
●　 鹿児島港本港区エリアまちづくり検討事業　　　   1,100万円
　鹿児島港本港区エリアについて、“見せ
るまちづくり、来て感動するまちづくり”の
実現に向け、同エリアのグランドデザイン
を描くための調査・検討を行います。

●　 障害者スポーツ振興事業  　　　　　　　　　　   1,400万円
　全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」
開催に向けて、参加選手の確保・育成を図るとともに、
障害者スポーツの普及拡大を図るため、障害者スポー
ツ体験教室・レベルアップ教室や障害者スポーツ導入
研修会を実施します。

●災害に強い道路網の整備　　　　　　　　　   250億1,200万円
　災害の未然防止と災害発生時における道
路交通の機能を確保するため、高規格幹線
道路および地域高規格道路の整備を進める
ほか、緊急輸送道路や代替道路の整備、橋梁
の耐震化などを進めます。

●屋久島空港滑走路延伸調査事業  　　　　　　   　   4,300万円
　大都市圏からのＬＣＣなどのジェット機就航に必要とされる滑走路延伸
の事業化に向けた取り組みとして、基本計画作成に必要な需要予測や測
量、環境現況調査などに着手します。

●　 明治維新150周年記念プロジェクト推進事業　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   2,500万円
　平成30年の明治維新150周年を目前に控え、官民一体となって、鹿児島にしかない魅力を広く県内外に発信するプ
ロジェクトを実施します。　

●　 奄美群島世界自然遺産交流連携推進事業　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  700万円
・ＩＵＣＮ（国際自然保護連合）による現地調査への対応
・ハワイ州との姉妹トレイル締結に関する可能性調査　　など

●「燃ゆる感動かごしま国体」会場施設整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  22億6,700万円
　総合開会式などの会場になる県立鴨池公園運動施設などの県有施設について、国体開催に必要な整備を行うととも
に、競技会場になる会場地市町村有施設について、整備費用の一部を補助します。

●「燃ゆる感動かごしま国体」に向けた競技力向上対策事業　　　　　　　　　　　　　    　 2億2,500万円
　かごしま国体において天皇杯・皇后杯の獲得を目指すため、入賞を狙える種目・種別の重点強化など、更なる競技力
の向上を図ります。

●奄美群島世界自然遺産候補地保全・活用事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,200万円
　平成３０年夏の奄美の世界自然遺産登録に向けて、自然環境の保全や持続可能な観光利用など登録に必要な取組を
推進します。  ・奄美世界自然遺産トレイル（仮称）のルートの選定　
  ・遺産価値に関する広報やイベントの実施　　　　など

●　 大河ドラマ「西郷どん」キャンペーン事業      　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　1億4,300万円
　平成30年放送の大河ドラマ「西郷どん」の放送効果を最大限に生かすため、「西郷どん」をメインテーマに、本県の魅力のＰＲ
や観光地づくり、旅行商品の造成などを行うことにより、飛躍的な誘客促進を図ります。

●　 かごしまの保育士緊急確保事業　　100万円
  保育士の人材確保を図るため、潜在保育士に対して
最新の求人情報などを提供するとともに、復職支援研
修会などを開催します。  

●　 生活困窮者自立支援事業 　　 　　  　 　　　 1億1,100万円
　生活困窮者自立支援制度に基づく包括的支援体制を県下に広げ、就労
や家計管理、子どもの学習などへの支援を行い、生活困窮者の自立を促
進します。

●　 かごしまのシニアお出かけ促進事業　　  　　　　　400万円
　高齢者の積極的な外出を促し、高
齢者の生きがいづくりや健康づくり
を促進する施策を検討するため、2
年間県有の常設展示施設の入館・入
園料を無料化します。

●　 離島生徒大会参加費助成事業 　　 　     　　　　 1,600万円
　離島生徒の経済的負担を軽減するため、運動部活動および文化部活
動の大会に参加する生徒に対し、その経費の一部を助成します。

●高齢者元気度アップ地域活性化事業　　 　　  　 1億5,000万円
　高齢者の自主的な健康づくりや社会参加活動などに対して、地域商品
券などに交換できるポイントを付与し、高齢者の健康維持や介護予防へ
の取り組みを促進します。

●　 介護職員人材確保等対策事業       　　　　　　   9,300万円
　介護人材の安定的な確保を図るため、若手介
護職員による意見交換会の開催や、介護職員が
介護福祉士実務者研修を受講する場合の代替
職員の確保に必要となる経費を支援します。

●子ども・子育て支援総合対策事業　 　　　　　　 　8億900万円
 認定こども園などの整備や研修などの支
援を行い、安心して子どもを育てることが
できる体制の整備を図ります。

●　 ピロリ菌検査事業      　　　　　　　　　　　　  3,900万円
　ピロリ菌と胃がんとの関連について、子どもや保護者の理解を深めるた
め、ピロリ菌検査を導入します。

●　 魅力ある保育環境構築事業　  　　　　　　　　　　700万円   
　保育士などがやりがいを持って働き続けられる魅力ある職場環境づく
りを促進するため、処遇改善に関するセミナーの開催や個別指導・助言な
どを行います。

●　 大規模スポーツ施設の在り方検討事業　　　　　　  300万円
　有識者などを含めた検討委員会を設置し、総合体育館の整備やドーム
球場の実現可能性など、大規模スポーツ施設の在り方について検討を行
います。

●　 かごしま青年塾運営事業　　　　　　  　　   　　   300万円
　明治維新150周年を契機に、将来の鹿児島を担う青年層を対象にした

「かごしま青年塾」を設置し、今後、さまざまな分野において地域社会を
リードする人材を育成します。

●　 起業家スタートアップ支援事業　       　　　　     7,400万円
　起業を志す方などに対し、起業に要する負担の軽減を図り、起業しやすい
環境を整備することで、起業を通じた雇用の創出や、若者・女性の活躍の場
の拡大、地域活性化を図ります。

●　 いきいきと働く女性応援事業　　　　　　　　　  　700万円
　企業トップなどを対象としたセミナー開催や、女性の活躍推進に積極
的な企業の表彰、働く女性の意欲向上および能力開発の支援などを通じ
て、女性が活躍できる環境づくりを推進します。

●　 特定有人国境離島振興対策事業 　　　　　   13億1,300万円
　特定有人国境離島地域の住民の航路・航空路運賃の引き下げ、雇用機会の
拡充などに係る取り組みを支援します。

●原子力防災対策事業　　　　　 　　　　　 　     8億5,000万円
防災活動に必要な資機材の整備、原子力災害医療体制の充実、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。

●　 新かごしまＰＲ戦略（仮称）展開事業　　　　  　     2,000万円
 新たなＰＲ戦略を策定し、各種施策・事業への展開を図るとともに、県外・
海外へ向けて効果的な情報発信を実施します。

●　 出会い・結婚相談事業　　　　　　　     　          1,400万円
 結婚を希望する方の出会いや結婚を実現す
るため、会員登録管理システムを利用した
マッチングや成婚に向けた支援を行います。

●　 「鹿児島の食」ブランド力ＵＰ事業　　　     　  　   1,500万円
　トップシェフや高級百貨店などのバイヤーへの売り込みなどを通じて、

「鹿児島の食」ブランド力ＵＰを強力に推進します。　

●かごしまの農畜産物輸出倍増事業　  　　　   　   　  1,900万円 
　県産農畜産物などの輸出促進を図るため、食
品見本市への参加による新たな市場の開拓や
本県と交流の深い国や地域などでのフェア開  
催による認知度向上などに取り組みます。 

●　 「再生可能エネルギー県かごしま」創生事業　　　  1,300万円
　本県の恵まれた資源を最大限活用し、再
生可能エネルギーなどの導入を図るため、
産学官による推進体制を整備するとともに、
新たなビジョンを策定します。

マニフェストに基づく取り組み

予算規模

一般会計の内訳

●　 在宅医療・介護連携推進支援事業　  　　　　　　　 200万円
　在宅医療・介護連携に関する協議会を開催するとともに、患者が病院と
自宅などの間で円滑に入退院できるよう、地域における市町村や医療・介
護関係者による入退院調整に係るルール策定を支援します。

平成２９年度当初予算の姿

一般会計　8,099億69百万円 　（対前年度比　△1.5％）
特別会計　 2,188億84百万円　（対前年度比　△6.2％）
 

歳出（目的別）歳　入

※　単位：百万円、（　）は構成比％

燃ゆる感動かごしま国体に向けて

「暮らしやすい鹿児島」をつくる重点施策
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県税
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地方消費税清算金
57,918（7.1）
繰入金
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使用料・手数料
12,000（1.5）
諸収入
11,092（1.4）

財産収入
2,319（0.3）
分担金・負担金等
6,657（0.8）

地方交付税
267,722（33.0）

国庫支出金
152,931
（18.9）

県債
103,283
（12.7）

地方譲与税等
29,794（3.7）

平成29年度
当初予算

809,969百万円
（100.0％）

港湾空港課   ☎099（286）3645問い合わせ先

港湾空港課   ☎099（286）3662問い合わせ先

企画課   ☎099（286）2898問い合わせ先

エネルギー政策課   ☎099（286）2425問い合わせ先

産業立地課   ☎099（286）2964問い合わせ先

社会教育課   ☎099（286）5334問い合わせ先

かごしまPR課   ☎099（286）3046問い合わせ先

かごしまPR課   ☎099（286）3048問い合わせ先

農政課   ☎099（286）3093問い合わせ先

青少年男女共同参画課   ☎099（286）2800問い合わせ先

男女共同参画課   ☎099（286）2634問い合わせ先

離島振興課   ☎099（286）2445問い合わせ先

国体・全国障害者スポーツ大会局   ☎099（286）2877問い合わせ先

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

道路建設課   ☎099（286）3536　道路維持課   ☎099（286）3568問い合わせ先

青少年男女共同参画課   ☎099（286）2800問い合わせ先

青少年男女共同参画課   ☎099（286）2800問い合わせ先

青少年男女共同参画課   ☎099（286）2148問い合わせ先

健康増進課   ☎099（286）2721問い合わせ先

問い合わせ先 社会福祉課   ☎099（286）2826

問い合わせ先 保健体育課   ☎099（286）5323

問い合わせ先 自然保護課   ☎099（286）2759

問い合わせ先 自然保護課   ☎099（286）2759

問い合わせ先 国体・全国障害者スポーツ大会局   ☎099（286）2869

問い合わせ先 長寿・生きがい推進室　☎099（286）2568

問い合わせ先 長寿・生きがい推進室　☎099（286）2568
介護福祉課　　　　 　☎099（286）2701

問い合わせ先 介護福祉課　☎099（286）2676

問い合わせ先 介護福祉課　☎099（286）2676

明治維新150周年推進室   ☎099（286）3057問い合わせ先

観光課   ☎099（286）3006問い合わせ先

問い合わせ先 競技力向上対策室   ☎099（286）5326

奄美の世界自然遺産登録に向けて

明治維新１５０周年に向けて

鹿児島の良さを大々的にPRするために

●　 児童家庭支援センターへの支援　    　　　    　　1,500万円
　児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識および技術
を必要とするものに応じる児童家庭支援センターの運営を支援します。

子ども福祉課   ☎099（286）2771問い合わせ先

●　 乳幼児医療費助成在り方検討事業　　 　        　　  100万円
　平成30年10月から、住民税非課税世帯の未就学児を対象に、医療機
関などにおける窓口負担をゼロとする制度を開始するため、有識者懇談
会を設置し、意見交換を行うとともに、市町村や関係機関との協議・調整
を行います。 子ども福祉課   ☎099（286）2766問い合わせ先

高齢者がいきいきと安心して暮らせるために
予算総額　264億6,100万円

子育てしやすい環境をつくるために
予算総額　324億8,400万円

教育 歴史と教育の鹿児島、人材育成で日本一に！

防災 安心して生活できる鹿児島、防災で日本一に！観光 世界から人が集まる鹿児島、観光で日本一に！

農林
水産業 世界に挑戦する鹿児島、農林水産業で日本一に！

医療・
福祉 みんなが元気な鹿児島、医療・福祉で日本一に！

産業・
雇用 若者と助成が輝く鹿児島、産業・雇用で日本一に！

〈海流発電のイメージ図〉

〈霧島アートの森〉

教育費
184,635
(22.8)

公債費
130,630

(16.1)
民生費

108,766
(13.4)

土木費
91,180
(11.3)

農林水産業費
70,881
(8.7)

諸支出金
59,558 (7.4)

衛生費
56,747

(7.0)

総務費
40,595

(5.0)

警察費
38,552
(4.8)

商工費
11,734
(1.4)

平成29年度
当初予算

809,969百万円
（100.0％）

財源不足額 0円


