
「力みなぎる・かごしま」の実現に向けて～平成２6年度に取り組む主な施策の概要～ ※１　予算額は、百万円未満を四捨五入しています。
※２　　は、平成26年度に取り組む新規事業です。

●「本物。鹿児島県」定着化事業 8,500万円
　「本物。鹿児島県」の多彩な魅
力を拡大・定着化させるため、国
内外におけるイメージアップＣＭ
の放映やゆるキャラを活用した
情報発信などを行います。

かごしまＰＲ課   ☎099(286)3046問い合わせ先

●大隅農業・加工技術研究プロジェクト施設整備事業
 26億1,000万円

　平成26年度中の完成に向けて、農
業開発総合センター大隅支場敷地内
に農産物の加工技術拠点施設を整備
します。

完成イメージ図経営技術課   ☎099(286)3155問い合わせ先

５　新時代に対応した戦略的な産業おこし 食　料

●　 保育緊急確保事業 8億600万円
　平成27年度から施行される子ども・子育て支援新制度への円滑な移
行を図るため、新制度に基づく小規模保育などの事業について、平成26
年度から先行的に実施する市町村に対する支援を行います。

青少年男女共同参画課   ☎099(286)2800問い合わせ先

３　安心・安全な社会の形成と県土づくり
●　 川内原子力発電所に係る住民説明会開催事業 1,200万円

　川内原子力発電所１、２号機の新規制基準の適合性に係る審査結果が
出た際に、その内容を周辺住民をはじめとする県民の方々に理解してい
ただくため、原子力規制委員会が県民に対して説明を行う機会の確保を
図ります。 原子力安全対策課　☎099(286)2377問い合わせ先

●　 建築物耐震化促進事業 3,900万円
　大規模な地震に備えて県民の生命などの安全性を確保するため、
法律で耐震診断を義務付けられた大規模建築物の耐震診断費用の一
部を助成します。 建築課　☎099(286)3710問い合わせ先

●　 地域こども療育支援体制整備促進事業 1,100万円
　発達障害が疑われる子どもとその保護者が、身近な地域で早期に継
続した療育指導や支援を受けられるよう、地域における療育支援の中核
的な役割を担う児童発達支援センターの設置に向けた支援などを行い
ます。 障害福祉課   ☎099(286)2744問い合わせ先

２　生涯を通じて安心して暮らせる社会づくり 医療・福祉

●　 高齢者元気度アップ地域活性化事業 2億3,500万円
　高齢者の健康づくりや地域貢献活動に対して、地域商品券などに交換で
きるポイントを付与し、高齢者の介護予防への取り組みを促進します。ま
た、新たに地域の高齢者などの団体もポイント付与の対象とし、地域全体
の活性化を図ります。 介護福祉課   ☎099(286)2694問い合わせ先

１　オープンな県政の展開と持続可能な行財政構造の構築
●職員数の縮減

　簡素で効率的な組織機構の整備や民間活力の活用などにより、一般行
政部門の職員数（平成25年4月1日現在 5,117人）について、引き続き縮
減を図ります。 行政管理室　☎０９９（２８６）２０５7問い合わせ先

●　 「かごしま黒豚」第４系統豚施設整備事業 1億2,700万円
　平成27年度に完成する「かごしま黒豚」第４系統豚の適正な飼養・管
理を行うための施設を整備します。

畜産課　☎099(286)3224問い合わせ先

●　 かごしまのさかな販売促進事業 500万円
　本県産水産物の販売力強化や消費拡大を図るため、魚食普及や水産
物のＰＲ活動などを行うとともに、漁協等が県内外で行う販売活動など
の取り組みを支援します。 水産振興課　☎099(286)3435問い合わせ先

●　 鹿児島県産業動向調査事業 1,100万円
　産業構造の転換期にある中で、素材提供型の多い本県事業所の高付
加価値型への事業展開などを促進するため、各産業の生産動向や課題
などについて具体的な調査・分析を行い、今後の産業振興に係る支援策
への反映を図ります。 産業立地課　☎099(286)2967問い合わせ先

●　 風しん検査事業  1,700万円
　昨年、本県をはじめ全国的に風しんが流行したことを踏まえ、妊娠を
希望する女性などを対象とした無料の抗体検査を実施し、風しんの感染
予防とまん延防止を図ります。 健康増進課　☎099(286)2724問い合わせ先

「かごしまニューライフプラン」を踏まえた主な施策（一部再掲）

第一の安心
「仕事」

●　働きたい女性の再就職支援事業
●　離職者等のための就職面談会実施事業
●　かごしまの「食」付加価値向上対策事業

第三の安心
「絆」

●　共生・協働の地域コミュニティづくり推進事業
●　コミュニティの担い手育成・支援事業
●　多様な主体の協働促進事業

第二の安心
「生活」

●　奨学のための給付金事業
●　高齢者元気度アップ地域活性化事業
●在宅医療提供体制推進事業

老後・介護
子育て・教育

健康・医療●鹿児島空港国際化促進事業 2億5,800万円
　台北線、上海線、ソウル線および３月に再開された香港線の安定的運
航や利用促進を図るため、利用団体に対する運賃の助成や航空会社に
対する運航支援を行います。

交通政策課　☎099(286)2457問い合わせ先

８　農山漁村の活性化と奄美・離島の振興
●鳥獣被害対策関係事業 3億6,200万円

　鳥獣による農作物被害の防止・軽減を図るため、関係機関が一体と
なって行うハード・ソフト両面にわたる総合的な対策を支援します。

農村振興課　☎０９９（２８６）3114 、 自然保護課　☎０９９（２８６）2616問い合わせ先

６　誰もがいきいきと活躍できる雇用環境づくり
●緊急雇用創出事業臨時特例基金事業 47億2,700万円

　経済の成長力の底上げと好循環の実現を目指し、緊急雇用創出事業
臨時特例基金を活用して、雇用機会の創出を図るとともに、在職者の処
遇を改善する事業などを実施します。

雇用労政課　☎099(286)3026問い合わせ先

※本事業により、約 1,150人の雇用を創出するとともに、在職者の賃金引き
　上げなどの処遇改善を図ります。

●鹿児島港新港区の改修 26億2,200万円
　鹿児島港新港区について、奄美・沖縄
フェリー航路の拠点機能の強化を図るた
め、平成26年３月に供用を開始した耐震強
化岸壁やフェリーターミナルなどに引き続
き、利用者の利便性・安全性の向上や円滑
な物流の確保に向けた改修を行います。

港湾空港課   ☎099(286)3645問い合わせ先完成イメージ図

●奄美群島の振興
　・　 奄美群島航空・航路運賃軽減事業 9億4,100万円

　奄美群島における島外への移動コストの負担軽減を図るため、奄美群
島の住民などを対象とした航空運賃・航路運賃の一部助成を行います。

交通政策課　☎０９９（２８６）2457問い合わせ先

　・　 奄美群島成長戦略推進交付金 8億9,400万円
　奄美群島の自立的発展を図るため、市町村などによる地域の裁量
に基づく産業振興の取り組みを支援します。

離島振興課　☎０９９（２８６）2443問い合わせ先

平成26年度当初予算の特色

平成26年度  　0億円
財源不足額

※臨時財政対策債は、本来地方公共団体に交付されるべき地方交付税の振替として発行されるものであ
り、その元利償還金は１００％交付税措置されることとなっています。

平成26年度末見込み  　280億円
財政調整に活用可能な基金残高

＜歳入の主なもの＞
① 県 　 　 　 税  1,259億57百万円 (＋  3.1％）
② 地　方　交　付　税 2,675億59百万円 (△  0.1％）
 実質的な地方交付税 3,208億99百万円 (△  1.4％）
  （地方交付税＋臨時財政対策債 ※ ）
③ 国　庫　支　出　金 1,392億56百万円 (△  7.0％）
④ 県　　　　　　　債 1,136億45百万円 (△  2.8％）
 臨時財政対策債を除く県債   603億  5百万円 (＋  1.8％）
＜歳出（性質別）の主なもの＞
① 人　　　件　　　費 2,265億11百万円 (△  0.7％）
② 扶　　　助　　　費 1,129億47百万円 (＋  3.0％）
③ 公　　　債　　　費 1,409億58百万円 (△  0.3％）
④ 普 通 建 設 事 業 費  1,505億40百万円 (＋  2.5％）
⑤ 補 　 助 　 費 　 等  985億48百万円 (＋  3.1％）

一般会計の内訳

一般会計 ７，８８２億８４百万円  （対前年度比　＋  ０.５％）

特別会計 ２，１６６億４０百万円 （対前年度比　＋１６.４％）

予算規模

6年連続のプラス予算

　県民一人ひとりが将来を展望できる生涯生活設計を描けるよう、「かごしま
ニューライフプラン」を踏まえ、平成２６年度においても各般の具体的な施策に
取り組みます。

企画課　☎099（286）2347問い合わせ先

財政課　☎099(286)2181問い合わせ先

９　共生・協働による温もりのある地域社会づくり
●　 共生・協働の地域コミュニティづくり推進事業 1,100万円

　「共生・協働の地域社会づくり」推進の重要な担い手である地域コ
ミュニティの活動の活性化を図るため、共生・協働型地域コミュニティの
モデル地区を創出し、その取り組みの普及・拡大を図ります。

共生・協働推進課   ☎099(286)2247問い合わせ先

（対前年度比）

●　 県立大島病院救命救急センター運営費 4億4,200万円
　奄美地域における救急医療の充実・強化を
図るため、本年６月から「県立大島病院救命救
急センター」の運用を開始します。

県立病院課   ☎099(286)2813問い合わせ先完成イメージ図

●　 働きたい女性の再就職支援事業 100万円
　「かごっまおごじょ委員会」の提言などを踏まえ、結婚・出産・子育てな
どにより就労を中断し、再就職を希望している女性がスムーズに就職活
動を行えるよう、必要な知識などの習得のための研修を行います。

雇用労政課　☎099(286)3014問い合わせ先

●　 かごしま学びチャレンジ推進事業 1,100万円
　学力向上指針を新たに策定するとともに、毎日の授業で活用できる
単元テストを全県下の小中学校で活用するためのシステム整備などを
行い、本県児童生徒の学力向上を図ります。

義務教育課　☎099(286)5300問い合わせ先

●　 県民総ぐるみ・鹿児島ユナイテッドＦＣ支援事業 3,300万円
　ＪＦＬ（日本フットボールリーグ）に昇格した鹿児島ユナイテッドＦＣの
Ｊリーグ昇格などに向けた活動を支援し、県民のスポーツに親しむ機
会の創出を図るとともに、全国各地で開催されるＪＦＬの試合などの
機会を生かして、全国に向け、本県のＰＲを行います。

観光課　☎099(286)3005問い合わせ先

●　 明治維新１５０周年記念事業 ～明治維新と郷土の人々～
 2,000万円

　平成30年に明治維新150周年の節目の年を迎えるに当たり、当時の
郷土の人々の生き方について、専門家ヒアリングや調査などを通じ、整
理・取りまとめを行い、明治維新の意義を改めて考える契機とします。

政策調整課　☎099(286)2494問い合わせ先

７　快適で活力ある生活空間の形成
●高規格幹線道路等高速交通網の整備

　広域交通ネットワークの早期形成を図
るため、高規格幹線道路や県内各地から
空港、港湾などの交通拠点へアクセスす
る道路などの整備を進めます。

道路建設課　☎099(286)3536問い合わせ先 大隅縦貫道（串良鹿屋道路）

●地域振興推進事業  ９億７，０００万円
　地域振興局・支庁が、地域における「県政の総合拠点」として、それぞれ
の地域固有の課題解決や地域活性化策に迅速かつ柔軟に取り組みます。

地域政策課   ☎099(286)2428問い合わせ先

●　 「かごっまおごじょ委員会」フォローアップ事業  300万円
　平成25年度に「かごっまおごじょ委員会」から、県に対してなされた提
言の内容について、県民への周知を図ります。
　なお、観光や教育、雇用などの分野で、提言を踏まえた事業を行い
ます。 企画課   ☎099(286)2347問い合わせ先

●奄美群島世界自然遺産登録推進事業 1,500万円
　奄美群島の平成28年度の世界自然遺産登
録を目指し、環境保全、持続可能な利用など登
録に必要な対応策や自然遺産を観光資源とし
て生かす方策などの協議・検討を行います。

自然保護課　☎099(286)2613問い合わせ先 金作原原生林

４　人と自然が調和する地球にやさしい社会づくり 環　境

●　 かごしまグリーンプロジェクト検討事業 600万円
　未利用県有地に再生可能エネルギーを導入し、その収入を財源に再
生可能エネルギー関連施策を展開する「かごしまグリーンプロジェクト」
の成立可能性について検討を行います。

エネルギー政策課　☎099(286)2425問い合わせ先

10　教育の再生と文化・スポーツの振興
●楠隼中高一貫教育校施設整備事業 18億3,300万円

　全寮制の楠隼中高一貫教育校（肝属郡肝付
町）の平成27年４月開校に向け、寄宿舎棟など
の整備や普通教室棟などの改修を行います。

学校施設課　☎099(286)5238問い合わせ先

完成イメージ図

なんしゅん

伊藤知事が「成長・安心・改革」予算を２週連続で語ります。ぜひご覧ください。
MBC「ふるさとかごしま」　①4/19（土）11：15～11：30　②4/26（土）11：15～11：30

●　 ハラール※認証調査・研究事業 300万円
　ハラール市場への本県産品の海外輸出等を目指し、アジアの中でイ
スラム教徒が多く、市場規模が大きいマレーシアおよびインドネシアの
ハラール市場・認証の調査などを行います。

かごしまＰＲ課　☎099(286)3053問い合わせ先

※ハラール・・・宗教や慣習の観点から、飲食などあらゆる日常生活において、イ
スラム教徒にとって許容可能な基準や水準を満たしていること。

●　 食品関連産業振興プロジェクト 4億2,100万円
　本県産業の中核を担っている食品関連産業におけるマーケットイン※
戦略の推進や食品加工の高品質化・技術革新、経営力の向上等を総合的
に支援する「食品関連産業振興プロジェクト」を新たに展開します。

商工政策課　☎０９９（２８６）2929 、 経営金融課　☎０９９（２８６）2944
産業立地課　☎０９９（２８６）2964 、 雇用労政課　☎０９９（２８６）3026

問い合わせ先

※マーケットイン・・・商品の企画開発や生産において、消費者のニーズを重視す
る方法。


