
（単位：千円）

区　　　分 ３年度当初予算額

54,717,582

うち公共事業費 29,026,804

　Ⅰ　要求のポイント

１　挑戦と努力が報われる農林水産業の実現

【基本方針】

（１）農業総合戦略会議の方向性を踏まえた農業の成長産業化

（６）マーケットインの商品づくりの加速

（７）元気で豊かな農山漁村づくり

（５）スマート農林水産業の実現

農林水産業の労働力不足や生産性の向上といった構造的な課題に対応するため、産官学
の連携をさらに強化し、デジタル技術の開発やデータの利活用による農林水産業のＤＸ化
（スマート農林水産業）の現場実装を進めます。

生産の維持・拡大に向けて、家庭向け需要の確実な取り込みなどマーケット変化への柔
軟な対応と、新型コロナウイルス感染症の収束を見据えた販路の多角化や生産の転換、製
品の多様化等を一層進めていきます。また、海外展開では、輸出相手国・品目・取引量の
拡大に向け、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略に基づく産地計画の実行支援など戦略
的に対応していきます。

産地自らが必要とする担い手像を明確にし、受入体制の整備と育成に責任をもって取り
組む仕組みを構築します。その上で、コロナ禍で増加した都市から地方（集中から分散）
への流れを捉え、親元就農や移住就業、企業参入の拡大を図るとともに、半農半Ｘなど多
様なライフスタイルへの対応を進めていきます。また、高齢者や女性、障がい者など誰も
が活躍できる環境整備も進めます。

令和２年３月に改訂したプランの新たな目標である農林水産業創出額2,650億円を達成す
るため、農林水産業の成長産業化に向けた取組を進めています。農業では農業所得の向上
や、新規就業者確保等については成果があがっている一方で、担い手の高齢化・減少が続
き、３年連続で産出額が減少するなど、その再生が急務となっています。また、林業では
伐期を迎えた人工林の主伐・再造林の徹底による循環型林業の確立、水産業では漁船漁業
における資源管理の徹底や養殖業の生産・流通体制の強化など、もうかる農林水産業の実
現に向けた施策を迅速に進める必要があります。さらに、長期化する新型コロナウイルス
感染症の影響による社会変容や気候変動・災害等の環境負荷への適応も図り、目標達成に
向けた取組を進めていきます。
　　　　　　　　　（創出額　Ｒ元：２，１９４億円　→　Ｒ５：２，６５０億円）

農業の成長産業化に向け、農業総合戦略会議でとりまとめた「農業システム再生に向け
た行動宣言」に基づき、産地拡大、担い手育成から営農指導、流通・販売強化（農協改
革）まで漏れなく対策を講じ、生産者・農業団体・市町村による一体となった取組をしっ
かり後押ししていきます。

（２）循環型林業の確立による林業・木材産業の成長産業化

本格的な利用期を迎えている人工林の活用に向け、加工流通体制の構築や建築物への木
材利用の拡大に加え、将来にわたる森林資源の平準化に向けて適切な再造林を行うなど、
循環型林業の確立による林業・木材産業の成長産業化を進めていきます。

（３）水産業の資源管理の強化と流通改革による成長産業化

コロナ禍での生活様式の変容により、増加した内食需要の取り込みや外食需要回復を見
越した販売促進、輸出向けなど多様化する加工ニーズにも対応できる体制づくりを進めま
す。また、種苗放流の強化による水産資源の安定化や赤潮被害防止に向けた対策にも取り
組んでいきます。

（４）産地を牽引する担い手の確保・育成

事業費 58,085,388 3,367,806 6.2% 

29,703,701 676,897 2.3% 

４年度当初要求額 増減額 増減率

日本型直接支払制度や直売所等を活用した中山間地域の活性化、ジビエ振興を含む鳥獣
害対策の充実、森林経営管理制度による経営放棄林の整備等を進めます。また、流域治水
の推進や防災重点農業用ため池等の計画的な改修・廃止など災害に強い基盤づくりを着実
に進めていきます。

令和４年度　農林水産部当初予算（一般会計）要求の概要



　Ⅱ　事業体系（県政推進指針）

　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）挑戦と努力が報われる農林水産業の実現

①農業総合戦略会議の方向性を踏まえた農業の成長産業化

　＜園芸の生産拡大・農協改革＞

　＜畜産の生産拡大（おおいた和牛日本一プロジェクト）＞

　＜大分型担い手の確保・育成サイクルの確立＞

②循環型林業の確立による林業・木材産業の成長産業化

③水産業の資源管理の強化と流通改革による成長産業化

165,352

第１２回全国和牛能力共進会対策事業 17,597

おおいた和牛流通促進対策事業 86,673

草地畜産基盤整備事業

肉用牛担い手確保総合対策事業 63,776

新 堆肥広域流通・飼料生産拡大モデル事業 7,601

新 食肉生産流通多角化支援事業 30,000

農地中間管理推進事業 433,838

新 おおいた園芸産地づくり支援事業 2,066,769

新 1,160,078

新 短期集中県域支援品目販売戦略推進事業 40,000

新

107,975

農地利用最適化促進事業 38,000

44,113

新 園芸産地農地確保対策事業

短期集中県域支援品目生産拡大推進事業

園芸産地づくり計画策定・推進事業

肉用牛競争力強化対策事業 275,620

新 営農指導体制強化事業 3,561

197,136

大分らしい和牛肉生産流通戦略事業 23,690

産地が取り組むファーマーズスクール等支援事業 19,337

学び続ける経営体育成支援事業 47,956

魅力ある農業大学校づくり推進事業 72,833

農業活性化・スタートアップ圃場設置事業

農業担い手確保・育成対策事業 30,458

農業経営継承・発展支援事業 52,296

早生樹等苗木増産支援事業 29,418

林業再生県産材利用促進事業 803,214

木造建築物等建設促進総合対策事業 352,670

造林事業・再造林促進事業 2,562,901

みんなで支える森林づくり推進事業 19,802

しいたけ消費拡大対策事業 33,740

林業新規参入者総合支援事業 44,724

乾しいたけ新規参入者支援事業 26,850

ブリ類養殖業生産体制強化推進事業 14,875

しいたけ増産体制整備総合対策事業 127,813

沿岸漁業漁村振興構造改善事業 451,350

沿岸漁業振興特別対策事業 18,819

資源造成型栽培漁業推進事業 75,056

県産水産物流通拡大推進事業 18,168

種苗生産施設整備事業 982,426

新 海洋環境保全型養殖推進事業 45,311



④産地を牽引する担い手の確保・育成

⑤スマート農林水産業の実現

⑥マーケットインの商品づくりの加速

　＜新しい生活様式下での流通・販売対策＞

　＜新たな需要を獲得する戦略的な海外展開＞　

⑦元気で豊かな農山漁村づくり

（８）活力みなぎる地域づくりの推進

①地域の元気の創造

（注）事業名前の「新」は新規事業を示す。

　令和４年度　農林水産部当初予算(一般会計）要求に対するご意見をお寄せください。

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

新 旧マリンカルチャーセンター施設等解体事業 500,434

新 耕地災害復旧関係受託事業 484,216

新 大分農業文化公園整備推進事業 56,744

直売所を拠点とした中山間地域農業推進事業 5,994

中山間地域等直接支払事業 1,866,312

女性就農者確保対策事業 22,285

農業次世代人材投資事業 825,360

新規就農者負担軽減対策事業 41,650

企業等農業参入推進事業 52,162

新 集落営農継続発展対策事業 62,274

森林・林業教育促進事業 25,482

漁業担い手総合対策事業 26,200

新 23,252スマート農林水産業技術普及拡大事業

肉用牛繁殖情報デジタル化推進事業 25,910

林業事業体強化推進事業 111,563

新 森林資源デジタル化整備活用支援事業 183,495

鳥獣被害総合対策事業 793,679

新 27,640持続可能な豊かな有機産地等活性化事業

食品企業連携産地拡大推進事業 32,487

新 水田農業産地力強化対策事業 71,486

The・おおいたブランド流通販売戦略推進事業 23,140

花き経営安定化対策事業 13,085

61,000

新 全国豊かな海づくり大会開催準備事業 5,771

農業農村整備事業 10,648,458

新 田んぼダム推進事業 23,000

防災重点農業用ため池管理体制強化事業 13,821

鳥獣被害総合対策事業（再掲） 793,679

新 庄内梨魅力アップ事業 5,107

新 谷ごと栗団地育成産地強化対策事業 2,250

新 佐伯地区シングルシードカキ養殖業育成支援事業 5,100

農業用ため池等緊急対策事業 155,000

全国育樹祭開催事業 347,683

農林水産物輸出需要開拓事業

世界農業遺産ファンド推進事業 1,501,000



（部局名：農林水産部） （単位：千円）

2,066,769

(0)

1,160,078

(0)

40,000

(0)

44,113

(0)

107,975

(0)

38,000

(13,050)

3,561

(0)

275,620

(51,514)

7,601

(0)

17,597

(5,646)

9
堆肥広域流通・飼料生産
拡大モデル事業

耕畜連携による資源循環型の畜産業の実現のため、県域での堆肥循
環システムの構築や省力的な生産が可能な高栄養自給飼料のモデル生
産組織の育成などに取り組む。

水田畑地化・
集落営農課

畜産技術室

畜産技術室

7

6

10
第１２回全国和牛能力共
進会対策事業

令和４年に鹿児島県で開催される第１２回全国和牛能力共進会にお
いて優秀な成績を収めるため、優れた出品牛の作出に取り組む。
　・肥育管理モデルの普及
　・オレイン酸を高める飼料等の給与指導　など

農地利用最適化促進事業

中核的担い手への農地の集積・集約化を進めるため、人・農地プラ
ンの実質化が完了した地域の集積・集約化計画に基づく取組を支援す
る。
　【特】集落営農組織による園芸用農地の集約に向けた取組への助成

令和４年度　当初予算（一般会計）要求の主な事業概要

事　業　名

令和４年度
当初要求額

事　業　概　要 所管課
令和３年度
当初予算額

5
園芸産地農地確保対策事
業

園芸産地の拡大を加速させるため、短期集中県域支援品目の栽培に
適した優良農地の集積・集約化に取り組む。
　・優良農地の地権者及び現耕作者への交付金の交付
　・農地交渉補助員の設置

水田畑地化・
集落営農課

2
短期集中県域支援品目生
産拡大推進事業

短期集中県域支援品目の生産拡大を図るため、産地の主体的な取組
に対して、集中的かつ総合的に支援する。
　・ねぎの短期集中的な規模拡大に向けた機械、施設整備への支援
　・ピーマン選果場の拡充、ピーマン黄化えそ病対策への支援
　・ベリーツの作業外部化に向けたパッケージセンター設置への支援
　・高糖度かんしょのウイルスフリー苗の生産への支援　など

園芸振興課

1
おおいた園芸産地づくり
支援事業

大分県の顔となる園芸品目を育成するため、マーケットニーズがあ
り、短期的な生産拡大が期待できる品目（短期集中県域支援品目：ね
ぎ、ピーマン、ベリーツ、高糖度かんしょ）の生産拡大計画や、市町
の産地戦略である「園芸産地づくり計画」に基づき、認定農業者等が
行う栽培施設や共同利用施設の整備等を支援する。

園芸振興課

4 園芸振興課

3
短期集中県域支援品目販
売戦略推進事業

園芸産地づくり計画策定
・推進事業

マーケットニーズに即した園芸産地を育成するため、園芸産地づく
り計画の策定及び推進に関する取組に対して支援する。
　・計画に基づく販路開拓等の部会活動への助成　など

営農指導体制強化事業

生産者の生産技術の向上や営農指導員の指導力向上により、農協の
生産部会の活性化を図るため、農協が行う技術力の高い生産者を活用
した栽培講習や巡回指導等の取組を支援する。 団体指導・金

融課

8
肉用牛競争力強化対策事
業

収益力向上を目標とした畜産クラスター計画に基づき、法人が規模
拡大を行う際の施設整備等を支援する。
　【新】キャトルステーションの整備に対する助成 畜産技術室

短期集中県域支援品目について、生産拡大計画を踏まえた有利販売
を実現するため、全農おおいたが実施する戦略的な販売促進対策に対
し助成する。
　・白ねぎ・ピーマンの中京圏での販路開拓アドバイザーの設置
　・ベリーツの京都市場でのキャンペーンの実施　など

おおいたブラ
ンド推進課

特

特

新

新

特

特

特



（部局名：農林水産部） （単位：千円）

令和４年度　当初予算（一般会計）要求の主な事業概要

事　業　名

令和４年度
当初要求額

事　業　概　要 所管課
令和３年度
当初予算額

86,673

(48,213)

30,000

(0)

19,337

(12,004)

165,352

(31,000)

　

72,833

(8,879)

47,956

(8,353)

52,296

(11,910)

29,418

(86,832)

803,214

(241,699)

352,670

(20,402)

おおいた和牛の認知度向上と流通拡大を図るため、戦略的なＰＲ対
策を実施する。
　【特】大分市中心部におけるＰＲイベントの実施
　【特】サポーターショップでのフェア等の実施

畜産振興課

12
食肉生産流通多角化支援
事業

食肉流通の活性化を促進し、肥育経営体の経営基盤の強化を図るた
め、大分県畜産公社が行う肉用牛輸出体制の強化や、豚のと畜体制強
化に向けた施設整備に対し助成する。

14
農業活性化・スタート
アップ圃場設置事業

畜産振興課

新規就業・経
営体支援課

移住後速やかな就農や兼業での就農を希望する者など、多様な担い
手を確保・育成するため、市町村等が行うアパート方式の圃場の整備
に対し助成する。
　【新】産地担い手ビジョンに基づく地域提案型スタートアップ圃場
　　　　の設置への助成

11
おおいた和牛流通促進対
策事業

15

19
林業再生県産材利用促進
事業

県産材の需要拡大と製材加工の低コスト化等を図るため、木材加工
流通施設の整備等を支援するとともに、大径材の利用促進に向けた取
組を実施する。
　【新】大径材加工施設の整備への助成
　【特】県外プレカット工場への大径材製品のサンプル出荷　など

17
農業経営継承・発展支援
事業

経営継承を促進するため、相談窓口の設置や早期継承の意識啓発研
修等を実施する。
　【特】親元就農者の外部研修への支援
　【特】経営資源情報バンクの設置　など

新規就業・経
営体支援課

13
産地が取り組むファー
マーズスクール等支援事
業

　産地が主体となり将来の担い手を確保・育成する体制を構築するた
め、産地が策定する「産地担い手ビジョン」に基づき設置するファー
マーズスクールや就農学校の設置・運営経費等を支援する。
　【特】モバイル端末導入経費への支援　など

新規就業・経
営体支援課

16
学び続ける経営体育成支
援事業

学び続ける経営体を育成するため、農業者の個別課題に応じた学び
の場を提供するとともに、産地のさらなる発展に向けた取組に対して
助成する。
　【特】おおいた農業ステップアップカレッジの開講　など

新規就業・経
営体支援課

魅力ある農業大学校づく
り推進事業

農業大学校において、時代のニーズに沿った次世代を担う農業者を
育成・輩出するため、先進的な農業機器の整備や経営感覚を養成する
講座を導入する。
　【新】ＧＰＳトラクター等の導入やドローンフィールドの整備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

新規就業・経
営体支援課

林産振興室

20
木造建築物等建設促進総
合対策事業

県産材の利用促進を図るため、非住宅建築物の木造化・木質化に向
けた取組に対して支援する。
　【新】公共建築物や民間建築物の木造化・内装木質化への助成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

林産振興室

18
早生樹等苗木増産支援事
業

県産材の持続的な供給体制を強化するため、苗木生産に向けた採穂
園の整備や苗木の増産に必要な施設整備等を支援する。
　【新】コウヨウザンの苗木生産のための民間採穂園整備への助成
　【新】コウヨウザンの苗木生産経費への助成　など

森林整備室

新



（部局名：農林水産部） （単位：千円）

令和４年度　当初予算（一般会計）要求の主な事業概要

事　業　名

令和４年度
当初要求額

事　業　概　要 所管課
令和３年度
当初予算額

33,740

(34,583)

127,813

(54,815)

26,850

(24,710)

14,875

(10,598)

451,350

(27,720)

18,819

(6,984)

45,311

(0)

18,168

(12,097)

982,426

(1,976,319)

　

52,162

(47,243)

21
しいたけ消費拡大対策事
業

しいたけの消費拡大を図るため、生産者と流通事業者等が一体と
なって行うブランド力向上や新たな消費者層の獲得に向けた取組を支
援する。
　【新】著名人を起用したＰＲの実施
　【特】「うまみだけ」を活用した新商品の開発への助成　など

しいたけ増産体制整備総
合対策事業

しいたけ生産の省力化、低コスト化を図るため、生産施設や原木供
給体制の整備に対し助成するとともに、作業の分業化に向けた取組を
支援する。
　【新】ＡＩ選別機導入への助成　など

林産振興室

22 林産振興室

23
乾しいたけ新規参入者支
援事業

乾しいたけ生産技術の継承を図るため、しいたけ版ファーマーズス
クールを設置し、研修生への給付金の交付や生産施設の整備を支援す
るとともに、複合経営を希望する新規参入者向けの研修を実施する。
　【特】しいたけ栽培実践研修の実施

林産振興室

25
沿岸漁業漁村振興構造改
善事業

沿岸漁業の振興を図るため、生産基盤の整備や漁業近代化施設の整
備を支援する。
　【新】地下海水を活用したクルマエビ種苗生産施設の整備への助成 水産振興課

24
ブリ類養殖業生産体制強
化推進事業

ブリ類養殖業の周年出荷体制を強化するため、人工種苗を用いた養
殖試験を実施するとともに、突発的なモジャコ不漁に対応できる体制
を構築する。
　【特】適正サイズに満たない小型天然モジャコの給餌技術の開発
　【特】モジャコ不漁時に対応できる人工種苗供給体制の構築

水産振興課

漁業管理課

29 種苗生産施設整備事業

放流用種苗生産施設の生産性向上を図るため、老朽化した種苗生産
施設（大分県漁業公社国東事業場）の建替を行う。
　・実施内容　生産棟（Ｂ棟）・屋外水槽等の建設、既存施設の解体 水産振興課

30 企業等農業参入推進事業

県内外企業の農業分野への参入を推進するため、情報発信や参入企
業に対する支援を行うとともに、専門家派遣や人材育成研修など、
フォローアップ支援に取り組む。
　【新】参入企業が行う規模拡大等への助成

新規就業・経
営体支援課

28
県産水産物流通拡大推進
事業

県産水産物の流通拡大を図るため、大消費地での販促活動に必要な
経費を助成するとともに、コロナ禍で増加した内食需要を確実に取り
込むための取組に対して支援する。
　【特】外食版パートナーシップ量販店の設置、フェアの開催
　【特】対面販売の人材育成や著名人によるメニュー開発　など

漁業管理課

27
海洋環境保全型養殖推進
事業

養殖ブリ類の安定生産を図るため、環境負荷を軽減した持続可能な
養殖手法を実証するとともに、海底環境の改善による赤潮発生の抑止
技術の確立に取り組む。
　・銅合金製網の浮沈式生け簀を活用した養殖手法の実証　など

26
沿岸漁業振興特別対策事
業

沿岸漁業の振興を図るため、漁場整備や漁業近代化施設、流通加工
施設等の整備に要する経費を支援する。
　【新】ブリ加工施設の実施設計への助成 水産振興課

特



（部局名：農林水産部） （単位：千円）

令和４年度　当初予算（一般会計）要求の主な事業概要

事　業　名

令和４年度
当初要求額

事　業　概　要 所管課
令和３年度
当初予算額

62,274

(0)

25,482

(17,197)

23,252

(0)

111,563

(110,791)

793,679

(796,709)

27,640

(0)

32,487

(27,670)

71,486

(0)

61,000

(44,063)

347,683

(35,308)
全国育樹祭開催事業

健全で活力ある森林を育て、次の世代に引き継ぐことの大切さを伝
えるため、令和４年１１月に第４５回全国育樹祭を開催する。
　・お手入れ行事、式典行事等の運営
　・お手入れ行事会場の整備　など

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向上を図るため、ブラン
ドおおいた輸出促進協議会等が行う輸出拡大の取組を支援する。
　・春節向けシャインマスカットの貯蔵技術確立等産地体制の構築
　【特】現地商社と連携した日本食レストランフェアの開催　など

全国育樹祭推
進室

40

39

農林水産業の生産性の向上を図るため、企業や大学等と連携し、効
率化に寄与するスマート技術の開発・現地実証や技術導入等に取り組
む。
　・ねぎの調製機の作業効率向上に向けた画像解析技術等の開発
　・アフターコロナの持続可能な大葉産地体制の構築　など

地域農業振興
課

水田畑地化・
集落営農課

おおいたブラ
ンド推進課

水田畑地化・
集落営農課

34 林業事業体強化推進事業

主伐・再造林を担う中核的な林業経営体を育成するため、先端技術
を活用した業務の省力化や人材育成を支援する。
　【特】スマート林業機械の導入への助成 林務管理課

32 森林・林業教育促進事業

次世代の森林づくりを担う人材を育成するため、子どもの学びの段
階にあわせた体系的・継続的な森林林業教育の推進体制を構築する。
　【新】Ｏ－Ｌａｂｏと連携した森林・林業体験教室の開催　など 森との共生推

進室

33
スマート農林水産業技術
普及拡大事業

35 鳥獣被害総合対策事業

野生鳥獣による農林作物被害の軽減を図るため、集落全体で行う予
防対策、捕獲対策、狩猟者確保対策を総合的に支援する。
　【新】シカ生息管理に向けた牧草地での囲いわな捕獲技術の実証
　【新】電子申請システムを活用した捕獲情報共有体制の構築

31
集落営農継続発展対策事
業

集落営農組織を継続性ある経営体へ育成するため、多角化経営の推
進による経営強化や集落営農連合法人の設立・育成を支援するととも
に、担い手不在集落の解消に取り組む。
　【特】集落営農法人発展階層別課題解決塾の設置　など

38
水田農業産地力強化対策
事業

消費者や実需者ニーズに応じた水田作物の生産・供給のため、良食
味米及び麦・大豆の生産対策により収量・品質の高位平準化を図るほ
か、スマート農業技術の実証等を行う。
　【特】高温に強い「なつほのか」への転換支援

森との共生推
進室

36
持続可能な豊かな有機産
地等活性化事業

持続可能な食料システムを構築するため、農林水産省が策定した
「みどりの食料システム戦略」に基づき、有機農業の生産・販売に取
り組む産地等を育成する。
　・作業効率向上に向けた施設機械整備への助成　など

地域農業振興
課

37
食品企業連携産地拡大推
進事業

マーケットニーズに対応した加工業務向け農産物の産地育成を図る
ため、県内外の食品企業との連携による産地拡大の取組を支援する。
　【新】農作業受託体制構築に必要な経費への助成
　・新規品目の契約栽培に取り組む生産者への助成

おおいたブラ
ンド推進課

特

新

新

特



（部局名：農林水産部） （単位：千円）

令和４年度　当初予算（一般会計）要求の主な事業概要

事　業　名

令和４年度
当初要求額

事　業　概　要 所管課
令和３年度
当初予算額

5,771

(0)

56,744

(0)

23,000

(0)

5,107

(0)

　

2,250

(0)

5,100

(0)

※ 　　は「新規事業」、 　 は「ポストコロナおおいた挑戦枠事業」 、     は「地域課題対応枠事業」

41

水産振興課

農村基盤整備
課

庄内梨魅力アップ事業

庄内梨生産者の経営安定による産地の維持・発展を図るため、新規
就農者等の販売力強化や規格外品等を活用した販路拡大の取組を支援
する。
　・規格外品等を使った新商品開発への助成
　・直販スペースのレンタル経費等への助成　など

おおいたブラ
ンド推進課

谷ごと栗団地育成産地強
化対策事業

県内最大の栗産地である豊後大野市の更なる産地拡大と農家所得の
向上を図るため、栗団地化や省力栽培方法の導入、ブランド化による
流通拡大の取組を支援する。
　・省力化モデル園地の設置、省力化機械の導入への助成
　・新たな加工品開発への助成

園芸振興課

全国豊かな海づくり大会
開催準備事業

水産資源の保護や管理と海や河川の環境保全の大切さを広く国民に
訴えるとともに、漁業の振興と発展を図るため、令和６年度の第４３
回大会の本県開催に向けて準備を行う。
　・基本構想の策定、開催地の選定

漁業管理課

地域農業振興
課

佐伯地区シングルシード
カキ養殖業育成支援事業

佐伯市内におけるシングルシードカキ養殖の量産化、ブランド化を
図るため、稚貝の生残率を向上し、種苗供給基地としての機能を強化
する取組を支援する。
　・種苗育成装置の導入への助成

大分農業文化公園整備推
進事業

大分農業文化公園の来園者数の増加及び満足度の向上を図るため、
園内整備計画を作成するとともに、需要が高い園内施設・設備の整備
を行う。
　・園内整備計画の作成
　・提供サービスの充実に向けた園内整備　など

46

43

44

45

田んぼダム推進事業

水田に雨水を一時的に貯留し、排水量の抑制により、下流域におけ
る洪水被害の軽減を図るため、「田んぼダム」の導入に向けた取組を
支援する。

42

新 特 地

新

地

特

新

地

地



（部局名：農林水産部） （単位：千円）

令和４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
３年度

当初予算額

1
地域農業振興
課

スマート農業普及拡大事
業

・
・
・

令和元～３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
企業や大学等と連携した技術開発や現地実証、技術導入を推進
する「スマート農林水産業技術普及拡大事業」に組み替えて要
求

3
水田畑地化・
集落営農課

高生産性水田農業強化対
策事業

・
・
令和２～３年度の２か年事業として実施
スマート水田農業技術の実証や普及啓発を行うとともに、導入
を支援する「水田農業産地力強化対策事業」に組み替えて要求 41,241

10,381

2
地域農業振興
課

「おおいたの有機」産地
づくり加速化事業

・
・
・

令和元～３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
有機農業の生産・販売に取り組む産地等を育成する「持続可能
な豊かな有機産地等活性化事業」に組み替えて要求

22,791

5
水田畑地化・
集落営農課

集落営農構造改革対策事
業

・
・
・

平成２８～令和３年度の６か年事業として実施
所期の目的を達成したため廃止
集落営農組織を継続性のある経営体へと育成し、担い手不在集
落の解消を進める「集落営農継続発展対策事業」に組み替えて
要求

67,584

4
水田畑地化・
集落営農課

もうかる水田作物産地力
強化対策事業

・
・
令和２～３年度の２か年事業として実施
「なつほのか」や「つや姫」への品種転換を進めるとともに、
特Ａ獲得のための取組を実施する「水田農業産地力強化対策事
業」に組み替えて要求

10,850

7 園芸振興課
大規模園芸産地形成促進
事業

・
・
令和２～３年度の２か年事業として実施
市町の産地戦略である園芸産地づくり計画の策定及び推進に関
する取組を重点的に支援する「園芸産地づくり計画策定・推進
事業」に組み替えて要求

61,628

6
おおいたブラ
ンド推進課

「ベリーツ」ブランド確
立対策事業

・
・

・

令和２～３年度の２か年事業として実施
生産対策については、産地が主体的に行う生産拡大の取組を支
援する「短期集中県域支援品目生産拡大推進事業」に組み替え
て要求
流通対策については、全農おおいたが行う戦略的な販売促進対
策を支援する「短期集中県域支援品目販売戦略推進事業」に組
み替えて要求

29,476

9 園芸振興課
次代へ繋ぐ園芸産地整備
事業

・
・
令和３年度の単年度事業として実施
認定農業者等による栽培施設や共同利用施設の整備を支援する
「おおいた園芸産地づくり支援事業」に組み替えて要求 2,113,888

8 園芸振興課
ねぎ産出額１００億円プ
ロジェクト推進事業

・
・
令和３年度の単年度事業として実施
産地が主体的に行う生産拡大の取組を支援する「短期集中県域
支援品目生産拡大推進事業」に組み替えて要求 28,961

11 畜産技術室 飼料コスト低減支援事業

・
・
・

令和元～３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
耕畜連携による資源循環型畜産の実施に向けた自給飼料の生
産・利用拡大の取組を支援する「堆肥広域流通・飼料生産拡大
モデル事業」に組み替えて要求

4,281

10 畜産技術室
繁殖雌牛生産能力向上対
策事業

・
・
・

令和元～３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
ゲノム育種価を活用した高能力雌牛の選抜保留や種雄牛の授精
費用の支援については、「大分らしい和牛肉生産流通戦略事
業」に組み入れて要求

42,395



（部局名：農林水産部） （単位：千円）

令和４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
３年度

当初予算額

13 林務管理課
市町村森林管理体制整備
支援事業

・
・
・

令和元～３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
森林資源情報の精度を向上させるとともに、市町村が有効利用
するための技術習得等を支援する「森林資源デジタル化整備活
用支援事業」に組み替えて要求

168,024

12
農村基盤整備
課

田んぼダム実証事業

・
・
・

令和３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
田んぼダムの貯留効果等の検証結果を基に、導入に向けた取組
を支援する「田んぼダム推進事業」に組み替えて要求

4,937

15 林産振興室 木材消費拡大対策事業

・
・
令和３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

357,700

14 林産振興室
おおいた材プロモーショ
ン活動支援事業

・
・
・

令和元～３年度の３か年事業として実施
事務事業評価結果（Ｄ評価）を踏まえ廃止
大径材の利用を促進する取組として、県外プレカット工場への
大径材製品のサンプル出荷について「林業再生県産材利用促進
事業」に組み入れて要求

7,865

17 漁業管理課
マリンカルチャーセン
ター運営事業

・
・
平成４～令和３年度までの事業として実施
所期の目的を達成したため廃止

5,241

16 漁業管理課
養殖マグロ成長産業化推
進事業

・
・
令和元～３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

45,040


