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県政かわら版は点字版・録音版も発行しています。
ご希望の方は鹿児島県身体障害者福祉協会 ☎099（228）6271 までご連絡ください。
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発行／鹿児島県知事公室広報課
〒890-8577　鹿児島市鴨池新町10-1
 ☎  099（286）2095
FAX 099（286）2119

◆県の人口 1,646,757人　
◆世 帯 数 　723,658世帯
　（平成28年2月1日現在推計）

（前月比　　－1,012人）
（前月比　　－636世帯）
　

県政かわら版は、県内全世帯配布の県政広報紙です。

今月号の県政かわら版およびバックナンバー（音声版も含む）は、県ホームページでご覧いただけます。 県政かわら版県政かわら版

　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
　⑧　農山漁村の活性化と奄美・離島の振興
　⑨　共生・協働による温もりのある地域社会づくり
　⑩　教育の再生と文化・スポーツの振興

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
②　生涯を通じて安心して暮らせる社会づくり
③　安心・安全な社会の形成と県土づくり
④　人と自然が調和する地球にやさしい社会づくり
⑤　新時代に対応した戦略的な産業おこし

当初予算規模の推移
（　　）は対前年度の伸び率

県債残高と財源不足額の推移

　子どもからお年寄りまですべての県民にとって優しく温もりのある社会の形成を図るため、「３つの挑戦」と「３つの課題」を
踏まえ、「力みなぎる・かごしま」、「日本一のくらし先進県」の実現に向け、各種施策を着実に推進します。

8年連続のプラス予算（対前年度比 ＋1．0％） 　財源不足額を解消
本県独自に発行する県債残高を大幅に減少

持続可能性 産業おこし 鹿児島おこし 環　境 食　料 医療・福祉
３つの挑戦 ３つの課題

平成２8年度当初予算（一般会計）8 ，2 2 4 億5 , 7 0 0 万円（対前年度当初比 ＋1．0％）

　平成28年度当初予算の編成に当たっては、地方創生の取り組みをさらに加速化するため、平成27年度３月補正予算と合わせて299億円の地方創
生関連事業経費を計上するとともに、「行財政運営戦略」を踏まえた行財政改革を着実に進めながら、経済や雇用の回復に努めつつ、明るい展望を
もって着実に歩みを進め、県勢の発展を図る観点から、「新たな未来への挑戦 “安心・活力・改革”」の予算としての編成を行い、８年連続のプラス予
算といたしました。
　今後とも、「力みなぎる・かごしま」、「日本一のくらし先進県」の実現に向け、全力を挙げて取り組んでまいります。

※県債残高は平成26年度までは決算額、平成27年度は３月補正後見込額、平成28年度は当初予算時点の見込額。
　　　内の数字は臨時財政対策債と平成19年度以降の減収補塡債を除いた、本県が独自に発行する県債残高。
※平成25年度当初予算における51億円は、国が要請する地方公務員給与削減措置の反映による地方交付税の減少等によるも
　のですが、平成25年７月から職員給与を減額したことから、平成25年度において財源不足は生じていません。

（億円）
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新たな未来への挑戦“安心・活力・改革”
　～平成28年度鹿児島県当初予算の概要～
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県庁財政課　☎099（286）2181問い合わせ先

鹿児島県知事

伊藤祐一郎

～平成２８年度鹿児島県当初予算の概要～新たな未来への挑戦
“安心・活力・改革”
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「力みなぎる・かごしま」の実現に向けて～平成２8年度に取り組む主な施策の概要～ ※予算額は、百万円未満を四捨五入しています。

伊藤知事が平成28年度当初予算を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」
①4/23（土）11：15～11：30 ②4/30（土）11：15～11：30

地域政策課   ☎099（286）2428問い合わせ先

平成28年度当初予算の特色

平成28年度末見込み  　250億円財政調整に活用可能な基金残高
財政課　☎099（286）2181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27年4月1日現在 5,071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

●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。　

雇用労政課   ☎099（286）3021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
●離職者等職業訓練助成金 7,500万円

　雇用保険などの支給がない非正規労働者などの求職者に対し、訓練受
講期間中の生活の安定を図るため、訓練助成金を支給します。

エネルギー政策課   ☎099（286）2425問い合わせ先

4　人と自然が調和する地球にやさしい社会づくり

5　新時代に対応した戦略的な産業おこし

●　 サンゴ礁調査研究基盤整備支援事業  2,000万円
　世界でも希少なサンゴ礁研究の適地
である喜界島におけるサンゴ礁の調査
研究を支援するため、研究施設・設備など
への助成を行います。
問い合わせ先 自然保護課   ☎099（286）2617

●かごしまグリーンファンド導入促進事業  1億1,400万円
　地元金融機関などとともに昨年設立した「かごしまグリーンファンド」へ
の出資を通して、本県の地域特性を生かした再生可能エネルギーを導入
する事業者を支援します。

農政課   ☎099（286）3177問い合わせ先

●大隅加工技術研究センター関係事業 1億7,200万円
　高付加価値型農業への展開を図るため、新たな加工・流通技術の研究・
開発、加工事業者など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。

　・佐多岬観光整備事業 6億7,400万円
　佐多岬とその周辺地域の整備を進めます。

水産振興課   ☎099（286）3433問い合わせ先

●　 ブリ人工種苗導入事業 5,500万円
　北米市場を中心とした海外からの需要の
高い人工種苗由来の養殖ブリの生産拡大
と輸出量の増大を図るため、人工種苗生産
施設の整備や技術移転に取り組みます。

自然保護課   ☎099（286）2759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 4,500万円
　平成30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観光
利用など登録に必要な取り組みを推進します。

地球温暖化対策課　☎099（286）2546、森づくり推進課   ☎099（286）3385
森林経営課  　☎099（286）3407

問い合わせ先

●森林にまなびふれあう推進事業（森林環境税関係事業） 3,200万円
　森林にふれあう機会を提供するとともに、小中学校などにおける森林環
境教育や多様な主体による森林づくりなどを推進します。

3　安心・安全な社会の形成と県土づくり
●県総合防災システム整備事業 1億6,400万円

　県や市町村などが一元的に災害情報を集約・共有するとともに、Ｌアラー
ト（災害情報共有システム）などを利用して住民に情報発信するシステムの
整備を行います。 問い合わせ先 危機管理防災課   ☎099（286）2276

●　 うそ電話詐欺被害防止対策事業 1,500万円
　うそ電話詐欺に対する危機意識の醸成を図るため、各種広報活動を行う
とともに、被害防止機器を活用した被害防止対策を強力に推進します。

問い合わせ先 警察本部 生活安全企画課   ☎099（286）0110

●原子力防災対策事業  3億4,700万円
　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。

農産園芸課   ☎099（286）3183問い合わせ先

●TPP対策関係事業（主な事業）
　・ 　産地パワーアップ事業 15億8,800万円

　意欲のある農業者などが行う高収益
作物・栽培体系への転換を図るための農
業機械の導入や集出荷施設の整備など
を支援します。

農政課   ☎099（286）3093問い合わせ先

　・　 かごしまの農畜産物輸出倍増事業 1,900万円
　アジア地域などにおける認知度向上、新たな市場開拓、農業団体などの
輸出力強化に向けた取り組みへの支援、ＴＰＰ参加国を対象とした輸出促進
策などを実施します。

産業立地課   ☎099（286）2967問い合わせ先

●　 地域中核的企業オンデマンド型成長支援事業 2,500万円
　製造業を支える中核人材の育成、イノベーションなどによる付加価値の
創出など、地域の中核的企業が自ら企画・実施するプロジェクト経費を助
成します。

観光課   ☎099（286）2994問い合わせ先

●観光かごしま新時代への挑戦事業 36億900万円
　平成28年度から3年間で100億円規模のプロジェクトとして、次の施策
などを集中的に実施します。

　・　 観光かごしま創生事業 5億円
　明治維新１５０周年や、「奄美・琉球の世界自然遺産」登録などを見据え、
大型プロモーションや、レンタカーなどの費用の助成などを実施します。

港湾空港課   ☎099（286）3645問い合わせ先

●鹿児島港新港区の改修 15億4,400万円
　奄美・沖縄フェリー航路の拠点機能の強化を図るため、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。　

建築課   ☎099（286）3739問い合わせ先

●公共空間創出支援事業 １億３，１００万円
　鹿児島市の中央町１９・２０番街区で計画されている再開発ビルの実施設
計を支援するとともに、千日町１・４番街区で計画されている再開発ビルの
基本設計などを新たに支援します。

男女共同参画室   ☎099（286）2634問い合わせ先

●　 女性の活躍推進事業   400万円
　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、関係機
関による協議会を設置し女性の活躍に向けた取り組みを推進します。

教育庁総務福利課   ☎099（286）5214問い合わせ先

10　教育の再生と文化・スポーツの振興
●大学等入学時奨学金貸付事業 7億2,000万円

　本県の将来を担う人材を育成するため、大学等入学時における経済的
負担を軽減する奨学金の貸与を行います。

●「燃ゆる感動かごしま国体」開催関係事業（主な事業）
　・県有施設整備事業 １６億９，９００万円

　平成３２年のかごしま国体開催に向
け、会場となる県立鴨池公園運動施設
などの整備を行います。

政策調整課   ☎099（286）2547問い合わせ先

●明治維新150周年に向けた取り組み（主な事業）
　・　 明治維新150周年記念シンポジウム等開催事業 700万円

　明治維新１５０周年記念事業「明治維新と郷土の人々」の成果を活用し、
明治維新の意義を改めて考える契機とするため、県民を対象とした学識経
験者によるシンポジウムなどを開催します。

生活・文化課   ☎099（286）2537問い合わせ先

　・　 かごしま文化維新プロジェクト推進事業 9,700万円
　「第30回国民文化祭・かごしま
2015」での成果を生かし、文化創造
活動の促進などに資するプロジェクト
を実施するほか、文化芸術を通じた地
域活性化事業などを実施する団体へ
の助成を行います。

教育庁総務福利課   ☎099（286）5214問い合わせ先

●　 大学在学時奨学金返還支援基金事業 2億円
　大学卒業後に県内に就業し、一定の要件を満たした場合に、奨学金の返
還を支援する制度を実施するため、民間、市町村と連携して基金を創設し
ます。

共生・協働推進課　☎099（286）2241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
●地域貢献活動サポート事業 2,000万円

　地域社会づくりの担い手となるＮＰＯ法人、
地域コミュニティ組織などの多様な主体の地
域課題の解決に向けた活動の活性化を図るた
め、その活動に必要な経費の一部を助成しま
す。

青少年男女共同参画課   ☎099（286）2557問い合わせ先

●環黄海青少年派遣事業 1,600万円
　ソウル、上海、台北に青少年を派遣し、若い企業人などとの交流や経済活
動の現場体験などを通して、次代の鹿児島の産業・経済界をリードする国際
的な人材を育成します。

地域政策課   ☎099（286）2428問い合わせ先

8　農山漁村の活性化と奄美・離島の振興
●　 おためし地域おこし協力隊事業 500万円

　地域おこし協力隊の募集を実施するとともに、都市圏の若者などを地域
へ呼び込み、地域活動の体験などを通じて隊員候補の確保などを図る市
町村の取り組みを支援します。

交通政策課   ☎099（286）2457問い合わせ先

●奄美群島航空・航路運賃軽減事業 １０億６，１００万円
　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と航路運賃の一部助成を行います。

離島振興課   ☎099（286）2445問い合わせ先

●特定離島ふるさとおこし推進事業 ９億円
　三島村、十島村などの特定離島地域を対象に、市町村などによる産業の
振興、生活基盤の整備、ソフト対策などの取り組みを支援することにより、
地域の活性化を図ります。

道路建設課   ☎099（286）3536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。

港湾空港課   ☎099（286）3663問い合わせ先

●　 奄美空港旅客施設拡張支援事業    2億6,000万円
　観光客などの受け入れ体制の強化を図るため、旅客ターミナルの拡張
に要する費用の一部を支援します。

国体準備課   ☎099（286）2864問い合わせ先

　・　 市町村有等施設整備費補助事業 ６，１００万円
　競技会場となる市町村有等施設について、必要な整備費用の一部を助
成します。

●奄美ドクターヘリ導入事業 8,900万円
　本年12月のドクターヘリ運行開始に向け
て、格納庫などのヘリポート関連施設の整備
および地元関係者や住民との調整などを行い
ます。 地域医療整備課   ☎099（286）2666問い合わせ先

●ひとり親家庭支援関係事業
　・　 ひとり親家庭等学習支援事業 500万円
  ひとり親家庭などの児童が、経済的理由などにより、学習や進学の意欲
　  が低下したり、十分な教育が受けられないことがないよう、学習支援を行 
　  います。

　・　 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業  200万円
 ひとり親家庭の親または子の高卒認定試験合格のための受講費用の
　  一部を助成します。

　・　 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 1億1,100万円
　 資格取得のために、高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在
　  学するひとり親家庭の親に対して、入学準備金および就職準備金を貸し付
　  けます。

地域医療整備課   ☎099（286）2693問い合わせ先

子ども福祉課   ☎099（286）2775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
●　 生活困窮者のための包括的自立支援事業 3,200万円

　生活困窮者のためのワンストップ相談窓口を設置し、相談対応を行い、
就労や家計管理、子どもの学習などを包括的に支援する事業を大隅地区
で先行的に実施し、その取り組みを県下に広げます。

問い合わせ先 社会福祉課   ☎099（286）2826

●小児救急電話相談事業 ２，０００万円
　夜間および日曜・祝日において、小児患者を
持つ保護者などからの電話相談に対して、看護
師などが症状に応じた助言を行います。（平成
２８年度から深夜帯を延長、日曜・祝日を新設）

医療・福祉

食　料

環　境

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

問い合わせ先
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分担金・負担金等 6,620（0.8）

財産収入 2,562（0.3）
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地方交付税
268,254（32.6）

国庫支出金
154,978
（18.8）

県債
107,257
（13.0）

平成28年度
当初予算

822,457百万円
（100.0％）
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822,457百万円
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繰入金
23,320（2.8）

地方交付税
268,254（32.6）

国庫支出金
154,978
（18.8）

県債
107,257
（13.0）

平成28年度
当初予算

822,457百万円
（100.0％）

その他 8,172（0.9）

貸付金 3,922（0.5）

維持補修費 4,337（0.5）

物件費 30,413（3.7）

災害復旧事業費 12,204（1.5）

人件費
227,673
（27.7）

公債費
134,799
（16.4）

扶助費
123,181
（15.0）

普通建設
事業費

154,345
（18.8）

補助費等
123,411（15.0）

平成28年度
当初予算

822,457百万円
（100.0％）

歳入予算の状況

歳出予算の状況（性質別）

（単位：百万円、（　）は構成比％）

MBC

一般会計 ８,224億57百万円  （対前年度比　＋  1.0％）
特別会計 ２,333億49百万円 （対前年度比　△  0.1％）予算規模

一般会計の内訳



「力みなぎる・かごしま」の実現に向けて～平成２8年度に取り組む主な施策の概要～ ※予算額は、百万円未満を四捨五入しています。

伊藤知事が平成28年度当初予算を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」
①4/23（土）11：15～11：30 ②4/30（土）11：15～11：30

地域政策課   ☎099（286）2428問い合わせ先

平成28年度当初予算の特色

平成28年度末見込み  　250億円財政調整に活用可能な基金残高
財政課　☎099（286）2181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27年4月1日現在 5,071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

●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。　

雇用労政課   ☎099（286）3021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
●離職者等職業訓練助成金 7,500万円

　雇用保険などの支給がない非正規労働者などの求職者に対し、訓練受
講期間中の生活の安定を図るため、訓練助成金を支給します。

エネルギー政策課   ☎099（286）2425問い合わせ先

4　人と自然が調和する地球にやさしい社会づくり

5　新時代に対応した戦略的な産業おこし

●　 サンゴ礁調査研究基盤整備支援事業  2,000万円
　世界でも希少なサンゴ礁研究の適地
である喜界島におけるサンゴ礁の調査
研究を支援するため、研究施設・設備など
への助成を行います。
問い合わせ先 自然保護課   ☎099（286）2617

●かごしまグリーンファンド導入促進事業  1億1,400万円
　地元金融機関などとともに昨年設立した「かごしまグリーンファンド」へ
の出資を通して、本県の地域特性を生かした再生可能エネルギーを導入
する事業者を支援します。

農政課   ☎099（286）3177問い合わせ先

●大隅加工技術研究センター関係事業 1億7,200万円
　高付加価値型農業への展開を図るため、新たな加工・流通技術の研究・
開発、加工事業者など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。

　・佐多岬観光整備事業 6億7,400万円
　佐多岬とその周辺地域の整備を進めます。

水産振興課   ☎099（286）3433問い合わせ先

●　 ブリ人工種苗導入事業 5,500万円
　北米市場を中心とした海外からの需要の
高い人工種苗由来の養殖ブリの生産拡大
と輸出量の増大を図るため、人工種苗生産
施設の整備や技術移転に取り組みます。

自然保護課   ☎099（286）2759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 4,500万円
　平成30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観光
利用など登録に必要な取り組みを推進します。

地球温暖化対策課　☎099（286）2546、森づくり推進課   ☎099（286）3385
森林経営課  　☎099（286）3407

問い合わせ先

●森林にまなびふれあう推進事業（森林環境税関係事業） 3,200万円
　森林にふれあう機会を提供するとともに、小中学校などにおける森林環
境教育や多様な主体による森林づくりなどを推進します。

3　安心・安全な社会の形成と県土づくり
●県総合防災システム整備事業 1億6,400万円

　県や市町村などが一元的に災害情報を集約・共有するとともに、Ｌアラー
ト（災害情報共有システム）などを利用して住民に情報発信するシステムの
整備を行います。 問い合わせ先 危機管理防災課   ☎099（286）2276

●　 うそ電話詐欺被害防止対策事業 1,500万円
　うそ電話詐欺に対する危機意識の醸成を図るため、各種広報活動を行う
とともに、被害防止機器を活用した被害防止対策を強力に推進します。

問い合わせ先 警察本部 生活安全企画課   ☎099（286）0110

●原子力防災対策事業  3億4,700万円
　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。

農産園芸課   ☎099（286）3183問い合わせ先

●TPP対策関係事業（主な事業）
　・ 　産地パワーアップ事業 15億8,800万円

　意欲のある農業者などが行う高収益
作物・栽培体系への転換を図るための農
業機械の導入や集出荷施設の整備など
を支援します。

農政課   ☎099（286）3093問い合わせ先

　・　 かごしまの農畜産物輸出倍増事業 1,900万円
　アジア地域などにおける認知度向上、新たな市場開拓、農業団体などの
輸出力強化に向けた取り組みへの支援、ＴＰＰ参加国を対象とした輸出促進
策などを実施します。

産業立地課   ☎099（286）2967問い合わせ先

●　 地域中核的企業オンデマンド型成長支援事業 2,500万円
　製造業を支える中核人材の育成、イノベーションなどによる付加価値の
創出など、地域の中核的企業が自ら企画・実施するプロジェクト経費を助
成します。

観光課   ☎099（286）2994問い合わせ先

●観光かごしま新時代への挑戦事業 36億900万円
　平成28年度から3年間で100億円規模のプロジェクトとして、次の施策
などを集中的に実施します。

　・　 観光かごしま創生事業 5億円
　明治維新１５０周年や、「奄美・琉球の世界自然遺産」登録などを見据え、
大型プロモーションや、レンタカーなどの費用の助成などを実施します。

港湾空港課   ☎099（286）3645問い合わせ先

●鹿児島港新港区の改修 15億4,400万円
　奄美・沖縄フェリー航路の拠点機能の強化を図るため、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。　

建築課   ☎099（286）3739問い合わせ先

●公共空間創出支援事業 １億３，１００万円
　鹿児島市の中央町１９・２０番街区で計画されている再開発ビルの実施設
計を支援するとともに、千日町１・４番街区で計画されている再開発ビルの
基本設計などを新たに支援します。

男女共同参画室   ☎099（286）2634問い合わせ先

●　 女性の活躍推進事業   400万円
　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、関係機
関による協議会を設置し女性の活躍に向けた取り組みを推進します。

教育庁総務福利課   ☎099（286）5214問い合わせ先

10　教育の再生と文化・スポーツの振興
●大学等入学時奨学金貸付事業 7億2,000万円

　本県の将来を担う人材を育成するため、大学等入学時における経済的
負担を軽減する奨学金の貸与を行います。

●「燃ゆる感動かごしま国体」開催関係事業（主な事業）
　・県有施設整備事業 １６億９，９００万円

　平成３２年のかごしま国体開催に向
け、会場となる県立鴨池公園運動施設
などの整備を行います。

政策調整課   ☎099（286）2547問い合わせ先

●明治維新150周年に向けた取り組み（主な事業）
　・　 明治維新150周年記念シンポジウム等開催事業 700万円

　明治維新１５０周年記念事業「明治維新と郷土の人々」の成果を活用し、
明治維新の意義を改めて考える契機とするため、県民を対象とした学識経
験者によるシンポジウムなどを開催します。

生活・文化課   ☎099（286）2537問い合わせ先

　・　 かごしま文化維新プロジェクト推進事業 9,700万円
　「第30回国民文化祭・かごしま
2015」での成果を生かし、文化創造
活動の促進などに資するプロジェクト
を実施するほか、文化芸術を通じた地
域活性化事業などを実施する団体へ
の助成を行います。

教育庁総務福利課   ☎099（286）5214問い合わせ先

●　 大学在学時奨学金返還支援基金事業 2億円
　大学卒業後に県内に就業し、一定の要件を満たした場合に、奨学金の返
還を支援する制度を実施するため、民間、市町村と連携して基金を創設し
ます。

共生・協働推進課　☎099（286）2241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
●地域貢献活動サポート事業 2,000万円

　地域社会づくりの担い手となるＮＰＯ法人、
地域コミュニティ組織などの多様な主体の地
域課題の解決に向けた活動の活性化を図るた
め、その活動に必要な経費の一部を助成しま
す。

青少年男女共同参画課   ☎099（286）2557問い合わせ先

●環黄海青少年派遣事業 1,600万円
　ソウル、上海、台北に青少年を派遣し、若い企業人などとの交流や経済活
動の現場体験などを通して、次代の鹿児島の産業・経済界をリードする国際
的な人材を育成します。

地域政策課   ☎099（286）2428問い合わせ先

8　農山漁村の活性化と奄美・離島の振興
●　 おためし地域おこし協力隊事業 500万円

　地域おこし協力隊の募集を実施するとともに、都市圏の若者などを地域
へ呼び込み、地域活動の体験などを通じて隊員候補の確保などを図る市
町村の取り組みを支援します。

交通政策課   ☎099（286）2457問い合わせ先

●奄美群島航空・航路運賃軽減事業 １０億６，１００万円
　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と航路運賃の一部助成を行います。

離島振興課   ☎099（286）2445問い合わせ先

●特定離島ふるさとおこし推進事業 ９億円
　三島村、十島村などの特定離島地域を対象に、市町村などによる産業の
振興、生活基盤の整備、ソフト対策などの取り組みを支援することにより、
地域の活性化を図ります。

道路建設課   ☎099（286）3536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。

港湾空港課   ☎099（286）3663問い合わせ先

●　 奄美空港旅客施設拡張支援事業    2億6,000万円
　観光客などの受け入れ体制の強化を図るため、旅客ターミナルの拡張
に要する費用の一部を支援します。

国体準備課   ☎099（286）2864問い合わせ先

　・　 市町村有等施設整備費補助事業 ６，１００万円
　競技会場となる市町村有等施設について、必要な整備費用の一部を助
成します。

●奄美ドクターヘリ導入事業 8,900万円
　本年12月のドクターヘリ運行開始に向け
て、格納庫などのヘリポート関連施設の整備
および地元関係者や住民との調整などを行い
ます。 地域医療整備課   ☎099（286）2666問い合わせ先

●ひとり親家庭支援関係事業
　・　 ひとり親家庭等学習支援事業 500万円
  ひとり親家庭などの児童が、経済的理由などにより、学習や進学の意欲
　  が低下したり、十分な教育が受けられないことがないよう、学習支援を行 
　  います。

　・　 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業  200万円
 ひとり親家庭の親または子の高卒認定試験合格のための受講費用の
　  一部を助成します。

　・　 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 1億1,100万円
　 資格取得のために、高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在
　  学するひとり親家庭の親に対して、入学準備金および就職準備金を貸し付
　  けます。

地域医療整備課   ☎099（286）2693問い合わせ先

子ども福祉課   ☎099（286）2775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
●　 生活困窮者のための包括的自立支援事業 3,200万円

　生活困窮者のためのワンストップ相談窓口を設置し、相談対応を行い、
就労や家計管理、子どもの学習などを包括的に支援する事業を大隅地区
で先行的に実施し、その取り組みを県下に広げます。

問い合わせ先 社会福祉課   ☎099（286）2826

●小児救急電話相談事業 ２，０００万円
　夜間および日曜・祝日において、小児患者を
持つ保護者などからの電話相談に対して、看護
師などが症状に応じた助言を行います。（平成
２８年度から深夜帯を延長、日曜・祝日を新設）

医療・福祉

食　料

環　境

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

問い合わせ先
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107,257
（13.0）

平成28年度
当初予算

822,457百万円
（100.0％）

その他 8,172（0.9）

貸付金 3,922（0.5）

維持補修費 4,337（0.5）

物件費 30,413（3.7）

災害復旧事業費 12,204（1.5）

人件費
227,673
（27.7）

公債費
134,799
（16.4）

扶助費
123,181
（15.0）

普通建設
事業費

154,345
（18.8）

補助費等
123,411（15.0）

平成28年度
当初予算

822,457百万円
（100.0％）

地方譲与税等 28,478（3.5）

分担金・負担金等 6,620（0.8）

財産収入 2,562（0.3）

使用料・手数料 12,012（1.5）

諸収入 12,862（1.6）

県税
145,145（17.7）

地方消費税清算金
60,969（7.4）

繰入金
23,320（2.8）

地方交付税
268,254（32.6）

国庫支出金
154,978
（18.8）

県債
107,257
（13.0）

平成28年度
当初予算

822,457百万円
（100.0％）

その他 8,172（0.9）

貸付金 3,922（0.5）

維持補修費 4,337（0.5）

物件費 30,413（3.7）

災害復旧事業費 12,204（1.5）

人件費
227,673
（27.7）

公債費
134,799
（16.4）

扶助費
123,181
（15.0）

普通建設
事業費

154,345
（18.8）

補助費等
123,411（15.0）

平成28年度
当初予算

822,457百万円
（100.0％）

歳入予算の状況

歳出予算の状況（性質別）

（単位：百万円、（　）は構成比％）

MBC

一般会計 ８,224億57百万円  （対前年度比　＋  1.0％）
特別会計 ２,333億49百万円 （対前年度比　△  0.1％）予算規模

一般会計の内訳



営利を目的とする場合を除き、この広報紙をそのまま読むことが困難な方のために「点字図書」、「拡大写本」、「録音図書」などの読書代替物への媒体変更を行うことは自由です。

このページに掲載している情報や、さらに詳しい関連情報については、
県ホームページ（http://www.pref.kagoshima.jp/）からご覧になれます。

携帯サイト「かごしまモバイル県庁」は
http://www.pref.kagoshima.jp/mobile/

広告は広告主の責任において掲載しております。広 告

鹿児島県広報課「県政かわら版（4月号）プレゼント係」

締切

先
宛

ハガキ 〒890-8577　鹿児島市鴨池新町 10-1
FAX 099（286）2119
電子メール h-kikaku@pref.kagoshima.lg.jp

平成28年５月31日（火）必着

●山形屋 ●南日本銀行

●鹿児島信用金庫
山形屋

●立体駐車場

県産業
会　館

［場所］
鹿児島市名山町9-1　鹿児島県産業会館 1Ｆ
☎099（225）6120　FAX 099（223）0755

［営業時間］午前９時～午後６時
［定休日］年末年始

〈特産品の問い合わせ先〉
鹿児島ブランドショップ

県政かわら版へのご意見・ご感想をお聞かせください！

県に関するさまざまな情報をお届けします県に関するさまざまな情報をお届けします

　ご意見・ご感想をいただいた方の中から、
抽選で特産品をプレゼントいたします。

（住所、氏名、年齢、電話番号、を明記）
なお、発表は商品の発送をもってかえさせていただき
ます。いただいた個人情報は、プレゼントの送付以外の
目的には利用しません。

この印刷物は環境に優しい植物性インキと古紙配合率100％再生紙を使用して
います。本文には見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

鹿児島市谷山港１－４－１１
☎099（284）6429

鹿児島ミート販売株式会社

鹿児島県産黒豚使用！
黒豚缶詰グルメカップシリーズ

　畜産王国鹿児島で餌にこだわり、飼料
製造から肉畜生産、枝肉カット処理・販
売まで一貫して生産した黒豚をメ－ンに
使用し、さまざまな国の料理に仕上げ、缶
詰にしました。じっくり育てあげた黒豚
の旨みをご堪能ください。

テレビ ラジオ 新聞 県公式フェイスブック「鹿児島県」

鹿児島インターネット放送局「ムーブ！かごしま」

MBC ふるさとかごしま
（土）11:15～11:30

KTS ピックアップかごしま
（土）17:25～17:30

KKB かごしま “ ひと ” 最前線
（土）17:55～18:00

KYT かごメン！～県政ナビゲーション～
（日）11:45～11:50

MBC むっちゃんの
「いきいき鹿児島！」
（木）18:50～19:00

ミュー FM
なるほど ! かごしま

（月）～（金）8:35～8:40

かごしまインフォメーション
毎月第３日曜日　南日本新聞　南海日日新聞

http://www.facebook.com/pref.kagoshima

県公式ツイッター「鹿児島県政情報」

http://twitter.com/kagoshimakenseihttp://www.pref.kagoshima.jp/movekagoshima/

第30回国民文化祭鹿児島県実行委員会会長賞
2015かごしまの新特産品コンクール

２個セットを５名様

他県紙面交換 熊本県からのおしらせ熊本県からのおしらせ
Ⓒ2010 熊本県くまモン

お問い合わせ先 人吉温泉観光協会　☎0966（22）1370

人吉温泉カクテルできました！

～美容と健康を気遣う方におススメ～
　人吉球磨地域では、人吉
温泉水と球磨焼酎をベース
に、熊本県産農産物などを
コラボさせたご当地カクテ
ルが３月下旬に登場しまし
た。２枚つづり1,000円の
クーポンを購入して、お得
に人吉の夜を飲み歩こう！

県庁交通政策課 ☎099（286）2459問い合わせ先問い合わせ先 県庁港湾空港課 ☎099（286）3645問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先

志布志・大阪航路を利用しよう
　フェリー「さんふらわあ」
は志布志港と大阪南港の間
を毎日運航しています。
　客室は、優雅にデラックス
個室、家族や友人など小グ
ループに最適なファースト
個室、リーズナブルな大部屋など旅のスタイルに合わせ
て自由に選べます。
　鹿児島市内から志布志港へは、乗船者無料のシャトルバ
ス（要事前予約）が便利です。
　ＧＷは、楽しく優雅な船の旅をお楽しみください。
※詳しくは、下記予約センターまでお問い合わせください。

【予約・問い合わせ先】
 フェリーさんふらわあ予約センター ☎0120（3268）56

楠隼中学校・高等学校の
学校説明会を開催します

　開校２年目を迎えた楠隼中学校・高等学校の学校説明
会を開催します。
　楠隼の教育内容、寮生活、生徒たちの様子などを紹介す
るほか、個別相談にも対応します。

【期日】５月中旬～7月上旬
【場所】肝付町、鹿屋市、鹿児島市など県内外各地
※詳しくは、楠隼中学校・高等学校のホームページ、ブロ
グでご確認ください。

　多数の御参加をお待
ちしています。事前の申
し込みは不要ですので、
お気軽に会場までお越
しください。

県庁地球温暖化対策課 ☎099（286）2546問い合わせ先問い合わせ先県人事委員会事務局総務課　☎099（286）3893･3894問い合わせ先問い合わせ先県庁政策調整課 ☎099（286）2547問い合わせ先問い合わせ先

県民の皆さんが、自分たち
で企画し実施する森林・林業
の学習や体験活動を募集し、
その活動に対する助成を行っ
ています。

【 対 象 者 】
 自治会、ＮＰＯ法人、森林ボ
ランティア団体、ＰＴＡなど

【応募期限】
 ５月10日（火）
 ※助成内容や応募方法など
　 詳しくは、県ホームページ
　 をご覧いただくか、下記ま
　 でお問い合わせください。

森林のふれあい体験活動
を募集します

「明治維新と郷土の人々」
を発行しました

　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
時の郷土の先人たちの志や偉業
を見直し、明治維新の意義を改め
て考える契機とするため、「明治維
新と郷土の人々」を取りまとめま
した。
　郷土の人々にとって明治維新
がどのようなものだったのかをも
う一度考えてみませんか。

※「明治維新と郷土の人々」は、概要版（パンフレット）と併
　せて、県ホームページまたは県立図書館や各地域振興
　局・支庁などでご覧いただけます。

鹿児島港新港区
 新たなフェリー岸壁の供用開始

奄美・沖縄航路の拠点機能強化を図るため鹿児島港新
港区の整備を進めています。

このうち、現在整備中の新たなフェリー岸壁やボーデ
ィングブリッジなどについて、4月19日（火）から供用を
開始する予定です。

供用開始後は、出航日ごとに乗船口が異なりますの
で、各フェリー会社やターミナル内の案内に従って、乗
船いただきますようお願いします。

県立楠隼中学校・楠隼高等学校 ☎0994（65）1192

鹿児島県職員採用試験を実施します
【試験の種類】
○上級試験（以下「上級」）
○民間企業等職務経験者職員採用試験（以下「経験者」）

【 受 付 期 間 】5月9日（月）～25日（水）
  ※インターネットによる受験申し込みは、
  5月９日（月）～23日（月）

【第１次試験日】6月26日（日）
【  試 験 地 】鹿児島市、東京都※今回、東京都でも実施します。
【 受 験 資 格 】※年齢はいずれも平成29年3月末現在
○上　級：原則として22～29歳（保健師は21～29歳）
○経験者：30～39歳（民間企業等での職務経験が5年以 
　 上必要（H28年3月31日現在））

【  そ の 他 】
　試験案内および受験申込書は4月19日（火）から県庁な
ど県の機関で配布します。
※詳しくは、県ホームページをご覧いただくか、下記まで
　お問い合わせください。

平成30年新船就航予定

概要版（表紙）


