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令和３年度当初予算（案）の要点

令和３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，観光関連産業や地域の中小企業
等の「稼ぐ力」の向上に資する施策等を積極的に推進

・ SDGｓ（持続可能な開発目標）の理念を踏まえ，ジェンダー平等，クリーン
エネルギーの導入，イノベーションの促進等の各般の施策を推進

・ 歳入・歳出両面にわたり徹底した行財政改革に取り組み，財源不足を
ゼロとする

県民とつくる鹿児島の今と未来

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症拡大防止及び経済立て直しに向けた対応

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 地域の中小企業等の「稼ぐ力」の向上

５ ２０５０年カーボンニュートラルに向けた取組

６ 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

７ 大規模イベントに向けた取組
・奄美世界自然遺産登録と更なる振興のための取組
・五輪，かごしま国体・大会

３ デジタル社会の実現に向けた取組

４ 地域づくり・人づくりのための取組

令和３年度当初予算（案） ８４４，３７５百万円
〔対前年度当初比 ＋０．５％〕

特別会計 ４２６，１８３百万円（対前年度当初比 ＋５．４％）
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令和３年度当初予算（案）の主な施策令和３年度当初予算（案）の主な施策
（総額は令和２年度３月補正含む，（ ）内の額は令和３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337.3億円(283.2億円)

○経済立て直し等対策 総額104.8億円(20.1億円)

○「農林水産業の『稼ぐ力』の向上」関連事業
総額92.5億円（42.1億円）

○「観光関連産業の『稼ぐ力』の向上」関連事業
総額23.8億円（13.7億円）

○「地域の中小企業等の『稼ぐ力』の向上」関連事業
総額24.2億円（17.6億円）

○｢デジタル社会の実現｣関連事業 総額 31.6億円(  7.3億円)
○｢カーボンニュートラル」関連事業 総額 61.8億円(58.8億円)
○｢地域づくり・人づくり｣関連事業 総額 33.7億円(33.6億円)
○｢高齢者や女性，障害者，子ども｣関連事業 総額777.7億円(772.6億円)

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

２つの柱で対策を推進

デジタル社会の実現，カーボンニュートラル
地域づくり・人づくり

高齢者や女性，障害者，子どもへの取組
経済成長や県勢の発展に資する施策を積極的に推進！

「稼ぐ力」の向上に向けた取組
農林水産業，観光関連産業，地域の中小企業等の「稼ぐ力」の向上を支援
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 教育の情報化推進事業（５５百万円）
教育の情報化に関する推進計画の策定を行うとともに，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を実施します。

〇 ＩｏT・AI等高度技術者育成支援事業（４百万円）
県内のIT関連企業の技術者を対象に，高度で実践的な講座を開催し，新たな事業
展開を実践できる人材育成を支援します。

 ＩＴ企業誘致の強化（企業立地促進補助事業）（１，１５９百万円）【再掲】
首都圏等の情報通信関連企業を積極的に誘致するため，本県で新たに事業を立ち

上げる際に必要となる経費等への助成を行うメニューを追加します。

デジタル社会の実現に向けた取組に関する事業デジタル社会の実現に向けた取組に関する事業

農業，福祉，教育など，あらゆる分野におけるICT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るとともに，本県
のデジタル・トランスフォーメーションを推進するための戦略を策定します。

IT人材の教育，育成・確保等

 鹿児島県ＤＸ推進戦略（仮称）の策定（２百万円）
本県におけるデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進に向けた課題と基本的

な方針を明確にするため，本県の実情にあった県独自の戦略を策定します。

 デジタル県庁構築事業（１３２百万円）
次期県庁ＬＡＮの構築に併せ，県庁のデジタル化を進めるための基盤整備を行い

ます。

○ スマート自治体推進事業（７百万円）
ＲＰＡ等の円滑な導入に向けて，試行，効果検証等を実施します。

 キャッシュレス導入支援事業（１２２百万円）【３補】
キャッシュレスの普及を図るため，事業者に対し，導入に要する経費の補助を行い
ます。

 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（２百万円）
離島・へき地医療の充実を図るため，ＩＣＴ技術を活用した遠隔医療の推進に関する
調査・研究を行います。

○ 介護サービス事業所ＩＣＴ導入支援事業（４１百万円）
介護サービス事業所が行うＩＣＴ導入経費の一部助成や，セミナーの開催，専門家の
派遣等，ＩＣＴを活用した職場環境改善を支援します。

○（一部 ）かごしまＩｏＴ・ＡＩ推進プロジェクト事業（４５百万円） 【再掲】
サービス業，製造業のＩoＴ，ＩＴの導入について支援します。

 「稼ぐ力」を引き出すスマート農業普及展開事業（３１百万円）【３補】【再掲】
スマート農業に関する農業者の理解促進や実証活動，費用対効果の検証など，現
地への実装に向けた取組を支援します。

各分野のデジタル化促進

行政等のデジタル化推進
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令和２年度３月補正予算の主な内容令和２年度３月補正予算の主な内容

〇 森林整備・林業木材産業活性化推進事業（１，４５６百万円）
○ 産地パワーアップ事業（１，２５６百万円）〔当初予算８９百万円 計１，３４５百万円〕

〇 かごしま茶産地力向上条件整備事業（１１百万円）
〇 畜産クラスター事業（１，６８０百万円）〔当初予算１，８６５百万円 計３，５４５百万円〕

〇 薩摩青雲丸代船建造事業（１，６６９百万円）
〇 高等学校建物整備事業（７７３百万円）
〇 鹿児島市南部地区特別支援学校施設整備事業（３４２百万円）
〇 産業教育設備整備事業（７９０百万円）
 教育の機会均等のためのＰＣ端末整備事業（３９８百万円）

〇 奄美群島成長戦略推進交付金（５０９百万円）
〇 安心こども基金造成事業（５００百万円）

〇 公共事業（４３，８６６百万円）

３ その他

（３月補正予算額 ２８，２１６百万円）

1 基幹産業（農林水産業）の「稼ぐ力」の向上に関する事業

〇 障害分野における新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（９２５百万円）

 介護福祉士養成施設等遠隔授業環境整備事業（１４百万円）
 県立学校における感染症対策等の学校教育活動継続支援事業（１６３百万円）

新型コロナウイルス感染症関連追加対策 １３，８８１百万円

２ 鹿児島が誇れる人づくりに関する事業

１ 医療提供体制の確保，感染症拡大防止対策 等 ５，４１２百万円

国補正に対応した経済対策等 ５４，３３３百万円

 観光かごしま再生事業（８７８百万円）
 消費意欲喚起かごしまLINEクーポン発行事業（５４５百万円）

 ものづくり産業生産革新支援事業（３９９百万円）
 公の施設指定管理者支援事業（１０２百万円）

２ 経済の立て直しに向けた対応 等 ８，４６９百万円

合計 ６８，２１４百万円
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Ⅲ 結婚，妊娠・出産，子育ての希望がかなう社会の実現(1)

①（拡充） 出会い・結婚相談事業 20,245千円

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
た支援を行うとともに，出張窓口回数の増加，婚活・
交流イベント回数の増加，個人端末での一部情報の閲
覧機能の追加等，成婚支援に向けた取組を強化します。

(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

②（拡充） 不妊治療費助成事業 483,866千円

不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るため，
特定不妊治療に要する費用の一部助成について，
助成内容を拡充します。

④ 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。

⑤ 若年妊産婦等オンライン相談支援事業 6,126千円

孤立感や不安を抱えた若年妊産婦等が身近に相談できる環境を整備するため，新たに
ＳＮＳを利用したオンライン相談を実施するとともに，若年妊産婦等の状況に応じ，医
療機関や市町村等と連携して支援を実施します。

経済的理由から医療機関の受診を控えることによる症状の

重篤化を防ぐため，医療機関等における窓口負担をなくす子
ども医療給付の対象者について，住民税非課税世帯の高校
生まで拡充します。

① （拡充）子ども医療給付事業 368,030千円

県が所管する認可外保育施設の質の確保・向上を図るため，巡回支援
指導員を配置し，指導監督基準の遵守や重大事故防止のための助言等
を行います。

③ 認可外保育施設巡回支援指導事業 4,813千円

県が所管する認可外保育施設における睡眠中の事故防止対策に必要な
機器を整備するために必要な経費の一部を助成します。

④ 認可外保育施設保育環境改善事業 2,875千円

② 医療的ケア児等受入体制構築促進事業 1,109千円

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。

午睡チェック用の機器

③ 不育症検査費用助成事業 2,298千円

不育症に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るため，
不育症の検査に要する費用の一部を助成します。

かごしま出会いサポートセンターちらし
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Ⅳ 健康で長生きできる社会の実現と良質な医療の確保(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 （一部 ） 地域ケア・介護予防推進支援事業
1,249,517千円

高齢者が要支援・要介護状態となることを予防
するとともに，地域において自立した日常生活を
営むことができるよう，地域包括ケアシステムの
構築及び深化に向けた市町村の取組を支援します。

③ 在宅医療・介護連携推進支援事業 1,705千円

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。

⑥ 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 2,291千円

離島・へき地医療の充実を図るため，ＩＣＴ技術を活用した遠隔医療の推進に関
する調査・研究を行います。

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
248,399千円

＜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４年度中の新病院開院に向け，建設
工事や医療機器の整備に着手します。

① 新薩南病院整備事業（県立病院事業特別会計） 2,888,257千円

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を
行います。

② 看護職員確保対策事業 98,372千円

④（一部 ） 医療勤務環境改善支援事業 193,291千円

医療従事者の離職防止や医療安全の確保を図るため，医療機関が行う勤務環境改
善への取組に対して支援を行います。

⑤（一部 ） 地域医療介護総合確保事業 369,879千円

県地域医療構想に基づき，地域ごとにバランスのとれた医療機能の分化と連携を
適切に推進するため，地域医療構想調整会議を開催するとともに，病床機能転換等
に対する助成を行います。

新薩南病院完成イメージ
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Ⅶ 暮らしが潤い世界につながる県土の創造(１)

(2)  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
988,450千円

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 19,030,335千円

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，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）

鹿児島港における港湾物流の円滑化だけでなく，
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を図るため，臨港道路の整備
を推進します。

③ クルーズ船の受入環境整備 863,500千円

マリンポートかごしまにおける２２万トン級のク
ルーズ船が接岸できる新たな岸壁の整備など，クル
ーズ船の受入環境の整備を推進します。

④ 志布志港国際バルク戦略港湾の整備

653,070千円

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

⑤ 志布志港国際コンテナターミナルの整備
40,000千円

コンテナターミナルの機能向上を図るため，岸
壁延伸部の令和３年度後半の供用に向け整備を行
います。

マリンポートかごしま

北薩横断道路（広瀬道路）

(1)  情報通信技術の活用等による利便性の高い社会の実現

 デジタル県庁構築事業 132,495千円

県庁のデジタル化を進め，外部とのＷｅｂ会議や職員のテレワーク環境及び文書管
理（電子決裁）システムなどの基盤整備を行います。
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Ⅹ 革新的技術の導入と競争力のある産業の創出・振興(1)

(1)  イノベーションの創出と競争力のある産業の振興

③ 起業支援プロジェクト事業 37,205千円

将来的な起業・ビジネスプロジェクトのスタートに向けて取り組む起業準備者等を包括的
かつ継続的に支援することで，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
を整備します。

②（一部 ） かごしまＩｏＴ・ＡＩ推進プロジェクト事業 45,474千円

ＩＴ及び先端技術に関し，企業ごとの取組状況に合わせた段階的な支援を行うこと
で，県内中小企業の生産性向上や，競争力の強化等を図ります。

⑤ 食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備事業 178,578千円

⑥ 中小企業経営バックアップ強化事業 7,958千円

中小企業の災害時等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。

加工食品等の輸出拡大を図るため，食品製造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。

① 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 145,412千円

地域資源等を活用した新産業創出を図るため，新産業創出に取り組む県内企業の掘
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支援や伴走支援などの
集中的かつ継続的な支援を行います。

○ 食品関連産業ネクストチャレンジ支援プロジェクト 31,389千円

食品関連産業を牽引する企業の創出に向けて，商品開発や販路拡大，ものづくり
のレベルアップなど事業者のニーズに応じた一体的な支援を行います。

④ 中小企業事業承継加速化事業 22,897千円

事業承継の経営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。

○ シェアスペース創造事業 36,426千円

県庁１８階にシェアスペースを整備し，ポストコロナにおける企業等の新しい働き方によ
る事業活動の支援や異業種交流を促進します。
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Ⅹ 革新的技術の導入と競争力のある産業の創出・振興(2)

(2)  「攻めの農林水産業」に向けた戦略的な取組の展開

③ ６次産業化ステップアップ事業 29,786千円

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，
実証活動や費用対効果の検証など，現地への実装
に向けた取組を行います。

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次産業化実践者等への継続的な支援を行います。

⑧ 乳用育成牛確保支援事業 3,300千円

乳用牛の育成部門の分業化及び育成牛の県内確保を推進し，搾乳牛頭数の増頭と
生乳生産量の増加に取り組みます。

⑥ 全国和牛能力共進会出品対策事業
17,440千円

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，関係機関・団体が一体
となって，出品対策の強化に取り組みます。

⑦ 第１２回全国和牛能力共進会推進事業 15,703千円

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に取り組みます。

④ これからの６次産業化等商品開発・販路拡大モデル育成事業
20,301千円

農林水産業の高付加価値化を図り，「稼ぐ力」の向上に資するため，
これからの６次産業化の商品開発・販路拡大の取組手法についてのモデ
ル育成を行います。

⑤ 畜産クラスター事業 3,544,556千円
（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 1,344,878千円
（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・栽培体系への転換を図るため，農業機械の
導入や施設整備等を支援します。

ドローン等を活用したスマート農業教育

① 「稼ぐ力」を引き出すスマート農業普及展開事業 30,826千円 【３補】

出品候補牛の飼養管理指導の様子
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Ⅺ ライフスタイルをデザインできる働き方の創出(1)

(2)  若年者等の県内就職促進と多様な人材が就労できる環境づくり

(1)  働き方改革の推進

働き方改革に取り組む企業を「かごしま『働き方改革』推進企業」として認定す
るとともに，企業の職場環境整備を支援するＷｅｂセミナーの開催により，県内企
業における多様な働き方に関する積極的な取組を促進します。

 多様な働き方推進事業 1,528千円

「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
を図るため，各地域における課題やニーズを踏まえた取組等を推進するとともに，
「ポストコロナを見据えた産業人材の確保・育成」をテーマとする「ふるさと人財
フェスタ（仮称）」を開催します。

③（一部 ） ふるさと鹿児島人財確保・育成事業 25,914千円

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。

⑤ 「かごＪｏb」情報提供事業 7,260千円

② 女性のための再就職支援事業 2,574千円

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，職場体験を取り入れた研修を実施します。

④ ふるさと人材確保事業 9,196千円

ＵＩターン就職の促進を図るため，ふるさと人材相
談室において，職業紹介・職業相談・出張相談を行う
とともに，Ｗｅｂ面接等促進セミナーを開催します。

① ふるさと鹿児島ＵＩターン就活応援事業
8,821千円

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。
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Ⅻ 持続可能な行財政運営

⑤ スマート自治体推進事業 6,820千円

ＲＰＡ等の円滑な導入に向けて，試行，効果検証等を実施します。

① 新たな行財政運営の指針策定会議の設置 1,737千円

将来の社会環境の変容に対応し，持続可能な行財政構造を構築するため，新たな
行財政運営の指針を策定するに当たり，広範な意見を聴取することを目的とした有
識者会議を設置します。

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 滞納整理対策事業 14,095千円

④ 職員数の適正管理

簡素で効率的な組織機構の整備や民間活力の活用等に努めるとともに，引き続き，
新型コロナウイルス感染症対策等にも適切に対応し，業務量に応じた職員の適正配
置を行います。

・ 令和２年４月１日現在の一般行政部門の職員数 ４,９９７人
（令和３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）

昨今の社会経済情勢の変化等を踏まえ，平
成30年３月に策定した「かごしま未来創造ビ
ジョン」について，所要の見直しを行います。

⑥ 新たな県政ビジョン策定事業 3,324千円

② 公共施設マネジメント推進事業 4,911千円

県有施設の老朽化に対応し，更なる施設の適正管理を図るため，建物の性能や利
用状況等に基づく評価，方向性の検討などを行う施設アセスメントの導入に向けた
調査等を行います。

⑦ 広聴推進事業（知事とのふれあい対話）
4,019千円

知事と県民が真の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。
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