
（１）医療資源を有効に活用した地域医療体制の構築
事業１ 医学生奨学金 1615
事業２ 母子健康普及啓発事業 1613

（２）国東で「子育てをしたい・させたい」と思う体制の確立
事業３ 就学前地域子育て支援事業 1611
事業４ 子ども医療費助成事業 1614
事業５ 保育料軽減事業 5001 福祉課
事業６ 予防接種（任意） 1616
事業７ 予防接種（定期） 1617
事業８ 不妊治療事業 1618
事業９ 子育て世代包括支援センター事業 4921
事業１０ 放課後児童クラブ事業 1624
事業１１ 子育て短期支援事業 1625
事業１２ ファミリーサポート事業 1628
事業１３ 一時預かり事業 1629
事業１４ さ吉くん子育てクーポン助成事業 1626
事業１５ 子どもの居場所づくり事業 3071
事業１６ 子どもの遊び場開放事業 3267
事業１７ くにさき子育て入学祝い金事業 4937

（３）地域や保護者との対話をとおした良好な教育環境の整備
事業１８ コミュニティスクール導入促進事業 1668 学校教育課

（４）連携協働による「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」を育む学校教育の推進
【繰越】義務教育学校（小中一貫教育校）創設事業
義務教育学校（小中一貫教育校）創設事業

事業２０ 【戦略新規】義務教育学校（小中一貫教育校）創設関連事業（閉校・車庫） 4930
事業２１ 【戦略新規】義務教育学校（小中一貫教育校）通学バス導入事業 4388
事業２２ 国東高校・双国高校支援連携事業 1609 政策企画課
事業２３ 学習支援教員配置事業 1664
事業２４ 特別支援教育支援員配置事業 1691
事業２５ 生徒指導の充実事業（小学校） 1666
事業２６ 生徒指導の充実事業（中学校） 1665
事業２７ 学力向上推進事業（小学校） 1669
事業２８ 学力向上推進事業（中学校） 1670
事業２９ 教育の里づくり事業 1667
事業３０ 歯の健康推進事業 4010
事業３１ 外国語活動推進事業 3065
事業３２ くにさきっ子体力アップ推進事業（小学校） 4703
事業３３ くにさきっ子体力アップ推進事業（中学校） 4705
事業３４ 食育推進事業 1612 医療保健課

（５）社会教育活動による地域人材の育成、学びの空間の創造
事業３５ 協育ネットワーク事業 1672 社会教育課
事業３６ 図書館費（ブックスタート事業） 1673 社会教育課（図書館）

（６）婚活支援施策の推進
事業３７ 婚活応援事業 1655 活力創生課

（１）文化・芸術のまちづくりによる、地域活性化の推進
事業３８ 芸術のまちづくり推進事業 1661 活力創生課

（２）空き家バンク制度の充実
事業３９ 定住促進空き家活用事業 1656 活力創生課

（３）移住・定住施策を総合的に推進し、人口減少を抑制
事業４０ 移住・定住・交流推進支援事業 1657
事業４１ 住宅新築・購入奨励金事業 1662
事業４２ 移住シングルペアレント生活応援事業 1676
事業４３ 就業ムービング応援事業 4454
事業４４ 【戦略新規】原口団地分譲地整備事業 4161
事業４５ 【戦略新規】Ｕターン支援事業 4600
事業４６ 【戦略新規】移住者運転免許取得応援事業 4601
事業４７ 【戦略新規】移住者手作りウエディング応援事業 4602
事業４８ 地域おこし協力隊活用事業（農業振興費） 4460
事業４９ 地域おこし協力隊活用事業（果樹園芸費） 4933
事業５０ 【戦略新規】地域おこし協力隊活用事業（林業振興費） 4948
事業５１ 地域おこし協力隊活用事業（水産振興費） 4849
事業５２ 地域おこし協力隊活用事業（観光費） 4926 観光課
事業５３ 地域おこし協力隊活用事業（商工振興費） 4784
事業５４ 地域おこし協力隊活用事業（地域振興費） 1660

（４）国東の地域資源を活かした観光施策を構築し、国東ブランドを推進
事業５５ 国東市周遊促進事業 1642
事業５６ 観光交流促進事業 1643
事業５７ 地域の祭り事業 1646
事業５８ Ｔ－１グランプリ事業 1647
事業５９ 宇佐国東半島文化観光促進事業 1645
事業６０ 国東半島峯道ロングトレイル事業 1644
事業６１ 観光ＰＲ事業 1648
事業６２ インバウンド対策事業 4855
事業６３ おもてなしトイレ整備事業 4440
事業６４ 史跡安国寺集落遺跡活用事業 1674 文化財課

（５）国東市の広報をより魅力的にし、地域ブランド力を向上
ＣＡＴＶ施設整備事業
ＣＡＴＶ施設整備事業（国補正予算分）

事業６６ ＣＡＴＶ施設運用管理事業 1604
事業６３ 魅力的な広報による地域ブランド力向上事業 1606

（１）魅力的な農業を推進し、新規就農者の確保
事業６８ オリーブ苗木購入促進事業 1634
事業６９ オリーブＰＲ事業 1633
事業７０ 農業次世代人材投資事業（旧青年就農給付金事業） 1637
事業７１ 青年就農給付金(準備型）事業 1636
事業７２ 親元就農給付金事業 1677

【繰越】産地パワーアップ事業（果樹園芸）
産地パワーアップ事業（果樹園芸）
【繰越】活力あふれる園芸産地整備事業（野菜）
活力あふれる園芸産地整備事業（野菜）

事業７５ 活力あふれる園芸産地整備事業（花き） 1689
事業７６ 活力あふれる園芸産地整備事業（果樹） 1632
事業７７ 【交付金事業】【戦略新規】集落営農構造改革対策事業 4953
事業７８ 七島イ生産維持拡大支援事業 1638
事業７９ 中高年移住就農給付金事業 4917
事業８０ 【戦略新規】経営多角化機械施設整備事業 4919

（２）国東の地域資源を活かした林業の振興
事業８１ 新規就農希望者窓口相談 1640
事業８２ 乾しいたけ種駒助成事業 1641
事業８３ 【戦略新規】しいたけ増産体制整備総合対策事業 405
事業８４ 【戦略新規】乾しいたけ新規参入者支援事業 4181
事業８５ 【戦略新規】乾しいたけ新規就農給付事業 1687
事業８６ 【戦略新規】里山資源活用事業 4994

事業８７ かき生産基盤整備事業 1639
事業８８ 青年漁業就業給付金事業 4924

事業８９ 多様な企業誘致の推進事業 1653
事業９０ サテライトオフィス誘致企業助成事業 4625

事業９１ バイオマス産業化推進事業 1623 環境衛生課
事業９２ 移住・起業促進プロジェクト 1692
事業９３ 【交付金事業】広域アンテナショップ事業 1650

事業９４ 【企業版ふるさと納税】創業・起業支援補助金 1651
事業９５ 【戦略新規】国東市産品支援事業 4744
事業９６ 企業雇用対策事業 1654

事業９７ 週一元気アップ教室（特別会計） 14051
事業９８ 元気高齢者健やかサロン事業（特別会計） 14052
事業９９ 地域ケア会議（特別会計） 1418

生活支援サービス体制整備事業 1622
生活支援サービス体制整備事業（特別会計） 1408

事業１０１ 誇りと活力ある地域おこし事業 1659 活力創生課

事業１０２ まちづくり公募補助金 1658 活力創生課

事業１０３ 防災士育成事業 1602
事業１０４ 土砂災害警戒避難マニュアル更新事業 1601
事業１０５ 地震・津波対策加速化支援事業 4580
事業１０６ 【繰越】防災安全対策事業 4707

事業１０７ 路線バス利用促進事業（地域協働推進事業） 1608
事業１０８ コミュニティバス運行事業 1607
事業１０９ コミュニティタクシー運行事業 1606

※一部予算の伴わない事業があります。

林業水産課

事業７３ 4860

事業７４ 1631

広報室

農政課

（４）大分空港を活かした多様な企業の誘致

林業水産課

活力創生課

（５）新産業創出と起業経費の低減を図るため、施設及び情報発信体制の整備を推進

活力創生課

（６）地場産業の支援

活力創生課

林業水産課

教育総務課

活力創生課

４、時代にあった地域づくり、安心な暮らしを守るとともに地域と地域を連携する

＜基本目標別重要業績評価指数（ＫＰＩ）＞
（お達者年齢）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜実績＞
　平成３１年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２８年度　　　　　　　　　　平成３０年度
　　　　男性　79.88歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男性　78.92歳　　　　　　　　　男性　79.10歳
　　　　女性　85.42歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女性　84.37歳　　　　　　　　　女性　85.40歳
　基準年：平成２６年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２９年度　　　　　　　　　　令和元（平成３１）年度
　　　　男性　77.88歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男性　79.04歳　　　　　　　　　男性　79.59歳
　　　　女性　83.42歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女性　85.30歳　　　　　　　　　女性　85.66歳
　
（防災訓練の実施地区）
　平成３１年度　　　　　　　１３０地区
　基準値：平成２６年度　　１１４地区
　＜実績＞
　平成２８年度　　　　　　　１２１地区（台風中止）
　平成２９年度             １２１地区
　平成３０年度　　　　　　　１１６地区
　令和元（平成３１年度）　１２０地区

（１）高齢者の住み慣れた地域での生活や自立を支援

高齢者支援課

（２）地域づくりに関する総合的な施策の推進

（３）まちづくりを総合的に推進する団体の育成と活動の推進

政策企画課

（４）万全な備えにより、安全・安心な国東市を目指す

（５）地域交通政策を拡充し、自立したコミュニティの形成を図る

事業１００

総務課

３、安定した雇用の創出

＜基本目標別重要業績評価指数（ＫＰＩ）＞
（企業誘致数）
　平成３１年度　　　　      １０社（年間２社）
　基準年：平成２５年度　　　１社（年間）
　＜実績＞
　平成２８年度　　  　　　　　０社（年間）
　平成２９年度　　　　　　　　３社（年間）
　平成３０年度　　　　　　　　６社（年間）
　令和元（平成３１）年度　　６社（年間）

（雇用の創出）
　平成３１年度　　　　　　　２５５人（年間５１人）
　基準値：平成２６年度　　　３０人（年間）
＜実績＞
　平成２８年度　　　　　　　　８６人（年間）
　平成２９年度　　　 　　　　 ９０人（年間）
　平成３０年度　　　　　　　　８５人（年間）
　令和元（平成３１）年度　　６３人（年間）

（３）国東の地域資源を活かした新たな漁業の振興

令和元（平成３１）年度国東市地方創生【戦略】枠事業一覧

基本目標 事業名称 担当課事業番号

２、国東市への人の流れをつくる

＜基本目標別重要業績評価指数（ＫＰＩ）＞
（人口社会増減）
　平成３１年度　　　　　　　　　　　 ０人
　基準年：平成２５年度　　　▲１５８人
　＜実績＞
　平成２８年度　　　　　　　　▲１２２人
　平成２９年度　　　　　　　　▲１６９人
　平成３０年度　　　　　　　　▲１８０人
　令和元（平成３１）年度　　▲１１８人

（観光入込客数）
　平成３１年度　　　　　　　８８５，０００人
　基準年：平成２５年度　　７３７，８４９人
　＜実績＞
　平成２８年度　　　　　　　８６１，６７５人
　平成２９年度　　　　　　　８６３，１８５人
　平成３０年度　　　　　　　９６３，５８７人
　令和元（平成３１）年度　８４２，３４２人

１、若い世代が結婚・出産・子育てに希望を持てる環境をつくる

＜基本目標別重要業績評価指数（ＫＰＩ）＞
（合計特殊出生率）
　平成３１年度　１．６０Ｐ
　基準年：平成２５年度　１．５６Ｐ
　＜実績＞
　平成２８年度　１．６７１Ｐ
　平成２９年度　１．５７０Ｐ
　平成３０年度　１．５２０Ｐ
　令和元（平成３１）年度　１．５４０Ｐ

医療保健課

医療保健課

医療保健課

1663

1603

事業１９

事業６５

福祉課

学校教育課

活力創生課

農政課

観光課


