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令和４年度当初予算（案）の要点
令和４年度当初予算（案）編成の基本的考え方

・ 新型コロナウイルス感染症について，引き続き，感染防止対策と医療提供体制
の確保に取り組み，県民の安心・安全と，経済活動，社会活動の両立を図る

・ 鹿児島の基幹産業である農林水産業・観光関連産業，企業の「稼ぐ力」の向上
に資する施策を積極的に推進

・ SDGｓ（持続可能な開発目標）の理念を踏まえ，デジタル化，脱炭素化，ジェン
ダー平等，イノベーションの促進等の各般の施策を推進

・ 歳入・歳出両面にわたる徹底した行財政改革に取り組み，行財政運営指針（案）
に示した３つの指標（収支均衡，県債残高，基金残高）を達成

・ 16ヶ月予算として，12月補正，３月補正，当初予算を一体的に編成し，切れ目
なく事業を執行

誰もが安心して暮らし，活躍できる鹿児島
・未来を拓く人づくり
・暮らしやすい社会づくり
・活力ある産業づくり

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症拡大防止及び経済対策

Ⅱ 新年度の施策の大きな柱

１ 基幹産業（農林水産業，観光関連産業）の「稼ぐ力」の向上

２ 企業の 「稼ぐ力」の向上

５ 移住・交流の促進
地域産業の振興を支える人材の確保・育成

７ 高齢者や女性，障害者，子どもなど，誰もが安心して暮らし，活躍
できる社会の形成

８ 奄美世界自然遺産登録を契機とした取組

３ デジタルテクノロジーを活用した県民の暮らしの質の向上

４ 脱炭素社会の実現と豊かな自然との共生

６ 地域を愛し世界に通用する人材の育成，文化・スポーツの振興

令和４年度当初予算（案） ８６９，９０３百万円
〔対前年度当初比 ＋３．０％〕

特別会計 ４０５，８５６百万円（対前年度当初比 △４．８％）
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令和４年度当初予算（案）の主な施策令和４年度当初予算（案）の主な施策
（総額は令和３年度３月補正含む，（ ）内の額は令和４年度当初予算額）

○医療提供体制の確保，感染拡大防止対策
総額555.0億円(480.4億円)

○経済対策 総額267.2億円(  60.1億円)

○「農林水産業の『稼ぐ力』の向上」関連事業
総額110.6億円（64.8億円）

○「観光関連産業の『稼ぐ力』の向上」関連事業
総額183.2億円（35.1億円）

○「企業の『稼ぐ力』の向上」関連事業
総額39.4億円 （25.3億円）

総額48.4億円（37.7億円）

○地球環境を守る脱炭素社会づくり，再生可能エネルギー
を活用した地域づくり関連事業 総額108.5億円（98.2億円)

総額3.0億円（2.6億円）

新型コロナウイルス感染症対策
①医療提供体制の確保，感染拡大防止対策
②経済対策

２つの柱で対策を推進

デジタルテクノロジーを活用した
県民の暮らしの質の向上に向けた取組

「稼ぐ力」の向上に向けた取組

脱炭素社会の実現と豊かな自然との共生
に向けた取組

移住・交流の促進に向けた取組
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①県 税 １５７，７１４百万円（＋ ９．７％）

②地 方 交 付 税 ２７４，５２０百万円（△ ０．９％）

実質的な地方交付税 ２８８，７５０百万円（△ ９．８％）

（地方交付税＋臨時財政対策債）

③国 庫 支 出 金 ２０１，４１９百万円（＋１３．３％）

④県 債 ７５，５２６百万円（△２８．３％）

臨時財政対策債を除く県債 ６１，２９６百万円（△ １．７％）

歳入の主なもの歳入の主なもの

令和４年度一般会計歳入予算の状況令和４年度一般会計歳入予算の状況

県税
157,714(18.1)

繰入金
23,972 (2.8)

地方消費税清算金
73,245(8.4)

諸収入
10,813(1.2)

使用料・手数料
11,313(1.3)

財産収入
1,701(0.2)

分担金・負担金等
6,949(0.8)

地方交付税
274,520(31.6)

国庫支出金
201,419(23.2)

県債
75,526(8.7)

地方譲与税等
32,732(3.8)

（注）端数処理のため，合計は，
内訳の計と必ずしも一致しない。

依存財源
584,197(67.2)

（単位：百万円，（ ）は構成比％）

対前年度比

令和４年度
当初予算

869,903百万円
（100.0％）

自主財源
285,706(32.8)
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歳出の主なもの歳出の主なもの

令和４年度一般会計歳出予算の状況令和４年度一般会計歳出予算の状況

（注）端数処理のため，合計は，
内訳の計と必ずしも一致しない。

令和４年度
当初予算

869,903百万円
（100.0％）

人件費
229,469

(26.4)

（単位：百万円，（ ）は構成比％）

扶助費
136,275
(15.7)

普通建設
事業費
137,308
(15.8)

災害復旧
事業費
13,980

(1.6)

物件費
43,262

(5.0)

維持補修費 4,731 (0.5) 貸付金 4,135 (0.5)

その他 3,010(0.3)

義務的経費
486,002(55.9)

投資的経費
151,288(17.4)

その他の経費

232,613
(26.7)

教育費
186,927
(21.5)

公債費
120,674
(13.9)

民生費
120,551
(13.9)

衛生費
103,946
(11.9)

農林水産業費
69,918(8.0) 土木費

84,393
(9.7)

総務費
38,463

(4.4)

警察費
36,797
(4.2)

商工費
14,928
(1.7) その他

18,020(2.1)

【性質別】

【目的別】

諸支出金
75,286

(8.7)

令和４年度
当初予算

869,903百万円
（100.0％）

補助費等
177,476(20.4)

公債費
120,258
(13.8)

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

普 通 建 設 事 業 費

補 助 事 業

単 独 事 業

災 害 復 旧 事 業 費

一 般 政 策 経 費

①

②

③

④

⑤

⑥

２２９，４６９百万円（△ １．１％）

１３６，２７５百万円（＋ １．４％）

１２０，２５８百万円（△ ０．９％）

１３７，３０８百万円（△ １．９％）

１００，５２２百万円（△ ０．０％）

３６，７８６百万円（△ ６．７％）

１３，９８０百万円（＋ ２．９％）

１５４，５４３百万円（＋１９．８％）

対前年度比
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予算（案）の特色予算（案）の特色

持続可能な行財政構造を構築するため，行財政運営指針（案）及び行財政

改革推進プロジェクトチームで示された取組の方向性を踏まえ，

○ メリハリをつけた事務事業見直しなどの徹底した行財政改革の取組を実

施

○ スクラップ・アンド・ビルドの考え方の下で歳出改革に取り組みつつ，「稼

ぐ力」の向上に資する施策など重点的に推進すべき新たな取組を予算化

歳入･歳出両面にわたる徹底した行財政改革歳入･歳出両面にわたる徹底した行財政改革

令和４年度 財源不足のない予算を編成

① 収支均衡① 収支均衡

令和３年度末見込み １兆５９８億円

④元金償還額 ７９２億円

④県債発行額 ６１３億円

令和４年度末見込み １兆４１９億円（△１７９億円）

１．１兆円程度の
残高で推移

※ 臨時財政対策債は，本来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，元利償還金は１００％交付税措置
されることとなっている。

臨時財政対策債等を含む県債残高は，③末見込み：１兆５，９０６億円 → ④末見込み：１兆５，５３７億円（△３６９億円）

② 本県独自に発行する県債残高

（臨時財政対策債等※除き）

② 本県独自に発行する県債残高

（臨時財政対策債等※除き）

令和４年度末見込み ２５０億円（前年度同額）

➢ ２５０億円を下回らない水準を維持

③ 財政調整に活用可能な基金残高③ 財政調整に活用可能な基金残高
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行財政改革推進プロジェクトチームの取組の成果行財政改革推進プロジェクトチームの取組の成果

歳入確保の取組

効果額 約１４億円

令和４年度に向けた財源確保の取組

➢ 事業内容，財源等の見直し

・ 警察本部における回線使用料等の契約統合

・ 地域包括支援センターとの相談対応機能の重複を考慮した事業の廃止 など

➢ 決算額を考慮した当初予算規模の見直し

・ 松くい虫等駆除費の見直し など

➢ その他の見直し

・ 林業・木材産業，沿岸漁業の貸付資金滞留額の返納 など

➢ 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた事業執行の見直し等

※その他全ての事業について，事務事業見直しの視点を踏まえ事業の見直しを実施

事務事業見直し

施策の妥当性，有効性等の観点から項目を設定し，見直すことによって

財源確保を図り，県勢の発展等に資する事業への重点的な予算配分を行う

ことを目的に，事務事業見直しを実施

➢ 使用料・手数料の見直し 【約６４百万円（２１件）】

➢ ふるさと納税制度を活用した災害等支援の取組 【約１１２百万円】

効果額 約２億円
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○ 新型コロナウイルス感染症重点医療機関等体制整備事業
（３１，９５４百万円）【３補３，９５８百万円含む】

重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関の空
床確保に要する費用を支援します。

○ 新型コロナウイルス感染症宿泊療養施設確保事業（１３，４３７百万円）
重症者への入院医療の提供に支障を来さないよう，軽症者や無症状者が宿泊

して療養するための宿泊施設の確保・運営に取り組みます。

○ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業（１，０１２百万円）
新型コロナワクチンの追加接種等を円滑に進めるため，コールセンターを設置

するとともに，医療機関の個別接種や企業等の職域接種を支援します。

 高齢者施設等への感染防止対策支援事業（７４４百万円）【３補】
 障害者施設等への感染防止対策支援事業（３９５百万円）【３補】

介護，障害福祉サービス施設・事業所等が，必要なサービス等を継続して提供
できるよう，感染防止対策として，衛生用品等の購入に必要な経費を支援します。

○ 新型コロナウイルス感染防止対策調査事業（１０１百万円）【３補】
 第三者認証取得飲食店感染防止対策支援事業（４３６百万円）【３補】
 宿泊施設の認証取得促進事業（１８３百万円）【３補】

飲食店や宿泊施設の認証取得を促進するとともに，感染防止対策に必要な経
費を支援します。

新型コロナウイルス感染症拡大防止及び経済対策

新型コロナウイルス感染症は変異株による感染拡大など，日々変化することから，
県民の命と暮らしを守ることを最優先とした医療提供体制の確保や感染拡大防止対
策を実施するとともに，強力な経済対策を実施します。

１ 医療提供体制の確保，感染拡大防止対策
当初 ４８０．４億円
３補 ７４．６億円

２ 経済対策

 鹿児島ＧｏＴｏトラベル推進事業（１２，６３６百万円）【３補】
本県内の旅行商品の割引やタクシー・レンタカー利用料金の助成などの需要喚

起策を通じて，本県観光関連産業の早期回復を図ります。

 インバウンド誘客早期回復事業（９９百万円）
新たな滞在型観光コンテンツの充実や国内外の航空会社等と連携した重点的

なプロモーション等により，海外旅行市場再開後の速やかな誘客回復を図ります。

○ ぐりぶークーポン発行事業（１，６１３百万円）【３補】
県内飲食サービス，特産品等の購入に利用できる割引クーポンを発行し，県民

の消費意欲の喚起を図るとともに，飲食店の第三者認証取得を促進します。

 商店街にぎわい創出支援事業（１１７百万円） 【３補】
県内商店街等の空き店舗活用やイベント開催等の取組を支援します。

○ キバレ鹿児島！ＷＥＢ活用県産品販売促進事業（１６百万円）
本県特産品販売サイト「かごいろ」の活用により，県産品の販売を支援します。

需要喚起策

当初 ６０．１億円
３補 ２０７．１億円
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○ サービス業販路開拓・生産性向上支援事業（４９５百万円）【３補】
県内サービス事業者が行う新たな市場への販路開拓や生産性向上を図るため

の取組に対して支援を行います。

○ ものづくり中核企業生産革新支援事業（２４４百万円）【３補】
地域経済を牽引する中核企業の育成を図るため，県内製造業者が行う生産性

向上の取組等を支援します。

○ 食品関連製造業生産工程自動化・省力化等支援事業（２７７百万円） 【３補】

県内食品関連製造業者が行う生産工程の自動化・省力化等の取組を支援します。

 伝統的工芸品高付加価値化・需要開拓強化事業（３７百万円）【３補】
伝統的工芸品製造事業者等の新たな商品開発や販路開拓の取組を支援します。

○ 鹿児島県SHOCHU市場開拓事業（６１百万円）
県酒造組合等と連携して，本格焼酎の新たな市場開拓及び販路拡大を図るため，

海外及び国内でプロモーション等を実施します。

 水産物グリーン物流導入支援事業（１６百万円）
新たな販路を開拓するため，新幹線による水産物の輸送手段の確立に向けた物

流プロセスの検討や実証輸送試験等を行います。

 かごしまの６次産業化推進事業（４５百万円）
県産農林水産物の付加価値向上を図るため，関係機関・団体と連携しながら，６

次産業化実践者等に対し，新商品の開発，クラウドファンディングを活用した販路拡
大や商談及び販売機会の提供等，継続的な支援を行います。

新たな販路開拓・生産性向上のための支援等

 地域公共交通維持特別対策事業（５６４百万円） 【３補】

路線バス，航路，貸切バス事業者に対し，事業継続がなされるよう支援します。

○ コロナ禍における外国人材受入支援事業（１０２百万円） 【３補】

水際対策として国から要請されている入国後一定期間の待機など，外国人技能
実習生等を受け入れる際に，受入事業者が追加的に負担する経費を支援します。

 ＲＥＳＴＡＲＴ ＫＯＪ！「鹿児島の空」活性化事業（９４百万円）
厳しい経営環境が続く航空会社に対して支援を行うとともに，コロナ後に鹿児島空

港が新たに備えるべき機能・設備等について検討します。

○ 鹿児島空港国際化促進事業（新型コロナウイルス特別対策事業）
（１５１百万円） 【３補】

全便運休となっている鹿児島空港国際定期路線の早期再開等に資するため，
航空会社に対する運航支援等を実施します。

○ 新たな日常での文化芸術活動支援事業（２５百万円） 【３補】
文化芸術団体等が活動を再開・継続できるよう支援します。

 かごしまスポーツ合宿促進事業（３５百万円）
県内合宿促進のため，トップアスリートやスポーツ団体の合宿費を支援します。

○ 公の施設指定管理者支援事業（３６百万円）【３補】
公の施設の適切な管理運営に資するため，指定管理者の事業継続を支援する

ための支援金を交付します。

公共交通機関・文化芸術・スポーツ等への支援
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基幹産業（農林水産業）の「稼ぐ力」の向上に関する事業

本県農林水産業を担う多様な担い手の確保や，ＩＣＴ等を活用したスマート農業等

の推進による生産性の向上，新商品開発・販路開拓支援，かごしまブランドの確立
に引き続き努めるとともに，ポストコロナを見据え，輸出先国のニーズ等を的確に捉
え，生産者，関係団体等と一体となって農林水産物・加工品の輸出拡大に取り組み，
基幹産業である農林水産業の「稼ぐ力」を向上させる取組を実施します。

 かごしまの農業未来創造支援事業（３７１百万円）
○ （一部 ） むらづくり活動推進事業（２２百万円）
○ 林業担い手確保・育成総合対策事業（５０百万円）
○ かごんま漁師育成推進事業（１０百万円）【３補】

○ 畜産クラスター事業（１，８５６百万円）【３補１８４百万円含む】
○ 産地パワーアップ事業（８２９百万円）【３補３８０百万円含む】
○ 畑地帯総合農地整備事業（８，０２５百万円）
 みどりの食料システム戦略推進総合対策事業（４８百万円）
○ 第１２回全国和牛能力共進会推進事業（３８４百万円）
 かごしまの６次産業化推進事業（４５百万円）【再掲】
 「かごしま茶」魅力創出事業（２２百万円）

 「稼ぐ力」を引き出すスマート農業普及展開事業（72百万円）【３補50百万円含む】

 サツマイモ基腐病対策推進事業（７０百万円）【３補５百万円含む】
 家畜保健衛生所施設整備事業（１６５百万円）
○ （一部 ）稼げる林業・木材産業の確立事業（７百万円）
 森林管理イノベーション導入事業（５百万円）
〇 森林整備・林業木材産業活性化推進事業（５３７百万円）【３補４５０百万円含む】

○ 豊かな海づくり総合推進事業（２１０百万円）
○ 浜の活力再生施設整備事業（９１百万円）【３補】

人づくり・地域づくりの強化

【販路拡大】
 かごしまの食販売促進強化事業（３５百万円）
 世界に轟く！「和牛日本一」プロモーション推進事業（１１百万円）
 水産物グリーン物流導入支援事業（１６百万円）【再掲】
【輸出拡大】
 かごしまの農林水産物輸出促進ビジョン推進事業（１１８百万円）
○ 稼ぐ「かごしま材」輸出拡大事業（１０百万円）
○ かごしまのさかな稼ぐ輸出応援事業（６６百万円）【３補】
 かごしまのさかな輸出産品品質向上支援事業（６３百万円）

販路拡大・輸出拡大

生産・加工体制の強化，付加価値の向上
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 鹿児島ＰＲ戦略策定事業（１５百万円）
「新鹿児島ＰＲ戦略」の見直しを行うとともに，新たなキャッチコピーを策定し，本県

の更なる認知度向上やイメージアップを図ります。

 ＫＡＧＯＳＨＩＭＡの食・文化セールス事業（２３百万円）
フランス・パリのルーブル美術館で開催される「北前船寄港地フォーラム」に併せて，

フランスにおいて，鰹節や黒牛等の特産品のトップセールスを展開します。

基幹産業（観光関連産業）の「稼ぐ力」の向上に関する事業

データの分析等に基づいて誘客等を図るとともに，地域の観光資源・食を中心とした幅広い
関係者が連携した観光地域づくりを推進し，観光地域としての「稼ぐ力」を引き出す取組を進
めます。

国内外における戦略的なＰＲの展開国内外における戦略的なＰＲの展開

 わたしの鹿児島よかとこ旅事業（１０百万円）

県民等から収集した観光素材を新たな観光コンテンツとして磨き上げ，マイクロ
ツーリズムを促進します。

 教育旅行学習プログラム造成事業（１２百万円）

県内の体験プログラムを環境・文化・平和などについて学べる教育旅行に適した学
習プログラムとして磨き上げることにより，教育旅行の誘致を促進します。

○（一部 ）サイクルツーリズム推進事業（２２百万円）
モデルルートの設定や情報発信，受入環境整備等を実施します。

 ハイブランドホテル整備事業（１，５００百万円）
民間企業が行うハイブランドホテルの整備を支援します。

○ 魅力ある観光地づくり事業（１，０００百万円）
ＤＭＯ等と連携した受入環境整備により「稼げる」観光地域づくりを推進します。

魅力ある癒やしの観光地の形成

 「稼ぐ力」向上のための誘客プロモーション事業（７５百万円）
マーケティングに基づくプロモーションにより誘客と観光消費を促進します。

 鹿児島ＧｏＴｏトラベル推進事業（１２，６３６百万円）【３補】 【再掲】
本県内の旅行商品の割引等を実施し，旅行需要を喚起します。

 奄美群島誘客・周遊促進事業（９７百万円）

交通事業者と連携したプロモーションにより，世界自然遺産登録の効果を群島全体
に波及させ，群島全体の入込客の増加を図ります。

 インバウンド誘客早期回復事業（９９百万円）【再掲】

新たな滞在型観光コンテンツの充実や国内外の航空会社等と連携した重点的なプ
ロモーション等により，海外旅行市場再開後の速やかな誘客回復を図ります。

戦略的な誘客の展開戦略的な誘客の展開

 観光事業者等受入環境整備支援事業（３７７百万円）【３補】
ポストコロナの観光需要の回復に向け，宿泊施設のバリアフリー対応や観光客の

受入環境の整備を支援します。
○ ユニバーサルデザインタクシー導入促進事業（９百万円）【３補】

ユニバーサルデザインタクシーの購入費助成により，受入環境の整備を支援します。

オール鹿児島でのおもてなしの推進オール鹿児島でのおもてなしの推進
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 かごしまＤＸ推進プロジェクト事業（２６４百万円）【３補】

中小企業のＤＸの伴走支援や高度デジタル人材の育成を行います。
 スタートアップ推進事業（２０百万円）

産学官で起業家を支援する仕組みを構築し，スタートアップの創出や育成を図ります。
○ 起業支援プロジェクト事業（３１百万円）【３補】

ビジネスプランコンテストの開催等により，起業機運の醸成や起業しやすい環境の整
備を図ります。

○ 企業の「稼ぐ力」育成・支援プロジェクト（新産業創出ネットワーク事業）
（１３９百万円）

新産業創出に取り組む県内企業のニーズの掘り起こしから事業化，販路拡大までの
各段階に応じた研究開発費の補助や専門家によるコンサルティング支援を行います。

 宇宙ビジネス創出推進事業（１９百万円）【３補】

研究会の設置や実証事業等により，宇宙産業への県内企業の参入を促進します。
 ドローン関連ビジネス育成支援事業（１５百万円）【３補】

可能性調査や実証事業への支援等により，ドローン関連産業の育成を図ります。

企業の「稼ぐ力」の向上に関する事業

スタートアップ支援による新たな産業の創出や企業のデジタルトランスフォーメーショ
ンの推進のほか，地域経済を牽引する中核企業に対する研究開発や生産性向上対
策の支援など，一層の「稼ぐ力」を引き出す取組を進めます。

将来を担う新たな産業の創出将来を担う新たな産業の創出

○ サービス業販路開拓・生産性向上支援事業（４９５百万円）【３補】【再掲】
サービス事業者が行う新市場への販路開拓や生産性向上の取組を支援します。

○ ものづくり中核企業生産革新支援事業（２４４百万円）【３補】【再掲】
地域経済を牽引する中核企業の育成を図るため，ＡＩ・ＩｏＴの導入等による生産性向

上や新製品・技術の開発による更なる付加価値向上等の取組を支援します。
○ 食品関連製造業生産工程自動化・省力化等支援事業（２７７百万円）【３補】【再掲】

県内食品関連製造業者が行う生産工程の自動化・省力化等の取組を支援します。

生産性と付加価値の向上による産業競争力の強化生産性と付加価値の向上による産業競争力の強化

 伝統的工芸品高付加価値化・需要開拓強化事業（３７百万円）【３補】【再掲】
伝統的工芸品製造事業者等の新商品開発や販路開拓の取組を支援します。

○ 鹿児島県ＳＨＯＣＨＵ市場開拓事業（６１百万円）【再掲】
本格焼酎の国内外における市場開拓や販路拡大を図ります。

県産品の国内外マーケットへの戦略的な展開県産品の国内外マーケットへの戦略的な展開

 企業成長促進ハンズオン支援事業（２４百万円）
企業の生産性を高めて付加価値額を向上させるため，成長戦略の策定支援などを通

じて，企業の成長促進を図ります。
○ 中小企業事業承継加速化事業（２３百万円）【３補】

県内中小企業の持続的発展を図るため，円滑な事業承継を促進します。

中小企業の経営基盤の強化中小企業の経営基盤の強化
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 鹿児島版ＭａａＳ推進事業（３１百万円）
新たなモビリティサービスとして，キャッシュレス化等の鹿児島版ＭａａＳ

の実現を検討するとともに，アプリを活用した実証実験等を実施します。
○ 遠隔医療設備整備事業（９百万円）

離島・へき地等における医療を確保するため，医療機関が行う遠隔医療の実施に
必要な設備整備に対して補助を実施します。

○ 介護・障害福祉分野のロボット及びＩＣＴ導入（１４６百万円）

介護・障害福祉分野へのロボット等の導入支援を実施します。
 ドローン関連ビジネス育成支援事業（１５百万円）【３補】【再掲】

可能性調査や実証事業への支援等により，ドローン関連産業の育成を図ります。
 中小企業ＤＸ支援プラットフォーム事業（２５４百万円）【３補】【再掲】

普及啓発からデジタル技術の導入まで，中小企業のＤＸを伴走支援します。
 「稼ぐ力」を引き出すスマート農業普及展開事業（72百万円）【３補50百万円含む】【再掲】

 教室から世界へ！かごしまグローバルクラスルーム事業（２３百万円）

デジタルテクノロジーを活用した
県民の暮らしの質の向上に関する事業

行政手続のオンライン化に向けた取組の推進やデジタル技術を活用した業務改革
の積極的な推進など行政のデジタル化を進めるとともに，交通，医療，介護，教育など，
あらゆる分野におけるデジタルテクノロジーを活用した効率化・生産性向上，人材の
育成等，デジタル社会の実現に向けた取組を進めます。

暮らしと産業のデジタル化

 デジタル戦略推進事業（１０８百万円）
庁内各業務のデジタル技術活用による業務改革や働き方改革を推進するとともに，

行政窓口におけるキャッシュレス決済導入に向けた実証実験等を実施します。
○ 電子行政管理事業（９４２百万円）

情報セキュリティ向上等のためシステムサーバーの一元的な管理等を実施します。

 高度デジタル人材育成支援事業（１０百万円） 【３補】【再掲】

県内のＩＴ技術者が最新技術を習得するための講座の開催等を行います。
 鹿児島みらいのデジタル人材育成推進事業（１２百万円）

県内のデジタル関連企業による出前授業や職業体験等を実施します。
○ 教育の情報化推進事業（５５百万円）

学校へのＩＣＴ支援員の配置や，教員のＩＣＴ活用指導力向上のための研修等
を実施します。
 かごしまワーケーション推進事業（２５百万円）【３補５百万円含む】
○ プロフェッショナル人材戦略拠点事業（３６百万円）

ＩＴ人材を含む都市圏のプロフェッショナル人材と本県企業とのマッチング支
援を実施します。

○ 企業立地促進補助事業（１，４９５百万円）
ＩＴ企業を含む立地企業への補助を実施します。

デジタル人材の活用・確保・育成

行政のデジタル化
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○ 再生可能エネルギー推進委員会事業（４３百万円）
新たな再生可能エネルギー導入ビジョンを策定します。

 水素・再生可能エネルギー導入促進事業（６２百万円）【３補】
再エネ発電設備の導入，蓄電池，ＦＣＶ導入等に対する支援を実施します。

 離島における再エネ主力電源化に向けた可能性調査事業（２０百万円）
離島における再エネの主力電源化に向けた課題抽出等の調査を実施します。

 蓄電池を活用した地産地消型再エネ導入支援事業（５１百万円）
蓄電池を活用した先進的な取組に対する支援を実施します。

○ エネルギーをシェアするまちづくり事業（２７百万円）
エネルギーを地産地消するまちづくりの実証計画を作成します。

脱炭素社会の実現と豊かな自然との共生に関する事業

地球温暖化は，人類の将来に関わる最も重要な環境問題であり，県民，事業者，行政
が一体となって地球温暖化対策に取り組み，２０５０年までに温室効果ガスの排出を全
体としてゼロにするための施策を積極的に展開します。

再生可能エネルギーを活用した地域づくり

 カーボンニュートラル普及啓発事業（３６百万円）
２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けて，県民や事業者の理解を深め，気運

醸成を図るためのイベント等を実施します。

 地球温暖化対策実行計画改定事業（７百万円）
国の地球温暖化対策計画の見直し等を踏まえ，県地球温暖化対策実行計画を改定

します。

○ 電気自動車等の充電設備整備事業（３７百万円）【３補】
電気自動車等の普及・促進のための充電設備の導入を支援します。

 省エネ設備等導入支援事業（１０１百万円）【３補】
県内中小事業者が行う省エネ設備等の導入を支援します。

 離島における電気自動車等購入支援事業（２２百万円）
離島における電気自動車等の購入を支援します。

○ 環境と調和した農業推進事業（１３８百万円）
地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い農業生産活動を支援します。

○ 造林補助事業（１，６１９百万円）
間伐や再造林等による多様で健全な森林づくりを促進します。

○ 森林（もり）をまもりそだてる整備事業（みんなの森づくり県民税関係事業）
（３８２百万円）

森林環境の保全を図るため，再造林や間伐等の森林整備を支援します。

地球環境を守る脱炭素社会づくり
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 移住・交流・関係人口拡大推進事業（８４百万円）【３補１３百万円含む】
「地方回帰」の気運が高まる中，更なる移住・交流の促進などを図るため，情報発

信・相談対応を強化するほか，市町村営住宅の移住者向け改修に対する支援など
の市町村支援を行います。

 かごしまワーケーション推進事業（２５百万円） 【３補５百万円含む】【再掲】
関係人口の創出・拡大を図り，将来的な移住者の増加につなげるため，豊かな

自然環境や温泉資源などを活用した鹿児島ならではのワーケーションを官民連携
で推進するとともに，情報発信の強化やワーケーションに取り組む民間事業者を支
援します。

 鹿児島県人材確保・移住調査事業（１０百万円）【３補】
若年層や移住希望者等へのアンケート調査や客観的なデータなどから現状分

析・実態把握を行うことにより，効果的な施策を展開します。

〇 ふるさと鹿児島ＵＩターン就活応援事業（６百万円）【３補】
本県出身者等へのＵＩターン促進のため，就職活動経費の一部を助成します。

移住・交流の促進に関する事業
地域産業の振興を支える人材の確保・育成に関する事業

地域活動において中心的な役割を担う人材の育成や，移住・交流の促進，地域おこ
し協力隊支援，関係人口の創出・拡大等により，地域内外の人材による地域課題解決
のための取組等を推進し，個性を生かした地域づくりを進めます。

鹿児島の農林水産業や建設業等を支える人材などの確保・育成を推進します。

移住・交流の促進と関係人口の創出・拡大

 インターンシッププログラム支援事業（９百万円）
インターンシップに意欲のある企業を対象にモデル事業を実施し，専門家のサ

ポートにより就職に結びつくインターンシッププログラムの作成・改善を実施します。

○ 新規就農・就業総合支援事業（１７百万円）
認定新規就農者制度の推進や，就農・就業の相談活動，青年農業者の生産・

経営管理技術の向上に向けた支援，農業に触れる体験ツアーなどを実施し， 将来
の担い手となる青年農業者を確保・育成します。

○ かごしまの次代を担う農業教育推進事業（７百万円）
農業高校生を対象とした国内外の先進的農家等での研修を実施し，視野の広い

農業担い手を育成します。

○ 建設産業担い手確保・育成・定着促進事業（２７百万円）

建設産業が持続的に「地域の守り手」としての役割を果たせるよう，性別，
国籍に関係ない多様な担い手の確保・育成・定着を図ります。

地域産業の振興を支える人材の確保・育成
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 教室から世界へ！かごしまグローバルクラスルーム事業（２３百万円）【再掲】

海外の学校とオンラインで交流するとともに，生徒を交流先等へ派遣します。

 みらいの学び推進事業（２４百万円）
ＩＣＴの専門家等による学校等への指導面及び技術面の支援等を行います。

○ 教育の情報化推進事業（５５百万円）【再掲】
学校へのＩＣＴ支援員の配置や，ＩＣＴ活用指導力向上のための研修等を実施します。

 教員業務支援員配置事業（５８百万円）
授業準備の補助等を行う教員業務支援員を小・中学校に配置します。

 特別支援学校教育環境改善検討事業（１百万円）

特別支援学校の教育環境の改善を検討するための委員会を設置します。
 楠隼中高一貫教育校調査検討事業（１百万円）

楠隼中高一貫教育校の共学化及び全寮制廃止の課題に係る調査等を行います。

 教育の機会の確保に関する調査研究事業（１百万円）
夜間中学など就学機会の提供についての調査・研究等を行います。

地域を愛し世界に通用する人材の育成に関する事業
文化・スポーツの振興に関する事業

質の高い教育環境を確保するとともに，鹿児島で生まれ育った若者が，ふるさとに
誇りを持てるよう郷土教育の充実を図り，人材の育成を推進します。

県民が文化芸術やスポーツに親しむ機会の充実を図ります。

子どもの夢や希望を実現する教育環境づくり

 スポーツ・コンベンションセンター整備検討事業（２９百万円）

スポーツ・コンベンションセンター（総合体育館）の整備に向けて，整備・運営手法

の検討や整備予定地の地盤調査を行います。

「する・みる・ささえる」スポーツの振興

 霧島国際音楽ホールパイプオルガン整備事業（５１百万円）

霧島国際音楽ホールにパイプオルガンを整備します。（完成予定：令和７年度）
 歴史的建造物魅力発信事業（２百万円）

霧島神宮の国宝指定，鹿児島神宮の重要文化財の指定を契機として県内の歴史
的建造物の魅力を再発見するイベントの開催や動画の作成を行います。

文化の薫り高いふるさとかごしまの形成

○ 郷土教育推進事業（１５百万円）

鹿児島の歴史，伝統，文化，産業，地域の特性等を理解し，ふるさとに誇りを持つ
ことができるよう郷土教育の充実を図ります。

 鹿児島みらいのデジタル人材育成推進事業（１２百万円）【再掲】
県内のデジタル関連企業による出前授業や職業体験等を実施します。

鹿児島の発展を牽引する人材の育成
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高齢者や女性，障害者，子どもなど，誰もが
安心して暮らし，活躍できる社会の形成に関する事業

高齢者が健やかで生きがいを持てる社会の形成

高齢者を含むグループが取り組む互助活動などに対してポイントを付与し，高齢
者を地域全体で支える活動を推進します。

○ 高齢者地域支え合いグループポイント事業（７３百万円）

高齢者自身の健康づくりや地域貢献活動などに対してポイントを付与し，高齢者
自身の介護予防への取組や社会参加活動を促進します。

○ 高齢者元気度アップ・ポイント事業（３９百万円）

若者，中年齢層，高年齢層などの各年齢層の方が，高齢者の見守りや買い物

支援などのボランティア活動を行うことに対してポイントを付与し，介護人材の裾野
の拡大を推進します。

○ 介護人材確保ポイント事業（１２百万円）

地域活動に意欲のある高齢者の社会参加を促進するため，必要な知識等を習得
する研修の実施など，地域が行う高齢者の人材育成等を支援します。

 かごしまシニア人材育成促進事業（１４百万円）

女性がいきいきと活躍できる社会の形成

固定的性別役割分担意識などにより生じているジェンダー
ギャップを解消するため，ジェンダー平等推進プロジェクト
チームや若者会議の開催等を通じて，企業をはじめ県民の
取組に向けた気運醸成を図ります。

○ かごしまジェンダー平等推進プロジェクト事業（１１百万円）

ジェンダー平等推進の観点から，様々な分野における女性の参画を促進するため，
各種セミナーを開催し，女性の能力向上やネットワークの構築を支援します。

○ 女性のエンパワーメント事業（７百万円）

企業トップ等を対象としたフォーラムの開催やジェンダー平等に積極的に取り組む

企業の表彰等を通じて，職場におけるジェンダー平等の実現を図り，男女がともに働
きやすい環境づくりを推進します。

○ 職場におけるジェンダー平等推進事業（９百万円）

経済的理由などにより生理用品を購入又は使用できない「生理の貧困」について，

県の相談機関等において，こうした困難を抱える女性に向けた生理用品の無料提
供を実施するほか，市町村における同様の取組を支援します。

 「生理の貧困」支援促進事業（７百万円）

地域に暮らす高齢者や意欲ある地域住民に住民参加型福祉サービスへの参加を
促し組織化・活性化させることで，高齢者等の生活支援や介護予防を推進します。

○ 住民参加型福祉サービス支援事業（７百万円）

高齢者や女性，障害者，子どもなど，誰もが安心して暮らし，活躍できるよう，結婚・
出産・子育てしやすい環境の整備や障害者が必要なサービスを受けられる環境の整
備，高齢者の社会参加の促進等の取組を進めます。

ジェンダー平等推進の
シンボルデザイン
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 障害者ピアサポート研修事業（１百万円）

障害者等の個性と能力を生かせる社会の形成

市町村や医療関係者等で構成する関係者会議を設置し，制度改正に向けた検
討を行います。

○ 重度心身障害者医療費助成在り方検討事業（１百万円）

医療的ケア児が地域で安心して暮らしていけるよう，医療的ケア児等コーディネ
ーターの養成・活用を図り，医療的ケア児支援連絡協議会を開催するとともに，在
宅の重度心身障害児の家族支援を行います。

 医療的ケア児等総合支援事業（４百万円）

自らの障害や疾病の経験を生かしながら，他の障害や疾病のある障害者の支援
を行うピアサポーターを養成し，ピアサポート活動の取組を促進します。

みやまコンセールの駐車場からホール入り口までの通路に手すり等を設置すると
ともに，身障者用駐車場の増設整備を行います。

 みやまコンセール環境整備事業（２８百万円）

結婚，妊娠・出産，子育ての希望がかなう社会の実現

低出生体重児等の保護者への寄り添った支援を充実する
ため，鹿児島県版のリトルベビーハンドブックを作成します。

 鹿児島県リトルベビーハンドブック（仮称）作成事業（２百万円）

子ども・若者が主体的に将来を選択できるよう，妊娠・

出産等に関する医学的・科学的な知識や支援制度を踏ま
えたライフプランニングを考えるきっかけを提供するため
の講演会を開催します。

 未来の妊娠・出産を考えるきっかけ
づくり事業（５百万円）

孤立感や不安を抱えた妊産婦等が身近に相談できるオンライン相談窓口を設置
し，妊娠等に関する正しい情報提供や予期しない妊娠等への相談支援を行います。

 「かごぷれホットライン」オンライン相談支援事業（３百万円）

ヤングケアラーの実態調査を行うとともに，福祉・介護・医療・教育等の関係機関
職員への研修を実施し，ヤングケアラーへの支援体制の強化を図ります。

 ヤングケアラー実態調査等事業（６百万円）

保育所等において医療的ケアを行うために必要な看護師等の配置などを行う市
町村を支援し，保育所等における医療的ケア児の受入体制を整備します。

 医療的ケア児保育支援事業（２２百万円）

 障害者芸術文化活動普及支援事業（４百万円）

障害者の芸術文化活動に関わる支援センターを設置し，芸術文化の享受，多様
な活動の展開など，障害者の自立と社会参加を促進します。
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奄美世界自然遺産登録を契機とした取組に関する事業

 ほこらしゃ奄美音楽祭開催事業（１２百万円）
奄美の独自の文化である島唄の魅力を発信

することにより，奄美の自然や文化に対する理
解を深め，文化継承と誘客による持続可能な
地域発展につなげます。

 危機的な状況にある言語・方言サミット開催
事業（０．４百万円）

「危機的な状況にある言語・方言サミット」を
知名町において開催します。

島々の魅力を生かした奄美・離島の振興

 奄美世界自然遺産保全・活用推進事業（５３百万円）
世界自然遺産に登録された奄美の適切な保全・管理の

継続的な実施に向けて，自然環境の保全と利用の両立など
必要な取組を推進します。

ア 遺産地域における利用ルールの運用
イ 世界自然遺産に係る普及啓発

（登録１周年記念シンポジウム）
ウ 貴重な生態系の保全（希少種ロードキル対策等） 等

 「奄美・沖縄」世界自然遺産登録観光連携事業（４百万円）
「奄美・沖縄」の世界自然遺産登録効果を波及させ，持続的な発展につなげるた

め，地域の持つ多彩な魅力を生かし，沖縄県と連携したプロモーションや周遊促進
を図ります。

○ ２つの世界自然遺産（屋久島・奄美）周遊促進事業（５百万円）【３補】
本県が持つ２つの世界自然遺産（屋久島・奄美）を生かし，各島の自然遺産の魅力

と併せて，歴史や文化を体験できる周遊旅行商品の造成を促進することで，継続的
な誘客を促進します。

世界自然遺産の保全と持続的な観光の推進

２つの世界自然遺産を有する全国唯一の県として，その強みや多様な伝統・文化等
の魅力を活かした交流人口の拡大や人と自然が共生する地域づくりを推進します。

○ 奄美・沖縄連携交流促進事業（６５百万円）
歴史的，文化的につながりの深い奄美・沖縄両地域における調和ある振興のため，

移動コストを軽減し，両地域の住民等の交流を促進します。

離島の交通ネットワークの形成
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令和３年度３月補正予算の主な内容令和３年度３月補正予算の主な内容

 葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業（８百万円）〔当初予算７０百万円 計７８百万円〕

〇 森林整備・林業木材産業活性化推進事業（４５０百万円）〔当初予算８６百万円 計５３７百万円〕

○ 産地パワーアップ事業（３８０百万円）〔当初予算４４９百万円 計８２９百万円〕

〇 畜産クラスター事業（１８４百万円）〔当初予算１，６７１百万円 計１，８５６百万円〕

〇 奄美群島成長戦略推進交付金（６４１百万円）

５ 多様で魅力ある奄美・離島の振興に関する事業

合計 ３７，２３８百万円（３月補正予算額 ４２，９００百万円）

1 農林水産業の「稼ぐ力」の向上に関する事業

 高齢者施設等への感染防止対策支援事業（７４４百万円）

 障害者施設等への感染防止対策支援事業（３９５百万円）
〇 新型コロナウイルス感染症重点医療機関等体制整備事業（３，９５８百万円）

新型コロナウイルス感染症関連追加対策

１ 医療提供体制の確保，感染症拡大防止対策 等

国補正に対応した経済対策 等

○ ぐりぶークーポン発行事業（１，６１３百万円）
 商店街にぎわい創出支援事業（１１７百万円）
 伝統的工芸品高付加価値化・需要開拓強化事業（３７百万円）
 地域公共交通維持特別対策事業（５６４百万円）

２ 経済対策 等

（参考）１２月補正における国補正に対応した経済対策

〇 公共事業（３２，７３０百万円）

〇 鹿児島市南部地区特別支援学校施設整備事業（３，５５１百万円）

４ 子どもの夢や希望を実現する教育環境づくりに関する事業

 震度情報ネットワークシステム更新（３２８百万円）

６ 安心・安全な県民生活の実現に関する事業

 鹿児島ＧｏＴｏトラベル推進事業（１２，６３６百万円）

２ 観光関連産業の「稼ぐ力」の向上に関する事業

○ サービス業販路開拓・生産性向上支援事業（４９５百万円）
○ ものづくり中核企業生産革新支援事業（２４４百万円）

○ 食品関連製造業生産工程自動化・省力化等支援事業（２７７百万円）

３ 企業の「稼ぐ力」の向上に関する事業

19



１ 誰もが個性と能力を発揮し活躍できる社会の実現(1)

(1)  高齢者が健やかで生きがいを持てる社会の形成

④ 老人クラブ育成事業 78,784千円

心豊かで活力ある長寿社会の実現を図るため，生きがいづくりや健康づくり，
ボランティア活動など多様な活動を行う老人クラブに対する助成を行います。

⑥ 住民参加型福祉サービス支援事業 7,281千円

地域に暮らす高齢者や意欲のある地域住民に住民参加型福祉サービスへの参加を
促し組織化・活性化させることで，高齢者等の生活支援や介護予防を推進します。

⑤ かごしまシニア人材育成促進事業 13,779千円

地域活動に意欲のある高齢者の社会参加を促進するため，必要な知識等を習得す
る研修の実施など，地域が行う高齢者の人材育成等を支援します。

⑦ 高齢者等介護人材参入促進事業 6,750千円

高齢者を含むグループが取り組む互助活動などに対してポイントを付与し，高齢者を
地域全体で支える活動を推進します。

③ 高齢者地域支え合いグループポイント事業 73,318千円

高齢者自身の健康づくりや地域貢献活動などに対してポイ
ントを付与し，高齢者自身の介護予防への取組や社会参加活
動を促進します。

① 高齢者元気度アップ・ポイント事業 38,718千円

若者，中年齢層，高年齢層などの各年齢層の方が，高齢者
の見守りや買い物支援などのボランティア活動を行うことに対
してポイントを付与し，介護人材の裾野の拡大を推進します。

② 介護人材確保ポイント事業 12,446千円

元気高齢者等を対象に，介護分野への関心を持つきっかけとな
るセミナー等を開催するとともに，介護事業所団体が介護助手等
を活用して介護業務の機能分化を推進する取組を支援します。

⑧ 成年後見制度利用促進事業 1,030千円

市町村における中核機関の設置・運営や地域連携ネットワーク
の構築等を支援します。

⑨ 地域福祉サービス推進事業 101,117千円

高齢者等の援護を必要とする人が，住み慣れた家庭や地域で安心して暮らせるよう，各
種福祉サービスの円滑な利用や，福祉サービスに関する苦情解決のための体制整備の支
援を行います。
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１ 誰もが個性と能力を発揮し活躍できる社会の実現(2)

(2)  女性がいきいきと活躍できる社会の形成

固定的性別役割分担意識などにより生じているジェンダーギャッ

プを解消するため，ジェンダー平等推進プロジェクトチームや若者
会議の開催等を通じて，企業をはじめ県民の取組に向けた気運醸
成を図ります。

① かごしまジェンダー平等推進プロジェクト事業 11,247千円

ジェンダー平等推進の観点から，様々な分野における女性の参画を促進するため，各種セ
ミナーを開催し，女性の能力向上やネットワークの構築を支援します。

③ 女性のエンパワーメント事業 7,198千円

企業トップ等を対象としたフォーラムの開催やジェンダー平等

に積極的に取り組む企業の表彰等を通じて，職場におけるジェ
ンダー平等の実現を図り，男女がともに働きやすい環境づくりを
推進します。

② 職場におけるジェンダー平等推進事業 8,928千円

子どもの頃からジェンダー平等についての理解を
深めるため，小・中学生，教職員，保護者及び地域
住民を対象としたワークショップ等を開催します。

⑤ 子どもたちの男女共同参画学びの広場
推進事業 1,817千円

様々な困難を抱える女性の生活や就労を支援するため，各地域で相談対応を行う民生委員

・児童委員等を対象に，当該女性の状況や背景への理解を深め支援スキルを向上する研修を
行うほか，専門の相談員による相談対応を行います。

④ 困難を抱える女性のくらし･しごとサポート事業 1,104千円

子どもたちの男女共同参画学びの広場推進事業の様子

⑦ 第４次県男女共同参画基本計画策定事業 3,444千円

平成30年３月に策定した「第３次鹿児島県男女共同参画基本計画」の計画期間が令和４年度
までであるため，令和５年度からの新たな基本計画を策定します。

⑥ 「生理の貧困」支援促進事業 7,392千円

経済的理由などにより生理用品を購入又は使用できない「生理の貧困」について，県の相談
機関等において，こうした困難を抱える女性に向けた生理用品の無料提供を実施するほか，市
町村における同様の取組を支援します。

ジェンダー平等推進の
シンボルデザイン
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１ 誰もが個性と能力を発揮し活躍できる社会の実現(3)

⑦ 障害者スポーツ振興事業 10,054千円

令和５年に本県で開催する全国障害者スポーツ大会に向けて，
参加選手の確保・育成を図るとともに，本大会の開催を契機と
して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
験教室やレベルアップ教室等を実施します。

④ 障害者施設等工賃向上計画推進事業 11,560千円

県工賃向上計画に基づき就労支援事業所の工賃水準の向上
を図るため，共同受注窓口における情報提供体制の整備や，
障害者就労施設の農業分野への参入等の支援を行います。

⑤ 障害者就業・生活支援センター運営事業 47,726千円

障害者の自立を促進するため，職場への定着が困難な障害者や就業経験のない
障害者に対し，就業に伴う日常生活・社会生活上の支援を行います。

(3)  障害者等の個性と能力を生かせる社会の形成

① かごしま県民手話言語普及等推進事業 6,713千円

「かごしま県民手話言語条例」を踏まえ，ろう者が手話を使用しやすい環境の整備
等を図るため，県民等に手話を普及するための講座の開催や手話通訳者及びその指
導者の養成等を行います。

② 重度心身障害者医療費助成在り方検討事業 1,104千円

市町村や医療関係者等で構成する関係者会議を設置し，制度改正に向けた検討を
行います。

医療的ケア児が地域で安心して暮らしていけるよう，医療的ケア児等コーディネ

ーターの養成・活用を図り，医療的ケア児支援連絡協議会を開催するとともに，在

宅の重度心身障害児の家族支援を行います。

③ 医療的ケア児等総合支援事業 3,972千円

○ 障害者芸術文化活動普及支援事業

障害者の芸術文化活動に関わる支援センターを設置し，芸術文化の享受，
多様な活動の展開など，障害者の自立と社会参加を促進します。

○ 障害者ピアサポート研修事業

自らの障害や疾病の経験を生かしながら，他の障害や疾病のある障害者の
支援を行うピアサポーターを養成し，ピアサポート活動の取組を促進します。

⑥ 県地域生活支援事業 73,576千円

障害者が自立した日常生活や社会生活を営むことを支援するため，専門性の高
い相談支援体制の整備や，要約筆記者などの養成・派遣，障害者の社会参加を促
進するための事業を行います。

農福マルシェの様子
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(4)  多文化共生の実現

① かごしま多文化共生社会推進事業 2,946千円

外国人が住みやすい魅力的な鹿児島の実現を
図るとともに，多くの外国人が県内各地で活躍
できるよう，県民と在留外国人の交流イベント
・講座の開催や地域における特色ある国際交流
活動等を支援するほか，日本語等講座の開催，
日本語サポーターや災害ボランティアの養成，
多文化共生アドバイザーの派遣などを実施しま
す。

日本語サポーター養成講座

１ 誰もが個性と能力を発揮し活躍できる社会の実現(4)

(5)  誰もが役割を持ち，支え合い，尊重される社会の形成

② 人権啓発推進事業 24,584千円

県民の人権意識を高めるため，テレビ・ラジオ等による広報，県民や行政，企業，
団体を対象とした講演会等の開催や啓発資料の作成・配付等を行います。

①（一部 ）共生・協働の地域コミュニティづくり推進事業 10,546千円

「共生・協働の地域社会づくり」を推進するため，その担い手となる地域コミュニ
ティの活動の活性化を図ります。

③ 生活困窮者自立支援事業 140,530千円

生活困窮者の自立を促進するため，様々な課題を抱える生活困窮者に対し，本人の
状況に応じ就労や家計管理，子どもの学習等の包括的な支援を行います。

② 国際交流プラザ設置事業 18,580千円

県民と外国人の相互理解を深めるため，県民，外国人，国際交流団体への交流の場
や生活情報等の提供，各種相談への対応，外国語・文化講座等の開催などを行います。

③ 鹿児島県国際交流センター管理運営事業
29,200千円

留学生等に宿泊施設を提供するとともに，留学生
等の相互交流や県民との交流を通した国際社会に貢
献する人材の育成及び国際相互理解の促進を図るた
めに設置した，鹿児島県国際交流センターの管理運
営を行います。

④ 地域生活定着支援センター運営事業 24,094千円

福祉的な支援を必要とする高齢又は障害のある矯正施設退所者の地域への定着を図
るため，地域生活定着支援センターにおいて必要な福祉サービスの検討や関係機関と
の調整等による支援を行います。

国際交流センターの交流イベント
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２ 結婚，妊娠・出産，子育ての希望がかなう社会の実現(1)

① 出会い・結婚相談事業 19,712千円

結婚を希望する方の出会いや結婚を実現するため，「かご
しま出会いサポートセンター」において，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。

(2)  安心して子育てができる社会づくり

(1)  結婚，妊娠・出産の希望を実現できる社会づくり

④ 鹿児島県リトルベビーハンドブック（仮称）作成事業 2,042千円

低出生体重児等の保護者への寄り添った支援を充実するため，鹿児島県版のリトルベ
ビーハンドブックを作成します。

経済的理由から受診を控えることによる症状の重篤化を防ぐため，住民税非課税世帯の高

校生までを対象に，医療機関等での窓口負担をなくす子ども医療給付を行う市町村に対し，経
費の一部を助成します。

① 子ども医療給付事業 310,974千円

② 医療的ケア児等受入体制構築促進事業 1,080千円

医療的ケア児とその家族の地域生活支援の向上を図るため，市町村や保育所等に対し
て，保育所等における医療的ケア児の受入を促進するためのセミナーを開催します。

⑤ 「かごぷれホットライン」オンライン相談支援事業 3,112千円

孤立感や不安を抱えた妊産婦等が身近に相談できるオンライン相談窓口を設置し，妊
娠等に関する正しい情報提供や予期しない妊娠等への相談支援を行います。

② 不妊治療対策事業 149,201千円

不妊及び不育症に悩む夫婦の精神的・経済的負担の軽減を
図るため，不妊及び不育症に関する相談に応じるとともに特
定不妊治療及び不育症検査に要する費用の一部を助成します。

③ 離島地域不妊治療支援事業 2,520千円

不妊治療指定医療機関のない離島地域の不妊治療を受ける
方の経済的負担の軽減を図るため，通院に要する交通・宿泊
費の助成を行う市町村に対して，費用の一部を助成します。

③ 子ども・子育て支援総合対策事業 735,628千円

安心して子どもを育てることができる体制の整備を
図るため，認定こども園等の整備や保育従事者のため
の研修等の支援を行います。

○ 医療的ケア児保育支援事業

保育所等において医療的ケアを行うために必要な看護師等の配置などを行う市町
村を支援し，保育所等における医療的ケア児の受入体制を整備します。
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２ 結婚，妊娠・出産，子育ての希望がかなう社会の実現(2)

④ 病児保育等体制整備促進事業 4,336千円

① 子ども食堂立上げ応援プロジェクト 7,971千円

子ども食堂のさらなる普及を図るため，新規開設のきっかけづくりのための子ども
食堂の出張開催や新規開設に要する経費の助成，周知・啓発など子ども食堂を総合的
に支援します。

(3)  子どもたちが未来に希望を持てる社会づくり

子どもが病気の際，自宅での保育が困難な場合などに
一時的にその児童を保育するため，市町村における病児
保育施設の整備を促進します。

⑤ 子どものための教育・保育給付事業
15,469,168千円

質の高い幼児教育・保育などの子育て支援を総合的に
推進するため，子ども・子育て支援新制度の対象となる
幼稚園，保育所，認定こども園等の教育・保育に要する
費用の一部を負担します。

⑥ 子育てのための施設等利用給付事業 374,515千円

幼稚園(旧制度)，認可外保育施設，預かり保育事業等の利用
料の一部を負担します。

⑦ 地域子ども・子育て支援事業 3,006,616千円

地域の子ども・子育て支援の充実を図るため，市町村が地域の
実情に応じて行う一時預かりや放課後児童クラブの運営など，子
育て支援の総合的な提供に対して交付金を交付します。

⑧ 多子世帯保育料等軽減事業 31,223千円

子育てに係る経済的負担の軽減を図るため，保
育所等を利用する多子世帯の０歳から２歳の第３
子以降の保育料に係る保護者負担を軽減する市町
村に対し，経費の一部を助成します。

児童福祉司等の増員や中央児童相談所の一時保護所の補修や備品整備等により，児童
虐待への確実な対応・防止を図ります。

② 児童虐待防止関連事業 286,788千円

③ ヤングケアラー実態調査等事業 6,131千円

ヤングケアラーの実態調査を行うとともに，福祉・介護・医療・教育等の関係機関
職員への研修を実施し，ヤングケアラーへの支援体制の強化を図ります。
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３ 健康で長生きできる社会の実現と良質な医療・介護の確保(1)

がんが生命及び健康にとって重大な問題となっている現状
に鑑み，がん対策を総合的かつ計画的に推進します。

生活習慣病の発症・重症化を予防し，県民の健康寿
命の延伸を図るため，関係団体や産業界と連携して，
県民の生活習慣の改善や健康づくりを支援する社会環
境整備を推進します。

① 健康寿命延伸総合対策事業 23,727千円

(1)  心豊かに生涯を送れる健康長寿県の創造

○ メタボリックシンドローム予防対策事業

肥満や生活習慣病を予防・改善するため，関係団体と連携して，生活習慣の
改善や健診受診率の向上を図ります。

○ 健康づくりを支援する社会環境整備事業

産業界と連携した食の環境整備，受動喫煙防止の環境整備や職場ぐるみの健
康づくりを推進し，社会全体で県民の健康づくりを支える社会環境の整備を図
ります。

② がん対策総合推進事業 77,582千円

○ 循環器病対策推進事業

循環器病が県民の疾病による死亡・介護の主要な原因であることを鑑み，各種
関係機関と協働で総合的な循環器病対策を推進します。

○ 県民健康・栄養調査事業

県民の身体の状況，栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし，県民の健
康づくりの総合的な推進を図るため，県民健康・栄養調査を行います。

○ (一部 ) がん克服総合推進事業

がん予防の推進やがんの早期発見のための検診の受診等を促進するとともに，
医療用ウィッグの購入費用を助成する市町村に対し，経費の一部を助成します。

③ 若年がん患者等支援事業 6,308千円

将来子どもを産み育てることを望む若年のがん患者等に対し，妊孕性温存療法
に要する経費の一部を助成します。

○ 造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業
造血細胞移植を受けた20歳未満のがん患者等へワクチン再接種費用を助成する

市町村に対し，その経費の一部を助成します。

○ 小児・ＡＹＡ世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業
にんよう
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３ 健康で長生きできる社会の実現と良質な医療・介護の確保(2)

(3)  誰もが安心して必要な医療を受けられる地域づくり

② 在宅医療・介護連携推進支援事業 1,680千円

地域包括ケアシステム構築に係る医療介護連携の推進を図るため，在宅医療・介
護連携に関する協議会等を開催するとともに，患者が病院と自宅等との間で円滑に
入退院できるよう，地域における入退院調整に係るルール運用・定着を支援します。

⑤ 離島・へき地におけるＩＣＴ技術を活用した遠隔医療推進事業 1,330千円

離島・へき地医療の充実を図るため，ＩＣＴを活用した遠隔医療の推進に関する
方策の検討等を行います。

地域医療を担う医師を確保するため，
医師修学資金の貸与や県外からのＵ・Ｉ
ターンの促進，初期臨床研修医の確保な
どの対策を実施します。

③ 緊急医師確保対策事業 241,471千円

＜主な取組＞
 医師修学資金の貸与（地域枠，特定診療科枠）
 特定診療科医師派遣
 女性医師復職支援
 離島・へき地視察支援
 専門医養成支援 など

令和５年春の新病院開院に向け，建設工事
及び医療機器整備を行うとともに，移転に向
けた準備を進めます。

① 新薩南病院整備事業（県立病院事業特別会計） 6,155,518千円

看護職員の確保と資質の向上を図るため，
県内就業の促進や離職防止のための支援等
を行います。

② 看護職員確保対策事業 82,870千円

④ 離島へき地医療確保対策事業
264,312千円

離島・へき地住民の医療を確保するため，へき地医療拠点病院及びへき地診療所
の運営や設備整備に対して助成を行うとともに，医療機関が行う遠隔医療の実施に
必要な設備整備に対して助成を行います。

(2)  住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられる地域包括ケアの推進

① 訪問看護供給体制確保推進事業 1,842千円
訪問看護供給体制の確保を図るため，訪問看護師の人材確保・育成に係る検討

会の開催や訪問看護師の資質向上のための研修等を実施します。

③ 介護特定技能外国人マッチング支援事業 5,890千円

県内介護施設等で就労を希望する特定技能外国人と介護施設等とのマッチングを
支援し，外国人介護人材の確保に取り組みます。

⑥ 保健医療計画策定事業 5,312千円

保健医療提供体制の総合的な整備を図るため，医療法に基づき，県保健医療計画
の見直しに係る基礎調査の実施・分析等を行います。

新薩南病院完成イメージ
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４ 地域を愛し世界に通用する人材の育成，文化・スポーツの振興(1)

(1)  子どもの夢や希望を実現する教育環境づくり

① 教室から世界へ！かごしまグローバルクラスルーム事業 22,801千円

⑪ 鹿児島市南部地区特別支援学校施設整備事業 3,550,570千円【３補】

県農業試験場跡地に高等部を有する特別支援学校を整備します。

② みらいの学び推進事業 23,728千円

④ 高校生の未来サポートスタッフ配置事業 22,260千円

県内求人の新規開拓や情報収集，進路相談等の就職支援，インターンシップ・座談
会を実施するなど，キャリア教育の充実を図ります。

⑦ 教員業務支援員配置事業 58,224千円

楠隼中高一貫教育校の共学化及び全寮制廃止の課題を整理するため，調査等を行い
ます。

多様な課題に立ち向かい，その解決を図る資質
・能力を育成するため，ＩＣＴの専門家等による
学校等への指導面及び技術面の支援等を行います。

⑤ 生徒指導対策総合推進事業 120,137千円

児童生徒の様々な悩みや課題に対応するため，スクールカウンセラーなどによる教
育相談体制の充実を図るなど，総合的な生徒指導対策を推進します。

⑥ 特別支援教育総合推進事業 3,672千円
教育，福祉，医療，保健，労働等の関係機関と連携し，発達障害を含む障害のある

幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じて適切な指導及び必要な支援を行う特別
支援教育を総合的に推進します。

③ 教育の情報化推進事業 55,057千円

学校へのＩＣＴ支援員の配置や，教員のＩＣＴ
活用指導力向上のための研修等を実施します。

語学力の向上と国際意識の醸成を図るため，海外の学校と年間を通じてオンライン
で交流するとともに，生徒を交流先の学校等へ派遣します。

教員がより児童生徒への指導や教材研究等に注力できる体制を整備するため，授業
準備の補助等を行う教員業務支援員を小・中学校に配置します。

⑧ 特別支援学校教育環境改善検討事業 978千円

施設の狭隘化や通学時間の課題など特別支援学校の教育環境の改善を検討するため，
学識経験者等で構成する委員会を設置します。

⑨ 楠隼中高一貫教育校調査検討事業 954千円

義務教育段階における普通教育に相当する教育機会を確保するため，夜間中学など
就学機会の提供についての調査・研究等を行う検討委員会を設置します。

⑩ 教育の機会の確保に関する調査研究事業 1,298千円
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４ 地域を愛し世界に通用する人材の育成，文化・スポーツの振興(2)

① 郷土教育推進事業 14,886千円
将来鹿児島に住んで郷土の発展を支えようとする人

材を育成するため，鹿児島の歴史，伝統，文化，産業，
地域の特性等を理解し，ふるさとに誇りを持つことが
できるよう，郷土教育の充実を図ります。

(2)  鹿児島の発展を牽引する人材の育成

② かごしま地域塾推進事業 7,360千円
鹿児島の教育的風土や伝統を生かして，子どもたちを地域ぐるみで育む「かごしま

地域塾」の活動を支援するとともに，県内全域への普及・拡大を図ります。

④ かごしま青少年海外研修事業 11,909千円
アジア経済圏の主要都市である上海，香港，台北に青少年を派遣し，訪問国の企業

人等との交流や現場体験等を通して，次代の鹿児島を担う国際的な人材を育成します。

⑤ （一部 ）アジア地域との交流 8,174千円
中国江蘇省との交流協議会の開催及び韓国全羅北道からの訪問団の受入れなどを行

います。また，新たに台湾との交流を促進するため，屏東県と交流に向けた協議等を
行います。

⑤ 第47回全国高等学校総合文化祭鹿児島大会開催事業 104,583千円

令和５年度の鹿児島大会に向けた円滑な大会運営を行うため，プレ大会や各種会合
を実施するとともに，広報活動による大会開催への気運の醸成を図ります。

④ 歴史的建造物魅力発信事業 2,275千円

霧島神宮の国宝指定，鹿児島神宮の重要文化財の指定
を契機として県内の歴史的建造物の魅力を再発見するイ
ベントの開催や動画の作成を行います。

③ 日露交歓コンサート２０２２「鹿児島公演」開催事業 3,000千円
著名な国際的音楽家による演奏を鑑賞する機会を充実

させるため，「チャイコフスキー記念国立モスクワ音楽
院」の教授等を招聘し，コンサートを実施します。

(3)  文化の薫り高いふるさとかごしまの形成

① 霧島国際音楽ホールパイプオルガン整備事業 51,191千円
音楽文化の拠点施設としての充実等を図るため，霧島国際音楽ホールにパイプオル

ガンを整備します。（完成予定：令和７年度）

② 霧島国際音楽祭運営事業 39,349千円
音楽文化の振興と若手演奏家の育成等を図るために，ア

ジアを代表する音楽祭にふさわしい著名な演奏家による演
奏会や講習会などを行います。

霧島国際音楽祭

○開催期間 令和４年７月２１日～８月７日（予定）

○場 所 みやまコンセール ほか

③ 鹿児島みらいのデジタル人材育成推進事業 12,143千円

県内のデジタル関連企業によるプログラミング教育やＩＣＴの活用事例等の出前授
業，職業体験等を実施します。
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４ 地域を愛し世界に通用する人材の育成，文化・スポーツの振興(3)

(4)  「する・みる・ささえる」スポーツの振興

令和５年に本県で開催する国体及び全国障害者スポーツ大会に向けて，開催準備を着
実に進めるとともに，国体での天皇杯・皇后杯の獲得に向けて競技力向上を図ります。

① 「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」開催関係事業 1,281,660千円

県内で活躍するプロスポーツチームをはじめとした鹿児
島のスポーツ資源などを活用して，スポーツに親しむ機会
を創出し，スポーツを通じた交流人口の拡大や地域活性化
を図ります。

③ （一部 ）スポーツかごしま推進事業 5,992千円

スポーツ・コンベンションセンター（総合体育館）の整備に向けて，整備・運営手
法の検討や整備予定地の地盤調査を行います。

② （一部 ）「鹿児島・佐賀エールプロジェクト」の推進 21,000千円

「かごしま国体・大会」と「佐賀国スポ・全障スポ」を“双子の大会”と位置づけ，
両県の関係深化を図るため，スポーツをはじめとした様々な交流を行うプロジェクトを
推進します。

○開催準備事業

・実行委員会における各種開催準備

・大規模スポーツ大会の誘致による気運の再醸成，経済活性化等

○後催県交流推進事業

スポーツを通じた後催県との人的交流等による気運の再醸成や

競技力向上

○競技役員等養成事業

審判員など競技役員等の養成

○市町村運営費補助事業

会場地市が実施・運営する競技別リハーサル大会に要する経費の

助成

○会場施設整備事業

競技会場となる市の施設整備に要する経費の助成

○競技力向上対策事業

国体での天皇杯・皇后杯の獲得に向けた競技力向上対策

○競技用具整備事業

全国障害者スポーツ大会の競技会運営に必要な競技用具の整備

④ スポーツ・コンベンションセンター整備検討事業
28,989千円
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５ 脱炭素社会の実現と豊かな自然との共生(1)

(1)  地球環境を守る脱炭素社会づくり

④ 省エネ設備等導入支援事業 100,746千円【３補】

⑥ 環境と調和した農業推進事業 138,430千円

県内のエネルギー起源の二酸化炭素排出量の約４割を占める産業部門・業務その他
部門における排出削減を図るため，中小事業者への省エネ設備の導入支援を行います。

農業の持続的な発展と農業の有する多面的機能の発揮を図るために，農業生産に
由来する環境負荷を軽減するとともに，地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果
の高い農業生産活動を支援します。

② 地球温暖化対策実行計画改定事業 6,555千円

地球温暖化対策推進法の改正や国の地球温暖化対策計画の改定を踏まえ，2030年度
の温室効果ガス排出削減目標を引き上げるとともに，その達成に向けて対策・施策を
充実させるため，県地球温暖化対策実行計画の改定を行います。

① カーボンニュートラル普及啓発事業 36,273千円

地球温暖化の現状，温室効果ガスの排出削減や気候変動への適応の必要性について
県民や事業者の理解を深め，地球温暖化対策に対する気運醸成を図るため，取組事例
等の動画やテレビ・インターネット広告による情報発信を行うとともに，各種イベン
トを開催します。

③ 電気自動車等の充電設備整備事業 37,338千円【３補】

県内のエネルギー起源の二酸化炭素排出量の約４割を占める運輸部門における排出
削減を図るため，民間への充電設備の導入支援を行います。

⑦ 造林補助事業 1,618,800千円

地球温暖化防止や水源かん養など森林の有する多面的な機能を発揮させる観点から，
間伐や再造林等による多様で健全な森林づくりに取り組みます。

⑧ 森林（もり）をまもりそだてる整備事業（みんなの森づくり県民税関係事業）
381,668千円

森林環境の保全を図るため，再造林や間伐等の森林整備を支援するとともに，雑
木竹林やマツ枯損木の伐採整理などの対策を促進します。

(2)  再生可能エネルギーを活用した地域づくり

本県の恵まれた資源を最大限活用した再生可能エネルギーの導入を着実に進める
ため，推進方策の検討や新たなビジョンの策定・進捗管理を行います。

① 再生可能エネルギー推進委員会事業 43,391千円

② 離島における再エネ主力電源化に向けた可能性調査事業 19,984千円

離島において，再エネを主力電源とするため，設備導入の課題抽出やモデルプラ
ンの検討などの可能性調査を実施します。

⑤ 離島における電気自動車等購入支援事業 21,559千円

電気自動車等の導入が本土より進みにくい離島において普及を促進するとともに，
災害等の停電時における電力供給に資するため，電気自動車等の購入支援を行います。
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５ 脱炭素社会の実現と豊かな自然との共生(2)

① 奄美世界自然遺産保全・活用推進事業
53,114千円

世界自然遺産に登録された奄美の適切な保全
・管理の継続的な実施に向けて，自然環境の保
全と利用の両立など必要な取組を推進します。

(4)  自然と共生する地域社会づくり

(3)  環境負荷が低減される循環型社会の形成

③ 水素・再生可能エネルギー導入促進事業 61,650千円【３補】

バイオマス・小水力・地熱を利用した発電設備の導入に係る初期経費に対する支
援や自立・分散型エネルギー設備導入に要する経費を助成することにより，再生可
能エネルギーの導入促進を図ります。

① （一部 ）産業廃棄物循環型社会推進事業 71,862千円

循環型社会の形成を図るため，産業廃棄物の排出抑制，減量化，リサイクルを推
進するとともに，産業廃棄物処理施設の整備及び適正処理の確保を図ります。

② 産業廃棄物適正処理推進事業 47,273千円

産業廃棄物の不法処理を防止するため，産業廃棄物適正処理監視指導員による立
ち入り検査や不法投棄パトロールを行うほか，産業廃棄物の監視体制の強化を図り
ます。

③ エコパークかごしま関連事業 241,118千円

公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場「エコパークかごしま」について，
住民への啓発活動や周辺地域の環境整備，地域振興等に取り組みます。

② 県立自然公園満喫周遊事業
4,713千円

県立自然公園の利用や地域での自然環境
を活用した取組を促進するため，地域関係
者と連携した自然体験メニュー等の造成や
多様な利用者層に対する情報発信力の強化
を図るほか，受入環境整備等に対してスタ
ートアップ支援を行います。

③ 海岸漂着物地域対策推進事業 308,440千円

海岸における良好な景観及び環境の保全を図るため，海岸漂着物等の回収・処理等
を実施します。

④ 蓄電池を活用した地産地消型再エネ導入支援事業 50,680千円

再エネ設備と蓄電池を併用したマイクログリッド，自己託送，ＰＰＡ等の先進的
な取組に対し，設備導入費用を補助することにより，地産地消型再生可能エネルギ
ーの導入促進を図ります。
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６ 安心・安全な県民生活の実現(1)

(1)  強靱な県土づくりと危機管理体制の強化

④ 橋梁の耐震補強 625,060千円

緊急車両等の通行を確保するため，橋梁の耐震補強を行います。

 主な実施箇所 県道伊関国上西之表港線 湊橋（西之表市）など

⑤ 道路施設の老朽化対策 2,199,760千円

橋梁やトンネル等の道路施設の老朽化に対して，計画的な点検及び補修を行います。

⑦ 県単河川等防災事業（寄洲除去）
1,600,000千円

河川の氾濫を未然に防止するため，着実に寄洲の
除去を行います。

⑥ 河川改修事業（浸水対策） 1,153,000千円

沿川に資産が集積している都市河川やこれまでに大
きな浸水被害を受けた河川の抜本対策を行います。

 対象河川 新川，稲荷川，郡山甲突川，万之瀬川，雄川，

神之川，別府川，山田川，綿打川

⑧ 総合流域防災事業（砂防事業等調査） 524,000千円

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定を行うため，土砂災害の被害を
受けるおそれがある箇所の調査を行います。

③ 緊急輸送道路等の整備
9,589,079千円

災害発生時における道路交通の機能を確保
するため，緊急輸送道路等の整備を行います。

② 家畜伝染病危機管理体制整備事業
5,378千円

悪性伝染病の発生に備え，防疫演習を実施
し，生産者及び関係者の初動防疫体制に対す
る理解を深めるとともに，防疫措置に必要な
資材の整備を行います。

河川改修事業（万之瀬川）

国道２２６号（笠沙道路）

① 家畜疾病防疫対策事業 109,949千円

地域ぐるみで家畜飼養農場内への病原体侵
入防止を図るため，消毒機器，防鳥ネット等
の整備を支援します。
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６ 安心・安全な県民生活の実現(2)

⑫ 港湾海岸高潮対策事業（老朽化対策）
321,382千円

海岸保全施設について，予防保全型の維
持管理を行うため，長寿命化計画に基づい
た老朽化対策工事を実施します。

⑩ 火山砂防事業
1,096,200千円

火山地域の荒廃渓流において，土砂
流出による災害から人家，耕地等を守
るため，砂防堰堤や護岸工等の整備を
行います。 ⑪ 急傾斜地崩壊対策事業

2,172,975千円

がけ崩れによる土砂災害から住民の生命を
守るため，擁壁工，法面工などの急傾斜地崩
壊防止施設の整備を行います。

⑭ 建築物耐震化促進事業 111,108千円

大規模な地震に備えて県民の生命等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改修等費用の一部を助成します。

 対象建築物
・昭和56年以前に建築された，３階以上かつ延べ面積5,000㎡以上の
ホテル・旅館，百貨店，店舗 など

⑬ 港湾施設改良費統合補助事業
1,387,622千円

港湾施設について，必要な機能を維
持しつつ，将来の改良・更新コストの
抑制を図るため，長寿命化計画に基づ
いた老朽化対策工事を実施します。

⑨ 道路災害防除事業 560,140千円

交通の安全を確保するため，道路へ
の落石や斜面崩壊等の危険箇所に擁壁
工，法面工などの防災対策工事を実施
します。

砂防施設（神明谷川）

対策前 対策後

急傾斜地崩壊防止施設（桜ヶ丘３地区）
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６ 安心・安全な県民生活の実現(3)

住民の避難行動の理解を一層促進し，地域防災力の
強化を図るため，自主防災組織が行う地区防災計画の
作成等を支援します。

(2)  どこよりも安全で安心して暮らせる地域社会づくり

① 住民による避難力強化支援事業 2,229千円

② 鹿屋警察署整備事業 78,722千円

老朽化・狭隘化の著しい鹿屋警察署庁舎について，来庁者の利便性の向上や大
隅半島における警察力強化を図るため，現地に新庁舎を整備します。

川内原子力発電所に係る安全性の確認
や避難計画の検証など原子力発電所に関
する諸課題について，技術的・専門的見
地から意見，助言を得るため，鹿児島県
原子力安全・避難計画等防災専門委員会
を運営します。

⑯ 原子力安全・避難計画等防災専門委員会運営事業 11,201千円

⑰ 災害時緊急医薬品等確保事業 36,590千円

大規模災害時における初動期医療救護に必要な医薬品の備蓄，ＰＡＺ圏内の全ての
住民及びＵＰＺ圏内の住民で，一定の要件に該当し，希望する方を対象とした安定ヨ
ウ素剤の事前配布，ＵＰＺ圏内の福祉施設等に対する事前配備を行います。

防災活動に必要な資機材の整備，原子力防災訓練の実施など，原子力防災対策
の充実を図ります。

⑮ 原子力防災対策事業 380,324千円

③ 犯罪被害者等支援事業 14,726千円

犯罪被害者等を支援するため，性暴力被害者の相談拠点における相談対応等や
交通事故相談所における交通事故相談等を実施します。

○ 性犯罪被害者等支援強化事業 8,740千円

性犯罪被害者等を支援するため，性暴力被害者サポートネットワークかごしま
（通称：ＦＬＯＷＥＲ）の相談拠点における相談対応や医療費等の公費負担を実
施するほか，国の夜間休日コールセンターと連携した24時間の相談受理体制の整
備を図ります。
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⑤ 屋久島空港滑走路延伸調査事業
120,000千円

７ 快適な生活環境の向上と世界につながる県土の創造(１)

(1)  人やモノの交流を支える交通ネットワークの形成

② 臨港道路（鴨池中央港区線）の整備
1,370,775千円

地域間の交流・連携の強化，産業や観光の振興
のほか，地域の安心・安全を確保するため高規格
幹線道路等の整備を進めます。

① 主要幹線道路等の整備 17,857,575千円

主な事業
 高規格幹線道路（国直轄）

東九州自動車道，南九州西回り自動車道
 地域高規格道路

北薩横断道路（溝辺道路，広瀬道路，宮之城道路，
阿久根高尾野道路）

都城志布志道路（志布志道路）
大隅縦貫道（吾平道路，吾平大根占田代道路，大中尾工区）

鹿児島港における港湾物流の円滑化とともに，臨
海部及びクルーズ船寄港時のマリンポートかごしま
周辺の渋滞緩和などを図るため，臨港道路の整備を
推進します。

④ 川内港国際物流ターミナルの整備
350,650千円

木材輸出やコンテナ物流の機能強化を図るとと
もに，大規模自然災害発生時における緊急物資等
の輸送拠点を確保するため，国際物流ターミナル
の整備を推進します。

③ 志布志港国際バルク戦略港湾の整備

827,750千円

志布志港において，飼料穀物の効率的な輸入に向
けた船舶の大型化に対応するため，国際バルク戦略
港湾としての整備を推進します。

志布志港

ジェット機就航に必要な滑走路2,000ｍの延伸の事
業化に向けて，環境影響評価や基本設計を行います。

⑥ 鹿児島空港国際化促進事業 168,983千円 （一部３補）

新型コロナウイルス感染症の影響により，全便運休となっている鹿児島空港発着
の国際定期路線の早期再開及び再開後の安定的運航を図るため航空会社に対する運
航支援等を行うとともに，新規路線開設に向けた取組を推進します。

川内港国際物流ターミナル

都城志布志道路（志布志道路）
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(2)  個性豊かで魅力ある景観づくりと活力あるまちづくり

③ 千日町１・４番街区保留床取得資金
貸付事業 100,000千円

南九州随一の繁華街・商業集積地である天
文館地区の千日町１・４番街区で実施されて
いる再開発事業について，安定した事業運営
による公共空間の有効活用を促進するため，
再開発ビルの管理法人の保留床取得に要する
費用の一部に無利子貸付を行います。

千日町１・４番街区 センテラス天文館

肥薩おれんじ鉄道の安定した運行を確保するた
め，同鉄道が行う車両等の鉄道基盤設備の維持等
に要する経費に対し，助成を行います。

⑧ 肥薩おれんじ鉄道経営安定化支援事業 134,477千円

① 街路の整備 1,374,500千円

都市交通の円滑化と良好な都市
環境の形成を図るための街路及び
歩道等の整備を行います。

７ 快適な生活環境の向上と世界につながる県土の創造(2)

② 公園の整備 439,959千円

県民のレクリエーション活動や自然とのふ
れあいなど，多様なニーズに対応するため，
都市公園の整備を行うほか，安全確保のため
の老朽化した施設の改修等を行います。

⑦ 志布志・大阪航路利用促進特別対策事業 21,090千円【３補】

志布志・大阪航路の安定的な運航の維持・確保を図るため，乗用車輸送に対する運
賃助成や，同航路のＰＲ等を行います。

⑨ 地域公共交通計画策定事業 20,281千円

地域公共交通確保維持改善事業（地域間幹線系統
補助）について地域公共交通の活性化及び再生に関
する法律等の改正に伴い，地域公共交通計画の策定
が補助要件とされたことから，計画策定に向けた県
内の公共交通の現状把握調査等を行います。

⑩ ＲＥＳＴＡＲＴ ＫＯＪ！「鹿児島の空」活性化事業 93,781千円

新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境が続く航空会社に対し支援
を行うとともに，鹿児島空港将来ビジョンの実現やコロナ後の航空業界の変化に対応
するため，鹿児島空港が新たに備えるべき機能・設備等について検討を行います。
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８ 個性を生かした地域づくりと移住・交流の促進 (1)

② 商店街にぎわい創出支援事業
116,680千円【３補】

(1)  個性を生かした地域づくり

ウィズコロナ・アフターコロナを見据え，空き店舗活用や

イベント開催等によるにぎわい創出に取り組む商店街及
び通り会等を支援します。

③（一部 ）むらづくり活動推進事業 21,847千円

農村集落の活性化を図るため，次代を担うリーダー育成や農村環境の保全活動，
地域資源を活用した農村の新たなしごとづくり等の取組を推進します。

① 移住・交流・関係人口拡大推進事業 84,154千円 （一部３補）

(2)  移住・交流の促進と関係人口の創出・拡大

① 地域振興推進事業 700,431千円

各地域振興局・支庁が，地域における「県政の総合
拠点」として地域の振興を図るため，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。

地域振興推進事業
（観光・交流施設の整備）

② かごしまワーケーション推進事業 24,708千円（一部３補）

関係人口の創出・拡大を図り，将来的な移住者の増加につなげるため，豊かな自然
環境や温泉資源などを活用した鹿児島ならではのワーケーションを官民連携で推進す
るとともに，情報発信の強化やワーケーションに取り組む民間事業者を支援します。

④ かごしま空き家活用促進事業 3,736千円

学生による住民とのワークショップを実施し，地域のニーズに合わせた空き家活
用策の情報発信を行うことにより，地域活性化に資する空き家活用を促進します。

「地方回帰」の気運が高まる中，更なる移住・交流の促進を図るため，情報発信・
相談対応・市町村支援の強化に取り組むとともに，地域おこし協力隊の支援に加え，
関係人口の創出・拡大を図るための機会の提供などに取り組みます。

また，在来線の維持・存続を図り，地域住民や観光客の移動手段を確保するため，
利用促進策に取り組みます。

④ 離島地域おこし広域コミュニティ形成事業
6,337千円

離島における交流人口の拡大や新規起業・事業拡大
等の推進を図るため，離島振興に関心のある方々等で
構成するコミュニティの形成や次世代を担う人材の育
成を支援します。

③ 鹿児島県人材確保・移住調査事業 9,677千円【３補】

「地方回帰」の気運が高まる中，若年層や移住希望者等へのアンケート調査や客
観的なデータ等により現状分析・実態把握を行い，効果的な施策を展開 します。
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② 地域資源活用・協働促進事業 1,911千円

(3)  つながる地域の力「共生・協働かごしま」の実現

⑦ ふるさとの道サポート推進事業 12,906千円
地域住民等による自主的な道路の清掃美化活動を推進するため，ボランティア（ふ

るさとの道サポーター）の活動を支援・奨励します。

⑧ みんなの水辺サポート推進事業 21,623千円

地域住民等による自主的な河川・海岸の清掃美化活動を推進するため，ボランティ
ア（みんなの水辺サポーター）の活動を支援・奨励します。

多様な主体の協働により地域資源の利活用を図ることで，持続可能な地域づくり
の取組を促進するため，地域連携アドバイザーの知見等を活かした講演会や助言・
支援を実施します。

④ 地域貢献活動サポート事業 1,373千円

「ふるさと納税制度」を活用した寄附を通じて，ＮＰＯや地域コミュニティ等の
多様な主体による地域課題の解決に向けた活動を支援する「地域貢献活動応援プロ
ジェクト」により，活動の活性化や「関係人口」の創出を図ります。

③ かごしま地域活性化協働推進事業 6,420千円

様々な地域課題を解決し，地域の活性化を図るため，ＮＰＯ法人等の民間団体か
ら企画提案のあった事業に県とＮＰＯ法人等が協働で取り組みます。

⑤ 共生・協働の地域コミュニティづくり推進事業
10,546千円【再掲】

「共生・協働の地域社会づくり」を推進するため，その
担い手となる地域コミュニティの活動の活性化を図ります。

８ 個性を生かした地域づくりと移住・交流の促進 (2)

① ウィズコロナかごしま協働促進事業 10,811千円

協働による持続可能な地域社会づくりを促進する
ため，ＮＰＯや地域コミュニティ等が行う地域課題
解決の新たな取組等を支援するとともに，コミュニ
ティ・プラットフォーム形成地域におけるモデル的
な取組を創出します。
また，地域内外の多様な主体が連携・協力するた

めのマッチングの場を提供します。

○ 持続可能な地域コミュニティ構築支援事業
8,080千円

小学校区などの範囲において，自治会やＮＰ
Ｏ，企業など多様な主体が連携・協力して地域課
題の解決を図る地域コミュニティ（コミュニ
ティ・プラットフォーム）づくりに向けた市町村
や地域の取組を促進します。

⑥ コミュニティの担い手育成・支援事業 2,817千円

地域コミュニティの活動の活性化を図るため，企画力や実践力，活動のスキルを習
得する講座の開催などを通じて，その担い手の育成や支援を行います。
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(1)  島々の魅力を生かした奄美・離島の振興

９ 多様で魅力ある奄美・離島の振興(1)

(2)  世界自然遺産の保全と持続的な観光の推進

• 遺産地域における利用ルールの運用

• 世界自然遺産に係る普及啓発（登録１周年記念シンポジ

ウム）

• 貴重な生態系の保全（希少種ロードキル対策等） 等

① 奄美群島誘客・周遊促進事業 96,743千円

新型コロナウイルス感染症の影響により激減した奄美群島への入込客の回復を図
るとともに，世界自然遺産登録の効果を群島全体へ波及させるため，交通事業者と
連携したプロモーションを行います。

② 奄美群島成長戦略推進交付金 984,727千円

奄美群島の自立的発展を図るため，市町村等による地域の裁量に基づく産業振興
等の取組を支援します。

③ 奄美群島農林水産物等輸送コスト支援事業 696,808千円

奄美群島における農林水産物等の輸送コストの負担軽減を図るため，本土と比べ
割高となっている農林水産物等の輸送費の一部助成を行います。

④ 特定有人国境離島振興対策事業 369,367千円

特定有人国境離島地域の地域社会の維持を図るため，農水産品に係る輸送コスト
の軽減や滞在型観光の促進，雇用機会の拡充に係る取組を支援します。

⑤ 特定離島ふるさとおこし推進事業 900,000千円

三島村，十島村等の自然条件等が厳しい特定離島地域を対象に，市町村等による
産業の振興，生活基盤の整備，ソフト対策などの取組を支援することにより，地域
の活性化を図ります。

① 奄美世界自然遺産保全・活用推進事業 53,114千円【再掲】

世界自然遺産に登録された奄美の適切な保全・管理の継続的な実施に向けて，自
然環境の保全と利用の両立など必要な取組を推進します。

⑥ ほこらしゃ奄美音楽祭開催事業 12,468千円

奄美の独自の文化である島唄の魅力を発信することにより，奄美の自然や文化に
対する理解を深め，文化継承と誘客による持続可能な地域発展につなげます。

⑦ 危機的な状況にある言語・方言サミット開催事業 368千円

「危機的な状況にある言語・方言サミット」を知名町において開催します。
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① 奄美群島航路運賃軽減事業・奄美群島
航空運賃軽減事業 1,090,848千円

鹿児島－奄美群島間等の移動コストの負担軽
減を図るため，奄美群島の住民等を対象とした
航路・航空路運賃の一部助成を行います。

９ 多様で魅力ある奄美・離島の振興(2)

(3)  離島の交通ネットワークの形成

② 特定有人国境離島地域航路・航空路運賃低廉化事業 633,433千円

鹿児島－特定有人国境離島地域間等の移動コストの負担軽減を図るため，同地域の
住民等を対象とした航路・航空路運賃の一部助成を行います。

③ 奄美・沖縄連携交流促進事業 65,385千円

奄美群島と沖縄の住民等の交流を促進するため，両地間を結ぶ航路・航空路運賃の
一部助成を行います。

④ 離島航路補助事業 713,950千円

離島地域の振興及び離島住民の生活の安定と向上に資するため，離島航路事業者の
運航費や船舶建造費等に対し，助成を行います。

⑤ 離島航空路線維持整備対策事業 201,294千円

地域住民の生活に不可欠な離島航空路線の維持を図るため，一定の要件に該当する
離島航空路線の航空機購入費に対し，国と協調して助成を行います。

② 「奄美・沖縄」世界自然遺産登録観光連携事業 4,000千円

「奄美・沖縄」の世界自然遺産登録効果を波及させ，持続的な発展につなげるた
め，地域の持つ多彩な魅力を生かし，沖縄県と連携したプロモーションや周遊促進
を図ります。

③ ２つの世界自然遺産（屋久島・奄美）
周遊促進事業 4,761千円【３補】

２つの世界自然遺産（屋久島・奄美）を生か
し，各島の自然遺産の自然の魅力と併せて，歴
史や文化を体験できる旅行商品の造成を促進す
ることで，奄美群島と屋久島への継続的な誘客
を図ります。
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10 農林水産業の「稼ぐ力」の向上(1)

(1)  人づくり・地域づくりの強化

① 畜産クラスター事業 1,855,513千円 （一部３補）

地域の畜産クラスター協議会が実施する中心的経営体の収益性向上等を図るため
の畜舎や堆肥舎等の整備を支援します。

② 産地パワーアップ事業 828,932千円（一部３補）

地域の営農戦略として定めた「産地パワーアップ計画」に基づき，意欲のある
農業者等が高収益作物・栽培体系への転換等を図るため，農業機械及び省エネ機
器等の導入や施設整備等を支援します。

① かごしまの農業未来創造支援事業 371,479千円

本県の農業の未来を担う新規就農者を確保・育成するた
め，就農後の機械・施設等の導入を支援するとともに，地
域の特性を生かした営農確立に向け共同利用のための機械
等の導入や小規模なかんがい排水等の整備を支援します。

(2)  生産・加工体制の強化，付加価値の向上

④（一部 ）むらづくり活動推進事業 21,847千円【再掲】

農村集落の活性化を図るため，次代を担うリーダー育成や農村環境の保全活動，地域
資源を活用した農村の新たなしごとづくり等の取組を推進します。

③ 畑地帯総合農地整備事業 8,024,963千円

畑作農業経営の競争力強化のため，国営かんが
い排水事業と連携するなど，畑地かんがいや区画
整理，農道等の基盤整備を推進します。

② 林業担い手確保・育成総合対策事業 49,641千円

林業担い手の確保・育成を図るため，林業就業相談など就
業促進に取り組むとともに，技能レベルに応じた各種研修を「鹿児
島スーパーきこり塾」として段階的かつ体系的に実施します。

③ かごんま漁師育成推進事業 9,548千円【３補】

新規漁業就業者の確保・育成，漁業への定着率向上を図るため，関係機関等と連
携し，漁業学校における就業支援や新米漁業者みまもり隊の運営等を支援します。
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10 農林水産業の「稼ぐ力」の向上(2)

⑥ 第１２回全国和牛能力共進会推進事業
383,962千円

令和４年度に本県で開催される第１２回全国
和牛能力共進会に向けて，開催に必要な諸準備
を実施するとともに，大会の広報活動や気運醸
成等に取り組みます。

⑧ 「かごしま茶」魅力創出事業 21,834千円

「かごしま茶」の販路拡大を図るため，県内茶商が行う営業活動や認知度向上，
付加価値の向上及び新たな販路開拓などの取組を推進します。

⑦ かごしまの６次産業化推進事業 45,464千円

県産農林水産物の付加価値向上を図るため，関係機関・団体と連携しながら，６次産業
化実践者等に対し，新商品の開発，クラウドファンディングを活用した販路拡大や商談及び
販売機会の提供等，継続的な支援を行います。

⑨ 「稼ぐ力」を引き出すスマート農業普及展開事業 72,391千円（一部３補）

スマート農業の導入・普及を推進するため，農業者の理解促進や指導体制の強
化を図るとともに，実証活動や新技術開発の支援など，現地への実装化に向けた
取組を行います。

⑤ みどりの食料システム戦略推進総合対策事業 47,968千円

「みどりの食料システム戦略」の実現に向けて，県や市町村段階のビジョンを策定
するとともに，有機農業の産地づくり，環境にやさしい栽培技術や省力化に資する技
術の取組を推進します。

④ さとうきび産地活性化事業 29,745千円

さとうきびの生産安定を図るため，「さとうきび増産計画」に基づき，優良種苗の
原苗ほの設置や農作業受託等に必要な農業機械の導入等を支援します。

⑪ 家畜保健衛生所施設整備事業
164,807千円

家畜伝染病の万全な防疫体制を構築するため，姶
良家畜保健衛生所の移転整備等を行います。

⑩ サツマイモ基腐病対策推進事業 69,776千円（一部３補）

サツマイモ基腐病対策の総合的な取組を推進す
るため，機械・資材等の支援や排水対策支援，対
策技術の普及・啓発活動，防除技術の確立に取り
組みます。
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⑱ 豊かな海づくり総合推進事業
210,373千円

マダイ・ヒラメの大規模放流事業により資
源の回復・維持を図るとともに，養殖用ブ
リ・カンパチ等の種苗生産を実施し，沿岸漁
業の振興を図ります。

⑯ かごしまの竹で育む産地づくり事業
9,187千円

豊富な竹林資源を生かした早掘りたけのこ
の生産振興と竹材の有効活用を図るため，担
い手の育成や生産体制づくり，たけのこ・竹
製品の需要拡大の取組を推進します。

⑲ 浜の活力再生施設整備事業
91,299千円【３補】

「浜の活力再生プラン」等の目標達成を図
るため，プランに位置づけられた共同利用施
設の整備等を支援します。

10 農林水産業の「稼ぐ力」の向上(3)

⑬ 森林整備・林業木材産業活性化推進事業 536,764千円 （一部３補）

⑮ 種苗事業 49,118千円

造林用優良苗木の安定的な生産・供給を図るため，苗木生産者の確保・育成を図る
とともに，採穂園やコンテナ苗生産施設の整備等に対する支援や穂木の確保等の取組
を行います。

⑭ 森林管理イノベーション導入事業 5,400千円

森林経営管理制度の円滑な推進を図るため，先端技術を活用した効率的な森林の集
積を図るシステムの開発を行います。

⑫ (一部 ) 稼げる林業・木材産業の確立事業 7,488千円

林業・木材産業の稼ぐ力の向上を図るため，品質・性能の確かな県産のＪＡＳ製材
品や「認証かごしま材」の生産体制の整備等を図るとともに，ＩＣＴ等を活用した県
産材の流通コスト低減に資する取組を支援します。

木材の安定供給体制づくりに向けた間伐材の生産，路網や高性能林業機械の基盤整
備，木材加工流通施設の整備等を支援します。

⑰ 特用林産物の恵み豊かな産地づくり事業 5,753千円

しいたけや枝物など地域特性を生かした特用林産物の生産振興を図るため，担い手
の育成や生産基盤等の整備，消費拡大の取組を推進します。
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10 農林水産業の「稼ぐ力」の向上(4)

(3)  販路拡大・輸出拡大

① かごしまの食販売促進強化事業 34,824千円

安心・安全で良質な県産農畜産物のブランド力を高めるため，安定的に生産・出
荷できる産地づくりと，県育成品種や希少性の高さなど，各品目の特性等に応じた
販売促進などに取り組みます。

③ かごしまの農林水産物輸出促進ビジョン推進事業
118,259千円

② 世界に轟く！「和牛日本一」プロモーション推進事業 11,178千円

第１２回全国和牛能力共進会鹿児島大会後の，国内外における「鹿児島黒牛」のよ
り一層の銘柄確立を図るため，ＰＲ動画等を活用した認知度向上に取り組みます。

アジア，米国，ＥＵなどへの県産農林水産物の輸出拡大を図
るため，輸出に意欲的な生産者による輸出産地形成に向けた支
援や，県内輸出商社の海外営業活動への支援，県食肉輸出促進
協議会による県産食肉の輸出拡大に向けた取組への支援や「か
ごしま茶」の新たな販路開拓支援等のコロナ禍に対応した海外
へのＰＲ・販売促進活動を実施します。

④ 稼ぐ「かごしま材」輸出拡大事業 10,301千円

林業・木材産業の稼ぐ力の向上を図るため，付加価値の高い製材品等の輸出拡大に
向け，合同商談会の開催など，販路開拓の取組を支援します。

⑧ かごしまのさかな輸出産品品質向上支援事業 62,750千円

本県水産物の品質向上と輸出拡大を図るため，輸出先国の輸入・販売規制等の調
査を行うとともに，それらに対応した商品の製造技術開発等を行う。

⑨ 水産加工業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応
施設整備事業 762,200千円

水産加工品の輸出拡大を図るため，水産
加工業者等が行う輸出先のニーズに対応し
たＨＡＣＣＰ等の基準を満たすために必要
な施設等の整備を支援します。

⑦ 水産物グリーン物流導入支援事業 16,420千円

新たな販路を開拓するため，新幹線による水産物の輸送手段の確立に向けた物流
プロセスの検討や実証輸送試験等を行います。

⑥ かごしまのさかな稼ぐ輸出応援事業 65,500千円【３補】
本県水産物の輸出を促進するため，輸出商社等が行う販売促進活動や輸出先国の

ニーズ等に対応した新たな商品開発等の取組を支援します。

⑤ 持続可能な森林経営推進事業 2,980千円

持続可能な森林経営を推進し，森林資源の高付加価値化と販路拡大を図るため，県
内の森林認証取得の取組を促進します。
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11 観光の「稼ぐ力」の向上(1)

① 鹿児島ＰＲ戦略策定事業 15,046千円

(1)  国内外における戦略的なＰＲの展開

○ ＫＡＧＯＳＨＩＭＡの食・文化セールス事業 23,274千円

ライフスタイルなどの社会情勢の変化を踏まえ，新鹿児島ＰＲ戦略の見直しを
行い，本県の多彩な魅力を効果的に発信します。

フランス・パリのルーブル美術館で「和食文化をパリから世界へ」をコンセプ
トに開催される「北前船寄港地フォーラム」に併せて，フランスにおいて，鰹節
や黒牛，ブリ，お茶，焼酎，薩摩焼等の特産品の認知度向上や誘客を図るための
トップセールスを展開します。

(2)  魅力ある癒やしの観光地の形成

県民等から募集した鹿児島の観光素材をＤＭＯ等
と連携して新たな観光コンテンツとして磨き上げを
行うことにより，マイクロツーリズムを促進します。

① わたしの鹿児島よかとこ旅事業 10,000千円

③（一部 ）サイクルツーリズム推進事業 21,591千円

サイクルツーリズム推進のため，県内市町村や関係団
体による協議会において合意形成を図りつつ，県内モデル
ルートの設定や情報発信，受入環境整備などを行います。

③ ＫＡＧＯＳＨＩＭＡイメージアップ事業 10,000千円

国内外へ効果的な情報発信を行い，本県の認知度向上，イメージアップを図ります。

② 教育旅行学習プログラム造成事業 12,068千円

県内の体験プログラムを環境・文化・平和などについて学べる教育旅行に適した
学習プログラムとして磨き上げることにより，教育旅行の誘致を促進します。

④ ハイブランドホテル整備事業 1,500,000千円

富裕層をはじめとした外国人観光客の受入体制の整備
を促進するため，民間企業が行うハイブランドホテルの
整備を支援します。

② 鹿児島県産品等セールス推進事業 45,403千円

国内外において，本県産品の商流に影響力のある
方々への売り込みを直接行うほか，イベント等にお
いて，観光・県産品・路線等のＰＲを行うなど，戦
略的なトップセールスを展開することにより，県産
品の販路拡大等に取り組みます。

⑤ 磯新駅設置支援事業 6,654千円（一部３補）

経済界や鹿児島市と連携し，磯地区への新駅設置に向けた取組を進めます。
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(3)  戦略的な誘客の展開

① 「稼ぐ力」向上のための誘客プロモーション事業 74,661千円

観光消費額やニーズ等のマーケティング調査に基づく効果的なプロモーションを実
施することにより，誘客及び観光消費を促進します。

② 鹿児島ＧｏＴｏトラベル推進事業
12,635,557千円【３補】

本県内の旅行商品の割引や商品クーポンの付与，タク
シー・レンタカーや県内体験商品の利用料金の助成など
の需要喚起策を通じて，本県観光関連産業の早期回復を
図ります。

④ 観光かごしま大キャンペーン推進事業 75,000千円

③ 修学旅行誘致促進事業 56,317千円

県内外の学校が県内で実施する修学旅行において，貸
切バス借上に要する経費や，県有施設の入館料の一部を
支援することにより，本県への誘客を促進します。

行政と交通キャリアや旅館・ホテル業界などの民間が一体となって，首都圏や関西
圏，北部九州地域などをターゲットに積極的な誘客や効果的な広報宣伝を展開します。

11 観光の「稼ぐ力」の向上(2)

⑥ 魅力ある観光地づくり事業 1,000,000千円

国内外から訪れる観光客の満足度を高めるととも
に，県内各地への周遊を促すため，地域素材を生か
したにぎわい空間の整備をはじめ，観光案内板の多
言語化や景観整備，沿道修景等を進めます。

⑦ ユニークベニュー活用促進事業 12,615千円

県内の歴史・文化施設等をイベント会場等として活用し，その価値や魅力を発信
する取組を促進することにより，文化芸術に関する関心を高めるとともに，交流人
口の拡大を図ります。

⑤ 海外誘客ステップアップ事業 95,311千円

国際航空路線の運航再開・新規就航などの状況や，本県にとっての市場の有望性な
どに応じて，海外セールスやプロモーションなど各種インバウンド対策を官民一体と
なって戦略的に展開します。

⑥ インバウンド誘客早期回復事業 99,221千円

海外旅行市場の再開を見据え，新たな滞在型観光コンテンツの充実を図るとともに，
市場再開後，速やかに海外からの誘客を回復させるため，旅行会社や国内外の航空会
社等と連携した重点的なプロモーションなどに取り組みます。

⑦ インバウンド需要回復に向けた情報発信事業 7,195千円

県内在住外国人のＳＮＳを活用した情報発信により，本県知名度向上を図ります。
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スポーツを通じた交流人口の拡大を図るため，官民一体となって，スポーツキャ
ンプ・大会の誘致及び参加者・観客への本県観光ＰＲに取り組みます。

⑪ スポーツ観光王国かごしま確立事業 9,463千円

(4)  オール鹿児島でのおもてなしの推進

① 「稼げる」観光地域づくり推進事業
22,743千円

地域の多様な関係者が連携し，マー
ケティングやデータ分析に基づき観光
地経営に取り組む「稼げる観光地域づ
くり」を推進するための組織づくりや
人材育成等を支援します。

「稼げる観光地域づくり」を推進するための組織づくりイメージ

出典：観光庁

11 観光の「稼ぐ力」の向上(3)

２つの世界自然遺産（屋久島・奄美）を生かし，
各島の自然遺産の自然の魅力と併せて，歴史や文化
を体験できる旅行商品の造成を促進することで，奄
美群島と屋久島への継続的な誘客を図ります。

② 観光事業者等受入環境整備支援事業
377,113千円【３補】

宿泊施設のバリアフリー化や観光事業者等が
行うウィズコロナ・ポストコロナにおける新た
な観光需要に対応するための取組を支援し，観
光客の受入環境の向上を図ります。

③ 地域観光資源磨き上げ事業 3,939千円

ユニバーサルツーリズムの普及・啓発やボラン
ティアガイドの人材育成，観光アドバイザー派遣
等により，観光客の満足度向上を図ります。

⑧ ２つの世界自然遺産（屋久島・奄美）周遊
促進事業 4,761千円【３補】【再掲】

「奄美・沖縄」の世界自然遺産登録効果を波及させ，持続的な発展につなげるた
め，地域の持つ多彩な魅力を生かし，沖縄県と連携したプロモーションや周遊促進
を図ります。

⑨ 「奄美・沖縄」世界自然遺産登録観光
連携事業 4,000千円【再掲】

新型コロナウイルス感染症の影響により激減した奄美群島への入込客の回復を図
るとともに，世界自然遺産登録の効果を群島全体へ波及させるため，交通事業者と
連携したプロモーションを行います。

⑩ 奄美群島誘客・周遊促進事業 96,743千円 【再掲】
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12 企業の「稼ぐ力」の向上(1)

(1)  将来を担う新たな産業の創出

② 起業支援プロジェクト事業 31,248千円 【３補】

起業に向けた機運の醸成を図るとともに，起業しやすい環境を整備するため，起
業準備者等を対象に，ビジネスプラン策定の支援やビジネスプランコンテストの開
催，事業化に必要な経費の補助など一貫した伴走支援を行います。

① かごしまＤＸ推進プロジェクト事業
263,652千円【３補】

県内中小企業のＤＸによる競争力向上や新事業展開

等を支援するため，関係機関と連携し，ＤＸの普及啓発
から事業計画策定，デジタル技術の導入まで切れ目の
ない伴走支援を行うとともに，ＩＴ企業等のエンジニアを
対象に，データサイエンス・ＡＩ等の先端技術やセキュリ
ティ講座の開催，コンサルティング技術に関する実践的
な研修を実施します。

③ スタートアップ推進事業 19,522千円

スタートアップによる新産業創出を図るため，産学官・金融機関等と連携して，起業家を
支援する仕組みを構築し，事業成長に必要な社会実証や資金調達に向けた支援を行います。

⑤ 宇宙ビジネス創出推進事業
19,190千円【３補】

宇宙関連産業の市場拡大を見据え，県内企業の宇
宙ビジネスへの参入を促進するため，産学官の研究
会を設置し，セミナーの開催や研究開発支援，衛星
データを利用した実証事業等を行います。

⑥ ドローン関連ビジネス育成支援事業
14,850千円【３補】

今後成長が見込まれるドローン関連産業の育成を
図るため，県内企業の機運を高めるためのセミナー
やビジネスモデル可能性調査，実証事業への支援等
を行います。

④ かごしまアントレプレナーシップ養成事業 6,620千円

若い世代の起業家マインドを養成するため，中高生や大学生等を対象に，セミナー
やアイデアソンの開催，海外スタートアップとの交流等を実施します。

⑦ 新産業創出ネットワーク事業 138,949千円

新産業創出に取り組む県内企業のニーズの掘り起こしから事業化・販路拡大までの各
段階に応じた研究開発費の補助や専門家によるコンサルティングなど継続的かつ包括的
な支援を行います。
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12 企業の「稼ぐ力」の向上(2)

③ 食品関連製造業生産工程自動化・省力化等支援事業 276,711千円【３補】

県内食品関連製造業者の生産性を高め，競争力の
強化を図るため，生産工程の自動化・省力化等によ
る生産効率の向上や，コロナ禍におけるニーズの変
化等を踏まえた新たな需要獲得に必要な機械装置の
導入等の取組を支援します。

(2)  生産性と付加価値の向上による産業競争力の強化

④ 食品関連産業ネクストチャレンジ
支援プロジェクト 31,110千円

食品関連産業を牽引する企業の創出に向けて，
生産性の高い現場づくりや商品開発，販路拡大
など事業者のニーズに応じた一体的な支援を行
います。

② ものづくり中核企業生産革新支援事業 244,057千円【３補】

地域経済を牽引する中核企業の育成を図るため，県内製造業者が行うＡＩ・ＩｏＴ
の導入，ロボット協働等による生産性向上や，新製品・技術の開発による更なる付加
価値向上等の取組を支援します。

⑤ 企業立地促進補助事業 1,494,715千円

本県経済の浮揚と雇用機会の創出を図るため，企業が
行う事業所の設置等に係る設備投資や県外からの進出企
業が行う設備の増設・更新等を支援します。

⑥ 地域中核事業者経営発展支援事業 16,000千円

将来にわたり地域経済やコミュニティの機能維持に貢
献しうる小規模事業者等が行う販路開拓，生産性向上等
の取組を支援します。

① サービス業販路開拓・生産性向上支援事業 495,176千円【３補】

県内サービス事業者が，ウィズコロナ・ポストコロナにおける経済社会の変化等
に対応し，新たな需要を獲得できるよう，新市場への販路開拓や生産性向上の取組
を支援します。

① プロフェッショナル人材戦略拠点事業 35,711千円

県内企業の販路拡大や新規事業の創出などの“攻めの経営”への転換やそのための
副業・兼業を含む「プロフェッショナル人材」の確保を支援するため，「プロフェッ
ショナル人材戦略拠点」を設置します。

(3)  中小企業の経営基盤の強化

② 企業成長促進ハンズオン支援事業 23,573千円

企業の生産性を高めて付加価値額を向上させるため，成長戦略の策定支援などを通じて，
企業の成長促進を図ります。
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12 企業の「稼ぐ力」の向上(3)

(4)  県産品の国内外マーケットへの戦略的な展開

① 海外ビジネス支援事業 8,793千円

アジアを中心とした海外ビジネスの促進を図るため，オンラインでの実施を含め，
貿易相談や商談会を実施し，県内企業の海外事業展開を支援します。

② ＡＳＥＡＮマーケット販路開拓・拡大事業 6,218千円

ＡＳＥＡＮ地域における市場情報の収集，人的ネットワークの構築等を進め，商流
の確立や現地旅行会社へのセールス活動などの取組を展開します。

③ 鹿児島県ＳＨＯＣＨＵ市場
開拓事業 61,277千円

新たな市場開拓及び販路拡大を図る
ため，県酒造組合等と連携して，国内
外においてプロモーション等の取組強
化を図ります。

④ 伝統的工芸品高付加価値化・需要開拓強化事業 36,600千円【３補】

民間企業と連携した新商品開発や販路開拓，産地組合等によるコロナ禍に対応し
た主体的な取組を支援します。

③ 中小企業経営バックアップ強化事業 7,958千円【３補】

中小企業の災害時への備えやその他経営課題への取組をバックアップするため，ＢＣＰ策
定に対する支援や支援機関の研修等を行い，県内中小企業経営の持続的発展を図ります。

④ 中小企業事業承継加速化事業 22,897千円【３補】

事業承継の課題を抱える県内中小企業に対し，経営者等を対象としたセミナーの開催や
企業評価等に係る経費の補助，代替わりを契機とする事業の磨き上げに向けた伴走型支
援等を行うことにより，円滑な事業承継を促進します。

⑤ キバレ鹿児島！ＷＥＢ活用県産品販売促進事業 16,055千円

本県特産品販売サイト「かごいろ」の活用により，県産品の販売を促進します。

⑥ トライアル発注・販路開拓支援事業 5,409千円

県内中小企業等の販路開拓・受注機会の拡大を図るため，開発した製品等を県の機
関が試験的に発注するとともに，県外での展示会等への出展を支援します。

⑦ 食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備事業 177,703千円

県内食品製造業者等の加工食品等の輸出拡大を図るため，輸出先のニーズに対応し
たＨＡＣＣＰ等の基準を満たすために必要な施設等の整備を支援します。
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① 未来を拓け！女性農業者活躍応援事業
5,052千円

女性の農業経営や地域農業への積極的な参画を
促進するため，研修会等を通じたリーダー育成や
女性目線で農業の魅力をＰＲする取組，新商品開
発等の取組を支援します。

(1)  地域産業の振興を支える人材の確保・育成

女性農業者による新商品開発

② 新規就農・就業総合支援事業 16,948千円
将来の担い手となる青年農業者を確保・育成するため，認定新規就農者制度の推

進や就農・就業の相談活動，青年農業者の生産・経営管理技術の向上に向けた支援，
農業に触れる体験ツアーなどを実施します。

⑦ 建設産業担い手確保・育成・
定着促進事業 27,134千円

建設産業が持続的に「地域の守り手」としての役
割を果たせるよう，性別，国籍に関係ない多様な担
い手の確保・育成・定着を図ります。

13 多彩なキャリアをデザインできる働き方の創出(1)

③ 農福連携推進事業 1,849千円

障害者の農業への参画を促進し，労働力の確保を図るため，農福連携に関する制
度の理解促進や人材育成，マッチングを支援します。

④ 農業分野外国人材確保推進事業 2,031千円

農業分野における外国人技能実習制度等の適正な運用のため，制度の普及啓発や，
外国人材が働きやすい環境を整備するモデル的な取組を支援します。

⑤ 就農・就業を目指す人材確保事業 4,600千円

就農・就業を目指す人材の確保・育成を図るため，農業インターンシップの実施
を通じて，農業を知る・見る・体験する機会を提供します。

(2)  若年者等の県内就職促進

① インターンシッププログラム支援事業 8,758千円

インターンシップに意欲のある県内企業を対象に，専門家によるインターンシップ
プログラムの作成支援を行うモデル事業を実施することにより，県内企業の採用力の
アップを支援します。

「かごしま故郷人財確保・育成プロジェクト」を推進し，本県の人材確保・育成
を図ります。

② ふるさと鹿児島人財確保・育成事業 15,653千円

⑥ かごしまの次代を担う農業教育推進事業 7,123千円

農業高校生を対象とした国内外の先進的農家等での研修を実施し，視野の広い農
業担い手を育成するほか，農業教員の技術及び指導
力向上のための研修を実施します。
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13 多彩なキャリアをデザインできる働き方の創出(2)

ＵＩターン就職や地元定着の促進を図るため，就職情
報提供サイト「かごＪｏｂ」を運営し，効果的な求人広
告の作成支援等を行い内容の充実を図ります。

④ 「かごＪｏb」情報提供事業 7,260千円

① 女性のための再就職支援事業 1,333千円

出産・子育て等により離職し再就職を希望する女性に対して，就職活動に必要
な知識等の習得を支援するための研修を実施します。

⑥ かごしまジョブ・トライアル推進事業 5,343千円

雇用のミスマッチ解消と県内就業促進を図るため，県内の人手不足分野の事業
所における短期のインターンシップを実施します。

③ ふるさと鹿児島ＵＩターン就活応援事業 5,980千円【３補】

ポストコロナにおける人材の地方への還流を創出し，本県へのＵＩターン就職の
促進を図るため，本県内で行うインターンシップや採用面接において，県外在住の学生
や卒業後３年以内の求職者に交通費等を支給する県内企業等を支援します。

(3)  多様な人材が就労できる環境づくり

(4)  働き方改革の推進

働き方改革に取り組む県内企業を「かごしま『働き方改革』推進企業」として認
定するとともに，職場環境整備を支援するＷｅｂセミナーの開催やテレワーク環境
整備を支援することにより，県内企業の多様な働き方に関する取組を促進します。

① 多様な働き方推進事業 4,846千円（一部３補）

⑤ 外国人材受入企業等支援事業 1,697千円

県内企業等における外国人材の適切な受入れ・雇用管理を推進するため，企業向
けの相談窓口の設置や，セミナーを開催します。

⑤ 若年者県内企業就職応援事業 10,985千円

若年者の県内定着とＵＩターン希望者の県内就職を促
進するため，合同企業説明会や学生・保護者等に対する
企業情報の提供を行うとともに，県外大学と就職支援に
関する連携を図ります。

② 地域就職氷河期世代就職支援事業 17,318千円

就職氷河期世代のうち就労を希望しながら様々な事情により就職活動を行えて
いない長期無業者を中心に，就労に向けた支援を実施します。

③ 障害者雇用促進事業 12,838千円

障害者就職面接会，短期の雇用体験等の実施により，障害者の雇用を促進します。

④ 外国人総合相談窓口運営事業 10,592千円

在留外国人が生活に係る適切な情報や相談場所に到達できるよう多言語相談窓口
を設置します。
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14 デジタルテクノロジーを活用した県民の暮らしの質の向上(１)

(1)  暮らしと産業のデジタル化

① 鹿児島版ＭａａＳ推進事業 30,845千円

新たなモビリティサービスとして，キャッシュレス化等の鹿児島版ＭａａＳの実現
を検討するとともに，アプリを活用した実証実験等を実施します。

② 遠隔医療設備整備事業 9,132千円

離島・へき地等における医療を確保するため，医療機関が行う遠隔医療の実施に必
要な設備整備に対して補助を行います。

③ 離島・へき地におけるＩＣＴ技術を活用した遠隔医療推進事業 1,330千円【再掲】

離島・へき地医療の充実を図るため，ＩＣＴを活用した遠隔医療の推進に関する方
策の検討等を行います。

介護業務の負担軽減を図るため，見守りセンサー等の介護ロボット導入を支援しま

す。

⑦ ドローン関連ビジネス育成支援事業 14,850千円【３補】【再掲】

今後成長が見込まれるドローン関連産業の育成を図るため，県内企業の機運を高め
るためのセミナーやビジネスモデル可能性調査，実証事業への支援等を行います。

⑧ 中小企業ＤＸ支援プラットフォーム事業 253,698千円【３補】【再掲】

県内中小企業のＤＸによる競争力向上や新事業展開等を支援するため，関係機関と
連携し，ＤＸの普及啓発から事業計画策定，デジタル技術の導入まで切れ目のない伴
走支援を行います。

⑨ 「稼ぐ力」を引き出すスマート農業普及展開事業 72,391千円（一部３補）【再掲】

スマート農業の導入・普及を推進するため，農業者の理解促進や指導体制の強化を
図るとともに，実証活動や新技術開発の支援など，現地への実装化に向けた取組を行
います。

⑥ 障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業
9,077千円

新型コロナウイルス感染拡大防止や介護業務の負担軽
減を図るため，見守りセンサー等の介護ロボット導入を
支援します。

⑩ 教室から世界へ！かごしまグローバルクラスルーム事業
22,801千円【再掲】

語学力の向上と国際意識の醸成を図るため，海外の学校と年間を通じてオンライン
で交流するとともに，生徒を交流先の学校等へ派遣します。

④ 介護ロボット導入支援事業 64,592千円

⑤ 介護サービス事業所ＩＣＴ導入支援事業 72,168千円

介護事業所の負担軽減を図るため，介護記録から請求業

務まで一元的に管理できる介護ソフト等のＩＣＴ導入を支

支援します。
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14 デジタルテクノロジーを活用した県民の暮らしの質の向上(2)

(2)  行政のデジタル化

(3)  データの利活用推進

① データサイエンス推進事業 10,403千円

(4)  デジタル推進基盤の強化

(5)  デジタル人材の活用・確保・育成

① デジタル戦略推進事業 107,501千円

県デジタル推進戦略（仮称）に基づき，県全体のデジタル化を推進し，社会変革を
実現することで，本県をとりまく課題解決につなげていくための取組を実施します。

② 電子行政管理事業 942,389千円

情報伝達の迅速化・ペーパーレス化・事務処理の効率化に必要不可欠な業務用パソコン
の配備，情報セキュリティ向上等のため各システムサーバーの一元的な運用管理等を実施
します。

③ 基幹業務管理システム更新事業 191,167千円

現行基幹業務システムのサーバーＯＳサポート期間満了に伴い，作業効率の向上，
保守経費の削減，帳票の電子化等の機能改善を踏まえたシステム更新を行います。

各種データを正確に把握・分析した上で問題を解決する能力の必要性が一層高まっ
てきていることから，データの分析やこれに基づいた政策立案等（ＥＢＰＭ）を行う
体制の整備を図ります。

① デジタル戦略推進事業 107,501千円【再掲】

県デジタル推進戦略（仮称）に基づき，県全体のデジタル化を推進し，社会変革を
実現することで，本県をとりまく課題解決につなげていくための取組を実施します。

② 電子行政推進事業 136,572千円

県民のデジタル活用機会の創出を図るため，電子申請等の行政手続のオンライン化
を進めるとともに，公的個人認証システムの運用を行います。

③ インターネットシステム管理事業 167,221千円

県及び県内市町村のセキュリティ対策を進め，デジタルによる県民サービスが支障
なく提供できるよう環境整備を進めます。

① 高度デジタル人材育成支援事業 9,954千円【３補】【再掲】

ＩＴ企業等のエンジニアを対象に，データサイエンス・ＡＩ等の先端技術やセキュ
リティ講座の開催，コンサルティング技術の実践的な研修を実施します。

③ 教育の情報化推進事業 55,057千円【再掲】

学校へのＩＣＴ支援員の配置や，教員のＩＣＴ活用指導力向上のための研修等を実
施します。

② 鹿児島みらいのデジタル人材育成推進事業 12,143千円【再掲】

県内のデジタル関連企業によるプログラミング教育やＩＣＴの活用事例等の出前授
業，職業体験等を実施します。
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15 持続可能な行財政運営

① 組織力向上研修事業 7,940千円

高度化・多様化・複雑化する行政需要に対応できる人材を育成するため，管理職
員のマネジメント能力の向上等に資する研修や職員が必要な研修メニューを自ら組
み立てられる選択制のオンライン研修等を実施します。

② 広聴推進事業（知事とのふれあい対話）
3,854千円

知事と県民が率直な対話を行う場として「知事
とのふれあい対話」を開催します。

⑤ 職員数の適正管理

「行財政運営指針（案）」（令和４年３月策定予定）を踏まえ，引き続き，新た

な行政需要にも対応した簡素で効率的な組織機構の整備を行うとともに，事務処理
の効率化を図りつつ業務量に応じたメリハリのある適正配置を行います。
・ 令和３年４月１日現在の一般行政部門の職員数 ４,９５９人
（令和４年４月１日の最終的な職員数は，退職・採用の状況により確定）

④ 滞納整理対策事業 14,893千円

特別滞納整理班による市町村と連携した個人住民税徴収対策や，自動車税種別割
納税お知らせセンターの設置による自主納税案内の実施などの取組により，県税収
入未済額の縮減を図ります。

③ 公共施設マネジメント推進事業 12,802千円

⑥ 公営企業会計移行事業（港湾整備事業特別会計） 6,000千円

港湾整備事業特別会計において，経営状況を的確に把握し，将来にわたって安定
的な経営ができるよう公営企業会計への移行作業に着手します。

県有施設の更なる適正管理を図るため，施設ごとに維持管理に関する情報を取り
まとめる「施設カルテ」を作成するとともに，同カルテに基づく施設評価を行いま
す。
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令和４年度ゼロ予算事業（主なもの）

厳しい財政状況の中にあって特別な予算を使うことなく，県が有している人材や施設，
ネットワークなどを活用して，創意工夫により実施する事業を「ゼロ予算事業」と位置付け
て実施。

事業名 具体的な取組内容 担当課名

１ 職員の技術・知識等の活用

かごしま県政出前セ
ミナー

県政の課題や県が重点的に取り組んでいる施策等について，県職員
が集会等に出向き直接説明を行うとともに，意見交換を通して対話や
交流を推進するとともに，県政についての県民の理解と協力を得る。
※県庁見学に併せて県庁内でも実施可能。

総務部
広報課

地域一斉耐震診断事
業

木造住宅の耐震改修の普及啓発を図るため，地域住民を対象とした
耐震セミナーと無料耐震診断を実施する。

土木部
建築課

住宅政策室

鹿児島県技術職ナビ
ゲータ制度

技術職の仕事に興味のある高校生や大学生等からの問合せ・相談等
に対して若手の技術職員がＷＥＢ面談を行い，仕事内容やその魅力を
伝えることで，採用試験の受験者増に繋げ，優秀で多様な人材確保を
図る。

人事委員会事務局
総務課

２ 既存施設等の有効利用

エンジョイ黎明館

本県の歴史・文化に関する理解を深めることや，学校教育における
黎明館の活用に係る教職員と当館職員の連携を図ることを目的に，県
内の小・中・高・特別支援学校の教職員を対象として，学芸員による
常設展示・御楼門の解説や黎明館の活用策等の講座を実施する。

観光・文化スポーツ部
文化振興課
黎明館

みんなの土木教室・
現地見学会

地域住民や将来を担う子供達に対して，身近な道路や河川，港湾等
で行われる工事によって自分たちの地域がどのように変化していくの
かなど，公共事業について理解を深めるための現地見学会等を行う。

土木部監理課
技術管理室

県図書ほっとフェス
幅広い年齢層の県民を対象に図書資料や読書活動に関するイベント

を開催することで，本と人，情報と人，人と人をつなぐ機会を提供す
る。

教育庁
図書館

３ 政策情報の発信・ＰＲ

保育士の県内就職促
進事業

県内就職を促すためのチラシを作成し，県内の保育士養成施設に対
して掲示及び学生への配布を依頼するとともに，UIターンを希望する
方へも周知し，県内への就職促進を図る。

くらし保健福祉部
子育て支援課

鹿児島県子ども食堂
登録制度

子ども食堂の社会的信用や安心・安全の確保のため，子ども食堂を
登録し，県ホームページで広く県民に紹介する。

くらし保健福祉部
子育て支援課

子供の就学円滑化に
向けた情報発信

就学援助の制度や施策等をホームページ上で情報発信するとともに，
子供の貧困に関する調査・研究を実施し，市町村への助言につなげる
取組を推進する。

教育庁
義務教育課

４ 民間団体等との連携

鹿児島県女性活躍推
進宣言企業制度

女性が働きやすい職場づくり，環境整備，制度の導入，登用や採用
目標などについて，それぞれの状況に応じた取組を宣言する企業を
「鹿児島県女性活躍推進宣言企業」として登録し，取組を支援する。

男女共同参画局
青少年男女共同参画課

男女共同参画室

黎明館ミュージアム
パートナー

黎明館の活動や本県の歴史・文化に関する理解を深めることを目的
に，毎年10名程度のボランティアを募集・採用し，年間10回程度，図
書・資料の整理や広報活動，イベント等の補助活動を実施する。

観光・文化スポーツ部
文化振興課
黎明館

かごしま中小企業支
援ネットワーク

県内中小企業者の事業再生・事業承継を支援するため，県内の金融
機関，保証機関，商工団体などの相互の協調体制を構築し，連携強化
を図る。

商工労働水産部
中小企業支援課

おいしいお茶の入れ
方教室開催支援事業

小学校でのかごしま茶のおいしい入れ方教室の実施にあたって，県
が窓口となり，実施団体と小学校等との連絡調整・情報提供等を行い，
円滑な事業実施に取り組む。

農政部
農産園芸課

ふるさとの道サポー
ト・タイアップ事業
（全県）

地域住民等が行う県管理道路の清掃・美化活動を支援する「ふるさ
との道サポート推進事業」とタイアップし，企業等に当該サポーター
の活動経費の一部を支援していただくことにより，地域住民・企業・
行政が一体となった美しいふるさとの道の維持活動を行い，地域環境
の保全向上や共生協働による活力ある地域社会づくりに資する。

土木部
道路維持課
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年度
当 初 予 算 額

（千円）
対前年度

伸　率
年度

地方財政計画額

（億円）
対前年度

伸　率

平成 4 年度 772,684,000 2.7% 平成 4 年度 743,651 4.9%
5 792,318,000 2.5% 5 764,152 2.8%
6 864,068,000 9.1% 6 809,281 5.9%
7 876,905,000 1.5% 7 825,093 2.0%
8 907,948,000 3.5% 8 852,848 3.4%
9 915,965,000 0.9% 9 870,596 2.1%
10 927,274,000 1.2% 10 870,964 0.0%
11 949,929,000 2.4% 11 885,316 1.6%
12 967,233,000 1.8% 12 889,300 0.5%
13 979,995,000 1.3% 13 893,071 0.4%
14 934,500,000 △4.6% ←財政改革ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 14 875,666 △1.9%
15 899,360,000 △3.8% 　初年度 15 862,107 △1.5%
16 857,087,000 △4.7% 16 846,669 △1.8%
17 820,602,000 △4.3% ←県政刷新大綱 17 837,687 △1.1%
18 806,827,000 △1.7% 　初年度 18 831,508 △0.7%
19 792,033,000 △1.8% 19 831,261 0.0%
20 772,248,000 △2.5% 20 834,014 0.3%
21 772,636,000 0.1% 21 825,557 △1.0%
22 773,805,000 0.2% 22 821,268 △0.5%
23 777,118,000 0.4% 23 825,054 0.5%
24 781,500,000 0.6% ←行財政運営戦略 24 818,647 △0.8%
25 784,105,000 0.3% 　初年度 25 819,154 0.1%
26 788,284,000 0.5% 26 833,607 1.8%
27 814,313,000 3.3% 27 852,710 2.3%
28 822,457,000 1.0% 28 857,593 0.6%
29 809,969,000 △1.5% 29 866,198 1.0%
30 810,762,000 0.1% 30 868,973 0.3%

令和 　元 年度 827,373,000 2.0% 令和   元年度 895,930 3.1%
2 839,853,000 1.5% 2 907,397 1.3%
3 844,375,000 0.5% 3 898,060 △1.0%
4 869,903,000 3.0% ←行財政運営指針 4 905,918 0.9%

　(案)初年度 (注)1.地方財政計画は，地方交付税法第７条「内閣は，
      毎年度…翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見
      込額に関する書類を作成し…」に基づく。
　　2.平成24年度以降は通常収支分。

鹿児島県当初予算額の推移 地方財政計画額の推移

参考資料

7,841 7,883 

8,143 
8,225 

8,100 8,108 
8,274 

8,399 8,444 
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4

当初予算額の推移
（億円）

（ ）は対前年度伸び率

(＋1.5%)(＋0.3%) (＋0.5%) (＋3.3%) (＋1.0%) (▲1.5%) (＋0.1%) (＋2.0%) (＋0.5%) (＋3.0%)
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16,817 16,687 
16,447 16,329 16,185 16,014 15,900 15,953 15,906 

15,537 
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額

※ 県債残高は令和２年度までは決算額，令和３年度は３月補正後見込額，令和４年度は当初予算時点の見込額

は臨時財政対策債，平成１９年度以降の減収補塡債及び令和２年度の猶予特例債を除いた額

※ 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
によるものであるが，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ない。

県債残高と財源不足額の推移
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464 449 461 458 456 453 444 515 498 430

354 401
608 661 620 637 637

742 739 779
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1,357 1,324
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6,000

歳出予算（一般財源ベース）の推移

≪平成30年度≫
≪令和３年度≫

≪平成27年度≫

人件費

扶助費

普通建設
事業費等

一般
政策経費

税等
交付金

公債費

≪平成25年度≫

≪平成26年度≫

≪令和４年度≫
≪平成28年度≫

≪平成29年度≫

（億円）
（一般財源ベース）

※ 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
等によるものであるが，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ない。

歳出合計 5,204 5,249 5,490 5,508 5,460 5,507 5,483 5,663 5,652 5,605

歳入合計 5,153 5,249 5,490 5,508 5,460 5,507 5,483 5,663 5,652 5,605

収支差 ▲51 → 0 → 0 → 0 → 0 → 0 → 0 → 0 → 0 0

≪令和元年度≫

≪令和２年度≫

※ 端数処理のため，合計は，内訳の計と必ずしも一致しない。
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