
「力みなぎる・かごしま」の実現に向けて～平成２7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、国の「地域住民生活等緊急支援のための交付金」を活用して、平成26年度３月補正予算に計上した
 地方創生関連事業です。（事業費の一部を平成26年度3月補正予算に計上した事業も含みます。）

５　新時代に対応した戦略的な産業おこし 食　料

３　安心・安全な社会の形成と県土づくり

２　生涯を通じて安心して暮らせる社会づくり 医療・福祉

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

８　農山漁村の活性化と奄美・離島の振興 平成２７年度当初予算の特色

平成27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27年度末見込み  　250億円
財政調整に活用可能な基金残高

＜歳入の主なもの＞
① 県 　 　 　 税  1,413億54百万円 (＋12.2％）
② 地　方　交　付　税 2,656億  9百万円 (△  0.7％）
 実質的な地方交付税 3,116億53百万円 (△  2.9％）
  （地方交付税＋臨時財政対策債 ※ ）
③ 国　庫　支　出　金 1,393億80百万円 (＋  0.1％）
④ 県　　　　　　　債 1,081億31百万円 (△  4.9％）
 臨時財政対策債を除く県債   620億87百万円 (＋  3.0％）
＜歳出（性質別）の主なもの＞
① 人　　　件　　　費 2,272億16百万円 (＋  0.3％）
② 扶　　　助　　　費 1,185億  1百万円 (＋  4.9％）
③ 公　　　債　　　費 1,482億23百万円 (＋  5.2％）
④ 普 通 建 設 事 業 費  1,460億33百万円 (△  3.0％）
⑤ 補 　 助 　 費 　 等  1,164億  7百万円 (＋18.1％）

一般会計の内訳

一般会計 ８,１４３億１３百万円  （対前年度比　＋  3.3％）

特別会計 ２,３３５億５７百万円 （対前年度比　＋  7.8％）

予算規模

7年連続のプラス予算

財政課　☎099(286)2181

９　共生・協働による温もりのある地域社会づくり

（対前年度比）

６　誰もがいきいきと活躍できる雇用環境づくり

７　快適で活力ある生活空間の形成

４　人と自然が調和する地球にやさしい社会づくり 環　境 10　教育の再生と文化・スポーツの振興

伊藤知事が「創生・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」
①4/18（土）11：15～11：30 ②4/25（土）11：15～11：30

●　 鹿児島県まち・ひと・しごと創生総合戦略（仮称）策定事業
　　　  2００万円★

　人口減少を克服し、地方創生を実現するための施策を総合的かつ計画
的に推進するため、鹿児島県版の「総合戦略」を策定します。　　

企画課   ☎099(286)2347問い合わせ先

●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

●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26年4月1日現在 5,107人）について、引き続き縮
減を図ります。　　　 問い合わせ先 行政管理室   ☎099(286)2117

●　 多世代交流・多機能型支援の拠点づくり事業 8,500万円★
　年齢や障害にかかわらず、地域で必要な支援を受けられ、交流や支え
合いの場となる、小規模な多世代交流・多機能型の福祉拠点施設の整備・
運営を支援します。 社会福祉課   ☎099(286)2824問い合わせ先

●　 地域子ども・子育て支援事業 
12億4,200万円

　市町村が地域の実情に応じて行う子どもに対
する教育や保育、保護者に対する子育て支援の
総合的な提供を支援します。

青少年男女共同参画課   ☎099(286)2554問い合わせ先

●　 産後ケア推進事業 300万円★
　離島など産科医療資源の少ない地域の妊産婦の産後ケアを支援する
ため、宿泊型産前産後ケアセンター利用者への費用助成を行う市町村を
支援します。

子ども福祉課   ☎099(286)2775問い合わせ先

●原子力防災対策事業 5億6,800万円
　防災活動に必要な資機材の整備、被ばく医療体制の充実、原子力防災
訓練の実施など、原子力防災対策の強化を図ります。

原子力安全対策課　☎099(286)2378、薬務課　☎099(286)2804
地域医療整備課　　☎099(286)2693

問い合わせ先

●　 建築物耐震化促進事業  1億400万円
　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・補強設
計費用の一部を助成します。

建築課   ☎099(286)3710問い合わせ先

●　 危険ドラッグ対策事業                               300万円
　危険ドラッグの有害性などについて、広く県民への普及啓発を図るた
め、シンポジウムの開催や学校等での講習を行います。

薬務課   ☎099(286)2804問い合わせ先

●働きたい女性の再就職支援事業 １００万円★
　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、必要な知識を習得するための
研修を実施します。 雇用労政課　☎099(286)3014問い合わせ先

●　 若年者ＵＩターン促進事業 1,000万円★
　県外へ進学した大学生などのＵＩターンを促進するため、県内外で企
業説明会を開催します。

雇用労政課   ☎099(286)3026問い合わせ先

●　 清華大学との交流促進事業 5,000万円
　北京の清華大学との包括協定（ＭＯＵ）に基づき、経済、青少年、学術
などの分野において交流を実施し、人材育成や人的ネットワークの構築
を図ります。

国際交流課　☎099(286)2306問い合わせ先

●　 奄美群島世界自然遺産候補地保全・活用事業  
3,400万円

　奄美群島の平成29年度の世界自然遺産登録を
目指し、環境保全や持続可能な利用など登録に必要
な取り組みを推進します。

自然保護課   ☎099(286)2759問い合わせ先

●　 かごしまグリーンファンド（仮称）導入促進事業 2億5,000万円
　県や金融機関などが一体となってファンドを創設し、本県の地域特性
を生かした再生可能エネルギーの導入に取り組む事業者の資金調達の
円滑化を図ります。 エネルギー政策課   ☎099(286)2425問い合わせ先

●　 甑島国定公園協働型管理運営推進事業 ５００万円
　優れた自然の風景地である甑島国定公園の適正な管理と利用の増
進が図られるよう管理計画書を作成するとともに、ガイド育成のための
研修会を開催します。

自然保護課   ☎099(286)2617問い合わせ先

●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
セスする道路等の整備を進めます。

東九州自動車道（野方IC）

●鹿児島港新港区の改修 18億3,600万円
　奄美・沖縄フェリー航路の拠点機能の強化を図るため、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、
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

道路建設課   ☎099(286)3536問い合わせ先

●　 鶴丸城楼門建設事業    6億4,900万円★
　鶴丸城楼門建設に係る経費の一部を負
担するとともに、あわせて建設することと
している御角櫓に係る埋蔵文化財発掘調
査を行います。

生活・文化課   ☎099(286)2534問い合わせ先

鶴丸城楼門（復元模型）

●　 かごしま「よかとこ」移住・交流促進事業        1,900万円★
　本県への移住を促進するため、首都圏での移住・交流相談員の設置、
移住・交流セミナーなどを実施します。

地域政策課   ☎099(286)2424問い合わせ先

●　 地域力創造支援強化事業        400万円★
　複数の生活圏にまたがる地域のさまざまな課題について、高度な知識・
経験を備えた専門家を長期・継続的に派遣します。

地域政策課   ☎099(286)2428問い合わせ先

●奄美群島航空・航路運賃軽減事業 10億600万円
　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・航路運賃の一部を助成します。

交通政策課   ☎099(286)2457問い合わせ先

●共生・協働の地域コミュニティづくり推進事業 900万円★
　地域コミュニティ活動の活性化のため、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

●　 地域貢献活動サポート事業 2,000万円
　ＮＰＯ法人や地域コミュニティなど多様な主体の地
域課題の解決に向けた活動の活性化を図るため、「鹿
児島県共生・協働の地域社会づくり基金」への寄付を
活用し、その活動に必要な経費の一部を助成します。

共生・協働推進課　☎099(286)2241問い合わせ先

●　 新たな奨学制度導入検討事業 1,000万円
　新たな奨学制度について、平成27年度中の導入を目指して検討を進
めます。 総務福利課   ☎099(286)5214問い合わせ先

●　 楠隼中高一貫教育校振興事業 1億3,100万円★
　平成27年４月に開校した楠隼中高一貫教育校で、「シリーズ宇宙学」や

「トップリーダー教室」など、楠隼独自の教育活動を実践するとともに、必
要な備品の整備や生徒募集のための周知・広報活動を行います。

高校教育課   ☎099(286)5374問い合わせ先

なんしゅん

●　 特別支援学校学習支援ＩＣＴ活用事業 300万円
　特別支援学校でタブレット端末を整備し、児童生徒の障害や特性
に応じた教育を実践します。 義務教育課   ☎099(286)5296問い合わせ先

●　 第１５回全国障害者芸術・文化祭かごしま大会開催事業 4,100万円
　芸術・文化を通じて、障害者の自立と社会参加を促進するととも
に、障害に対する理解と認識を深めるため、「第１５回全国障害者芸
術・文化祭かごしま大会」を開催します。
※開催期間：平成27年11月27日（金）～29日（日）

障害福祉課   ☎099(286)2760問い合わせ先

●　 第30回国民文化祭開催事業 8億9,900万円
　市町村や文化団体などと一体となって、鹿
児島ならではの県民総参加による「第30回
国民文化祭・かごしま2015」を開催します。
※開催期間：平成27年10月31日（土）～11月15日（日）

国民文化祭室   ☎099(286)2863問い合わせ先

●　 「明治日本の産業革命遺産」等次世代への継承推進事業 1,100万円★
　平成27年度の世界文化遺産登録を目指す「明治日本の産業革命遺
産　九州・山口と関連地域」の登録記念イベントの開催や保全管理のた
めの人材育成、県内構成資産等の次世代への継承に向けた県民意識を
醸成するための普及啓発に取り組みます。　

世界文化遺産課   ☎099(286)2364問い合わせ先

●　 大隅陸上競技トレーニング拠点施設整備事業  4億2,100万円★
　スポーツ観光王国かごしまを一層推進するため、大隅地域に陸上競
技トレーニング拠点施設を整備します。

観光課   ☎099(286)3005問い合わせ先

●　 「本物。鹿児島の逸品」ＰＲ・販売促進事業 9億6,000万円★
　国内外のWebサイトや物産展などで、本県の誇る優れた特産品を割
引価格で購入できるキャンペーンを展開します。

かごしまPR課   ☎099(286)3048問い合わせ先

●　 かごしま国民文化祭開催記念－プレミアムお得旅促進事業 
9億4,800万円★

　「第30回国民文化祭・かごしま2015」の開催を記念して、本県への来
訪者の増加を図るため、旅行会社等との連携による割引旅行商品やお土
産クーポンなどで、本県への誘客と消費喚起を促進します。

観光課   ☎099(286)3008問い合わせ先

●　 大隅加工技術研究センター関係事業 2億1,500万円★
　高付加価値型農業への展開を図るた
め、大隅加工技術研究センターを開設し、
新たな加工・流通技術の研究・開発を行う
ほか、加工事業者等による加工品の試作
品づくりや販売拡大などを支援します。

真空フライ開発・試作室農政課   ☎099(286)3177問い合わせ先

問い合わせ先

ろう  もん

お   すみ やぐら

●　 奄美ドクターヘリ導入事業 2,600万円
　奄美地域にドクターヘリを導入するた
め、基地ヘリポートに必要な格納庫など
の設計や地元関係者との調整を行いま
す。

地域医療整備課   ☎099(286)2666問い合わせ先

奄美中央林道沿道

鹿児島県ドクターヘリ（本土・熊毛地域）

にぎわい交流館　阿久根駅

●　 地域活性化起業家支援事業 9,600万円★
　過疎地域等で新たなビジネスや雇用を創出し、地域の活性化を促進
するため、当該地域で起業を目指す人などを対象に、起業初期段階の負
担軽減などを支援します。

産業立地課   ☎099(286)2964問い合わせ先

●食品関連産業振興プロジェクト事業　 4億2,300万円
　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、経営力の向上などを総合的に支援し、食品関連産
業のさらなる振興と雇用の創出・拡大を実現します。

商工政策課　☎099(286)2920問い合わせ先

MBC


