
※印の令和３年度重点事業については、財政課ホームページに「重点事業調書」を掲載しております。

　財政課ホームページＵＲＬ　（http://www.pref.okayama.jp/page/686121.html）

（単位：千円）

村等と連携し、大規模災害を想定した実践的な訓

練を実施する。

ともに、ＤＭ推進の実践をサポートする。

要 求 の 主 な も の

分
事 業 名

令和２年度 令和３年度
説 明

類 当初予算額 要　求　額

（知事直轄）

【新】

一般 防災・危機管理センタ 0 99,256 防災・危機管理センター、防災行政無線設備等へ

※ ー等強靭化事業 電力を供給する電源を二重化するため、防災用受

《危機管理課》 変電設備等の整備を行う。また、活動場所及び職

員相互間の身体的距離の確保のため、集中配備室

の拡張を行う。

一般 岡山県高度防災情報ネ 0 9,924 現防災情報ネットワークの課題や、災害対応にお

※ ットワーク整備事業 ける情報通信の高度化の必要性を踏まえ、適切な

《危機管理課》 災害応急対応を行うことができる防災情報ネット

ワークに更新するための基本構想を策定する。

一般 新型コロナウイルス感 10,442 68,525 防災ワークシートによる防災教育を行うとともに

※ 染症対策を踏まえた地 、組織化の支援から避難訓練及び避難所の開設等

域防災力の強化 に至る一連の取組の実施により災害対応力の向上

【一部新】

《危機管理課、 を図る。また、感染症対策物資を含めた公的備蓄

保健体育課》 を行うほか、業務継続計画の見直しを行う。

一般 物資オペレーション訓 4,945 4,250 支援物資を円滑かつ確実に避難所等に届けるため

※ 練実施事業 の体制強化について検討を進めるとともに、実効

《危機管理課》 性のある支援物資物流体制を整備するため、市町

【新】

一般 デジタルマーケティン 0 4,259 デジタル化の流れを促進するため、県庁内の広報

※ グ推進事業 関係事業のうち、アナログからデジタルに切り替

《政策推進課》 えられるものを分析し、デジタル化を推進すると

【新】

（総合政策局）



（単位：千円）

分
事 業 名

令和２年度 令和３年度
説 明

類 当初予算額 要　求　額

に取り組む。また、テレビやＷＥＢの取材誘致、

メディアセミナーの開催、ＳＮＳの活用等を広げ

を発信する。

う。

に、他団体での先進・優良事例等について、調査

・把握を行い、本県への導入に向けた検討を行う。

【新】

一般 「晴れの国おかやま」 68,295 66,694 本県の魅力を全国に発信するため、ターゲットに

※ 情報発信力強化事業 合わせた動画を制作するとともに、デジタルマー

※ ジェクト 業化モデルを立案するとともに、事業の具体化に

《公聴広報課》 ケティングの手法を取り入れ、効果的な情報発信

、情報発信の強化に取り組む。

一般 伝わる広報へ！県政広 0 25,695 多様な媒体を活用した情報発信により、県政広報

※ 報発信強化事業 の充実を図る。また、テレビ番組での情報発信と

充 の留学の促進、ＩＣＴ環境整備の支援を行うとと

《総務学事課》 もに、国の制度改正に合わせ、奨学のための給付

《地方創生推進室》 ついて支援を行う。

【一部新】

（総務部）

一般 私立学校の安定的な経 7,002,251 7,140,620 介護掛金等の学校法人負担分を全額算定し、経常

※ 営のための私学助成拡 費補助金の拡充を行う。また、耐震化及び高校生

《公聴広報課》 ともに、ＷＥＢにも動画を掲載し、デジタルマー

ケティングの手法を活用した県政情報や県の魅力

一般 地域課題解決支援プロ 21,045 15,952 地域の課題解決のため、県と市町村が連携し、事

※ 《財産活用課》 長寿命化工事を行うとともに、浸水対策など機能

継続対策のため、エネルギーセンターの新築を行

金を増額する。

投資 県庁舎耐震化整備事業 202,864 5,168,545 本庁舎（本館）及び議会棟（旧館）の耐震化及び

【一部新】

一般 県庁デジタル推進事業 23,229 28,982 ＩＴ技術を活用した働き方改革を推進するととも

※ 《デジタル推進室》



（単位：千円）

分
事 業 名

令和２年度 令和３年度
説 明

類 当初予算額 要　求　額

グローバル人材の育成につなげるため、学生等の

留学に対する意欲・関心の喚起を目的とした留学

促進バーチャルフェアを実施するとともに、産学

青少年課》 を設置し、女性活躍に向けたニーズを事業内容に

反映するとともに、取組の成果等の県下全域への

横展開を図る。

【一部新】

一般 おかやま☆女性活躍☆ 13,771 7,705 男女がともに活躍できる社会づくりを推進するた

※ 生き活きパッケージ め、専門家を派遣し、企業の取組を支援する。ま

《男女共同参画　 た、産学官の実務者で構成するプラットフォーム

※ ”性犯罪・性暴力被害 受けられる環境を整備するため、ワンストップ支

者支援事業 援センターの支援体制の充実・強化及び周知を図

《くらし安全安心課》 るとともに、医療費等の一部を補助する。

する。

【一部新】

一般 “ひとりで悩まないで 300 8,361 性犯罪・性暴力の被害者が速やかに必要な支援を

※ 応援事業

《国際課》

官が連携し、県内企業・団体からの協賛金を原資

とした奨学金により県内学生等の海外留学を支援

・地域振興課》 整備し、併せて、移住コーディネーターの育成等

を実施する。

一般 グローバルチャレンジ 13,682 9,367

【一部新】

一般 岡山移住・定住促進パ 91,358 70,654 移住・定住の促進を図るため、首都圏を中心にデ

※ ワーアップ事業 ジタル技術の活用やオール岡山による情報発信を

《中山間　　　 強化するとともに、住まいの確保など受入環境を

《中山間　　　 担う人材の育成・確保や組織づくり、日常生活に

・地域振興課》 必要なサービス機能や集落機能の維持・確保、移

住・定住の促進、道路環境の整備等を実施する。

（県民生活部）

【一部新】

一般 中山間地域等振興特別 700,000 700,000 持続可能な中山間地域の形成を目指すため、市町

※ 事業 村やＮＰＯなど多様な主体と連携し、地域活動を



（単位：千円）

分
事 業 名

令和２年度 令和３年度
説 明

類 当初予算額 要　求　額

備を行う。

《自然環境課》 材育成やＰＲ方法の研修等を実施するとともに、

国の国立公園満喫プロジェクトと連携した施設整

一般 観光客アトラクト自然 57,955 5,545 ３密を避けて利用しやすい自然公園について観光

※ 公園withコロナ事業 誘客の拡大を図るため、コロナ対策を踏まえた人

じた県民及び事業者への啓発等を実施する。

るためのフォーラムの開催、市町村が行う海ごみ

※ 事業 プラスチックの使用削減についての啓発キャンペ

《循環型社会推進課》 ーン、３Ｒ宣言事業所の登録、各種セミナーを通

【一部新】

一般 プラスチック３Ｒ推進 10,571 14,012 プラスチックごみの減量を図るため、ワンウェイ

を行う。

《循環型社会推進課》 回収・処理等の取組に対する支援を行う。

食品ロスの削減を促進するとともに、食品ロス削

減意識の醸成を図るためのキャンペーンや広報等

※ 《循環型社会推進課》

※ 海ごみクリーンアップ と連携した普及啓発活動や、具体的な取組を進め

事業

一般 おかやまの美しい海、 27,363 31,873 海ごみの削減を図るため、三大河川の流域市町村

【一部新】

一般 食品ロス削減促進事業 21,363 21,800 フードバンクと食品関連事業者をつなぎ、事業系

【一部新】

温暖化対策室》 乗モニター事業を実施する。

産業振興課、 補助するとともに、ＥＶの優れた性能等を実感し

新エネルギー・ 、その魅力をＳＮＳ等で発信してもらうための試

《企業誘致・　 支援する。また、ＥＶの普及促進を図るため、充

投資促進課、 電設備の設置や業務用車両としてのＥＶ等導入を

※ 産業・地域づくり推進 世代自動車に関する情報発信や技術開発のための

事業 人材育成を行うとともに、企業の他業種展開等を

（産業労働部、環境文

化部）

【一部新】

一般 ＥＶシフトに対応した 157,894 144,283 県内企業のＥＶシフトを促進するため、ＥＶや次

（環境文化部）



（単位：千円）

分
事 業 名

令和２年度 令和３年度
説 明

類 当初予算額 要　求　額

日本スポーツマスター 5,569 47,949 令和３年９月に本県で「日本スポーツマスターズ

【一部新】

プロジェクト 気運醸成イベント等を実施する。また、トップ選

《スポーツ振興課》

《スポーツ振興課、 手の育成環境の整備を行う。

※ ズ２０２１岡山大会開 ２０２１岡山大会」を開催する。

催事業

一般

※ ラリンピックを契機と け、大会組織委員会や市町村と連携して聖火リレ

したスポーツ生き活き ーを実施するとともに、事前キャンプの受入れや

一般 東京オリンピック・パ 104,995 89,180 東京2020オリンピック・パラリンピック開催に向

障害福祉課》

地域に密着した作品創造や人材育成を行うことで、

継続的な文化・芸術活動の活性化を図る。

※ 性化促進事業 芸術家を紹介するプラットフォームの構築等、文

《文化振興課》 化連盟とタイアップしたサポートを行うとともに、

【一部新】

一般 文化を核とした地域活 35,457 28,633 コロナ禍における文化活動を支援するため、県内

（保健福祉部）

義務 子ども・子育て支援新 8,793,810 8,788,210 子ども・子育て支援法に基づき、市町村が支給す

制度給付費 る保育所等の運営に係る給付費の県負担に要する

《子ども未来課》 経費

義務 児童手当費 4,615,027 4,520,189 児童手当法に基づき、市町村が支給する児童手当

《子ども家庭課》 の県負担に要する経費

義務 児童保護費 4,177,978 4,385,602 児童福祉法に基づき、要保護児童の健全な育成を

《子ども家庭課》 図るための保護措置費等の県負担に要する経費

義務 自立支援給付費 10,080,049 10,438,465 障害者総合支援法に基づき、障害のある人が利用

《障害福祉課》 した福祉サービス等に係る費用の県負担に要する

経費

義務 生活保護費 910,735 864,667 生活保護法に基づき、生活困窮者に支給する保護

《障害福祉課》 費等に要する経費

義務 後期高齢者医療費 27,119,715 27,563,247 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、県後

《長寿社会課》 期高齢者医療広域連合が行う医療給付、保険料軽

減等に係る費用の県負担に要する経費



（単位：千円）

分
事 業 名

令和２年度 令和３年度
説 明

類 当初予算額 要　求　額

・医療用資材調達経費

・ＤＭＡＴ等医療従事者派遣経費

・救急医療機関等感染防止対策補助経費

・重点医療機関体制整備補助経費

・入院患者受入病床確保補助経費

・医療機器等整備補助経費

・コールセンター整備経費

・検査体制整備経費

・保健所疫学調査体制等整備経費

・ＰＣＲ検査費用公費負担経費

・重点医療機関設備整備補助経費

・軽症者等療養施設借上経費

義務 介護給付費負担金 27,246,012 28,950,383 介護保険法に基づき、保険者（市町村）が行う介

《長寿社会課》 護給付及び地域支援事業に係る費用の県負担に要

する経費

一般 新型コロナウイルス感 0 26,602,821 96,500

染症対策推進費 97,574

《健康推進課》

620,000

14,479,550

7,123,340

1,037,909

212,569

26,759

350,840

25,361

467,500

一部を助成する。

2,064,919

【一部新】

一般 のばせ健康寿命推進事 9,651 16,307 幅広く関係機関・団体と連携し、県民の健康づく

一般 骨髄・末梢血幹細胞移 3,933 2,770 造血幹細胞移植を推進するため、骨髄等のドナー

※ 植ドナー支援事業 及びドナーが従事する事業所に対して市町村が行

※ 業 りに向けた啓発や環境整備を進めるとともに、喫

《健康推進課》 煙率の低下を図る観点から、新規に禁煙治療費助

成を導入する保険者や企業等に対し、その費用の

実施する。

《医薬安全課》 う助成への補助等を実施する。

一般 障害のある人の自立と 47,121 41,565 障害者差別の解消に取り組むとともに、「あいサ

一般 抗インフルエンザウイ 31,759 30,250 新型インフルエンザ発生時における抗インフルエ

※ ルス薬備蓄整備事業 ンザウイルス薬の安定供給体制の整備を図るため

※ 社会参加の促進 ポート運動」の推進や障害者就業・生活支援セン

《障害福祉課》 ターの運営、医療的ケア児者を受け入れる短期入

所サービス事業者に対する市町村補助の支援等を

《健康推進課》 、有効期限切れとなる医薬品を廃棄処分するとと

もに、不足する医薬品を新たに購入・備蓄する。



（単位：千円）

分
事 業 名

令和２年度 令和３年度
説 明

類 当初予算額 要　求　額

身近な地域で発達障害のある人を支える社会づく

りに向けた取組を実施する。

一般 精神障害にも対応した 44,276 40,236 精神障害や心に不調のある人が住み慣れた地域で

一般 発達障害のある人のト 60,722 54,737 発達障害のある人に対する、家族などを含めたき

※ ータルライフ支援事業 め細かな支援や、ライフステージを通じた切れ目

《障害福祉課》 のないトータルライフ支援を推進するとともに、

※ 地域包括ケアシステム 安心して希望を持ち、その人らしい暮らしができ

構築推進事業 るよう、医師、保健師、精神保健福祉士等の多職

《健康推進課》 種専門アウトリーチチームによる訪問支援や自殺

対策の取組を実施する。

【一部新】

一般 少子化対策総合推進事 127,531 120,906 自宅等でスマートフォンから相手を探せる機能等

※ 業 の追加などによる「おかやま縁むすびネット」の

一般 子ども・子育て支援環 131,895 79,020 不足する保育人材確保のため、潜在保育士の掘り

※ 境の充実（幼児教育・ 起こしや就業支援、離職防止に取り組むとともに

保育の無償化への対応 、保育士の負担軽減や保育体制整備等に対する支

《子ども未来課、 推進や結婚・子育てに対する気運醸成、妊娠・出

健康推進課》 産に関する知識の普及啓発など、総合的な少子化

対策を推進する。

） 援、保育士等キャリアアップ研修の充実など、子

《子ども未来課》 育て支援環境を整備する。

【一部新】

一般 子ども虐待防止対策総 104,930 73,773 一時保護や法的対応など、児童相談所の機能強化

※ 合強化事業 を図るとともに、「岡山いきいき子どもプラン」

《子ども家庭課》 及び「岡山県社会的養育推進計画」に基づき、児

童家庭支援センターの機能強化や里親委託、施設

を利用・退所する児童への支援等を推進する。

【一部新】

一般 平成30年７月豪雨災害 337,011 133,238 平成30年７月豪雨災害の被災者が、それぞれの環

※ からの復興事業 境の中で安心して日常生活を営むことができるよ

《被災者生活支援室》 う支援事業等を実施するとともに、１日も早く普

段の生活を取り戻せるよう、応急仮設住宅からの

転居に必要な費用を助成する。



（単位：千円）

分
事 業 名

令和２年度 令和３年度
説 明

類 当初予算額 要　求　額

（産業労働部）

【一部新】

一般 戦略的企業誘致推進事 21,547 124,293 県内への新規企業立地や投資促進を図るため、既

※ 業 存の誘致補助金を維持しつつ、新たな取り組みと

《企業誘致・　 して市町村が行う産業団地開発事業の経費に対す

投資促進課》 る無利子貸付を行う。

【一部新】

一般 デジタル化による企業 33,675 98,330 県内企業のＡＩ・ＩｏＴ等のデジタル技術の活用

※ の「新たな価値づくり を促進するため、専門家等の派遣や人材育成研修

」支援事業 等を行うとともに、経営革新計画に基づくデジタ

《産業振興課、 ル化設備導入支援を行う。また、企業の研究開発

経営支援課》 等を支援するため、５Ｇの利用環境整備や活用の

普及啓発等を行う。

【一部新】

一般 Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０ 167,044 173,615 Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０時代に対応した県内企業の

※ 対応イノベーション推 研究開発力の向上等を促進するため、企業と大学

進事業 との共同研究センターを核として、企業の共同研

《産業振興課、 究に対する補助等を実施するとともに、研究室の

労働雇用政策課》 学生が企業で実習体験を行うことによって工学系

学生の県内定着を促進する。

【一部新】

一般 県産品の販路開拓プロ 7,491 45,304 県産品の販路開拓を促進するため、県産品紹介サ

※ ジェクト イトと岡山観光ＷＥＢサイトの連携機能強化等を

《ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推進室、 図るとともに海外ＥＣサイト導入支援等を行う。

産業振興課》

【一部新】

一般 コロナからの復活！地 5,973 65,206 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けてい

※ 域を支える企業の経営 る県内企業のアフターコロナを見据えた支援体制

力・稼ぐ力強化推進事 を強化するため、県中小企業支援センターが核と

業 なり、行政と支援機関が連携して専門家の派遣や

《経営支援課》 オンライン商談会の開催、ＢＣＰの策定支援等、

企業の事業継続を支援する。



（単位：千円）

分
事 業 名

令和２年度 令和３年度
説 明

類 当初予算額 要　求　額

【一部新】

一般 デスティネーションキ 82,201 171,307 新型コロナウイルス感染症拡大により落ち込んだ

※ ャンペーン（ＤＣ）を 県内観光需要の回復を図るため、ＪＲ等と連携し

契機とした持続可能な た誘客促進を行うとともに、観光素材開発や二次

観光地づくり 交通の整備、デジタルマーケティング等を活用し

《観光課》 た効果的なプロモーションを展開し、ＤＣ後も持

（農林水産部）

ワーク導入や働き方改革等に関するセミナーなど

の普及啓発等を実施する。

続する観光地づくりを行う。

【一部新】

一般 働きやすさ応援パワー 83,905 60,915 新型コロナウイルスの影響下での学生の県内就職

※ アップ事業 を促進するため、オンライン手法を用いた合同企

《労働雇用政策課》 業説明会や就職面接会等を実施する。また、テレ

【一部新】

一般 売れる農産物の供給力 43,345 42,876 ぶどう等の産地づくりを推進するため、産地化ま

※ 強化 でのシミュレーションなどの提案等を行うととも

　《農政企画課》 に市町村等が行う５ha規模の産地育成に必要な施

設整備等を支援する。

【一部新】

一般 県産農産物のマーケテ 42,702 46,439 県産農産物の首都圏や海外でのプロモーションを

《鳥獣害対策室》 め、効果的な防護柵の設置を支援する。また、非

※ 　《農産課、 スマート農業を推進し、高品質生産の実現や農作

農林水産総合 業の一層の省力化・効率化を図る。

センター》

【一部新】

一般 鳥獣被害防止総合対策

※ ィング強化 展開するとともに、デジタルマーケティングの手

《対外戦略推進室》 法を導入し、情報発信の強化及び販路拡大につな

げ、岡山ブランドの確立を図る。

【一部新】

一般 スマート農業の推進 28,690 23,182 ロボットやＡＩ、ＩｏＴ等の先端技術を活用した

狩猟期の有害駆除を助成するとともに、おかやま

ジビエのイメージアップを図るため、県内外の消

費者へＰＲの実施等を行う。

116,702

※

118,635 サル、シカ、イノシシの生息域拡大に対応するた



（単位：千円）

分
事 業 名

令和２年度 令和３年度
説 明

類 当初予算額 要　求　額

を図る。

《建築指導課》 的な被害の防止及び災害応急活動等の円滑な実施

※ 《建築指導課》 助成を行うことで、耐震化の促進を図る。

※ 物等耐震化支援事業 を行う市町村を支援することで、倒壊による直接

一般 緊急輸送道路沿道建築 26,250 33,500 緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断や耐震改修等

一般 木造住宅耐震改修事業 9,350 9,350 木造住宅の耐震改修に対する補助を行う市町村へ

　《建築指導課、 全を図る。

住宅課》

一般 おかやま空き家対策推 39,730 30,561 除却事業をはじめとする市町村の空き家対策の取

※ 進事業 組を支援することで、地域における生活環境の保

【一部新】

※ 着促進事業 見交換会の開催等を通して、県内建設産業を人材

《監理課》 確保の面から支援する。

【一部新】

一般 建設産業人材確保・定 2,962 3,766 土木及び建築系の高校生に対する現場見学会や意

《港湾課》

一般 水島港内航行環境整備 10,808 41,068 巨大船の入出港を見据えた運航ルールを策定し、

※ 事業 水島港内の航行の安全を確保する。

、引き続きインセンティブ制度を継続する。

一般 水島港機能強化事業 34,928 33,654 国際コンテナ貨物の集荷競争が激化する中、水島

※ 《港湾課》 港の維持・拡大を促進し、利便性向上を図るため

《都市計画課》 勝の保存整備を実施する。

一般 岡山後楽園の魅力づく 172,873 160,958 新型コロナウイルス感染症収束後の観光需要の回

※ り 復期を見据え、さらなる魅力づくり事業や特別名

【一部新】

※ 建築指導課》 ことで、流域治水対策の推進を図る。

一般 水害軽減対策加速事業 0 60,844 中小河川の氾濫推定図の作成及び避難路として位

・ 　《河川課、 置付けられている県管理道路の整備を行うととも

測量データを活用し、微地形強調図を整備する。

【新】

（土木部）

【新】

一般 道路防災ＤＸ事業 0 16,688 道路防災点検の効率化及び精度向上のため、既存

※ 《道路整備課》

投資 都市計画課、 に、水害軽減対策に係る市町村の取組を支援する



（単位：千円）
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※

学ぶ力の育成 145,997 154,994 教員が本来の教育活動に専念できる環境の整備充

※ 《保健体育課》 の体育授業において、外部人材（スペシャルサポ

20,445 177,060 授業でのＩＣＴ活用や、機器等の管理運用などの

※ の推進 業務への対応のため、県立学校全体へのＩＣＴ支

《高校教育課、 援員の配置及びコールセンターの設置を行う。ま

義務教育課》 た、ＩＣＴを活用した先進的な授業の実践研究を

ーター）を派遣する。

※ 《教職員課》 実を図るため、事務作業等を支援する教師業務ア

シスタントを配置する。

【新】

0 2,619 小学校教員が苦手意識を持ちやすい器械運動など一般 子どもたちの体力向上

モデル校において行い、好事例を県内へ発信する。

【一部新】

一般

（警察本部）

に向けた捜査基盤の高 でそれぞれ遠隔確認できる「よう撃カメラ指揮シ

度化事業 ステム」及び撮影目的や用途に合わせて最適なカ

【新】

一般 重要犯罪等の徹底検挙 0 1,636 複数現場のリアルタイム映像を警察署や警察本部

《刑事企画課》 メラを選択できる「サブスクカメラシステム」を

整備する。

（教育委員会）

【一部新】

一般 ＧＩＧＡスクール構想


