
令和４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 ３年度当初予算額

11,434,567

　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）人に優しい安全で安心な交通社会の実現

（２）消費者の安心の確保と動物愛護の推進

（３）食の安全・安心の確保

（４）健全な食生活と地域の食をはぐくむ食育の推進

４年度当初要求額 増減額 増減率

第５回「山の日」記念全国大会のレガシーを生かすとともに、アウトドア志向の高まりも
追い風に、祖母・傾・大崩ユネスコエコパークや日本ジオパークの魅力発信、受入環境の整
備に取り組みます。

２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けた県有施設等における脱炭素化の促進や、
地域特性を生かした「脱炭素先行地域」の創出支援を行います。あわせて学生等と連携し
て、未来を担う若年層に向けた取組を強化します。

　ＳＮＳの活用やあらゆる世代に向けての環境教育の取組により、環境保全活動から地域活
性化を図る県民総参加のうつくし作戦を推進します。

　安全・安心が実感できる暮らしの確立に向けた様々な取組を進めます。交通安全について
は、横断歩道でのマナーアップや自転車の安全利用に取り組みます。また、消費者の安心に
ついては、複雑多様化する消費者トラブルの未然防止対策を行います。加えて、ＨＡＣＣＰ
による食の安全・安心の確保とともに、引き続き、飲食店での新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止に取り組みます。

歩行者とドライバーの双方が思いやるマナーアップを推進するとともに、安全な自転車利
用に向け、若年層を中心に自転車ヘルメット着用などの啓発を行います。

事業費 11,337,465 △ 97,102 △0.8% 

本県の豊かな天然自然を守り、地域資源を活用した取組を進めるとともに、プラスチック
ごみの排出量削減等を進め、持続可能な社会の構築に取り組みます。さらに、２０５０年
カーボンニュートラルの実現に向けた緩和策や、気候変動の影響に対する適応策を加速しま
す。

　先端技術等を活用した不法投棄防止に取り組むほか、企業等と連携したプラスチックごみ
等のリサイクルを進めるなど循環社会の構築に向けた取組を推進します。

成年年齢の引下げに伴う架空請求やマルチ商法等の被害防止に向けた消費者教育を充実す
るとともに、消費生活相談員の確保・育成を進めます。

食品事業者が導入したＨＡＣＣＰのフォローアップを進めます。また、第三者認証制度を
活用した飲食店での感染拡大防止策の徹底を図ります。

高校や大学と連携した若い世代への食育を推進するとともに、郷土料理などの食文化を学
ぶ機会を提供します。あわせて、学校給食を活用し、地場産物への理解促進を図ります。



３　人権を尊重し共に支える社会づくりの推進

【基本方針】

（１）人権を尊重する社会づくりの推進

４　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

５　強靱な県土づくりと危機管理体制の充実

【基本方針】

（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

活力

６　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

男女がともに責任を分かち合い、その個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を図るた
め、女性が働きやすい環境づくり等に引き続き努めます。また、技術や技能を持った女性人
材を育成し、安定的な雇用につなげるとともに、次世代を担う女性の科学技術人材の育成に
取り組みます。

経済界、市町村、関係団体と連携し、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）解
消に向けた取組を強化します。また、私立学校における女子生徒､保護者等に対する理工系
分野選択への支援等を行います。

　配偶者やパートナーからの暴力や性暴力は、社会不安やストレスに起因する被害の増加も
懸念されているため、相談しやすい体制づくりや支援の充実・強化、暴力の根絶に向けた教
育啓発等に取り組みます。

ＤＶ・性暴力被害者のための相談窓口の周知や相談体制、経済的支援の充実・強化を図る
とともに、若年層向けの教育啓発等を推進します。

　令和２年７月豪雨をはじめとする近年の度重なる自然災害に対応するため、市町村など関
係機関との連携強化はもとより、民間活力や先端技術も活用した、より実効性のある防災・
減災対策を推進します。また、早期避難の習慣化や、高齢者など災害時要配慮者の避難を支
援する仕組みづくりや、個人や家庭での「防災の日常化」を推進するため、防災教育・啓発
を強化します。

　災害時要配慮者向けマイ・タイムラインの作成や、地区タイムラインの作成及びモデル地
区での訓練、自治会や高齢者福祉施設の訓練支援などに取り組み、地域防災力を強化しま
す。また、避難所運営等への女性防災士の参画促進を図るとともに、避難所のバリアフリー
化、Ｗｉ－Ｆｉ環境整備などにより、避難しやすい避難所づくりを推進します。

　早期避難行動を促進するため、防災アプリを活用した家族間での避難呼びかけを推進する
とともに、民間企業や大学等の研究機関と連携し、ドローンやＡＩ・ＩｏＴなどの先端技術
を活用した防災力強化に取り組みます。

　人口減少社会や地域コミュニティ機能の低下等が進む中、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、小規模集落等の水問
題解決に向けた取組を支援します。

ＮＰＯ活動を活性化し、持続発展させるため、県民への情報発信を強化するとともに、多
様な主体との協働を進めます。

　小規模集落等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。



発展

７　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

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、ＩＣＴ活用教育
など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、社会的自立に困難を
抱える方等の相談体制を充実させるとともに、情報化社会における青少年及び保護者等の情
報モラル・リテラシーの向上に取り組みます。

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。

ひきこもりやニート等困難を抱える当事者やその家族に対する相談・支援体制を強化しま
す。また、保護者と子どもがネットモラルやネットリテラシーについて、自ら考え学べる教
育機会を充実します。



　Ⅱ　事業体系（県政推進指針）

　１　安心　－健やかで心豊かに暮らせる安心の大分県－

（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と動物愛護の推進

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）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

ＮＰＯ協働推進事業 10,815

新 小規模集落等水源整備支援事業 27,000

女性に対する暴力防止推進事業 38,546

人権啓発推進事業 21,055

次世代へつなぐ食育推進事業 21,880

特殊詐欺等被害防止対策推進事業 6,660

優しいマナーと思いやりの運転県おおいた推進事業 16,864

新 「安心はおいしいプラス」認証制度推進事業 83,266

おおいたうつくし作戦推進事業 16,772

安全・安心まちづくり連携推進事業 8,111

消費生活安全・安心推進事業

7,812

33,702

廃棄物不法投棄防止対策事業

大気環境監視推進事業

113,970

9,549

海岸漂着物地域対策推進事業 178,417

動物愛護協働推進事業

新 ＨＡＣＣＰフォローアップ事業 28,168

47,067

地域気候変動対策推進事業 96,468

３Ｒ普及推進事業 19,306

循環イノベーション創出事業

生物多様性保全推進事業 21,890

祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業 8,109

おおいたジオパーク推進事業 13,275

新 「山の日」レガシー推進事業 16,000



（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

（注）事業名前の「新」は新規事業を示す。

　令和４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）

市町村避難所運営等強化事業

新 おおいた防災・減災対策推進事業 150,000

1,580

地域防災力強化支援事業 41,656

防災行動定着促進事業 29,937

高機能消防指令センター共同整備支援事業 838

防災テクノロジー活用推進事業 12,444

49,114県庁防災体制強化事業

大分県少年の船運航事業 52,045

青少年等自立支援対策推進事業 48,770

安全・安心なインターネット等利用環境づくり事業 9,980新

私立学校新型コロナウイルス衛生対策事業

私学振興費 3,720,751

女性が輝くおおいたづくり推進事業 27,438

私立高等学校授業料減免支援事業 282,072

私立学校就職・早期離職防止支援事業

3,038新

私立専門学校修学支援事業 318,293

新 14,340

新 私立学校理工系女子育成支援事業 15,231



（部局名：生活環境部） （単位：千円）
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　飲食店における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため第
三者認証制度を実施するとともに、認証制度の質を担保するため、認
証済み施設に対し巡回指導を実施する。

9
消費生活安全・安心推進
事業

　県民の消費生活の安全・安心の確保を図るため、相談体制の充実や
ライフステージに応じた消費者教育・啓発を推進する。
　【特】消費者教育コーディネーターによる出前講座の実施

県民生活・男
女共同参画課

10
ＨＡＣＣＰフォローアッ
プ事業

　食の安全を確保するため、ＨＡＣＣＰの導入に取り組む食品取扱事
業者を支援するとともに、ＨＡＣＣＰ導入後の実効性を担保するた
め、現地指導などのフォローアップを実施する。

食品・生活衛
生課

「安心はおいしいプラ
ス」認証制度推進事業

食品・生活衛
生課

11

2 生物多様性保全推進事業

　豊かな自然と生態系を次世代に引き継ぐため、希少野生動植物の保
護や特定外来生物の防除等を推進するとともに生物多様性への理解促
進を図る。
　【特】カモシカの保護対策の推進
　【特】外来生物調査の実施

自然保護推進
室

  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、県民一体となった、食品ロス及びプ
ラスチックごみ対策を実施する。
　【特】プラスチックごみへの理解を深める県民参加型イベント実施

うつくし作戦
推進課

8

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

1
「山の日」レガシー推進
事業

　第５回「山の日」記念全国大会の開催を契機として、更なる大分の
豊かな自然の魅力を発信するため、登山や自然散策等様々なアウトド
ア情報をまとめたＷｅｂサイトの開設等を行うほか、自然環境の保全
等に取り組む団体を支援する。

自然保護推進
室

3
循環イノベーション創出
事業

　プラスチックごみや焼却灰など廃棄物のリサイクルを進めるため、
県内市町村や企業と連携し、新たな処理体制を構築する。

循環社会推進
課

4 ３Ｒ普及推進事業

優しいマナーと思いやり
の運転県おおいた推進事
業

5
廃棄物不法投棄防止対策
事業

　不法投棄を未然防止するため、不法投棄防止用フェンスやＡＩカメ
ラを設置するとともに、県民に対する啓発・広報を行う。
　【新】先端技術等を活用した不法投棄対策の強化

循環社会推進
課

7
おおいたうつくし作戦推
進事業

　美しい自然と快適な地域環境を将来の世代へ継承するため、「ま
ち・ひと・なかま」づくりをテーマに「おおいたうつくし作戦」を展
開する。
　【新】複数団体が連携して取り組む環境保全活動への支援強化

うつくし作戦
推進課

　交通事故の発生を抑止するため、子どもから高齢者まで幅広い世代
に応じた交通安全対策を実施するとともに、思いやりの心を伝え合う
交通マナーアップの取組を展開する。
　【特】歩行者、運転者の双方が思いやるマナーアップの推進

生活環境企画
課

6
地域気候変動対策推進事
業

　２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けて、温室効果ガス排
出削減に向けた緩和策をさらに強化するとともに、気候変動の影響に
備えるための適応策を着実に進める。
　【特】県内における脱炭素先行地域の創出支援
　【特】県有施設等における脱炭素化の促進

うつくし作戦
推進課

特

特

特



（部局名：生活環境部） （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

38,546

(37,486)

10,815

(6,536)

27,000

(0)

12,444

(17,174)

838

(838)

41,656

(33,678)

150,000

(0)

1,580

(2,202)

27,438

(27,324)

15,231

(0)

3,720,751

(3,720,751)

小規模集落等水源整備支
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、新
たな水源確保、取水設備の改善、ろ過設備の設置等に取り組む市町村
を支援する。 環境保全課

21
私立学校理工系女子育成
支援事業

　理工系大学に進学する女子生徒の増加を図るため、「身近なロール
モデル」である県内企業や大学で活躍する理系女子に接する機会を設
定するとともに、理工系女子育成に取り組む私立学校を支援する。

私学振興・青
少年課

22 私学振興費

　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

県民生活・男
女共同参画課

16
高機能消防指令センター
共同整備支援事業費

消防保安室

14

12
女性に対する暴力防止推
進事業

　女性に対するＤＶや性暴力等をなくすため、効果的な啓発や研修を
実施するとともに、被害直後から中長期的な支援を行う。
　【新】精神科医療費に対する支援

県民生活・男
女共同参画課

13 ＮＰＯ協働推進事業

　ＮＰＯと行政、企業等、多様な主体による地域課題解決に向けた協
働を推進するため、各主体間の連携強化を進めるとともに、ＮＰＯ活
動の情報提供に取り組む。
　【特】ＮＰＯ活動の情報発信強化

県民生活・男
女共同参画課

15
防災テクノロジー活用推
進事業

防災対策企画
課

17 地域防災力強化支援事業

　地域防災力の向上を図るため、地域における防災活動の要となる防
災士のスキルアップ等を行うとともに、地域の防災士や福祉団体等と
連携した避難訓練を実施する。
　【特】「災害時要配慮者向けマイ・タイムライン」の作成
　【特】「地区タイムライン」の作成及びモデル地区での検証
　【特】女性防災士の養成や女性防災士会の連携支援

防災対策企画
課

　自然災害の激甚化・頻発化が進む中、県防災のさらなる高度化に向
けて、ＡＩやドローン等の先端技術の活用を推進する。
　【新】おおいた防災アプリ及び災害対応支援システムの改修

18
おおいた防災・減災対策
推進事業

　災害に強い人づくり・地域づくりや避難しやすい避難所づくりを推
進するため、市町村等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

　災害情報・活動情報の一元管理、相互応援の迅速化による消防力の
維持・強化を図るため、県内消防本部が県全域の１１９番通報を一元
的に処理する高機能消防指令センターの共同整備・運用を支援する。

19
市町村避難所運営等強化
事業

　市町村と地域住民が協働した避難所運営を図るため、感染症対策も
踏まえた避難所運営訓練等を実施する。

生活環境企画
課

20
女性が輝くおおいたづく
り推進事業

　女性が活躍でき、男女が共に働きやすい社会の実現を図るため、経
済団体と連携し、働く女性等のニーズに対応した支援を行うほか、企
業、女性、家庭の意識改革を促すセミナー等を実施する。
　【特】アンコンシャス・バイアス解消に向けた取組強化

特

新

特



（部局名：生活環境部） （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

282,072

(275,796)

318,293

(310,826)

14,340

(0)

9,980

(0)

※ 　　は「新規事業」、     は「ポストコロナおおいた挑戦枠事業」

25
私立学校就職・早期離職
防止支援事業

　キャリア教育の更なる推進及び県内の職場定着率向上を図るため、
私立中学校・高校における早期からのキャリア教育に取り組むととも
に、就職後のフォローアップを強化する。

私学振興・青
少年課

26
安全・安心なインター
ネット等利用環境づくり
事業

　青少年をネットトラブルや自画撮り等のネット犯罪から守り、青少
年の健全な育成を図るため、低年齢層の保護者とネットの中心世代で
ある中学生・高校生に直接働きかける啓発を行い、ネットモラル・リ
テラシーの向上や青少年を有害環境から守る機運を醸成する。

私学振興・青
少年課

23
私立高等学校授業料減免
支援事業

　国の授業料実質無償化の対象とならない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、授業料減免を行う私立高校に対
し助成する。

私学振興・青
少年課

24
私立専門学校修学支援事
業

　専門学校生の経済的負担を軽減し、意欲ある若者の私立専門学校に
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学校法人
等に対し助成する。

私学振興・青
少年課

特新

特

特



（部局名：生活環境部） （単位：千円）

平成２９～令和３年度までの５か年事業として実施
国の後継新規事業スキームが、私立高等学校等経常費助成費補
助金（特別補助）において実施となったため、国の制度廃止に
伴い終了

令和元～３年度の３か年事業として実施
取組成果を踏まえ、情報収集体制を強化するため、「防災テク
ノロジー活用推進事業」にＳＮＳ情報を活用するメニューを追
加して要求

4,628

8

私学振興・青
少年課

青少年ネット安全安心利
用推進事業

・
・
・

令和元～３年度までの３か年事業として実施
所期の目的を達成したため廃止
事業成果を踏まえ、「安全・安心なインターネット等利用環境
づくり事業」に組み替えて要求

3,233

6

防災対策企画
課

防災モニター活用推進事
業

5

防災対策企画
課

地震・津波等防災・減災
対策推進事業

7

令和元～３年度の３か年事業として実施
避難しやすい避難所づくりを図るため、「おおいた防災・減災
対策推進事業」に組み替えて要求

9

私学振興・青
少年課

私立小中学校授業料支援
事業

・
・

150,000

4,887

2

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

47,230

106,714

4

環境保全課
小規模給水施設水源確保
等支援事業

・
・
令和元～３年度の３か年事業として実施
新たな水源確保、取水設備の改善、ろ過設備の設置等を支援す
るため、「小規模集落等水源整備支援事業」に組み替えて要求

1
自然保護推進
室

「山の日」記念全国大会
開催事業

・
・
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

食品・生活衛
生課

おおいたＨＡＣＣＰトー
タル支援事業

・
・
令和元～３年度の３か年事業として実施
導入されたＨＡＣＣＰの実効性を担保するため、「ＨＡＣＣＰ
フォローアップ事業」に組み替えて要求

・
・

3

令和３年度の単年度事業として実施
飲食店が行う新型コロナウイルス対策をより効果的に支援する
ため、第三者認証制度をメニューに追加し、「「安心はおいし
いプラス」認証制度推進事業」に組み替えて要求

9,650

36,572

令和３年度の単年度事業として実施
輸出水産食品検査精度の維持・向上を図るため、「食品輸出支
援体制強化事業」に組み替えて要求

・
・

食品・生活衛
生課

「安心はおいしい」情報
発信事業

・
・

食品・生活衛
生課

食肉輸出検査体制高度化
事業

・
・

17,380


