
【特】ＮＰＯや行政の協働機会創出のため、地域課題について議論す
る場を設ける。

県民生活・男
女共同参画課

女性が輝くおおいたづく
り推進事業

　女性の活躍と男女が共に働きやすい男女共同参画社会の実現を推進
するため、経済団体と連携して、企業、家庭、女性の意識改革を進め
るセミナーを実施する。

県民生活・男
女共同参画課

防災対策企画
課

　災害に強い人づくり・地域づくりを図るため、市町村が行う地域の
防災活動や避難所の機能強化等に要する経費に対し助成する。

防災対策企画
課

　災害時の人的被害を最小限に抑えるため、自治会や自主防災組織等
による避難訓練を実施するとともに、自助・共助の取組の中心となる
防災士を養成する。
【特】地域の防災リーダーである防災士の育成やスキルアップに取り
組むとともに、住民の適切な避難行動を促すためのマイタイムライン
の作成・普及に取り組む。

　県、関係市町及び関係機関の連携を確立し、火山災害に対する防災
体制の構築を推進するため、関係機関と連携した登山者・観光客等の
安全確保対策の実施や情報伝達体制の構築を行う。
【特】火山防災対応能力の向上や登山者等の火山防災に対する意識高
揚を図るため火山防災訓練を実施する。

特

特

特

新

新



（部局名：生活環境部） （単位：千円）

県民生活・男
女共同参画課

地域を担うＮＰＯ協働モ
デル創出事業

・
・
・

平成２７～令和元年度の５か年事業として実施
所期の目的を達成したため廃止
事業成果を広報・共有するため、ＮＰＯ・行政の協働の場を創
出するＮＰＯの交流促進事業を「ＮＰＯ協働推進事業」のメニ
ューに追加して要求

8,3413

4

令和２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
元年度

7月補正後
予算額

生活環境企画
課

2

1

・
・

うつくし作戦
推進課

ＣＯ２オフセットトライ
事業

・
・
・

令和元年度の単年度事業として実施
所期の目的を達成したため廃止
取組成果を踏まえ、「気候変動対策推進事業」に同様のメニュ
ーを追加して要求

県民生活・男
女共同参画課

女性の活躍推進事業

・
・

5
私学振興・青
少年課

私立学校ＩＣＴ教育環境
整備促進事業

平成２９～令和元年度の３か年事業として実施
事務事業評価結果（Ｂ評価）を踏まえ、事業効果等を検証し、
新たに「市町村避難所運営強化事業」に組み替えて要求

741
市町村避難所運営等支援
事業

平成２８～令和元年度の４か年事業として実施
新たに「女性が輝くおおいたづくり推進事業」に組み替えて要
求

9,673

10,366

29,200

・
・

1,042

7
防災対策企画
課

災害対策本部等機能強化
事業

637,743

6 環境保全課
公営水道運営基盤強化推
進事業

・
・
平成２９～令和元年度の３か年事業として実施
所期の目的を達成したため廃止

平成２９～令和元年度の３か年事業として実施
所期の目的を達成したため廃止

・
・
平成２９～令和元年度の３か年事業として実施
事業効果等を検証し、新たに、水道事業の運営基盤強化、職員
の技術力維持向上、危機管理対策の強化を目標とする「大分県
水道ビジョン推進事業」に組み替えて要求

3,080

9
防災対策企画
課

南海トラフ地震防災対策
推進事業

・
・
令和元年度の単年度事業として実施
所期の目的を達成したため廃止

9,331

8
防災対策企画
課

市町村防災力強化支援事
業

・
・
平成２９～令和元年度の３か年事業として実施
事務事業評価結果（Ｂ評価）を踏まえ、事業効果等を検証し、
「県庁防災体制強化事業」に統合して要求


