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令和 2 年度予算

歳出予算構成比 ( 目的別 )

歳入予算構成比

一般会計の歳出総額は、1 兆 2,792 億円で前年度当初比 726 億円、
6.0% の増となった。
歳出予算を性質別にみると、
義務的経費は、扶助費が子ども・子育て支援給付費負担金や介護給付
費負担金等の増により 4.5% の増となるなど、全体では、前年度に比べ
2.3% の増となり、歳出予算全体に占める割合は 49.3% で、前年度より
1.8 ポイント減少した。
投資的経費のうち、公共・直轄事業は、静岡県立工科短期大学校の施
設整備等により 10.1% の増となった。また、単独事業は、県立学校施設
費等の老朽改築、空調設備により、5.4% の増となった。
この結果、投資的経費全体では、前年度に比べ 8.1% の増となった。

令和 2 年度

歳出予算構成比 ( 分析別 )

会派「自民改革会議」は 12 月に経済
成長の加速と産業人材の確保や子育て支
援と医療・福祉の充実など 7 項目の令和
2 年度予算要望書を提出し、1 月 31 日
に知事から回答説明を受けた。
結果、予算編成は要望に対しほぼ満額
回答であった。

新規採択の主な事業と予算

・マリンバイオ産業振興事業費 6 億 4,900 万円
海洋生物資源を活用した革新的な技術開発、産業分野への応用促進
R2.10 月拠点開所（清水マリンビル 2 階）
・小規模事業経営支援事業費助成 24 億 3,300 万円
商工会 OB を活用し、事業者支援スキルの伝承を強化（50 団体）
・事業承継推進関連事業費 3,200 万円
事業承継計画の策定を支援する商工団体への助成（350 件）
金融機関からの借入に係る信用保証料を引下げ（△0.2％）
・農芸品品質管理高度化促進事業費助成 2 億 5,000 万円
集出荷貯蔵施設へ AI・ICT 技術導入支援（JA みっかび）2 年間
・農芸品供給拡大緊急対策事業費
1 億 3,000 万円
［拡充］メロン専用温室の補助単価引上（7,000→15,000 円 / ㎡）
・ＣｈａＯＩプロジェクト推進事業費 1 億 7,500 万円
静岡茶の新たな需要創出のための出口戦略の策定（R2.5 月）
戦略実現のプラットフォーム「ChaOI フォーラム」設置運営
・豚熱（ＣＳＦ）対策関連事業費
5 億 6,700 万円
野生イノシシ捕獲（2,680→9,210 頭）
飼養豚ワクチン接種（16.5→23 万頭）
･水産・海洋調査強化推進事業費
3,600 万円
不漁深刻化水産資源等状況調査（駿河湾、浜名湖、伊豆東岸）
・ふじのくにＩＣＴ人材育成事業費
8,900 万円
農業版・医療版 TECH BEAT Shizuoka の開催
・認定こども園等整備事業費助成
15 億 5,500 万円
認定こども園等整備市町への助成（15 か所、定員 443 人増）
・在宅医療・介護連携推進事業費助成
3,000 万円
県医師会館設置の在宅医療・介護連携推進センター運営支援
・西部ドクターヘリ格納庫等整備事業費助成
1 億 5,900 万円
格納庫、ヘリポートを整備病院への助成（聖隷三方原病院）
・静岡県ドクターバンク運営事業費
2,000 万円
退職勤務医の再就職を支援の就労相談窓口を設置
・福祉分野ＩＣＴ化等関連事業
8,500 万円
ケアマネジメント業務の AI システム介護ロボット導入支援
・社会健康医学関連事業費 9 億 4,800 万円 2 月補正 11 億 1,900 万円
大学院大学の教務・財務システム整備（R3.4 月開学予定）
・発達障害者支援関連事業費
1 億 7,900 万円
発達障害者支援センター ( 東部・中西部 ) 運営（R2.4 月委託化）
・難聴児等支援関連事業費
9,700 万円
スクリーニング検査機器の導入に対する助成 ほか

・県単独生活環境整備事業費
280 億円
身近な生活環境整備（道路、河川、農地、観光施設、信号機等）
・交通安全施設等整備事業費
44 億 2,700 万円
信号機新設、道路標識・標示等整備 歩車分離式信号機の設置
・通学路防犯カメラ設置事業費助成
900 万円
通学路に防犯カメラを設置する自治会等を支援（58 か所）
・観光施設整備事業費
11 億円
市町観光地域づくり整備計画に面的な観光地域づくり支援
・駿河湾フェリー利活用促進事業費
1 億 2,200 万円
インバウンド対策強化、団体客誘客強化、欠航対策調査・分析
・東京 2020 オリ・パラ自転車競技開催推進事業費 15 億円
本県開催機運醸成、聖火リレー、都市装飾、本大会の運営
・ナショナルサイクルルート指定促進事業費
4 億 7,000 万円
太平洋岸自転車道の走行環境整備（路面舗装、防護柵更新）
・東静岡周辺地区県立中央図書館整備事業費
2,300 万円
建設予定地の地質調査、南北公有地の一体的な活用検討
・特別支援学級支援事業費
6,200 万円
小中学校の特別支援学級に非常勤講師を配置（61 人）
・高等学校の教育環境充実
24 億 7,500 万円
普通教室空調設置（R3 夏予定）
学校施設長寿命化（建替え 8 棟、改修）
伊東地区新構想高等学校の設計（R５開校予定） ほか
・特別支援学校の教育環境充実
60 億 9,700 万円
三島田方地区新校・浜松地区新校建築、改修工事（R３開校）
特別教室空調設置、スクールバス増車１台・更新２台 ほか
・私立学校経常費・私立専修学校運営費助成 187 億 5,500 万円
高校（全日）＋200 円、小中学校＋50 円、幼稚園＋100 円
・私立高等学校授業料減免事業費助成
12 億 2,200 万円
・私立専修学校等授業料減免事業費助成
9,300 万円
年収 590 万円以上 700 万円未満の世帯に国支援額と合わせ
年額 396 千円（全国平均授業料）まで助成 ほか
・地震・津波対策等減災交付金
27 億円
市町が取り組む地震・津波対策事業等を支援（R 元〜 R４）
メニュー追加（停電対策のための支障木の予防伐採 ほか）
・水災害対策プラン策定事業費
1 億 2,000 万円
治水対策を見直し、地域の特性に応じた減災対策プラン策定

