
令和５年度　企画振興部当初予算（一般会計）要求の概要

（単位：千円）
区　　　分 ４年度当初予算額

8,842,583

　○　事業体系（プラン２０１５体系図）

１　安心　－健やかで心豊かに暮らせる安心の大分県－

（７）多様な主体による地域社会の再構築

①ネットワーク・コミュニティの構築

（９）移住・定住の促進

①移住・定住のための環境整備とＵＩＪターンの促進

２　活力　－いきいきと働き地域が輝く活力あふれる大分県－

（４）海外戦略の推進

①海外に開かれたネットワークづくりと輸出促進・多文化共生社会の構築

（５）大分県ブランド力の向上

①戦略的広報の推進

（６）いきいきと、多様な働き方ができる環境づくり

①働き方改革の推進と人材の確保・育成

（８）活力みなぎる地域づくりの推進

①地域の元気の創造

関係人口創出事業 17,473

芸術文化施設を拠点とした観光循環創出事業 43,998

地域活力づくり総合補助金（再掲） 325,000

おおいたブランド戦略強化事業 88,746

外国人受入環境整備事業（再掲） 25,370

外国人受入環境整備事業 25,370

海外戦略総合対策事業 17,170

おおいた留学生ビジネスセンター運営事業（再掲） 25,394

おおいた留学生ビジネスセンター運営事業 25,394

外国人留学生支援事業 41,103

地域連携プラットフォーム推進事業 13,346

スキルアップ移住推進事業 38,578

空き家対策促進事業（再掲） 97,418

ふるさと大分ＵＩＪターン推進事業 170,984

生活交通路線支援事業 180,739

空き家対策促進事業 97,418

地域活力づくり総合補助金 325,000

ネットワーク・コミュニティ推進事業 62,906

事業費

５年度当初要求額

8,769,265

増減額

△ 73,318

増減率

△0.8% 



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「知の拠点」としての大学等との連携

（２）芸術文化による創造県おおいたの推進

①芸術文化の創造

（３）スポーツの振興

①スポーツによる地域の元気づくり

（４）「まち・ひと・しごと」を支える交通ネットワークの充実

①九州の東の玄関口としての拠点化

②広域交通ネットワークの整備推進

③まちの魅力を高める交通ネットワークの構築

（注）事業名前の「新」は新規事業を示す。

　令和５年度　企画振興部当初予算(一般会計）要求に対するご意見をお寄せください。

　　ｅ－ｍａｉｌ：a10111@pref.oita.lg.jp（企画振興部政策企画課）

新 ＭａａＳ推進事業 11,519

地方バス路線維持対策費 98,401

生活交通路線支援事業（再掲） 180,739

大分スポーツ地域活力創出事業 34,033

新 ラグビーによる大分活性化事業 38,315

国際航空路線誘致・拡充促進事業 112,350

九州の東の玄関口としての拠点化推進事業 62,755

大分空港海上アクセス整備事業 4,061,120

県立総合文化センター機能向上改修事業 482,855

ツール・ド・九州推進事業 93,252

②芸術文化ゾーンを核としたネットワークづくり

芸術文化施設を拠点とした観光循環創出事業（再掲） 43,998

国際芸術文化振興事業 39,878

芸術文化創造発信事業 93,985

地域連携プラットフォーム推進事業（再掲） 13,346



（部局名：企画振興部） （単位：千円）

62,906

(95,448)

325,000

(500,000)

97,418

(92,607)

170,984

(176,929)

38,578

(37,185)

13,346

(13,346)

17,170

(20,977)

25,370

(25,432)

88,746

(116,917)

482,855

(24,595)

1
ネットワーク・コミュニ
ティ推進事業

　住み慣れた地域に住み続けたいという住民の希望を叶えるため、地
域コミュニティ組織等が行う地域課題の解決に向けた取組に要する経
費に対し市町村と連携して助成する。

おおいた創生
推進課

政策企画課

　産学官の連携組織「おおいた地域連携プラットフォーム」を通じ、
「知の拠点」である県内大学等の研究開発・シンクタンク機能と民間
活力を活用した地域課題の解決等を推進する。

地域連携プラットフォー
ム推進事業

6

5
スキルアップ移住推進事
業

　就職・転職による移住を促進するため、慢性的に人材が不足し、今
後も需要増加が見込まれる「ＩＴ」分野及び「医療・福祉」分野への
転職を考える移住希望者を対象として、技術習得から移住、就職、定
住まで一貫して支援する。

おおいた創生
推進課

4
ふるさと大分ＵＩＪター
ン推進事業

　本県へのＵＩＪターンを促進するため、移住相談員等の配置をはじ
め、移住相談会の開催や、お試し移住施設の利用促進などを実施し、
市町村と連携して、移住者への居住支援等を推進する。

おおいた創生
推進課

9
おおいたブランド戦略強
化事業

　「おんせん県おおいた」のブランド力向上を図るため、温泉をはじ
め、食や観光、芸術文化など多彩な魅力をオウンドメディアで発信し
大分ファンを増やすとともに、デジタルマーケティングの活用や外部
専門人材との連携により、伝えたい人に伝わる情報発信を行う。

広報広聴課

10
県立総合文化センター機
能向上改修事業

　本県の芸術文化活動の拠点としての魅力を更に高めるため、令和５
年度の総合文化センター天井脱落防止工事による長期休館期間にあわ
せ、女性用トイレの増設、照明設備のデジタル制御化など、利便性や
機能の向上に向けた改修を実施する。

芸術文化スポ
ーツ振興課

7 海外戦略総合対策事業

　海外の成長を取り込み本県産業の活性化を図るため、海外政府機関
との連携を推進するとともに、民間事業者等が海外事業を行いやすい
環境を整備する。 国際政策課

8 外国人受入環境整備事業

　多文化共生を推進し外国人材から選ばれる大分県を実現するため、
外国人が日常生活や社会生活を滞りなく送り、安全に安心して暮らす
ことのできる受入環境を整備する。 国際政策課

　地域活力の維持・発展を図るため、地域住民等が行う魅力ある地域
づくりや地域資源を活用した仕事の場づくり、地域経済・社会の活性
化など、新たな活力を生み出す地域の特色ある取組に対し支援する。

おおいた創生
推進課

3 空き家対策促進事業

　所有者向けの相談会や各種広報により所有者の意識改革を図り、空
き家の適切な管理を図るとともに、移住者向け各種補助制度や空き家
のマッチングチームの配置等により、空き家の利活用を促進する。
　【新】移住希望者向けに県営住宅を移住スタート施設として整備

おおいた創生
推進課

令和５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５年度
当初要求額

令和４年度
当初予算額

2
地域活力づくり総合補助
金
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令和５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５年度
当初要求額

令和４年度
当初予算額

93,252

(32,056)

38,315

(0)

4,061,120

(4,277,929)

11,519

(0)

※ 　　は「新規事業」

ツール・ド・九州推進事
業

12
ラグビーによる大分活性
化事業

11

　国際スポーツ大会を活用した地域活性化を推進するため、国際サイ
クルレース「ツール・ド・九州２０２３」の大分ステージの情報発信
を行うとともに、継続的な大会の開催に向けた準備や機運醸成を行
う。

芸術文化スポ
ーツ振興課

　ラグビーワールドカップ２０１９で醸成されたラグビーレガシーを
更に活性化させるため、大分県ラグビーフットボール協会や横浜キヤ
ノンイーグルスと連携し、ラグビーフェスティバル等を開催し、ス
ポーツを通じた地域づくりを図る。

芸術文化スポ
ーツ振興課

交通政策課

　交通・観光・商業等各分野の連携によるＭａａＳを推進し、地域や
観光地における移動の利便性の向上や外出機会の創出、地域活性化な
どの地域課題を解決するため、事業者のＭａａＳ導入の取組に対し支
援を行う。

交通政策課

13
大分空港海上アクセス整
備事業

14 ＭａａＳ推進事業

　大分空港へのアクセス時間を短縮し、観光やビジネスにおける利便
性を高め、地方創生を加速するため、ホーバークラフトの調達や発着
地の整備を行うとともに、就航に向けた機運醸成を図る。

新

新

新



（部局名：企画振興部） （単位：千円）

3

4

令和５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
４年度

当初予算額

2

1

・
・

芸術文化スポ
ーツ振興課

東アジア文化都市２０２
２大分県開催事業

・
・

芸術文化スポ
ーツ振興課

ラグビーワールドカップ
２０１９レガシー継承事
業

・
・
・

令和３～４年度の２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
新たに「ラグビーによる大分活性化事業」に組み替えて要求

おおいた創生
推進課

36,079

令和２～４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

8,527都市圏女性移住促進事業

令和３～４年度の２か年事業として実施
所期の目的を達成したため廃止
既存メニューのユニバーサルデザインタクシーの導入支援につ
いては「生活交通路線支援事業」に組み替えて要求

124,000

351,768

令和４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

交通政策課 公共交通活性化促進事業

・
・
・

5 交通政策課
大分空港を起点としたＭ
ａａＳ実証事業

10,000

・
・
・

令和４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
本事業結果を基に、交通や観光等各分野の連携による持続可能
なＭａａＳ推進の取組を支援する｢ＭａａＳ推進事業｣に組み替
えて要求


