
34.1%

10.3%
5.0%

23.0%

9.5%

11.1%

3.2%
3.8%

県 税

地方消費税清算金

繰入金

地方譲与税等

国庫支出金

県 債

地方交付税

。

臨時財政対策債
366億円

2,307 億円

695億円

339 億円

1,556 億円

644億円

751億円

220 億円
その他
259億円

51.4%

48.6%

歳 入
6,771億円

自主財源

3,290 億円
依存財源

3,481 億円 28.3%

15.3%

14.7%

16.6%

4.1%

10.5%

8.6%

1.3%

0.6%

人件費

公債費

社会保障関係費

運営費

災害復旧事業費

事業費

公共事業等費

その他

国直轄事業負担金

、

1,914 億円

1,036 億円

997億円

1,12 4億円

277億円

713 億円

579億円

89億円

41億円

74.9%

14.6% 性質別歳出
6,771億円 5,072 億円

義務的経費

一般行政経費
990億円

投資的経費

10.5%
709 億円

その他 57億円 0.8%

22.0%

18.4%

15.5%

15.3%

8.8%

7.1%

5.4%

5.3%

1.4％

教育費

民生費・衛生費

諸支出金

土木費

公債費

警察費

総務費

農林水産業費

労働費・商工費

目的別歳出
6,771億円

1,491 億円

1,243 億円

1,052 億円

1,036 億円

595 億円

479億円

363億円

356億円

99億円

歳 入 歳 出

その他その他

県民の皆さんが納めた
税金です

県税

12約 万円

国税の一定割合が交付
されるもので自由に使
えます

地方交付税等

10約 万円

県債

4約 万円

国庫支出金
農林水産業
の振興 産業の振興

県債の返済

道路や河川
などの整備
・維持補修

3約 万円

医療・福祉
の充実、
健康づくり

7約 万円

教育や文化
の振興

8約 万円

3約 万円 6約 万円

2約 万円 1約 万円

6約 万円

35
万円

施設整備などを行うた
めに銀行などから借り
るものです

使い方を決められた上
で、国から交付される
ものです

3約 万円

繰入金等
貯金（基金）の取崩し
や使用料・手数料収入
などです

3約 万円

犯罪・事故
の防止

2約 万円

一人当たり

・子どもたちの英語力向上と国際的に活躍で
きる人材の育成、グローバル化に対応した
教員の育成と確保、スーパーグローバルハ
イスクール等での英語教育の充実など

教育の再生に向けた成果が出始めたところであり、引き続き、下記のような重点事業等に取り組むことにより、教育県岡山の復活を
目指します。

教育県岡山の復活

学力向上プログラム
・子どもたちが落ち着いて学習できる環境の
整備、教師の教える技術の向上、子どもた
ちの学力が伸びる仕組みづくり、私立学校
の支援、奨学のための給付金の拡充など

徳育推進プログラム
・道徳教育の充実による規範意識の確立、青
少年の健全育成・非行防止対策の推進、ス
クールソーシャルワーカーの活用、いじめ
防止対策の推進、健やかな体の育成など

グローバル人材育成プログラム

平成30年度予算の概要

86億円（H29：85億円）

4.5億円（H29：4.5億円）

2.5億円（H29：2.6億円）

■少年非行防止対策の推進
・少年非行防止研究会の研究成果
を県下で共有し、少年非行情勢
改善のさらなる加速化を図る。

■岡山の高校生留学支援
・海外姉妹校提携の拡大を図るとともに、長期留学支援金を増額、支援者数を
64名から90名に拡充し、海外留学の促進を図る。

■国際バカロレア（ＩＢ）の教育手法の研究
・ＩＢの趣旨を踏まえた教育活動の実践とカリキュラム開発等を実施する。

■全国中学校体育大会の開催
・中国ブロックで開催される全国中学
校体育大会において、県内で陸上競
技、水泳競技、剣道を開催する。

■教師業務アシスタントの配置
・事務業務を支援するアシスタントの配置数を115人（121校）から
141人（162 校）に拡大し、教員が児童生徒と向き合う時間を確保する。

■部活動指導員の配置
・中学校の部活動指導員の配置数を50人から100人に拡大し、
教員の負担軽減と部活動の充実・活性化を図る。

■医療と連携した不登校・長期欠席対策の研究
・起立性調節障害等を見分けるチェックリストや診断・治療が
できる支援機関マップを研究会で作成し、活用・普及を図る。

■学習習慣定着の取組
・生徒、保護者等を対象に啓発キャンペーンを実施するとともに、
モデル校で実践する。

新

新

新

拡

拡

拡

拡

平成30年度の主な重点事業

戦略的企業誘致の推進や中小企業等の持続的な成長・発展支援、多様化するニーズに即した観光振興の取組を中心とした、下記の
ような重点事業等に取り組むことにより、さらなる産業の振興を図ります。

地域を支える産業の振興

・地域を担う元気な企業の成長・発展支援、企業
を支える産業人材の育成・確保、商工団体への
支援、中小企業等への金融支援など

・県産農産物のブランド力強化、農作物等の鳥獣
被害防止対策の推進、県産材の需要拡大、農地
や農業用施設の整備や長寿命化対策の実施など

企業の「稼ぐ力」強化プログラム

企業誘致・投資促進プログラム
・戦略的誘致施策の推進、企業ニーズに応じた立
地環境の整備、物流拠点へのアクセス強化に資
する道路整備、水島港の機能強化など

観光振興プログラム
・滞在型観光の推進、さらなるインバウンドの拡
大、瀬戸大橋開通30周年、岡山空港開港30周
年、空路利用促進や路線の維持など

攻めの農林水産業育成プログラム

平成30年度予算の概要

307億円（H29：248億円）

45億円（H29： 50億円）

12億円（H29： 10億円）

167億円（H29：158億円）

■市町村営団地開発の支援
・開発に係る市町村職員向けのマニュ
アルを整備するとともに、廃校跡等
の適性判断調査を補助対象に加える。

■冬を彩る「くだもの王国おかやま」
いちごプロジェクト
・プレミアムないちごブランドの
立ち上げと供給体制の確立に向
けた取組を推進する。

平成30年度の主な重点事業

■おかやま観光キャンペーン
・新たな観光客層の獲得を目指し、
「フルーツ」を前面に押し出した魅
力ある観光キャンペーン「おかやま
果物時間」を展開する。

■ＥＶシフトに対応した
産業・地域づくり推進事業
・「全国に先駆けてEVシフトに対応し
た産業と地域の実現」を目指し、環
境整備等に取り組む。

■有害獣許可捕獲の促進
・有害駆除の助成期間を、イノシシ、
シカ、サルの出産期間や農作物栽培
期間にあたる非狩猟期などへ拡大す
る。

■海外プロモーション活動充実・強化
・シンガポールにおけるトップセール
スのほか、欧州をターゲットにプロ
モーションを実施し、誘客の拡大と
観光消費額の増加を図る。

■事業承継資金の創設
・後継者の株式取得資金などの新たな
資金を制度融資として創設し、事業
承継の推進を金融面から支援する。

■おかやまで就職しよう！
人材還流・定着プロジェクト
・若者の還流・県内定着を図るた
め、合同就職面接会、奨学金返
還支援助成を実施する。

働く人応援プログラム
・若者の還流・県内定着を進める就職支援、働き
方改革に取り組む企業に対する支援など

9.3億円（H29：8.8億円）

■仕事も家庭も生き活きと！
働き方改革推進プロジェクト
・働き方改革に取り組む企業に対する
支援や女性・高齢者等を多様な就業
に結びつけるための取組を進める。

新

新

新

新

■空港南産業団地の開発
・県南内陸部における産業用地を確保
するため、団地開発を岡山市と共同
で行う。

拡

新

新

平成 30年度の一般会計予算総額を岡山県の人口（約 191万人）で割ると、一人あたり約 35万円の予算が使われることになります。

県民一人当たりの歳入・歳出予算

髙橋とおる県政レポート号外
岡山県議会議員

一般会計の総額は、約 6,772 億円で前年度と比べ減少しました。これは、県が負担していた教職員給与の財源を岡山市への移譲した影
響によるものです。歳入は、移譲分を除けば約 85 億円の増収で、景気回復や企業誘致の成功などが影響しています。歳出は義務的経
費が全体の 3/4 を占め、自由に使えるお金が少ないのが悩みのタネ。高齢化に伴い社会保障費は今後も年 20～ 30 億円増え続け、県
債残高の高止まりもあり、県の財政は引き続き予断を許しません。

平成30年度 岡山県当初予算の概要

歳入は、前年度に比べ△2.1％。これは、
個人県民税が政令市への税源移譲のより
減少するためで、それを除くと歳入は前
年度より増加しています。

歳出は、人件費や公債費、社会保障関係
費などの、使途が決まっている義務的経
費が全体の 74.9％を占めます。

歳出予算を目的別に見ると、教育費
（大半は人件費）や、社会保障関係
費を含む民生費・衛生費、公債費な
どが大きな割合を占めています。

発行者：髙橋とおる事務所 岡山市北区京町 13-5 ☎（086）227-5100

平成 30年度岡山県当初予算特集号 主な重点事業
伊原木知事が県政の２本柱に掲げる教育再生と産業振興に引き続き力を入れます。注目事業として、若者の県内企業への就職促進や、１，
２歳児を受け入れる民間保育所への補助制度などが挙げられます。観光振興関連予算の拡充や自動車産業の電気自動車シフトに伴う対
策費なども盛り込まれました。以下、重点事業の一部を紹介します。
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歳入



社会保障の充実等
社会保障と税の一体改革を踏まえ、子ども・子育て支援や医療・介護など、社会保障の充実を図ります。

子育て支援の充実

すべての子ども・子育て家庭を対象に、教育・
保育、地域の子ども・子育て支援の量及び質の
充実を図ります。

子どものための教育・保育給付

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育の運営を支援します。

地域子ども・子育て支援事業

■施設型給付（幼稚園、保育所、認定こども園）、地域型保育給付等に
より、教育・保育の実施を支援します。

■保育士等の処遇改善（平均1.1％）を行います。

子ども・子育て家庭等を対象として、地域の実情に応じて市町村
が実施する各種事業を支援します。

■放課後児童クラブの整備を引き続き促進するとともに、地域子育て
支援拠点の運営を推進します。

■子どもが病気で、集団保育が困難な時に利用できる「病児保育」や、
家庭で子育てをする保護者も利用できる「一時預かり」を推進します。

■保育士を支える人材確保による保育体制の強化や保育士の離職防止等
の取組により、働きやすい職場環境への改善を促進します。

消費税増収分を財源として造成した地域医療介護総合確保基金を
活用して、効率的かつ質の高い医療提供体制の構築に努めるほか、
地域包括ケアシステムの構築に取り組みます。

医療・介護の充実

患者の状態に応じた適切な医療を提供する体制を整備します。
■病床の機能分化と連携
急性期病床から回復期病床へ転換する病院の施設整備等を支援します。

■地域包括ケアの推進
地域包括ケアシステムの構築に向けた、県医師会の取組への支援等
を実施します。

■医療従事者の確保
医学部地域枠医師の養成など、人材の育成や確保に取り組みます。

医療

■介護施設等の整備
地域密着型サービス施設の整備等、地域の実情に
応じた介護サービス基盤の整備を進めます。

■介護従事者の確保
介護サービスの充実を図るため、多様な人材の
参入促進、介護従事者の資質向上等に向けた事業
を実施します。

介護

住み慣れた地域や自宅での介護サービスを充実します。

22.1億円（H29：19.5億円）

51.5億円（H29：43.3億円）
44.0億円（H29：45.9億円）

18.4億円（H29：41.5億円）

・人材の還流及び定着を図るため、大学や企業と連携して、県内就職を促進します。
・誰もが働きやすい職場環境づくりの実現に向け、働き方改革の取組を推進します。

人口減少問題対策（若者還流・働き方改革）

■意識啓発の推進
■好事例の横展開、
支援制度等の周知

■労務改善・生産性
向上のための企業
への専門家派遣

■女性・高齢者の就業支援
■柔軟な働き方を望む就業
希望者と県内企業との
マッチング

■現場の人材育成、
金融支援の実施、
IT活用の支援

■県内大学生
大学と企業との交流会の開催

県外の大学生が岡山に帰ってきて、就職
するためにどんな働きかけをするの？

東京などでの合同面接会や県内企業をPR
するためのインターンシップを実施するよ！

大学と企業との交流会を開催して
県内企業の魅力を知ってもらうよ！

県外の転職希望者と県内企業をつなげ
るためにどんな取組をするの？

県内大学生の県内就職率が低いんだよね･･･。

東京などで転職希望者を対象とした
就職面接会を開催するよ！

“ 働き方改革” はどんな取組をするの？

企業の働き方改革の意識を高めてもらう
ためのフォーラムなどを開催するよ！

職場環境の見直しや生産性向上のノウハウを
蓄積するためにどんなことができるかな？

企業に専門家を派遣して
コンサルティングを実施するよ！

女性や高齢者の就職率を高めるため
の取組はあるのかな？

就業を希望する人たちと県内企業との
マッチングに取り組むよ！

若者還流

・若い人たちに岡山に帰ってきてもらう
・企業に働きやすい職場環境をつくってもらう

ってことだね！

働き方改革

いいね！

■県外大学生
・大学生Uターン就職ナビゲーター（仮称）の設置
・東京・大阪での合同就職面接会の開催や
インターンシップによる県内企業の魅力をPR
・保護者向け就職セミナーの開催
・奨学金返還支援制度の創設

■県外の転職希望者
東京・大阪での合同就職面接会の開催

平成 30 年度岡山県当初予算は、部局からの要求段階で前年度を下回る要求を指示する「マイナスシーリング」を８年ぶりに止め、前
年度並みの要求を認める「ゼロシーリング」を運用しました。各部局内での事業立案の柔軟性が増し、様々な工夫が生まれつつあります。
私が議会で要望、提案した県外大学生のＵターン就職支援やＡ型事業所経営支援、働き方改革に取り組む中小企業への支援なども新規
または拡充事業として予算化されました。提案した政策に予算が付くのは、嬉しいものです。

私（たち）が要望、提案した政策が重点事業に反映されました。
様々な機会をとらえ、私や所属会派が要望、提案した施策が重点事業として予算措置されたので、一部を例示します。
【私（たち）が言ったから予算措置されたという単純な因果関係が成り立つわけではありません。】

事業名 2９年度
当初予算額

３０年度
当初予算額 説 明 私 or 所属会派の

問題提起

【一部新】おかやまで
就職しよう！ 人材還
流・定着プロジェクト

44,321 47,148

38,198 53,152 働き方改革に対する企業や県民の意識醸
成を図るほか、働き方改革に取り組む企
業に対し、制度融資等による支援を行う。
また、女性や高齢者をそのニーズに応じ
た多様な就業に結び付けるため、きめ細
やかなアドバイスやマッチングを実施す
る。

若者の還流・県内定着を図るため、首都
圏の大学との関係強化を図る大学生 U
ターン就職ナビゲーター（仮称）の配置
やインターンシップの推進、若手社会人
を対象にした職場定着セミナーの開催な
どに取り組む。

←2017 年 11 月議会の一般質問で、首都
圏大学との連携強化など県内企業へのＵ
ターン就職を促進する事業を複数提案。

←2016 年 9 月議会の代表質問で、就労環
境整備に取り組む中小企業への制度融資な
どを提案。また、同年 11 月議会の一般質
問で、ＷＬＢ確保や子育て支援など働き方
改革に取り組む企業の支援策を提案。
←上記質問の答弁に基づき、担当部局にそ
の後の対応、事業の進捗等を定期的に確認、
要望。

【新規】仕事も家庭も
生き活きと！働き方改
革推進プロジェクト

【一部新】中小企業・
小規模事業者の事業継
承促進事業

25,751 31,336 後継者不在等の事業継承問題に対応する
ため、セミナーや研修会の開催、専門家
派遣、制度融資の創設など、対象者の事
情に応じた支援により課題解決を図る。

←2017 年 11 月議会の代表質問で、中小
企業の事業継承支援を提案、要望。

【新規】高齢運転者の
交通事故防止事業

0 4,814 高齢運転者の交通事故防止を図るため、
頻回事故者に対しドライブレコーダーを
貸し出し、その画像を活用した個別指導
を実施することで、安全運転を支援する。

←2017 年 9 月議会の代表質問で、ドライ
ブレコーダーの普及促進と高齢者への運転
指導強化などについて提案。

【一部新】A 型作業所
経営改善応援事業

2,988 14,567 経営改善や事業の安定化に取り組む就労
継続支援 A 型事業所に対して、専門家
を派遣し、経営診断や助言・指導等を行
うとともに、経営者向けセミナーや販路
開拓に向けた展示商談会を開催すること
により、経営改善を支援し、事業所で働
く利用者が安心して就労訓練を受けられ
る環境の整備をめざす。

←2017 年 9 月議会の代表質問で、A 型事
業者の経営面での安定化対策として経営診
断や経営指導強化を提案。
←2017 年 11 月議会の一般質問で、A 型
事業所に対する指導・監督の強化と経営指
導、経営支援の実施を提案。

【一部新】少子化対策
総合推進事業

71,323 123,122 「おかやま縁むすびネット」の推進や結
婚に対する機運醸成、効果的な少子化対
策を実施する市町村への支援など、合計
特殊出生率の上昇に向けた総合的な少子
化対策を推進する。

←今年度予算に関する知事折衝や部局との
折衝を通じて、「おかやま縁むすびネット」
の機能強化などを要望。

【一部新】子ども・子
育て支援環境の充実～
待機児童解消に向けて
～

6,750 88,619 1･2 歳児の入所枠を拡大し、保育所の入
所を支援するとともに、指定保育士要請
施設との連携を強化し、就職支援や離職
防止に取り組み、保育士確保を図るなど、
待機児童の解消につなげる。

←2016 年 6 月議会の一般質問や昨年度予
算に関する知事折衝、担当部局との折衝な
ど、機会をとらえて保育士の就労支援や離
職防止など待機児童解消、保育の質の確保
を要望。

【一部新】岡山後楽園
の魅力づくり

158,043 161,020 国内外からの後楽園への来園者の増加傾
向を確かなものとするため、さらなる魅
力づくり事業や特別名勝の保存整備を実
施する。

←今年度予算に関する知事折衝で、周辺を
含む後楽園の環境整備を要望、提案。

【一部新】おかやまの
美しい海、海ごみク
リーンアップ事業

0 27,395 市町村と連携した環境学習や清掃活動の
実施等を通じて、県民に海ごみの現状や
対策の重要性を啓発し、県内全域で海ご
み対策を推進する。

←2017 年 11 月議会の代表質問で、海ご
み対策として、漁業者との連携や子どもた
ちの環境保全教育などを提案。

【拡充】教師業務アシ
スタント配置の拡充

121 校
115人

教員の事務業務を支援するアシスタント
を配置し、教員の多忙化を解消するとと
もに、教員が生徒に向き合う時間を確保
する。

162校
141人

←2017 年 6 月議会の代表質問、同年 11
月議会の代表質問、予算総括協議会などで
左記アシスタントの配置拡大を要望。
←2017 年 6 月議会の一般質問で、先生の
長時間労働改善の視点から左記アシスタン
トや部活動支援員の配置増と活用を提案。

[単位：千円 ]


