
32.3%

11.7%

4.8%21.9％

10.4%

11.4%

3.9％ 3.6%

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
288 億円

2,414 億円

872 億円

362 億円

1,632 億円

780 億円

849 億円

289 億円
その他
267 億円

51.5%

48.5%

歳 入
7,465億円

自主財源

3,623 億円
依存財源

3,842 億円

26.0%

14.0%

13.9%

18.5％

3.9%

11.1%

10.0%

1.6%
1.0%

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

1,940 億円

1,045 億円

1,039 億円

1,379 億円

294 億円

828 億円

744 億円

120 億円 75億円

72.4%15.0% 性質別歳出
7,465億円

5,403 億円
義務的経費一般行政経費

1,122 億円

投資的経費

12.6%
940 億円

その他 82億円 1.1%

20.6%

17.4%

17.3%

14.0%

10.1%

6.9%

5.9％

5.3%
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
7,465億円

1,537 億円

1,300 億円

1,293 億円

1,045 億円

754 億円

516 億円

438 億円

394 億円

106 億円 1.4%

髙橋とおる県政レポート号外
岡山県議会議員

県民一人当たりの歳入・歳出予算

発行者：髙橋とおる事務所 岡山市中区円山 107
TEL（086）277-9900 / FAX（086）277-9966

令和 2年度岡山県当初予算特集 髙橋とおる 髙橋徹

岡山県議会２月定例会で、令和２年度の県の当初予算が決まりましたので、その概要をご報告いたします。
なお、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、国では、大型の補正予算の議論が始まっています。県でも、
国の動向に注視するとともに、県民の声をよく聴き、地域の実情に合わせた感染拡大防止策や緊急経済対
策を講じていくべきです。

歳入 歳出

歳入は、令和元年度に比べ 1.6％、約 116 億円の増。消
費税率引き上げが影響しました。歳出は、人件費や公債
費、社会保障関係費などの義務的経費が全体の 72.4％を
占め、歳出予算を目的別に見ると、教員（政令市を除く）
の人件費を含む教育費や、社会保障関係費を含む 民生費・
衛生費などが大きな割合を占めています。

令和 2年度の一般会計予算総額を岡山県の人口（約 190 万人）で割ると、一人当たり約 39 万円の予算が
使われることになります。

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

13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

４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

5約 万円 ９約 万円

2約 万円 1約 万円

５約 万円

39
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

4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

３約 万円

一人当たり

議会や委員会などで行った質問・提案・要望が、令和２年度予算に反映されました。
主要なものをご紹介します。

事業名 R元年度
当初予算額

R2 年度
当初予算額 事業の概要 私 or 所属会派の

質問、提案、要望
【新規】重要防水箇
所の評価基準の見直
しとわかりやすい表
示

0 25,480 重要水防箇所の評価基準について、優先度評
価などの総点検を実施するとともに、水防団
などの意見を踏まえ、必要な見直しを行う。
GIS を活用し、重要水防箇所を水防団や住民に
分かりやすい情報として提供する。

←H30 年 11 月議会の代表質問で、
重要水防箇所の評価基準の見直し
と総点検、住民への位置情報の提
供を提案、要望。GIS を活用し、
重要水防箇所を水防団や住民に分
かりやすい情報として提供する。

【拡充】河道内整備
事業（新ふるさとの
川リフレッシュ事
業）

306,000 800,000 河道内の土砂が堆積している箇所や樹木が繁
茂している箇所について、緊急性の高い河道
掘削や樹木伐採を行い、氾濫リスクの軽減を
図る。

←H30 年９月議会の一般質問、同
年 11 月の代表質問などで、河道
掘削や樹木の伐採を質問、要望。
←上記質問の答弁等に基づき、担
当部局にその後の対応を定期的に
確認したほか、R 元年度予算折衝
で知事に直接要望。

【新規】防災意識醸
成事業

0 2,779 一般県民を対象とする防災セミナーの開催や
防災ガイド「ももたろうの防災」 の改訂を行う。

←R 元年９月議会の一般質問で、
「ももたろうの防災」の改訂およ
び周知を提案、要望。

【拡充、一部新規】
岡山移住・定住促進
パワーアップ事業

70,967 75,567 首都圏の潜在移住層をターゲットに、ビッグ
データを活用した「プロモーション戦略」を
策定し、本県への移住ニーズの掘り起こしと
的確な情報発信に繋げる。

←R 元年２月議会の一般質問で、
豪雨災害の影響や移住ニーズの変
化に対応した、今後の移住・定住
施策の展開について質問。

【新規】空港機能向
上調査事業

0 19,000 岡山桃太郎空港の将来ビジョンやコンセッ
ションなど民間活用による管理運営手法、管
理コスト縮減策等を調査・検討し、利用され
る空港づくりに向けた基本構想を策定する。

←R 元年 11 月議会の代表質問で、
アンケート調査を基に岡山桃太郎
空港の利便性向上や、今後の在り
方を質問。

[ 単位：千円 ]

【拡充、一部新規】
人材還流・定着プロ
ジェクト

51,489 57,022 ・県内外の学生の県内企業へのインターンシッ
プ参加を促進し、学生に県内企業の魅力を PR
する。
・首都圏学生の U ターン就職を促進するため、
首都圏アンテナショップで U ターン就職ガイ
ダンスや県内企業のインターンシップ合同説
明会を開催する。
・中小企業Ｕターン就職促進奨学金返還支援事
業を見直し、首都圏に加え、関西圏のからの
Uターン就職者にも適用する。 など

←H30 年２月の一般質問で Uター
ン就職の支援強化を提案。R 元年
9 月議会の一般質問では、学生の
就活スケジュールの前倒しに対応
したインターンシップへの参加促
進を提案。
←「中小企業Ｕターン就職…事業」
の見直しを担当部局に複数回、提
案したほか、R 元年度予算折衝で
知事に直接要望。

【拡充】ニート脱出
応援事業

7,099 8,286 「地域若者サポートステーション」と連携し、
ニート等若年無業者に対する各種支援事業を
実施するほか、新たに県内３箇所で就職氷河
期世代を主な対象とした企業説明会を開催し、
同世代の職業的自立を支援する。

←R 元年９月議会の一般質問で、
就職氷河期世代の就労支援強化を
質問、要望。

【拡充】EV（電気自
動車）シフトに対応
した産業・地域づく
り事業

145,256 151,571 ・県内サプライヤーを支援する産業支援機構に
対して、技術開発、人材育成、専門家派遣の
費用を補助する。
・最新動向等を学ぶセミナーや、関連企業の調
査、EV･PHEV の構造研修を実施する。
・急速充電設備、普通充電設備への補助を行う。
・業務用車両として EV 等を導入する法人に対
し、車両購入費の補助を行う。 など

←R 元年２月議会の一般質問で、
EV 関連技術を支える人材育成の
取組強化を要望。
←R2 年 2 月の予算総括協議会で、
充電環境整備への支援拡充を要
望。

【拡充】児童相談所
の機能強化

20,041 22,413 児童相談所が、増加する子ども虐待相談へ効
果的に対応していくため、一時保護と法的対
応、親子関係改善に係る機能の強化を図る。

←R 元年 6 月議会の代表質問で、
児童相談所の機能強化について質
問、要望。

【拡充】可搬式速度
違反自動取締装置
（オービス）の拡充

0 22,000 生活道路や通学道路など、従来、取締り場所
の確保が困難であった場所における速度違反
取締りを推進するため、可搬式速度違反自動
取締装置を 2式追加整備する。

←R 元年 11 月議会や、決算特別
委員会などで、可搬式速度違反自
動取締装置の運用状況を確認し、
増設を要望。

私（たち）の質問・提案・要望が、令和2年度当初予算に反映されました



県民一人当たりの歳入・歳出予算

道路・河川等の原形復旧及び改良復旧、農林水産施設の復旧などを行います。
公共施設等の復旧

令和2年度
当初予算 約 億円88公共施設等の

復旧に向けて

甚大な被害が生じた河川の改良復旧
事業期間 平成30年度～令和5年度

■ 事業内容 堤防嵩上げ・堤防強化等

■ 事業期間 平成30年度～令和5年度

■ R2予算額 17億8,500 万円

■ 事業の進捗状況
・令和元年度の出水期までに決壊箇所の原形復旧が完了し、
９月までに堤防嵩上げ等の改良復旧が完了。
・引き続き、決壊箇所以外の堤防嵩上げ・堤防強化等を実施。

高梁川水系末政川・高馬川・真谷川
－河川激甚災害対策特別緊急事業－

■ 事業内容 築堤・引堤・河道掘削等

■ 事業期間 平成30年度～令和5年度

■ R2予算額 20億550万円

■ 事業の進捗状況
・令和元年度の出水期までに
決壊箇所の原形復旧及び
堤防嵩上げ等の改良復旧が
完了。
・引き続き、決壊箇所以外の
築堤・引堤・河道掘削等を
実施。

■ 事業内容 築堤・堤防嵩上げ等

■ 事業期間 平成30年度～令和4年度

■ R2予算額 9億4,214 万円

■ 事業の進捗状況
・令和元年度の出水期までに
決壊箇所を原形復旧し、
６月末までに堤防嵩上げ等
の改良復旧が完了

・引き続き、決壊箇所以外の
築堤・堤防嵩上げ等を実施

旭川水系砂川
－河川激甚災害対策特別緊急事業・災害関連事業－

高梁川水系高梁川
－河川災害復旧等関連緊急事業・災害関連事業－

■ 事業内容
県制度融資「危機対策資金」のうち、セーフティネット保証４号に対応した
「危機関連」と県内全域の被災者を対象とした「知事特認」を適用し、融資
します。

■ R2予算額 1億1,204 万円
■ 事業の進捗状況

危機対策資金
（融資件数・額）

地域経済の再生
復旧後も含めた相談体制の強化、制度融資による金融支援、
営農再開支援などに取り組みます。

令和2年度
当初予算 約 億円1.4地域経済の再生に向けて

被災中小企業者への専門相談対応
事業期間 平成30年度～令和2年度

1,091 件
（R元.12末現在）

518 件
（H31.3末現在）

危機対策資金による金融支援
事業期間 平成30年度～令和2年度

488 件
85億6,600 万円
（R元.11末現在）

432 件
76億6,200 万円
（H31.3末現在）

■ 事業内容
被災中小企業者に対し、経営相談への
対応やアドバイザー派遣などの専門的な支援を行います。

■ R2予算額 1,236 万円
■ 事業の進捗状況
特別経営相談員相談件数

教育県
岡山の復活

地域を支える
産業の振興

県民生活
の充実

医療、福祉、介護、子育て、
防災、中山間地域活性化、
環境、文化 など

・人材育成
・雇用増
・税収増 など

・地域活性化
・暮らしの安心
・安定した家庭 など

より災害に強い岡山の実現

豪雨災害からの
復旧・復興

・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、時代の変化に対応した
魅力ある学校づくりなど

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。

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、
困難を有する子ども・若者への支援、
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

令和2年度予算の概要

89億円（R元：83億円）

4.3億円（R元：4.2億円）

2.5億円（R元：2.6億円）

令和2年度の主な重点事業

■岡山県学力・学習状況調査
・児童生徒の学力の定着を図るため、学力状況を
確認するテストを実施します。

■部活動指導員配置事業[拡]
・部活動指導を行う指導員を配置し、教員が生徒
と向き合う時間を確保します。

■小学校における長期欠席・不登校対策システム化推進事業[拡]
・登校支援員に加え別室支援員、専門指導員を配置し、
校内支援体制づくりを支援します。

■岡山の高校生留学支援事業
・海外姉妹校提携支援、留学に関する情報提供、留学支援金支給などを行います。

■岡山版ワールド・ワイド・ラーニング（WWL）コンソーシアム構築支援事業[新
・大学等との協働により、高校生に高度な学びを提供する仕組みを構築します。

■令和2年度全国高等学校総合体育大会開催事業
・分散開催されるインターハイに向けての選手強化、円滑な大会運営を進めます。

＜生き活き指標＞不登校の出現割合（千人当たり）
17.2人（H30）→ 9.6人以下（R2目標）

＜生き活き指標＞
海外の学校と姉妹校提携を締結している
県立高校
16校（H30）→ 20校（R2目標）

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、さらなるインバウンドの拡大に向け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、多様な主体と連携した魅力発信、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

令和2年度予算の概要

260億円（R元：313億円）

47億円（R元：109億円）

12億円（R元：11億円）

188億円（R元：175億円）
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、
再就職促進のための職業訓練の実施など

11億円（R元：10億円）

令和2年度の主な重点事業

■大学と連携した地域産業振興事業[拡]
・企業と大学とのマッチングを促進するとともに、共同研究開
発の基盤づくりなどを強化します。

■岡山県産日本酒ブランディング・プロモーション事業[新]
・「酒米処おかやま」のブランド化に取り組むなど、県産日本
酒の認知度向上と国内外での販路拡大を図ります。

■戦略的企業誘致推進事業
・本県の優れた操業環境等のPRを戦略的に実施します。

■インバウンド拡大事業[拡]
・国・地域の特性に応じたプロモーション、外国人旅行者の
レンタカー利用を促進するための助成などを行います。

■もも・ぶどうの供給力の強化[拡]
・産地の面積拡大に向けた取組や生産性向上につながる取組を支援し、もも・
ぶどうの一層の供給力強化を推進します。

■人材還流・定着プロジェクト[拡]
・インターンシップ参加促進、奨学金返還支援事業の
対象拡充などを行います。

＜生き活き指標＞県産果物の首都圏販売金額
16.5億円／年（H30）→ 17億円／年（R2目標）

＜生き活き指標＞県内大学新卒者の県内就職率
41.6％（H30）→ 48.0％（R2目標）

令和2年度
当初予算 約 億円29被災者の生活と

くらしの再建に向けて

被災者の生活とくらしの再建
被災者の住まいの確保・見守り、災害廃棄物の処理などに

取り組みます。

■ 事業内容
平成30年7月豪雨災害により、住宅が全壊等し、
居住する住宅がない被災者に対し、住まいを確保します。
・借上型（みなし）仮設住宅及び建設型仮設住宅の経費

■ R2予算額 8億698 万円
■ 事業の進捗状況

仮設住宅提供戸数

住まいの確保
事業期間 平成30年度～令和3年度

1,938 戸
（R元.12末現在）

3,211戸
（H31.3末現在）

■ 事業内容
倉敷市及び総社市から事務受託した災害廃棄物の処理を行います。

■ R2予算額 12億9,132 万円
■ 事業の進捗状況

災害廃棄物処理
受託の処理済量

災害廃棄物の処理受託
事業期間 平成30年度～令和2年度

279. 0千ﾄﾝ
（87.5％）

（R元.12末現在）

92.5千ﾄﾝ
（29.0％）

（H31.3末現在）

「豪雨災害からの復旧・復
興」に加え、岡山の未来
を担う子どもたちの「教
育の再生」と、豊かな県
民生活を支える雇用や 税
収の基盤となる「産業の
振興」に引き続き重点的
に予算配分するとともに、
「より災害に強い岡山の実
現」に取り組みます。

▶令和２年度当初予算案を発表する伊原木隆太知事

令和２年度当初予算のポイント

令和２年度豪雨災害関連予算

教育県岡山の復活

地域を支える産業の振興


