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「安心・活力・発展プラン2015」中間見直し委員会委員名簿
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（団体・役職名は令和2年2月時点）
【総合部会】

団体・役職名 氏　　名 備　考

1 八鹿酒造（株）　代表取締役社長 麻生　益直 会長、部会長

2 （株）成美　代表取締役 岩切　知美

3 九重ふるさと自然学校（セブン－イレブン記念財団）　代表 川野　智美

4 大分大学　学長 北野　正剛 副部会長

5 （株）玉の湯　代表取締役 桑野　和泉

6 （一社）大分県医師会　会長 近藤　　稔

7 （株）豊和銀行　取締役頭取 権藤　　淳

8 大分製紙（株）　代表取締役社長 田北　裕之
副会長

（活力部会長）

9 大分県農業協同組合中央会　会長 二宮　伊作

10 （株）大分銀行　取締役会長 姫野　昌治

11 社会福祉法人シンフォニー　理事長 村上　和子
副会長

（安心部会長）

12 日本文理大学　学長室長・工学部建築学科教授 吉村　充功
副会長

（発展部会長）

13 大分県商工会議所連合会　会長 吉村　恭彰

【安心部会】

団体・役職名 氏　　名 備　考

1 （有）糀屋本店　 浅利　良得

2 （公財）大分県防犯協会　理事長 荒金　一義

3 大分大学福祉健康科学部　准教授 飯田　法子

4 ＮＰＯ法人国東市手と手とまちづくりたい　副理事長 海原　明子

5 大分大学理工学部　准教授 衣本　太郎

6 弁護士法人清源法律事務所　代表者　社員弁護士 清源万里子

7 大分県社会福祉協議会　会長 草野　俊介

8 （一社）大分県医師会　副会長　 河野　幸治

9 大分大学減災・復興デザイン教育研究センター　センター長・教授 小林　祐司

10 ＮＰＯ法人地域ひとネット　代表理事 谷川真奈美

11 つるおか子どもの家　代表 冨髙　国子

12 安心院・松本イモリ谷苦楽分　事務局長 荷宮　英二

13 社会福祉法人愛泉会　理事長 土師　壽三

14 社会福祉法人シンフォニー　理事長 村上　和子 部会長

15 別府市 共創戦略室 防災危機管理課 防災推進専門員 村野　淳子

16 大分大学経済学部　准教授 山浦　陽一 副部会長
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【活力部会】

団体・役職名 氏　　名 備　考

1 大分県肉用牛生産者の会　会長 浦田　忠治

2 Ｔｅａｍ＆ＡＭＡ ＲＥ　代表 大山　直美

3 （一社）ゆれる　代表 小笠原順子

4 （株）ネオマルス　代表取締役 甲斐　武彦 副部会長

5 （株）松秀　代表取締役 久保　力夫

6 （有）お花屋さんぶんご清川　取締役 鈴木　　恵

7 大分製紙（株）　代表取締役社長 田北　裕之 部会長

8 （株）モノリス　代表取締役 武田喜一郎

9 佐伯広域森林組合　代表理事組合長 戸髙　壽生

10 ニシジマ精機（株）　代表取締役社長 西嶋真由企

11 インバウンド推進協議会ＯＩＴＡ　会長 二宮　謙児

12 （株）サリーガーデン　代表取締役 橋本　栄子

13 大分県指導農業士会　会長 藤野　　渉

14 JXTGエネルギー（株）大分製油所　所長 村橋　英二

15 大分大学経済学部　教授 本谷　るり

16 ＮＰＯ　denk-pause 八坂　千景

17 ＮＰＯ法人おくぶんごツーリズム研究所　理事長 渡部　順子

18 大分海区漁業調整委員 渡邉　英敏

【発展部会】

団体・役職名 氏　　名 備　考

1 （一社）ＮＩＮＡＵ　代表理事 岡野　涼子

2 福岡大学工学部　教授 柴田　　久

3 大分県私立幼稚園連合会　会長 土居　孝信 副部会長

4 臼杵市教育委員会　スクールソーシャルワーカー・社会福祉士 野上美智子

5 大分日産自動車（株）　代表取締役社長 橋本　　仁

6 大分市福祉事務所　次長 原田　耕一

7 （有）大分動物霊園メビウス　取締役 三重野待子

8 冨士屋　一也百（はなやもも）ホール＆ギャラリー　代表 安波　治子

9 ＮＰＯ法人ＢＥＰＰＵ ＰＲＯＪＥＣＴ　代表理事 山出　淳也

10 大分県ラグビーフットボール協会　会長 山田　耕司

11 （公社）ツーリズムおおいた　会長 幸重　綱二

12 立命館アジア太平洋大学　副学長 横山　研治

13 日本文理大学　学長室長・工学部建築学科教授 吉村　充功 部会長

14 杢のすまい設計室　建築士 和田恵利子

15 大分県高等学校ＰＴＡ連合会　会長 和田　俊二
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部門別の主な計画・方針

部局名 計   画   名 策定年月 目標年度 関連施策ページ 担  当  課

総務部

大分県行財政改革推進計画 令和2年3月 令和6年度 157 行政企画課
大分県公共施設等総合管理指針 平成27年7月 － 65 県有財産経営室
大分県過疎地域自立促進方針 平成27年12月 令和2年度 63,73,97,107 市町村振興課
大分県過疎地域自立促進計画 平成28年3月 令和2年度 63,73,97,107 市町村振興課

企   画 
振興部

九州の東の玄関口としての拠点化戦略
平成29年3月 

(令和2年3月改訂)
令和6年度 149 交通政策課

大分県文化振興基本方針
平成17年3月 

（平成28年3月一部改訂）
－ 137,139,141 芸術文化スポーツ振興課

大分県海外戦略
平成27年10月 

（平成31年3月改訂）
令和3年度 99 国際政策課

大分県人口ビジョン
平成27年10月 

（令和2年3月改訂）
－ 7 おおいた創生推進課

第２期まち・ひと・しごと創生大分県
総合戦略

令和2年3月 令和6年度
（主な関連施策）
19,21,29,63,81,91,103,
123,125,151

おおいた創生推進課

福　祉 
保健部

大分県地域福祉基本計画 令和2年3月 令和6年度 59,69 福祉保健企画課
第７次大分県医療計画 平成30年3月 令和5年度 21,33,67,131 医療政策課

第二次生涯健康県おおいた２１
平成25年3月

（平成30年3月改訂）
令和5年度 29 健康づくり支援課

大分県がん対策推進計画（第３期） 平成30年3月 令和5年度 33 健康づくり支援課

大分県歯科口腔保健計画
－新・歯ッスル大分８０２０－

平成25年3月
（平成30年3月改訂）

令和5年度 29,35 健康づくり支援課

大分県国民健康保険運営方針 平成29年11月 令和5年度 29,33 国保医療課
大分県医療費適正化計画（第三期） 平成30年3月 令和5年度 29 国保医療課
おおいた高齢者いきいきプラン（第７期） 平成30年3月 令和2年度 29,31,59,69 高齢者福祉課

おおいた子ども・子育て応援プラン
（第４期計画）

令和2年3月 令和6年度 19,21,23,25,27 こども未来課

大分県子どもの貧困対策推進計画 平成28年3月 令和2年度 25 こども・家庭支援課
大分県ひとり親家庭等自立促進計画　第３次計画 平成27年3月 令和2年度 25 こども・家庭支援課
大分県社会的養育推進計画 令和2年3月 令和11年度 23 こども・家庭支援課

大分県障がい者計画 平成31年3月 令和5年度
21,25,33,35,37,59,69,103,
123,137,139,143

障害福祉課

大分県障がい者芸術文化推進基本計画 令和2年3月 令和5年度 35,137,139 障害者社会参加推進室
いのち支える大分県自殺対策計画 平成30年3月 令和5年度 29 障害福祉課

生　活 
環境部

第３次大分県環境基本計画
平成28年3月 

（令和2年3月改訂）
令和6年度 39,41,43,45,77,79,83,93 うつくし作戦推進課

第２次生物多様性おおいた県戦略
（２０１６－２０２０）

平成28年3月 令和2年度 39 自然保護推進室

おおいた温泉基本計画 平成28年3月 令和6年度 39 自然保護推進室
第１０次大分県交通安全計画 平成28年6月 令和2年度 49 生活環境企画課
大分県地球温暖化対策実行計画（第４期） 平成28年3月 令和2年度 43 うつくし作戦推進課
第３次大分県環境教育等行動計画 令和2年3月 令和6年度 45 うつくし作戦推進課

第３次大分県消費者基本計画
～おおいた消費者ホッとプラン２０１５～

平成28年3月 令和2年度 51 県民生活・男女共同参画課

第４次おおいた男女共同参画プラン 平成28年3月 令和2年度 57,105 県民生活・男女共同参画課
第４次大分県DV対策基本計画 平成29年3月 令和6年度 57 県民生活・男女共同参画課

大分県におけるＮＰＯとの協働指針
平成17年3月 

(平成24年3月改訂)
－ 61 県民生活・男女共同参画課

大分県青少年健全育成基本計画
（大分県子ども・若者プラン2015）

平成28年3月 令和７年度 133 私学振興・青少年課

大分県動物愛護管理推進計画(第２次) 平成26年3月 令和5年度 51 食品・生活衛生課
第5次大分県食品安全行動計画 平成30年3月 令和5年度 53 食品・生活衛生課
第３期大分県食育推進計画 平成28年3月 令和2年度 55 食品・生活衛生課
瀬戸内海の環境の保全に関する大分県計画 平成28年11月 令和7年度 41 環境保全課
大分県水道ビジョン 平成31年3月 令和10年度 63 環境保全課
第４次大分県廃棄物処理計画 平成28年3月 令和2年度 41 循環社会推進課

大分県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画
平成18年3月 

（平成27年3月改訂）
令和8年度 41 循環社会推進課

第２次大分県きれいな海岸づくり推進計画 平成28年3月 令和2年度 41 循環社会推進課

大分県災害廃棄物処理計画
平成28年3月 

（令和2年3月改訂）
－ 41 循環社会推進課

大分県地域防災計画
昭和38年6月

（令和元年8月改訂）
－ 67,69 防災対策企画課

大分県国民保護計画
平成18年2月

（平成30年6月改訂）
－ 67 危機管理室

大分県地震・津波防災アクションプラン 平成31年3月 令和5年度 67,69 防災対策企画課

大分県人権尊重施策基本方針
平成22年8月 

(令和2年4月改訂)
－ 57 人権尊重・部落差別解消推進課

部局名 計   画   名 策定年月 目標年度 関連施策ページ 担  当  課

商工観光 
労働部

おおいた産業活力創造戦略 令和2年3月 －
63,69,85,87,89,91,93,
95,97,99,103,105

商工観光労働企画課

大分コンビナート競争力強化ビジョン 平成25年2月 － 93 工業振興課

大分県新エネルギービジョン
平成14年3月 

（令和2年3月改訂）
令和6年度 43,93 新産業振興室

大分県科学技術振興指針
平成15年3月 

（平成25年3月改訂）
令和4年度 89,93 新産業振興室

東九州地域医療産業拠点構想 平成22年10月 － 93 新産業振興室
大分県知的財産総合戦略 平成31年2月 令和5年度 85,93 新産業振興室
おおいた革新的技術・データ活用推進計画 平成31年2月 令和3年度 77,85,89,91,93,123 情報政策課
第１０次大分県職業能力開発計画 平成28年9月 令和2年度 103 雇用労働政策課
大分県雇用対策協定事業運営計画 令和元年6月 － 103 雇用労働政策課

大分県外国人材の受入れ・共生のための対応策
平成31年3月 

(令和2年3月改訂）
－ 101,103 雇用労働政策課

日本一のおんせん県おおいたツーリズム戦略
２０１９－２０２１

令和元年6月 令和3年度 95,97,99 観光政策課

農　林 
水産部

大分県農林水産業振興計画
平成27年12月 

（令和2年3月改訂）
令和6年度

39,43,53,55,65,71,
77,79,81,83

農林水産企画課

大分県スマート農林水産業推進方針 令和元年12月 令和6年度 77,81,83 地域農業振興課
第10次大分県卸売市場整備計画 平成28年10月 令和2年度 53,77,79 おおいたブランド推進課
大分県酪農・肉用牛生産近代化計画 平成28年3月 令和7年度 53,71,77,79,81,83 畜産振興課

大分県肉用牛振興計画
平成31年3月

（令和2年3月改訂）
令和5年度 77,79,81,83 畜産振興課

大分県酪農振興計画
平成26年12月 

（令和2年3月改訂）
令和5年度 79,81,83 畜産技術室

おおいた農業農村整備推進プラン2015 平成28年3月 令和6年度 39,65,77,79,83
農村整備計画課
農村基盤整備課

大分県農業振興地域整備基本方針 平成28年6月 令和7年度 39,65,77,79,81,83 農地活用・集落営農課
次世代の大分森林（もり）づくりビジョン 平成30年3月 － 39,43,65,77,81,83 林務管理課
大分県第１２次鳥獣保護管理事業計画 平成29年4月 令和3年度 71,83 森との共生推進室
第５次大分県緑化基本計画 平成25年3月 令和4年度 39,43,83 森との共生推進室

土   木 
建築部

大分県地域強靱化計画
平成27年11月 

（令和2年3月改訂）
－

33,39,41,43,47,49,53,61,63,
65,67,69,71,73,83,89,93,97,
99,103,127,141,149,151,153

建設政策課

おおいた土木未来（ときめき）プラン２０１５
平成28年3月 

(令和2年3月改訂)
令和6年度

19,31,39,41,43,47,49,59,63,
65,67,69,73,89,97,103,105,
107,141,143,149,151,153

建設政策課

大分県長期道路整備計画「おおいたの道構想２１」 平成28年3月 令和6年度 49,63,65,97,149,151,153 道路建設課

河川整備基本方針・河川整備計画
（一級水系・主要二級水系）

平成11年12月～ － 39,41,65,67 河川課

港湾計画
（中津港、別府港、大分港、臼杵港、津久見港、佐伯港）

平成5年8月～ － 39,65,119,149,151 港湾課

都市計画区域マスタープラン（１８都市計画区域） 平成23年3月 令和12年度
63,65,89,91,95,97,101,
107,109,111,113,115,
117,119,149,151,153

都市・まちづくり推進課

大分都市圏総合都市交通計画 平成27年9月 令和17年度 63,91,149,151,153 都市・まちづくり推進課

大分県住生活基本計画 平成29年3月 令和7年度
19,31,43,59,61,65,
69,73,107,141

建築住宅課

大分県生活排水処理施設整備構想２０１５ 平成28年3月 令和17年度 41 公園・生活排水課

教育庁

大分県長期教育計画
「『教育県大分』創造プラン２０１６」

平成28年3月 
（令和2年3月改訂）

令和6年度

19,25,29,35,37,45,47,49,
51,55,57,69,89,99,103,
123,125,127,129,133,135,
137,139,141,143,145

教育改革・企画課

「芯の通った学校組織」推進プラン　第３ステージ 令和2年3月 令和4年度 129 教育改革・企画課

大分県学校教育情報化推進計画
「ＩＣＴ活用教育推進プラン２０２０」

令和2年3月 令和4年度 123,127 教育財務課

大分県いじめ防止基本方針
平成26年4月 

（平成29年10月改正）
－ 127 学校安全・安心支援課

大分県幼児教育振興プログラム
～しんけん遊ぶ子～

平成28年3月 令和7年度 19,27,123 幼児教育センター

第三次大分県特別支援教育推進計画 平成30年2月 令和4年度 37,123 特別支援教育課
大分県グローバル人材育成推進プラン　第２ステージ 平成30年5月 令和2年度 125 高校教育課
第４次大分県子ども読書活動推進計画 令和2年3月 令和6年度 123,133 社会教育課

大分県人権教育基本方針 平成17年1月 － 57 人権教育・部落差別解消推進課

大分県スポーツ推進計画（改訂版）
～チャレンジ!おおいたスポーツプラン２０１６～

平成28年3月 令和2年度
29,31,35,39,55,107,
123,143,145,147

体育保健課

参考資料
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これまでの県長期総合計画

名　　称
策定時期
目標年次

概　　　　要

「大分縣縣勢振興綜合計画」 昭和26年（1951）5月 
 
昭和30年度 

　太平洋戦争の影響が残る中、県民が基本的生活
水準を確保しうる県勢の規模を実現することを最高
目標として、計画を構成する「各産業」や「文化厚生」
「人口所得」など１２の部門計画の実現により県勢の
振興を目指した。

「大分県基本計画」 昭和37年（1962）9月 
 
昭和45年

　「光と水と医療」の理念のもと、農工併進施策を県
勢振興の基調とし、大分地区新産業都市の建設を主
軸に、豊かな郷土の建設に計画的に取り組むこととした。

「大分県基本計画」 昭和45年（1970）11月 
 
昭和60年

　高生産・高所得の実現、安全で快適な環境条件の
整備、創造的・個性的な人間能力の開発を主要課題
として、経済の成長と住民福祉の調和を基調に豊か
で住みよい地域社会の建設を図ることを基本的目標
とし、これを達成するため大型プロジェクトを軸に総合
的な開発を図ることとした。

「大分県長期総合計画」 
自立と均衡　 
－豊かなふるさとに向かって

昭和53年（1978）3月 
 
昭和60年度

　「自立と均衡」を基本理念に、「自立精神」を県民
共通の精神的基盤にし、経済と社会、生産と生活、自
然と人間活動、各産業や県土各地域などの均衡と調
和のある県土づくりを目指した。

「大分県総合振興計画」 
“新しい「豊の国」づくり”をめざし
て 

昭和58年（1983）10月 
 
昭和60年代央

　“新しい「豊の国」づくりをめざして”を基本目標に、
「地方の時代」「国際化の時代」にふさわしい物もゆ
たか、心もゆたかな県づくりを目指した。

「21大分県長期総合計画」 
豊の国地域構築プラン２１ 
“世界に開かれた「豊の国」づく
り”をめざして 

平成２年（1990）６月 
 
平成12年度

　“世界に開かれた「豊の国」づくり”を基本目標に、
21世紀までの10年間を「地域構築の時代」と位置
づけ、長期的な県づくりの理念である「GNS（Gross 
National Satisfaction）型社会」の実現を目指した。

「おおいた新世紀創造計画」 
“21世紀の生活優県”をめざして

平成11年（1999）12月 
 
平成22年度

　人が育つ（Growth）・人が行き交う（Network）・
人が安心できる（Security）の３つのおおいたづくりを
進める考え方から「２１世紀の生活優県　新G・N・S
おおいたの創造」を基本目標に、「文化立県」「観光
と交流（観交）立県」「環境立県」の県土づくりの３つ
の戦略を掲げた。

「安心・活力・発展プラン2005」 
ともに築こう大分の未来

平成17年（2005）11月

 
平成27年度 
 
 
 
※平成23年度中間見直し 
 

（平成17年度～平成22年度）
　「県民とともに築く「安心」「活力」「発展」の大
分県」を基本目標とし、「安心して心豊かに暮らせ
る大分県」「知恵と努力が報われる活力ある大
分県」「人材あふれる発展の大分県」の実現のた
め、８つの重点戦略と、５つの分野別政策を掲げた。 
 

（平成23年度～平成27年度）
　県民の方々に、よりわかりやすくするために、これま
での「人・水・緑が輝く環境づくり」などの５分野を「安
心」「活力」「発展」の３分野として政策や施策の体系
を再編整理した。

「安心・活力・発展プラン2015」
ともに築こう大分の未来

平成27年（2015）10月

令和6年度

　本格的な人口減少社会を迎える中、国・地方にとっ
て大きな課題になっている地方創生は、これまで取り
組んできた「安心・活力・発展」の大分県づくりと軌を
一にするものであるため、これまでの実績に新たな政
策を積み重ね、本県の地方創生の実現を目指した。

参考資料
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