
令和５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 ４年度当初予算額

11,011,631

　○　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－

（４）恵まれた環境の未来への継承　～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

プラスチックごみ削減推進事業 25,196新

人権啓発推進事業 19,376

女性に対する暴力防止推進事業 39,175

次世代へつなぐ食育推進事業 15,476

48,604「安心はおいしいプラス」認証制度推進事業

ＨＡＣＣＰフォローアップ事業 29,516

消費生活安全・安心推進事業 41,233

動物愛護協働推進事業 7,094

6,849

特殊詐欺等被害防止対策推進事業 6,668

優しいマナーと思いやりの運転県おおいた推進事業

10,853

安全・安心まちづくり連携推進事業 8,083

おおいたうつくし作戦推進事業 46,037

生物多様性保全推進事業 11,865

11,629

13,627おおいたジオパーク推進事業

祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業

「山の日」レガシー推進事業 29,577

国立公園等施設整備事業 120,097

５年度当初要求額

11,299,745

増減額

288,114

増減率

2.6% 事業費

循環社会構築加速化事業 16,483

地域気候変動対策推進事業 39,355

廃棄物不法投棄防止対策事業 96,179

海岸漂着物地域対策推進事業 143,112

大気環境監視推進事業



（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ネットワーク・コミュニティの構築

（８）強靱な県土づくりと危機管理体制の充実

①県民の命と暮らしを守る県土の強靭化の推進

②大規模災害等への即応力の強化

③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５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）

私立専門学校修学支援事業 319,112

1,326

女性が輝くおおいたづくり推進事業 27,233

地域防災力強化支援事業 46,754

おおいた防災・減災対策推進事業

青少年等自立支援対策推進事業 60,642

3,800安全・安心なインターネット等利用環境づくり事業

新 私立学校ＩＣＴ教育環境整備事業 11,380

私立学校理工系人材育成支援事業 7,492

私立高等学校授業料減免支援事業 281,652

私学振興費 3,786,711

50,000

防災行動定着促進事業 25,526

高機能消防指令センター共同整備支援事業

新 防災ヘリコプター更新事業 1,781

防災テクノロジー活用推進事業 16,401

新 衛星画像活用による水道管漏水判定事業 99,000

小規模集落等水源整備支援事業 24,000

ＮＰＯ協働推進事業 6,237



（部局名：生活環境部） （単位：千円）
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4
プラスチックごみ削減推
進事業

　プラスチックごみ対策を総合的に推進するため、海洋プラスチック
ごみ発生源調査の実施や３Ｒ推進キャンペーンの普及啓発など、県
民、事業者、行政の３者で取組を展開する。

うつくし作戦
推進課

生物多様性保全推進事業

　第５回「山の日」記念全国大会のレガシーとして、豊かな自然環境
を守り、次の世代に引き継ぐため、保全活動に取り組む団体を支援す
るとともに、持続可能な地域資源の利用を推進するための取組を実施
する。また、登山等の魅力あるアウトドア情報を発信し、県内外から
の誘客を図る。

自然保護推進
室

11 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。

5
地域気候変動対策推進事
業

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

1
「山の日」レガシー推進
事業

2

7
優しいマナーと思いやり
の運転県おおいた推進事
業

　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。

8
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。また、事業者の自主管理によるＨＡＣＣＰの実効性
を担保するため、指導基準の策定と現地指導などのフォローアップを
実施する。

9
次世代へつなぐ食育推進
事業

10
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。

循環社会構築加速化事業

　環境に配慮した産業廃棄物処理の適正化を図るため、電子マニフェ
ストの導入にかかる支援や産業廃棄物処理業者向けのセミナーの開催
等により循環社会の構築を推進する。

　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。

自然保護推進
室

3

脱炭素社会推
進室

循環社会推進
課

うつくし作戦
推進課

生活環境企画
課

食品・生活衛
生課

　健全な食生活を営む力を身につけるとともに、地域の食文化を次世
代へ残すため、学校や家庭、地域と連携した食育を推進する。 食品・生活衛

生課

県民生活・男
女共同参画課

県民生活・男
女共同参画課

　２０５０年カーボンニュートラルの実現に向け、県民の行動変容を
促し、温暖化緩和の取組を強化するとともに、気候変動による影響に
備えるため、研究機関等と連携した予測調査等を実施する。
　【新】再エネ促進区域に係る県基準設定に向けた調査の実施

6
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】デスティネーションキャンペーンに向けた環境美化の推進
　【新】環境アプリ「エコふぁみ」を活用したエコ活動の推進

新



（部局名：生活環境部） （単位：千円）

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

99,000

(0)

16,401

(12,840)

1,781

(0)

1,326

(838)

46,754

(39,626)

27,233

(27,378)

3,786,711

(3,786,711)

281,652

(285,744)

319,112

(263,137)

11,380

(0)

60,642

(47,074)

※ 　　は「新規事業」

22
青少年等自立支援対策推
進事業

　ニート、ひきこもり及び就労等社会的自立に困難を抱える青少年並
びにその家族等を支援するため、おおいた青少年総合相談所及びひき
こもり地域支援センター等を運営する。
  【新】早期支援員の配置など相談支援体制の拡充

私学振興・青
少年課

20
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

21
私立学校ＩＣＴ教育環境
整備事業

　私立学校のＩＣＴ教育環境の充実を図るため、学校における周辺機
器の整備に対し助成する。 私学振興・青

少年課

19
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

16 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
携した避難訓練やタイムラインの普及等に取り組む。
　【新】タイムラインの作成支援ツールの制作や研修の実施

防災対策企画
課

17
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
済団体や市町村等と連携し、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。

県民生活・男
女共同参画課

18 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

15
高機能消防指令センター
共同整備支援事業

　災害情報・活動情報の一元管理、相互応援の迅速化で消防力の維
持・強化を図るため、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等を支援する。
　【新】高機能消防指令センターと県防災センターとの情報連携工事

消防保安室

12
衛星画像活用による水道
管漏水判定事業

　市町村の漏水調査の効率化を図り、漏水率の改善と水道の基盤強化
を支援するため、衛星画像を用いた水道管の漏水判定を実施する。

環境保全課

13
防災テクノロジー活用推
進事業

　頻発・激甚化する風水害等に対応するため、ＡＩやドローンなど先
端技術の活用により、防災行政の高度化に取り組む。
　【新】ドローンによる被災状況調査の体制強化
　【新】大分大学等が構築する「防災・減災のための情報活用プラット
   　　 フォーム（EDiSON)」や衛星データの活用に関する調査研究

防災対策企画
課

14
防災ヘリコプター更新事
業

　防災ヘリコプターの安全運航体制を確保し、大規模・広域災害等へ
の対応能力を強化するため、機体更新を行う。

消防保安室

新

新

新

新



（部局名：生活環境部） （単位：千円）

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

3
循環社会推進
課

循環イノベーション創出
事業

・
・
令和３～４年度の２か年度事業として実施
効果的な事業を実施する観点から、事業体系を整理し、「循環
社会構築加速化事業」に統合して要求

2,933

2
うつくし作戦
推進課

３Ｒ普及推進事業

・
・
・

平成２２～令和４年度の事業として実施
事務事業評価（Ｄ評価）を踏まえ廃止
新たにプラスチックごみ対策に総合的に取り組む「プラスチッ
クごみ削減推進事業」に組み替えて要求

19,347

1
うつくし作戦
推進課

豊かな水環境保全推進事
業

・
・
平成２９～令和４年度の事業として実施
事業成果を踏まえ、「おおいたうつくし作戦推進事業」に統合
して要求

28,262


