
３　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
（単位：千円）

602,683 
(500,780)

9,736 
(0)

33,175 
(38,074)

35,000 
(35,000)

13,481 
(11,605)

32,545 
(18,459)

42,090 
(9,273)

21,568
(0)

244

小・中学生の科学に関する好奇心や探究心を育むため、学習機能を
持った「体験型子ども科学館Ｏ-Ｌａｂｏ（オーラボ）」を設置し、企
業・大学・高校と連携した科学体験講座を実施する。
　【特】講座定員数の拡大に向けた拠点の移転
　【特】サテライトラボ（地域拠点）での科学体験講座の開催
　　　　（中津市、日田市、佐伯市）
　【特】先端技術に関するシリーズ講座の開催（計５回）
　【特】宇宙に関する講座や講演会の開催（ISTSプレイベント）　など

事　業　名 当　初　予　算　の　概　要 所管課

令和２年度
当初予算額

元年度7月補正後
予算額

239

小・中学校での学力向上を図るため、客観的な数値目標を盛り込んだ
推進計画を策定し、組織的な授業改善に取り組む市町村に対し、習熟度
別指導推進教員（３８人）、小学校教科担任制推進教員（３０人）を配
置する。

基礎・基本の定着に加え、活用力の理解度を把握するため、学力定着
状況調査（小５及び中２）を実施する。
　【新】中学校英語科における授業力パワーアップ研修の実施(２４回)

　〔債務負担行為　４０，５６２千円〕

義務教育課
未来を創る学力向上支援
事業

社会教育課
（再掲）子ども科学体験
推進事業

243

幼児教育施設（幼稚園・認定こども園・保育所）における幼児教育の
質の向上を図るため、幼児教育研修の支援や幼小接続に関する研修等を
行う。
　・幼児教育アドバイザーの配置（３人）
　・キャリアステージ別研修の開催（２回）
　【新】市町村幼児教育アドバイザー養成研修の開催（５回）
　【新】園内リーダー養成研修の開催（５回）　など

義務教育課
幼児教育推進体制充実事
業

240

小・中学校におけるキャリア教育の充実を図るため、自らの考えや活
動内容を記録する「キャリア・パスポート」を全ての小・中学生に配布
するとともに、地域の産業・人的資源を活用した講演会等を実施する。
　・中学生と高校生合同での企業訪問及び仕事紹介動画作成（３地域）
　・地域学習の成果を相互に発表する「ＯＩＴＡふるさと学習交流会」
　　の開催
　・世界で活躍する講師による中学生を対象とした講演会　など

義務教育課
ＯＩＴＡの未来を担う子
ども育成事業

242

地域の高校が中学生から選ばれる学校、地域の活力となる学校となる
ため、地域資源を活用した探究学習の実践など地域と連携した取組を強
化する。
　・高校を核とした「地域未来創生プロジェクト」の実施
　　　１プロジェクト　上限額１００万円
　　　（１校あたり最大３プロジェクトまで）

高校教育課
地域の高校魅力化・特色
化推進事業

241

本県の農林水産業を牽引する力強い担い手を育成するため、先進的な
農業者や大学等と連携して、農林水産高校生を対象とした実践的な研修
等を行う。
　・くじゅうアグリ創生塾における実践的な研修の実施（約１５０日)
　・くじゅうアグリ創生塾と県内農業系高校（９校）を結ぶ遠隔授業
　　の実施
　・グローバルＧＡＰ認証取得の推進　など

高校教育課
大分の農林水産業を牽引
する担い手育成推進事業

245

産業教育の充実・発展を図るため、高校生が日頃の学習成果を発表す
る「全国産業教育フェア大分大会」を開催する。
　・開催予定日　令和２年１０月２４日（土）、２５日（日）
　・開催会場　　別府ビーコンプラザ、J:COMホルトホール大分、
　　　　　　　　昭和電工武道ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ、国際調理ﾌﾗﾜｰｶﾚｯｼﾞ
　・主な内容　　ロボット競技大会、介護技術コンテスト、
　　　　　　　　ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄｺﾝﾃｽﾄ、世界農業遺産発表会　など

高校教育課
全国産業教育フェア大分
大会開催事業

246 高校教育課
（再掲）未来を拓く学校
づくり事業

ＳＴＥＡＭ教育を推進し、社会の変革（イノベーション）を起こす人
材や地域社会に求められるＩＣＴ人材の育成を実践するため、先端技術
企業のラボを県立情報科学高校内に設置し、企業の実施する実証実験等
に参加するほか、実践的なプログラミング学習やマーケティングの授業
等での課題解決型学習を連携して行う。

特

特



156,853
(184,501)

39,141 
(0)

66,248 
(39,347)

40,163 
(33,225)

21,798 
(0)

95,428 
(8,841)

31,868 
(27,667)

72,867 
(33,563)

7,562 
(0)

172,509 
(0)

184,673 
(148,306)

256

不登校の未然防止や児童生徒への支援の充実を図るため、市町村のア
クションプランを踏まえ、拠点校に地域児童生徒支援コーディネーター
を配置する。
　・地域児童生徒支援コーディネーターの配置（２２人）
　・「大分県いじめ問題子どもサミット」の開催
　・人間関係づくりプログラム研修会の開催（２回）　など

学校安全・安
心支援課

いじめ・不登校等防止推
進事業

257

児童生徒や保護者の悩み等に対応するため、専門的な知識・経験を有
するスクールカウンセラーを小・中・高等学校・特別支援学校に配置す
る。
　・スクールカウンセラーを全公立小中高・特別支援学校に配置
　【特】特別支援学校への配置時間数の増（週2時間/校→4時間/校）
　・学校事故等に対する法的助言等を行うスクールロイヤーの活用など

学校安全・安
心支援課

いじめ・不登校等解決支
援事業

252

特別支援学校生徒の一般就労を促進するため、教育庁内にワークセン
ターを設置し、労働習慣や必要なキャリアの習得を支援する。
【特】障がい者雇用を促進し教育現場での働き方改革を推進するため、
新たに県立学校や県立図書館などの教育機関において障がい者スタッフ
を雇用する。
　・雇 用 先　教育庁(１１人)、県立学校(２５人)、教育機関(７人)
　・雇用期間　最長５年間（１年更新）
　　※特別支援学校卒業後、一般就労を目的とする者については最長
　　　３年間（１年更新）

教育人事課
（再掲）教育庁ワークセ
ンター設置運営事業

254

特別支援学校生徒の一般就労を促進するため、卒業生を県立学校に一
定期間雇用し、労働習慣や必要なキャリアの習得を支援する。
　・雇 用 先　高等学校（１３人）、特別支援学校（１２人）
　・雇用期間　最長３年間（１年更新）
　　※初年度は特別支援学校、２年目以降は高等学校で勤務

特別支援教育
課

（再掲）特別支援学校
キャリアステップアップ
事業

255

第三次大分県特別支援教育推進計画に基づく大分地区での特別支援学
校再編を実施するため、高等特別支援学校の令和４年度開校に向け説明
会開催等の準備を進める。

　〔債務負担行為　３，８９１千円〕

特別支援教育
課

大分地区特別支援学校再
編推進事業

（再掲）特別支援学校就
労支援事業

250

教員の部活動指導にかかる負担軽減と経験者による指導の充実を図る
ため、公立中学校に部活動指導員を配置する市町村に対する助成等を行
う。
　・公立中学校　１２２人
　・補助率　２／３（国１／３　県１／３）
　・県立高校　　　１２人
　・総合型地域スポーツクラブとの連携に向けた実践研究

体育保健課学校部活動充実支援事業

251

効果的・効率的な研修の実施と集合研修削減による教職員の負担軽減
のため、ＩＣＴを活用したＷｅｂ研修システムを導入する。

教育人事課
働き方改革に向けた教職
員Ｗｅｂ研修推進事業

249

教員の事務負担を軽減し、子どもと授業に向き合える環境を整えるた
め、事務作業を支援するスクールサポートスタッフを小中学校等に配置
する市町村に対し助成する。
　・配置校　４６校
            （小学校２６校、中学校１９校、義務教育学校１校）
　・補助率　１０／１０（国１／３　県２／３）

教育人事課
教員業務サポートスタッ
フ活用事業

令和４年度の新学習指導要領実施に向けて生徒の情報活用能力を育成
するため、県立学校にＩＣＴ教育環境を整備するとともに、ＩＣＴを活
用した効果的な授業の着実な実施につなげる教科別研修会等を開催す
る。
　・電子黒板の整備（１６７教室）
　・タブレット型端末の配備（３，９３８台）
　・プレゼンテーション実践教室の整備（３教室）　など

教育財務課
（一部再掲）県立学校Ｉ
ＣＴ活用授業推進事業

247

248

教員が産休・育休を取得しやすい環境を整備するため、代替教員を早
期配置し、ゆとりある引継期間を確保する。
　・休暇・休業期間に入る１～４か月前の代替教員配置

教育人事課
（再掲）教員の産休・育
休取得促進事業

253

特別支援学校生徒の一般就労を促進するため、就労支援アドバイザー
（８人）を配置するとともに、就職に向けた生徒及び保護者の意識改革
や企業からの評価向上につながる職業教育を実施する。
　・学習成果や職業技能などを発表するワーキングフェアの開催
　・保護者向け進路講演会の開催　など

特別支援教育
課

特

特

特

特



69,499 
(45,548)

29,691 
(0)

39,855 
(30,595)

3,676,625 
(3,625,873)

2,424,483 
(1,546,066)

270,096 
(0)

1,100,412
(961,239)

8,340 
(12,100)

11,800 
(10,000)

3,675,261 
(3,303,050)

＋元年度2月補正
予算計上予定

258

貧困など家庭環境に起因する不登校等の未然防止、解決に向け、早期
に福祉事務所等の関係機関へ繋ぐ体制の充実・強化を図るため、社会福
祉士等の資格を持つスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）を配置す
る。
　【特】ＳＳＷへの助言を行うスーパーバイザーの配置(２人)
　【特】不登校等の諸課題を抱える中学校区への重点配置(週４日)など

学校安全・安
心支援課

スクールソーシャルワー
カー活用不登校等対策事
業

263

国の授業料実質無償化の対象とならない年収590万円以上910万円未満
世帯における私立高校生の保護者の経済的負担を軽減するため、新たな
授業料減免支援制度を創設する。
　・支援額　月額10,000円

私学振興・青
少年課

（再掲）私立高等学校授
業料減免支援事業

261

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。
　・高校１５校、中学校４校、小学校１校 私学振興・青

少年課
私学振興費

262

私立高校生等の保護者の経済的負担を軽減し、意欲ある高校生等の教
育を受ける機会を確保するため、授業料を助成する。
　・年収590万円未満世帯に対する就学支援金の増額（実質無償化）
　【新】年収380万円未満世帯の専攻科生徒への就学支援金交付

私学振興・青
少年課

（再掲）私立高等学校等
就学支援事業

267

教育環境の改善を図るため、老朽化した校舎等の新増改築・大規模改
造など県立学校の施設や設備の整備を行う。
　・大規模改造（大分南高校など８校）
　・第三次特別支援教育推進計画に基づく施設整備
　　（高等特別支援学校及び新聾学校校舎の建設等）
　【新】国東高校環境土木科に係る実習室の整備　など

　〔債務負担行為　２，５０９，８６９千円〕

教育財務課県立学校施設整備事業

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
の家族等を支援するため、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。
　【特】アウトリーチ（訪問）型のひきこもり相談等を行う訪問支援員
　　　　の増員（１人→２人）
　【特】市町村におけるひきこもり支援体制の構築に関するサポート等
　　　　を行う市町村支援員の増員（１人→２人）
　【特】ひきこもり当事者・家族の居場所づくり
　・まちなかを活用した職業体験や外出訓練の実施　など

青少年等自立支援対策推
進事業

260
私学振興・青
少年課

259

不登校が長期化している児童生徒に対して、学校以外の場における教
育機会の確保など支援の充実強化を図るため、県教育支援センター「ポ
ランの広場」の機能を強化する。
　・児童生徒・保護者の相談に対応するアドバイザーの配置（５人）
　・ICTを活用して家庭学習支援を行う家庭学習支援員の配置（２人）
　・小・中・高校生に対する補充学習教室の実施(県内６か所)など

学校安全・安
心支援課

不登校児童生徒教育支援
事業

264

幼児教育の充実を図るため、私立幼稚園を設置する学校法人に対し運
営に要する経費を助成する。
　・私学振興費　 １４施設
　・施設型給付費 １３施設
　※幼児教育無償化に伴う本県への影響額260,799千円を含む
【新】特別支援教育を実施する学校法人に対する支援を拡充する。
　　　　園児１人のみの場合　３９.２万円／人 → ７８.４万円／人

こども未来課
（再掲）私立幼稚園運営
費

265

幼稚園教諭の負担を軽減するため、業務改善に向けたＩＣＴ設備導入
等を行う学校法人に対し助成する。（補助率3/4　限度額54万円）

子ども子育て新制度に円滑に移行できる環境を整えるため、認可申請
事務等を行う職員を雇用する学校法人に対し助成する。
（補助率1/2　限度額80万円）

こども未来課
（再掲）私立幼稚園業務
改善等支援事業

266

県内の高校生が専修学校の魅力を理解した上で進路選択を行える環境
を整えるため、（一社）大分県専修学校各種学校連合会及び各専修学校
が実施する情報発信活動に要する経費を助成する。
　・連合会が行う「おおいた専修学校総合ガイダンス」開催への助成
　　　補助率　１／２
　・各専修学校が行うオープンキャンパス開催等への助成
　　　限度額　２５万円／校（２８校）

私学振興・青
少年課

私立専修学校情報発信促
進事業

特

特



673,051 
(844,469)

②芸術文化による創造県おおいたの推進
（単位：千円）

117,282 
(72,456)

32,024 
(32,695)

4,227 
(0)

9,051 
(0)

③スポーツの振興
（単位：千円）

149,235 
(0)

133,901 
(0)

13,843 
(0)

275

ラグビーワールドカップのレガシーとして、ラグビーの普及・競技人
口の拡大を図るため、世界のトップコーチを招聘したラグビークリニッ
クの開催やタグ・ラグビースクールの支援等を行う。
　・世界のトップコーチによるラグビークリニックの開催
　・九州タグラグビー交流大会の開催
　・世界の料理を給食で提供する｢おおいたＲＷＣ学校給食ウィーク｣
　　の実施 など

体育保健課
ラグビー競技普及振興事
業

274

ラグビーワールドカップのレガシーとして、ラグビーの普及・競技人
口の拡大を図るため、大分で開催される日本代表対イングランド代表戦
を通じて、県民への観戦機会を提供する。
　・開催予定日　令和２年７月４日（土）
　・会　　　場　昭和電工ドーム大分（大分市）

ラグビーワー
ルドカップ２
０１９推進課

ラグビー国際試合開催支
援事業

事　業　名 当　初　予　算　の　概　要 所管課

令和２年度
当初予算額

元年度7月補正後
予算額

273

県民のスポーツに対する関心を高め、東京２０２０オリンピック・パ
ラリンピックへの機運を醸成するため、オリンピック聖火リレー、パラ
リンピック聖火フェスティバルを実施する。
　・オリンピック聖火リレー
　　　開催予定日　令和２年４月２４日(金)～２５日(土)
　・パラリンピック聖火フェスティバル
　　　採火式　　　　令和２年８月１５日(土)～１７日(月)
　　　集火・出立式　令和２年８月１７日(月)　太陽の家(別府市) 等

芸術文化スポ
ーツ振興課

聖火リレー実施事業

272

県立美術館の開館５周年を広く県民に周知するとともに、これまでの
歩みを振り返り、更なる発展を目指すため、iichiko総合文化センター
と連携した記念式典やイベントを開催する。
　・開催予定日　令和２年４月２４日（金）

芸術文化スポ
ーツ振興課

県立美術館開館５周年記
念事業

芸術文化による地域おこ
し事業

271

文化活動を通じた相互理解の促進及び障がいの有無に関わらず発表で
きる機会の創出のため、特別支援学校と県立高校の同世代交流を進め、
作品の共同制作や共同展示を実施する。

文化課
みんなでつくる文化活動
推進事業

270

障がい者の芸術文化活動を継続・発展させるため、おおいた障がい者
芸術文化支援センターを運営し、福祉事業所等に対する相談支援や芸術
文化活動の発表・鑑賞機会の提供等を行う。

269

芸術文化の創造性を活かした地域振興や観光誘客等による地方創生を
実現するため、県内各地で取り組む特徴的な芸術文化活動に対する支援
等を行う。
　・住民参加によるｱｰﾄ作品の制作及びｲﾍﾞﾝﾄ開催(国東市・豊後高田市)
　・国際的に活躍しているｱｰﾃｨｽﾄの作品展示等のｲﾍﾞﾝﾄ開催（別府市）
　・市町村等が実施する芸術文化活動等への支援（５件）
　　　補助率１／２　　限度額５００万円　など

芸術文化スポ
ーツ振興課

障害者社会参
加推進室

障がい者芸術推進事業

268

事　業　名 当　初　予　算　の　概　要 所管課

令和２年度
当初予算額

元年度7月補正後
予算額

キャンパス整備基本構想に基づき、施設の老朽化に対応するとともに
教育機能の充実を図るため、施設整備等を支援する。
　・実施内容　事務棟、工房の改修　など
　・完成予定　令和３年３月

政策企画課
公立大学法人県立芸術文
化短期大学整備事業

特

特

新

特

特



69,260 
(25,000)

58,338 
(36,565)

85,874 
(0)

2,000 
(0)

④「まち・ひと・しごと」を支える交通ネットワークの充実
（単位：千円）

32,994 
(43,019)

146,160 
(65,906)

18,680 
(22,680)

1,800 
(1,800)

東九州新幹線推進事業

事　業　名 当　初　予　算　の　概　要 所管課

令和２年度
当初予算額

元年度7月補正後
予算額

280

九州の東の玄関口としての拠点化を推進するため、県内外を結ぶ交通
ネットワークの充実に向けた取組を実施する。
　・フェリー事業者の広報ＰＲの取組に対する助成
　・航空会社や近隣空港と連携した国内航空路線の利用促進　など

交通政策課
九州の東の玄関口として
の拠点化推進事業

282

九州の東の玄関口としての拠点化を推進するため、大分港大在コンテ
ナターミナルの外航貨物取扱量の拡大に向けて大分県ポートセールス実
行委員会が行う集荷促進に要する経費を負担する。
　【特】外貿定期コンテナ新規航路に対する助成
　　　　　補助率　1年目10/10、2年目2/3、3年目1/3
　　　　　限度額　1年目480万円、2年目320万円、3年目160万円
　【特】首都圏等における利用促進セミナーの開催（２回）
　・利用転換及び新規貨物に対する助成（10,000円／コンテナ）　など

港湾課
東九州海上物流拠点推進
事業

281

障害者社会参
加推進室

国際車いすマラソン大会
開催事業

277

279

全国分散開催となる令和２年度の全国高等学校総合体育大会における
フェンシング競技を開催するため、大分県実行委員会に対し経費の一部
を助成する。
　・種　　　目　フェンシング競技
　・開催予定日　令和２年８月９日（日）～１２日（水）
　・会　　　場　昭和電工武道スポーツセンター（大分市）

体育保健課
全国高等学校総合体育大
会開催費補助事業

283

東九州新幹線の整備計画路線への格上げを図るため、国への要望活動
を行うとともに、地元機運を醸成するためのシンポジウムを開催する。

交通政策課

県民のスポーツに対する関心を高めるとともに、地域資源を活用した
スポーツツーリズムを推進するため、東京２０２０オリンピック・パラ
リンピックの事前キャンプの誘致・受入れを行う。 芸術文化スポ

ーツ振興課
国際スポーツ大会誘致推
進事業

278

スポーツを通じた大分の魅力づくりによる地域の活性化を図るため、
大学・社会人チーム等の合宿を誘致するとともに、若者に人気のアーバ
ンスポーツの普及・振興による大分スポーツ公園の賑わいづくりを行
う。
　・合宿費用に対する助成
　　　全国大会優勝 　　 補助率１０／１０(県１／２ 市町村１／２)
　　　　　　　　　　　　限度額３００万円
　　　全国大会ﾍﾞｽﾄ8以上 補助率　1／２　(県１／４ 市町村１／４)
　　　　　　　　　　　  限度額１５０万円
　・市町村営スポーツ施設の機能強化に向けた整備等に対する助成
　　　施設整備　　　　　補助率１／６ 　　限度額　２０００万円
　　　器具整備　　　　　補助率１／６     限度額  　５００万円
　・トリニータホームゲームに合わせたアーバンスポーツイベント開催
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

芸術文化スポ
ーツ振興課

スポーツによる大分魅力
創生事業

ソウル線の安定的な運航継続と更なる増便を実現するため、運航経費
支援や利用促進対策に取り組む。
【特】定期便の運航が期待される新規国際航空路線の誘致に取り組む。

交通政策課
（再掲）国際航空路線誘
致・拡充促進事業

276

東京２０２０パラリンピック開催により障がい者スポーツに注目が集
まるこの機を好機と捉え、共生社会の実現に向けた機運の醸成を図るた
め、障がいの有無にかかわらず参加できるイベント等を取り入れた４０
回記念大会を開催する。
　【特】誰もが参加できるユニバーサルマラソンの実施
　【特】選手だけでなく誰もが参加できる交歓の夕べの開催
　【特】４０回記念大会と合わせた障がい者芸術の魅力発信
　【特】ＳＮＳ等を活用した４０回記念大会の情報発信　など

特

新



117,739 
(22,599)

17,320,786 
(17,320,786)

＋元年度2月補正
予算計上予定

3,153,102 
(2,227,924)

＋元年度2月補正
予算計上予定

800,000 
(800,000)

（公）街路改良事業

284

公共交通を利用する高齢者や障がい者等の利便性の向上を図るため、
駅のバリアフリー化を行うＪＲ九州に対し助成する。
　・実 施 駅  大在駅、高城駅、別府大学駅、佐伯駅
　・実施内容　エレベーター、多目的トイレ設置　など
　・補 助 率　１／６
　・完成予定　令和２年度中

交通政策課
鉄道駅バリアフリー化推
進事業

285

高速道路を補完する循環型高速交通ネットワークの形成を図るため、
地域高規格道路を整備するとともに、その他の国県道の線形不良・幅員
狭小箇所等の改良を行う。
　・中津日田道路 (日田市、中津市)
　・国道１９７号（大分市）
　・三重新殿線　（豊後大野市）　など

道路建設課（公）道路改良事業

286

市内中心部の慢性的な交通渋滞の改善や、安全な歩行空間等を確保す
るため、都市計画道路を計画的に整備する。
　・庄の原佐野線　　（大分市）
　・富士見通南立石線（別府市）
　・祇園洲柳原線　　（臼杵市）　など

都市・まちづ
くり推進課

287

住民の生活に密着した道路の利便性・安全性を低コストかつ短期間で
向上させるため、路肩の拡幅や簡易歩道整備等の小規模な改良や、通学
路安全対策を実施する。
　・国道２１２号（日田市）
　・津久見野津線（臼杵市）
　・大分臼杵線　（大分市）　など

道路保全課（単）身近な道改善事業


