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みやざきの提案・要望一覧

項目 提案・要望先

１ 人口減少問題への対応強化について 内閣府、総務省、
厚生労働省

２ 地方税財源の確保・充実について 総務省

未来を担う人財の育成・確保

３ 産業人財の育成・確保に向けた取組の推進につい
て

内閣府、法務省、
厚生労働省

４ 農水産業の未来を切り拓く多様な担い手の確保・
育成について 農林水産省

５ 少子化対策の充実・強化について 内閣府、厚生労働省

６ 「学校における働き方改革」の推進に向けた支援
について

文部科学省

関係人口の創出と観光・交流の拡大

７ 2020年東京オリパラを契機とする地域活性化の取
組について

内閣官房、文部科学省、
文化庁、スポーツ庁、
農林水産省、林野庁

８ インバウンド需要の拡大に向けた取組の強化につ
いて 観光庁

９ 神楽のユネスコ無形文化遺産の登録に向けた支援につい
て 文化庁

10 2020年国文祭、芸文祭を契機とする文化施策推進
体制の強化に向けた支援について 文化庁

安全・安心な暮らしの確保

11 中山間地域の維持・活性化について 総務省

12 地方バス・鉄道路線の維持・存続について 国土交通省

項目 提案・要望先

13 医師確保対策の強化をはじめとした地域医療の充実
について 厚生労働省

14 防災・減災対策、国土強靱化の推進について
～「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」の着実な推進～

内閣官房、
国土交通省

15 南海トラフ地震・津波対策の推進について 内閣府、総務省、国土
交通省、文部科学省

16 自然災害（火山活動・台風等）による農業被害への
支援について 農林水産省

17 硫黄山噴火による河川白濁（水質改善・沈殿物処
理）対策への支援について 内閣府

力強い産業づくりと交通・物流基盤の充実

18 県内産業の成長加速化に向けた取組促進について 経済産業省、
中小企業庁

19 県産品（農林水産物・食品）の輸出促進について 農林水産省、
経済産業省、国税庁

20 力強い攻めの農水産業の実現に向けた支援について 農林水産省

21 農業農村整備事業予算の確保について 農林水産省

22 家畜防疫対策の強化について 農林水産省

23 持続可能な循環型林業の推進について 林野庁

24 生産性向上や地域活性化につながる高速交通ネット
ワークの整備について 国土交通省

25 地域活性化と安全・安心な暮らしを実現する道路整
備について 国土交通省

26 地域産業の競争力強化と地域活性化につながる港湾
整備の推進について 国土交通省



１ 人口減少問題への対応強化について

現 状

課 題 と 取 組

提案・要望

１ 産業人材の育成・確保の取組（外国人材
受入れを含む）に対する支援を強化すること。

２ 若者の地元定着に向けた取組への支援や
地方移住の支援策をさらに充実させること。

３ 地方における少子化対策を充実・強化し、
地域の実情に応じた取組を柔軟に支援すること。

４ 中山間地域における生活に必要なサービス
の維持・確保、特性を生かした産業振興等の
取組を支援すること。

○ 人口減少スピードが加速。
・総人口（H8→30年）～1,177千人→1,080千人（▲8.3％）

○ 子どもを生み育てられる高い潜在力の一方で、出生数は減少。
また、進学・就職時に若者の県外流出が続いている。

・合計特殊出生率（H29年）～ 1.73（全国２位）
・出生数（H29）～ 8,797人（10年間で約1,500人減）
・高校生の県内就職率（H29年度卒）～56.8%（全国45位）
・男女とも18歳での流出が最大だが、女性は20代前半でも多い。

○ 中山間地域では、県全体の約２倍の割合で人口が減少。
（H22-27国勢調査比較）

◆産業人材の育成・確保

>> 産学金労官が連携した「人財育成プログラム」（ひなたＭＢＡ）

>> 県内企業の成長促進、人材の定着に向けた処遇改善

>> 外国人材の活用に向けた検討

◆若者の県外流出の抑制や移住・ＵＩＪターンの促進
>> 地域に視点を置いたキャリア教育の充実

>> 県内外の若者に対する県内就職の価値観向上

>> 宮崎ひなた暮らしUIJターンセンターによる総合的な支援

◆子どもを生み育てやすい環境づくり
>> 結婚・妊娠・出産・子育て等、ライフステージに応じた

切れ目のない支援、ライフデザイン教育の推進
>> ワーク・ライフ・バランスの向上

◆持続可能な中山間地域に向けた取組
>> 宮崎ひなた生活圏（宮崎県版小さな拠点）の形成

>> 高齢者の在宅介護や医療ニーズへの対応

→地域経済・産業の活力の減退、
暮らしに必要なサービスの維持困難



１ 脆弱な財政基盤

２ 社会保障関係費の財政圧迫

３ 大規模施設整備と老朽化対策

自主財源に乏しく脆弱な財政基盤にあって、社会保障関
係費や防災・減災対策、国体開催に伴う経費、老朽化対
策等多額の財政負担が見込まれており、厳しい財政運営

このような中、一般財源総額については、2021年度まで
同水準が確保されることとなったが、幼児教育無償化を
始めとする社会保障関係費の伸び等が十分に反映される
か不透明

また、将来の見通しを持って財政運営を進めるためには、
引き続き、地方交付税の財源不足解消及び地方の実情を
踏まえた財政措置が不可欠

２ 地方税財源の確保・充実について

現 状 課 題

提案・要望

１ 一般財源総額について、社会保障関係費
の伸び等を十分に踏まえ増額を図りつつ、
継続的に確保すること

２ 地方交付税の財源調整・保障機能を充実、
強化するとともに、財源不足については、
法定率の引き上げ等により対応すること

３ 公共施設等の新設、改修及び老朽化対策に
対する地方財政措置の充実を図ること

宮崎県の自主財源は約４割、特に税収の割合は全国平均の
半分以下で、地方交付税に大きく依存

県予算の一般財源総額がほぼ横ばいで推移する中、社会保障
関係費（一般財源ベース）は10年前の1.6倍

○国体開催に伴う主要競技施設等の整備（H31～）約４００億円

○公共施設等の老朽化対策（今後40年間） 約６，７００億円

自主財源　３８．３％ 依存財源　６１．７％

臨時財政対策債
　　　　（２．９％）

臨時財政対策債
　　　　（３．５％）

自主財源　５７．０％ 依存財源　４３．０％

その他

宮
崎
県

全
国

地方交付税
（３０．６％）

その他
地方税

（１６．８％）
その他

地方税
（３７．０％）

その他
地方交付税
（1６．１％）





未来を担う人財の育成・確保



３ 産業人財の育成・確保に向けた取組の推進について

現 状 課 題
◆若者の雇用確保と誰もが働きやすい職場づくり

若者の県外流出が顕著であり、特に、県内企業における若者の安定
的な雇用の確保が課題。企業の事業拡大や、人材育成制度の充実など、
若者にとって魅力ある職場づくりにはさらなる支援が必要。
また、妊娠・出産や介護を理由とした離職を防止するとともに、誰

もが働きやすい職場を実現するため、子育てや介護と仕事を両立でき
る環境整備が必要。

１ 若者の県内定着や誰もが働きやすい職場
づくりに向けた助成制度等を拡充すること

・地方創生推進交付金（移住支援事業・マッチング支援事業）の
対象地域の拡充及び各種要件の緩和

３ 地方の実情に応じた外国人材の円滑な
受入支援の充実・強化を図ること

・外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の実施に必要な
財源の恒久的確保

・外国人材受入れ企業名や労基法違反企業名等の情報提供

◆ＵＩＪターン希望者の負担軽減
給与水準の差などに加え、移転に係る経費負担を理由にＵＩＪター

ンに踏み切れない希望者も多く、経済的支援の拡充が必要。

H28.3卒 H29.3卒 H30.3卒

宮崎県 45.2 44.2 43.2
全国平均 18.7 18.8 18.9

◆高校生、大学生等の県外企業への就職率 ◆県内企業の人材の確保状況

【H30 県調査】

(単位：％)＜高校生＞

H28.3卒 H29.3卒 H30.3卒

宮崎県 57.2 55.7 56.9

(単位：％)＜大学生等＞

◆高校生の県外大学・短大への進学率

H28.3卒 H29.3卒 H30.3卒

宮崎県 71.1 70.0 70.1

(単位：％)

毎年、約5,000人の高校生が進学・就職時に県外へ流出
２年前と比較して外国人労働者数は約1.6倍に増加

◆女性や高年齢者、外国人等、多様な人材の就業促進
・女性の再就職支援セミナーや面談会等の開催
・外国人技能実習生の技能検定の実施（基礎級等）

取 組

県では、関係機関と連携し、次の取組を推進している。

◆働きやすい職場環境づくりの促進
・独自の認証制度｢働きやすい職場『ひなたの極』｣等の推進
・企業向けの講演会や研修会の開催

◆若者の県内就職促進と定着促進
・高校生を対象とした企業ガイダンス等の開催
・職場定着等の課題を抱える企業への相談対応の実施

２ ＵＩＪターン就職の促進に向けた支援策を
拡充すること

・地域雇用開発助成金の地域要件の緩和及び事業主要件の拡充
・育児・介護休業制度の拡充

提案・要望

◆外国人労働者数の推移

【労働局調査】

◆外国人労働者の権利保護、相談体制及び受入れ企業に関する
情報不足

外国人労働者に、その権利を保護する制度を周知することや、経営
者、外国人労働者からの相談に対応できる体制づくりのほか、外国人
受入れ企業名・労基法違反企業名等の情報把握が必要。

(単位：人)

※各年10月末時点

◆ＵＩＪターンの促進
・「ふるさと宮崎人材バンク」を活用した職業紹介の実施
・県外での就職説明会等の開催

不足 36%

やや不足 39%

おおむね
確保 25%

→

きわみ

H28 H29 H30

宮崎県 2,602 3,490 4,144



農漁業就業者の減少・高齢化

• 農漁業者の減少等に伴う、農漁村の活力や生産力の低下

新規就農者の就業ルートの多様化、就農地域の偏在

• ＩＪターン者等の農漁家子弟以外の就業や、農業法人への雇用就

業など就農希望者や就業形態が多様化

• 県央平坦部への就農が６割の一方、北部中山間地へは１割未満

雇用不足を理由に生産規模の縮小や規模拡大の延期を行う
農業者が増加し、外国人技能実習生は５年間で2.2倍に増加

農漁業者の高齢化に伴い、新規就農者等に、農漁業施設や
技術等の経営資源を承継する仕組みの構築が急務

中山間地域は、地形など経営条件が不利なこと等により、
農家子弟も含め、新規就農者が非常
に少ない状況（人口減少の抑制に直
結する課題）

外国人材の受け入れ実績が少ない
ことに加え、都市部より最低賃金
が低い本県において、外国人材の
確保が困難になる恐れ

就業相談や就業支援を行う体制づくりを推進

首都圏での「就農相談会」や農業法人等への派遣方式による農
業体験「お試し就農」、実践的な技術を習得する「みやざき農
業実践塾」等を実施

漁村活性化推進機構がワンストップで支援する体制を構築

外国人技能実習生の受入れ拡大に向け、平成30年８月に、県
とＪＡグループが連携して、農作業請負方式技能実習の実施
に必要な農業技能実習事業協議会宮崎県支部を整備

４ 農水産業の未来を切り拓く多様な人材の確保・育成について

現 状 課 題

提案・要望

取 組

図１ 県内の第１次産業の就業者数(国勢調査)及
び新規就業者数の推移（宮崎県調べ）
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１ 経営資源の承継など農水産業の就業希望者の
就業から経営安定までを一体的に支援する補助
制度を創設すること

２ 中山間地域への就業を促進するため、農業次
世代人材投資資金の交付額の嵩上げと強い農
業・担い手づくり総合支援交付金の要件のさら
なる緩和を図ること

３ 農水産業における外国人材の確保・育成や地
方による外国人材を確保するための取組を支援
する事業を創設すること

(人)

(農業)

(漁業)

図２ 県内における外国人技能実習生
数の推移（宮崎労働局調べ）

(千人)

未利用のビニールハウス

(人)



５ 少子化対策の充実・強化について

課 題

・出生数 ３０年間で▲５,２５２人
(昭和62年：14,049人→平成29年：8,797人)

・平均初婚年齢（男性） ３０年間で ＋２.１歳
〃 （女性） ＋３.１歳

・第１子出産時の母親の平均年齢（全国） ３０年間で ＋４.０歳

・15歳～24歳の社会増減数（平成29年10月～平成30年9月） ▲3,173人
(平成30年３月卒業：高卒後県内就職率56.8％、県内進学率

29.9％)

晩婚化・晩産化の進行や若い世代の転出超過により
出生数の減少が進んでおり、妊娠・出産の希望を叶える
継続的な取組が必要。 ２ 少子化対策の財源確保

子ども・子育て支援新制度の施行にあたり、「量的拡充」及び「質の改善」
のために必要とされた財源の全てが確保されている状況に至っていない。

１ 地方の実情に応じた取組の必要性

２ 少子化対策の推進に係る財源を確保すること

１ 地方の実情に応じて柔軟に支援する仕組みを構築
すること

提案・要望

・ 施設の運営実態に応じた公定価格の算出（事務職員、調理員の配置等）

・ 「地域少子化対策重点推進交付金」の運用の弾力化と拡充

・ 保育現場の事務量の増大やアレルギー児への対応等について、
公定価格に含まれている非常勤事務職員や調理員では、対応が困難
になっている。

・ 国が進める「企業主導型保育」については、設置にあたり自治体への
事後届出制になっており、自治体での情報把握が遅れる実態がある。

・ 企業主導型保育施設の設置・運営にかかる自治体への事前の情報提供

・ 「地域少子化対策重点推進交付金」は、交付対象要件や交付年限が
厳格で活用自治体が限られている。

子ども・子育て支援新制度の施行に必要な恒久的財源の確保

取 組

現 状



６ 「学校における働き方改革」の推進に向けた支援について

１．加配定数の充実及び学級編制基準の引き下げ

２．スクール・サポート・スタッフの配置拡充に対する財政的支援

３．スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の配置拡充のための財源確保

４．部活動指導員の配置に対する財政的支援

◇ 日本語指導の加配定数の充実及び特別支援教育コーディネーターの専任化を図ること。
◇ 35人以下学級の拡大や特別支援学級及び複式学級の学級編制基準の引き下げを図ること。

◇ スクール・サポート・スタッフの配置拡充のため、国の負担割合の引き上げを図ること。
◇ 副校長・教頭の業務の一部を補助するサポートスタッフの配置を図ること。

◇ 教育相談体制の充実や教員の負担軽減を図るため、スクールソーシャルワーカー活用事業の国庫
補助率（１／３）を引き上げ、配置拡充のための財源確保を図ること。

・宮崎県においては、平成31年３月に「学校における働き方改革推進プラン」を策定し、その取組の充実を図っている。
・学校現場では、教職員の業務が多岐にわたり、子どもと向き合う時間や授業準備の時間確保に苦慮している。
・スクール・サポート・スタッフやスクールソーシャルワーカー、部活動指導員の段階的な配置拡充を検討している。

現状・取組

「学校における働き方改革」を推進するための幅広い支援・協力を行うこと。

提案・要望

課題
・複雑化・困難化する教育課題に対応するため、さらなる教職員定数等の改善が必要
・厳しい財政状況により、スクール・サポート・スタッフ等のさらなる配置拡充や、市町村への支援が困難
・統合型校務支援システムを全県的に導入するためには、非常に大きな財源が必要
・地域学校協働本部数・放課後子供教室数の拡充と地域学校協働活動の全県的な実施に向けて、国庫補助率の引き上げ等が必要

５．統合型校務支援システム導入のための支援

６．地域学校協働活動推進事業に係る国庫補助率の引き上げ

◇ より多くの学校への配置要望に対応するため、国の負担割合の引き上げを図ること。
◇ 補助積算基準の拡充（週６時間→週11時間、年間35週→45週）を検討すること。

◇ 県で統一した統合型校務支援システム導入のための財政的支援を講ずること。

◇ 事業に係る国庫補助率の引き上げ、または全額国庫負担とする等補助率の見直しを図ること。
◇ 国庫補助予算の継続を確保すること。





関係人口の創出と観光・交流の拡大



７ 2020年東京オリパラを契機とする地域活性化の取組について

・スポーツキャンプ・合宿の実施団体数等が順調に推移
・｢ひなたＧＡＰ｣認証制度の運用開始（平成29年8月）
・選手村ビレッジプラザへの県産スギ材の提供決定
・県内ホストタウン登録件数：8自治体8ヶ国

現状・取組

スポーツ・文化で地域に活力をもたらすための幅広い支援・協力を行うこと。

提案・要望

課題
・スポーツの成長産業化～スポーツメディカル、スポーツキャンプ
・インバウンドの地方への誘導～観光、文化、食の発信
・大会後のホストタウン登録国との継続的な交流

２.日本代表や将来の日本代表クラスの強化合宿の実施

（ﾗｸ゙ ﾋ゙ ｰ日本代表）◇充実した施設とリゾート環境、チーム集積による練習試合の組みやすさ
◇｢縁起のいいみやざき｣｢結果の出るみやざき｣～陸上競技､スピードスケートチームの躍進など

（県総合運動公園）

５.ホストタウンへの東京大会を越えた支援

◇ホストタウン交流（人的・経済的・文化的）に対する支援の継続
◇おもてなし環境充実（多言語表記、Wi-Fi環境整備、バリアフリー化等）

（宿泊施設等のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化）（食やスポーツを通じたホストタウン交流）

４.本県が誇る食材や木材の活用と大会後の発信

◇調達基準を満たしたバリエーション豊かな食材
◇日本一のスギ素材生産量と高度な利活用技術

（県産スギ材提供記念盾）（牛肉やマンゴーをはじめバリエーション豊かな認証食材）

３.オープニングセレモニー等への対応

（神楽）

◇「オープニングセレモニー」、「日本博」等での神話や神楽の採用
◇我が国の歴史や文化をアピール

（ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ）

登録国 ホストタウン

ドイツ 県、宮崎市、
延岡市、小林市

イタリア 県、宮崎市、
西都市、日南市

イギリス 県、宮崎市

カナダ 県、宮崎市

モンゴル 都城市

アメリカ 日向市

トーゴ 日向市

ミャンマー 延岡市

ラグビーイングランド代表
公認キャンプ地に決定！

トライアスロンカナダ代表の
事前合宿決定！

（2020年7月～8月実施）

2019 ISA ワールドサーフィン
ゲームス開催決定！
「PHOTO:ISA/Ben Reed」

ドイツ陸上連盟の事前合宿決定！
（2020年7月実施）

主な事前合宿等の誘致状況

１.屋外型ナショナルトレーニングセンターの整備

◇ゴルフ、トライアスロンの競技別強化拠点であるほか、多くの代表チームが合宿を実施
◇屋外型競技の躍進のためには医療、科学、栄養、情報等のサポート機能の強化が必要

（トライアスロン）



0
10
20
30
40

東京・大阪 九州 宮崎

外国人延べ宿泊者数（全国）に
占める割合（H29）
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東京

８ インバウンド需要の拡大に向けた取組の強化について

現 状 課 題

提案・要望
取 組

◆訪日外国人の現状
・宮崎県においても、外国人観光客は大幅に伸びているが、
大都市圏（東京・大阪）に比べると、割合は少ない。
九州・宮崎の伸びしろは大きい。

→ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ・ｽﾎﾟｰﾂｲﾔｰｽﾞを迎える中、地方への誘客の加速化させ、
宮崎に来たい、泊まりたいと思わせるような魅力ある観光地づくりの推進

◆外国人の受入環境の整備

訪日外国人等の受入環境を進めるため、県独自に公衆トイレ等のユニバー
サルデザイン化や案内標識の多言語化、地域資源を活用した体験メニューの
開発等をハード、ソフト両面から進めている。

国の目標である地方部での外国人宿泊数7,000万人を達成するためには、国
際観光旅客税などを活用しながら、地方における外国人観光客に対するより
一層の受入環境の整備が不可欠。

◆訪日外国人の旅行動向等の把握

2019年度から訪日外国人の満足度や旅行目的など主観的な調査を開始し、
データを活用しながら外国人に選ばれる観光地域づくりを進めることとしてい
るが、滞在時間が長く都道府県域を越えた複数の観光地を周遊する傾向がある
訪日外国人の旅行動向について、国の訪日外国人の調査では本県でのサンプル
数が少なく、インバウンド需要に十分対応できていない。

１ 地域によるデータを活用した観光地づくりが
円滑に進むよう、訪日外国人に係る日本滞在
中の広域かつ詳細な旅行動向などの客観的な
情報を収集・分析し、精度の高いデータの提
供に努めること。

2018 2019
ＤＭＯ（マーケ
ティング）

人材育成・
観光地の磨き上げ

受入環境づくり

・ＤＭＯ（宮崎県観光協会）
の登録

・着地型旅行商品の販売
（県北地域）

・みやざき観光創生塾の開催

・宿泊施設のバリアフリー化
・「美しい宮崎づくり」等の
推進

・案内標識の多言語化、公衆
ﾄｲﾚのﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ化
・「美しい宮崎づくり」等の
推進

・県内全域での着地型旅行商品
の展開
・みやざき創生塾の強化（商品
開発フォロー）
・市町村での稼ぐ観光地域づく
りの推進

・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの機能強化（年間を
通じた観光動向調査の実施）
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（万人） 宮崎県の外国人宿泊者数の推移
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２ 国際観光旅客税について、地域の実情に合わ
せた受入環境を整備できるよう、自由度の高
い交付金化や補助率の引上等を図るとともに、
国(ＪＮＴＯ)が行う観光プロモーション等に
ついては、地方圏を重点的に行うこと。



◆ 少子高齢化や過疎化による舞手の不足等により、神楽の

継承が危ぶまれている。

◆ 神楽の歴史的な価値やコミュニティー維持への役割等が

十分に認識されておらず、地域の支援や協力が十分に得ら

れていない。

◆ 神楽保存団体間の交流が十分図られておらず、神楽の継

承や活性化における課題の共有化やその解決に有効な対策

の検討が行われていない。

◆ 神楽の保存・継承のためには、全国の神楽保存団体が課

題と対策を共有し、記録保存やその価値を広く国民に理解

してもらう施策を推進するとともに、個人や企業が参画し

て社会全体で継承する仕組みを作る必要がある。

◆ 神楽のユネスコ無形文化遺産登録は、保存団体の意識の

高揚や地域活性化など保存・継承に有効な価値付けであり、

そのためには登録の前提となる全国組織の設立が必要であ

るが、これを県が単独で進めることは困難である。

９ 神楽のユネスコ無形文化遺産の登録に向けた支援について

現 状 課 題

提案・要望

１ 神楽の保存・継承及び活用を目的とした
記録保存、公開活動、広域的な交流のため
に、国がさらなる支援を行うこと。

２ 神楽のユネスコ無形文化遺産の登録に向
けた全国組織設立のために、国が必要な支
援を行うこと。

取 組

◆ 有識者による神楽の調査・研究

◆ 神楽の映像記録のホームページ公開等による情報発信

◆ 神楽に関するイベントの開催

（国立能楽堂・九州国立博物館等での神楽公演や神楽

シンポジウム、県民大学による神楽講座）

◆ 九州の神楽ネットワーク協議会による情報発信及び意見交換

（九州内の国指定神楽保存団体１０団体）

九州の神楽ネットワーク協議会神楽公演



◆ 平成29年6月に成立した文化芸術基本法の成立により、
これまでの文化芸術の振興にとどまらず、観光、まちづく
り等関連分野における施策との連携が盛り込まれるなど、
従来の文化振興を越えた総合的な文化施策の展開が国の方
針として位置づけられた。

◆ 2020年に本県で開催される国文祭、芸文祭を契機として
文化力の向上に取り組んでおり、その取組や成果を生かし
ながら、開催後もより一層文化活動が持続し活発化するた
めには、文化活動を支える仕組みや体制づくりを行う必要
がある。

10 2020年国文祭、芸文祭を契機とする文化施策推進体制の
強化に向けた支援について

現 状 課 題

提案・要望

１ 地域の文化芸術創造拠点を形成するため
の財政支援(｢文化芸術創造拠点形成事業」
の拡充）

２ アートマネジメント人材の育成強化及び
専門人材を斡旋・派遣する体制（人材バン
クの設置等）の整備

３ 国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭の
知名度アップのための取組の充実及び大会
期間中のメディア芸術祭など文化庁関連事
業の本県開催

取 組

◆ 「アーツカウンシルみやざき」の設置(2019年6月予定)
文化芸術の専門人材による支援機関であるアーツカウン

シルを設置し、専門的知見から文化芸術活動の支援や各種
研修事業の実施、情報発信、文化団体相互の交流促進等を
行う。

◆ 文化芸術創造拠点形成のための財源確保
・アーツカウンシルが地域の文化芸術創造拠点として機能
し、安定的な運営を行うためには、中長期的な財政支援が
必要。
・文化芸術振興費補助金（文化芸術創造拠点形成事業）は、
全国的な需要が増える中で予算が限られているとともに、
補助期限も定められていることから、将来を見通した運営
が困難。

◆ 文化芸術の専門人材の育成・確保
・文化芸術を活用した地域活性化を図るためには、総合マ
ネジメント能力を備えた文化芸術の専門人材が必要である
が、地方にはそのような人材が不足している。
このため、国を挙げて人材育成を図るとともに、斡旋・

派遣する体制の整備が必要。
◆ 国文祭、芸文祭の周知・広報
・国文祭、芸文祭は、全国での認知度が不十分で、県だけ
での広報には限界があり、特に県外での広報・ＰＲに課題
がある。





安全・安心な暮らしの確保



11 中山間地域の維持・活性化について

提案・要望

現状・課題 取 組

安全・安心な暮らしの基盤弱体化の懸念

「宮崎ひなた生活圏づくり」(集落ネットワーク圏の形成）

集落支援員
（村がＵターン者を嘱託）

【集落支援員の業務（例）】
・高齢者見守り
・地区内の移動支援や

庭先集荷
（村有車で無料）

・コミュニティ施設の管理

要 望

県が概ね小学校区単位の人口推計や特徴が分かる
ツール「ひなたまちづくり応援シート」を作成し、
住民による「話し合い」を促進。

椎葉村では、集落支援員が高齢者の地区内
移動等を支援。初期投資・実証事業を一部
県事業として支援。

今後著しい人口減少が見込まれている中山間地域
の大部分を占める過疎地域の維持・活性化を図るた
め、2021年３月に期限を迎える過疎地域自立促進特
別措置法について、新法の制定、過疎対策事業債を
はじめとした支援制度の維持・拡充を図ること。

県内全域 過疎地域
人口千人あたり 2.49人 1.72人
面積１㎢あたり 0.36人 0.07人

■ 医師数 宮崎市等都市部に偏在

日之影町では、ソフト分で積み立てた「水源の里振興基
金」を原資に、人口減少や高齢化のため、住民独力では
集落周辺の環境整備が困難となった地区に草刈りや水源
管理の人員を派遣

学校給食施設
えびの市
防災食育センター
(H30年６月完工)

医療施設
都農町立病院
(H30年３月完工)

過疎対策事業債の活用による維持・活性化

平成23年３月制定した中山間地域振興条例により、
過疎地域を含む地域振興５法と農業地域類型の中間・
山間農業地域を「中山間地域」と定義。

過疎地域

中山間地域では30年間で
約４割減の見込み

過疎以外の中山間地域

基幹産業である第１次産業の担い手が高齢化

今後、日常生活を支える医療・介護、交通、小売、燃
料供給といった暮らしを支える土台が弱体化する懸念。

(全域が過疎指定の13市町村)

■ 産業別就業者の割合

過疎地域は第１次産業の就業割合が高く、就業者の確
保は今後の同地域の経済や社会の存続に関わる。

2015年 2045年

40.6万人 ⇒    24.3万人

地域を支える人口の減少

宮崎県 諸塚村(全域過疎）

約44%が
65歳以上



◆人口減少や自家用車に依存するライフスタイルの定着に伴い、
路線バス及び鉄道の利用者数はともに減少傾向。

◆一方、運転免許返納等により自家用車を運転できない高齢者は
今後更に増加する見込み。

【路線バス】
◆広域的なバス路線に対する運行費補助
◆生産性向上の取組（貨客混載等）の促進

・支援
◆インバウンド等観光需要取込のための

二次交通環境整備

12 地方バス・鉄道路線の維持・存続について

現 状 課 題

提案・要望

１ 路線バスの運行維持に係る補助制度については、地方
の実情に合った支援が行われるよう改善を図るとともに、
交通事業者による運転士の育成・定着に係る取組に対す
る支援を行うこと

２ ＪＲ九州の在来線については、国鉄改革の際に設けら
た経営安定基金の趣旨や取り崩された経緯を踏まえ、路
線の維持・存続が図られるよう取り組むこと

取 組

【鉄道】

◆吉都線・日南線の利用促進協議会やＪＲ九

州と連携し、輸送密度の維持向上に向けた

取組を支援。

◆観光列車（海幸山幸等）の平日貸切運行へ

の助成

宮崎交通・ヤマト運輸の
貨客混載

キットカット列車(吉都線)

乗合バス S44 H29

輸送人員(千人) 78,357 9,705

鉄道(輸送密度) S62 H29

日南線 1,423 774

吉都線 1,518 474※H29 S44年比 12.4％

【路線バス】
◆路線バスの７割が赤字。
◆宮崎交通は今年４月１日のダイヤ改正において、初めて運転士

不足を理由とした減便を実施。

【鉄道】
◆ＪＲ九州は平成30年春のダイヤ改正で過去最大の減便

（吉都線で11往復→8.5往復、待ち時間の増加など）。

※H29 吉都線ワースト１位、日南線ワースト３位

【路線バス】
◆地域間幹線系統に対する現行の運行費補助制度では、補助額算定の

過程で平均乗車密度の低い系統は一部補助額がカットされるため、
実際の運行欠損額の補てんは６割程度。バス事業者が赤字の一部を
負担しながら路線を維持。

◆加えて、運転士不足が路線の維持に影響を及ぼし始めており、交通
事業者の努力のみでは路線の維持が困難な状況になりつつある。

【鉄道】
◆ＪＲ九州の完全民営化の際、鉄道路線維持の担保であった経営安定

基金は、その実質的な機能は維持されるとしたうえで取り崩された
にもかかわらず、平成30年春には大規模減便等が実施され、県内鉄
道路線の利便性は低下。
→特に輸送密度の低い吉都線・日南線については将来的な存続が不
安視されている。

輸送密度…1日1キロ当たりの平均通過人員



・地域枠の設置（計２２名）

・「宮崎県地域医療支援機構（地域医療支援センター）」設置

・医師修学資金貸与（計１６名）

・総合診療医の育成（寄附講座設置等）

・看護師養成所の運営支援、看護師修学資金貸与 等

13 医師確保対策の強化をはじめとした地域医療の充実について

・二次医療圏で、全国平均を上回っているのは、宮崎東諸
県医療圏（337.5）のみ

取 組現 状

１ 医師偏在の是正策について、一定の規制を含め
た実効性のある対策を検討すること

(1) 臨床研修医及び専攻医が医師多数県に集中し

・ 医師少数県に配慮した募集定員の適切な設定

(2) 医師少数地域に勤務した経験を有する医師の

提案・要望

・医師少数県、医師高齢化、看護職員の県外流出といった、医療
従事者の確保に関して条件不利地域であること。

・様々な取組を今後も積極的に展開していくための財源の確保

課 題

認定等について、医師個人や医療機関に対する
効果的なインセンティブを設定すること

ないよう必要な措置を講ずること

・宮崎県の医師偏在指標は、210.6

（全国32位の医師少数県に分類）

② 診療科間偏在

・小児科は県全体で85.2（全国４３位）
※小児医療圏で全国平均を上回るのは、県央（108.4）のみ

・産科は県全体で9.5（全国４０位）
※すべての周産期医療圏で全国平均を下回っている。

・ 従事義務がある地域枠医師の離脱防止の徹底

・40代以下の医師数が、H18比で269人減少（▲17.9％）
［全国 1,334人増加（0.8％）］
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本県計 全国計

医師の平均年齢の推移（歳）年齢階層別医師数の推移（人）

計1,238人

２ ３０歳代・４０歳代医師の減少（医師の高齢化）

計1,507人

40代以下医師数

・平均年齢は、2.8歳上昇［全国1.5歳上昇・対全国比1.9倍］

① 地域間偏在

３ 県内で養成した看護職員の県外流出

１ 医師少数県（医師の地域間・診療科間偏在）

２ 地域医療介護総合確保基金の「医療従事者の
確保に関する事業」について、本県配分額を十分に
確保すること

H29年度県内看護師等
養成所卒業生数

うち県外就職者数（割合）
＜参考＞H29年度県外養
成所卒・本県就職者数

1,067人 364人（39.3%） 70人



現状と課題

提案・要望

本県における「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」の着実な推進には、

令和２年度に約１７０億円以上（国土交通省所管県事業）の予算が必要

⇒県土強靱化の実現には、今後、少なくとも１兆１，０００億円以上（国土交通省所管県事業）の予算が必要となる見込み

主 な 取 組

１ 「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」を推進するため、国や県が行う対策に
必要な予算の総額確保を図るとともに、本県へ重点配分すること

２ ３か年緊急対策完了後も、継続して「宮崎県国土強靱化地域計画」に基づく対策を推進する
ため、臨時・特別の措置に替わる新たな財政措置の仕組みづくりを図ること

14 防災・減災対策、国土強靱化の推進について
～｢防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策｣の着実な推進～

砂 防河 川道 路

激甚・頻発化する豪雨災害や霧島連山の噴火、切迫する南海トラフ地震などによる大規模自然災害から県民の生命・財産を守る
ための社会資本の整備は喫緊の課題である。このため、まずは、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」(平成30年
12月14日閣議決定)に集中的に取り組むとともに、さらなる県土の強靱化に向け、取組を一層加速させる必要がある。

港 湾
緊急輸送道路の橋梁耐震対策
法面の防災対策
冠水対策
市街地の緊急輸送道路における
無電柱化
節電対策(LED化)

樹木伐採・掘削
貯留型氾濫対策
円滑避難ハード対策
再度の氾濫防止対策
水文観測所の浸水対策等
簡易型河川監視カメラの設置

砂 防

土砂・流木対策の推進

円滑な避難の確保

避難所

土砂災害から避難所や避難路を保全

樹木伐採/掘削

避難所の保全

緊急物資輸送ターミナルの耐震対策

国際コンテナターミナルの電源設備
浸水対策

岸壁の耐震対策

橋梁耐震対策

電源の浸水対策



15 南海トラフ地震・津波対策の推進について

○南海トラフにおける地震は、今後３０年以内に７０～８０％の確率で発生

○本県における犠牲者（最大死者数）は約35,000人。うち約９０％が津波による犠牲者

○津波が発生した際の津波到達時間が早く、避難に許される時間が短い。（最短到達時間：日南市１４分。全ての沿岸市町に２０分程度で到達）

河川・海岸における対策の推進

●河川・海岸施設のＬ１津波対策として、河川・
海岸施設を整備することにより「人命」と「財
産」を津波被害から守る。

現状と課題

具体的に進める津波対策の取組

海底地震・津波観測網の早期整備

対策延長 約100km
総事業費 1,000億円以上

安全な避難場所の確保と迅速な避難

地震観測網
整備済

DONET１
（H23完成）

DONET２
（H28完成）

観測網の
空白地帯

南海トラフにおける地震・津波観測網の整備状況

宮
崎
県

○河川・海岸施設の耐震化及び自動
閉鎖化

等

○監視カメラや警報システム、避難誘導板等の整備

○河川・海岸におけるＬ１津波対策

●Ｈ3１年度より日向灘沖への整備を開始。対
象面積が広いため、予算確保と早期整備及び段
階的な運用開始ができる整備手法の検討が必要。

●安全な避難場所等の確保のために、国の交付
金や県の単独事業を活用して避難施設や避難経
路等の施設整備に努めている。
●沿岸市町では、津波避難計画を策定し、毎年
度、沿岸市町や地区において完成した津波避難
施設等を活用した訓練を実施し早期避難の向上
に努めている。
● 南海トラフ沿いの新たな防災対応について
国のガイドラインに基づき対応を検討中

○指定緊急避難場所等や避難経路の整備（沿岸市町、県）

○津波避難ビル等の指定

○地域での津波避難計画に基づいた避難訓練の実施

１ 南海トラフ地震対策特別措置法の補助嵩上げ措置や河川・海岸施設等の整備にかかる十分な予算を確保すること
２ 地方の財政負担を軽減するため、緊急防災・減災事業債の恒久化や制度拡充に必要となる財政措置を講ずること
３ 高知県～日向灘における南海トラフ海底地震・津波観測網(N-net)整備の予算確保と早期整備及び段階的な運用開始の手法
の検討を行うこと

４ 南海トラフ沿いの新たな防災対応について、各自治体等の対応への支援体制を構築すること

提案・要望

対策前 対策後

●津波襲来に備えた樋門等の自動閉鎖化



16 自然災害（火山活動・台風等）による農業被害への支援について

現 状 課 題

提案・要望取 組

◆平成30年4月の硫黄山噴火～河川汚濁により一部地域で農業用
水が確保できず水稲作付を断念。

◆平成30年9月の台風第24号～ビニールハウス等の農業用施設や
露地・施設野菜を中心に約87億円の被害。

◆桜島や新燃岳の噴火活動に伴う降灰により、農業経営へ深刻
な影響が生じている。

◆硫黄山噴火
農業用水確保に係る工事は長期にわたる見込みであるため、
長期的視点に立った支援が必要。また、作付転換の推進に向
けては、機械導入や受委託体制の構築等の支援が必要。

◆台風対策
農業経営安定のために、被害を受けた農地・施設等の復旧を
迅速に進める必要。またビニールハウスや畜舎等の農業施設
の撤去・復旧に係る農家負担が甚大で営農意欲減退の懸念。

◆桜島・新燃岳対策
桜島の降灰被害が続くなか、新燃岳は予測困難な状況であり、
農家経営の安定を図るため、継続した降灰対策が必要。【台風】ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽの被害【硫黄山】河川汚濁の様子 【降灰】ほうれん草への被害

１ 硫黄山対策については農業用水確保に向
けた所要の予算を確保するとともに、対策
の技術的支援と代替作物の導入・定着支援
を継続すること

２ 台風等対策については、災害対策支援事
業を当初予算化し、迅速な対応を可能にす
るとともに農家負担の軽減を図ること

３ 桜島・新燃岳対策については、営農対策
関連予算を確保し本県へ重点配分するとと
もに、予測困難な降灰被害に対して迅速な
対応ができるよう弾力的な運用を図ること

◆硫黄山対策
・農業用水確保のための調査等を実施し、一部工事に着手
(｢農業水路等長寿命化・防災減災事業｣活用)。

・水質悪化時に自動で取水停止できるシステムを整備し、
一部地域では河川取水を再開。営農面では水稲からの作付
転換を支援(｢硫黄山噴火対応産地緊急支援事業｣等活用)。

◆台風対策
・ビニールハウスや畜舎の復旧、種子等の購入を支援。
(｢被災農業者向け経営体育成支援事業｣｢産地緊急支援事業｣｢肉用牛
経営安定対策補完事業｣｢林業・木材産業成長産業化促進対策交付金
事業」｢農業用ハウス強靱化緊急対策事業」等活用)。

◆桜島・新燃岳対策
・第12次防災営農施設整備計画(平成29年～31年)に基づき、
計画的に降灰防止施設、降灰除去機械等の整備を推進。

・特用林産物生産資材の再整備を支援
(｢林業・木材産業成長産業化促進対策交付金事業｣)。



17 硫黄山噴火による河川白濁対策（水質改善・沈殿物処理）への
支援について

現 状 課 題

主な取組

１ 河川の水質調査や水質改善対策実施に向け
た施設の整備及び維持管理に対する財政的支
援を行うこと

２ 自然公園区域内や国有地内での沈殿物処理
に柔軟に対応するとともに、財政的支援を行
うこと

１ 河川の水質調査
水質を監視するために、長期的な取組が必要

２ 石灰石を活用した水質改善対策
環境負荷が小さくプラント建設に比べて低コストだ

が、大量の石灰石の継続的投入が必要

３ 沈殿物（火山からの噴出物）処理
継続的な発生が予想される中、移動を伴わない現地

周辺での埋設処理が適当であるが、可能な土地は自然
公園区域内の国有地しかなく、また多額の費用を要す
る見込

川内川水系長江川の
白濁の様子

１ 河川の水質調査
河川（赤子川、長江川及び川内川）８地点で週１回実施

２ 水質改善対策（石灰石を活用）
①少量の河川水による実証試験（平成30年度）
②実用化に向けた全水量による実証試験（平成31年度）

３ 沈殿物対策
沈渣池に堆積している沈殿物の浚渫・仮置きの実施

４ 農業用水確保対策
国の支援により下流部の堂本頭首工に水質常時監視・水門

自動閉鎖システムを整備し、今季からの農業用水取水を再開

提案・要望

硫黄山噴火の様子

取水を再開した堂本頭首工の水質安定化を図るとともに、
その上流部からの取水再開に向けて、代替水源確保と併せ
て、早急に石灰石を活用した水質改善対策を実用化する必
要がある。

〇 平成30年4月の硫黄山噴火以来、活
発な噴気と泥の噴出活動は続いており、
河川水の白濁や沈殿物の堆積も継続

〇 河川の水質は、上流部では依然とし
て水素イオン濃度（ｐH）や砒素など
の項目で環境基準を上回る数値を検出

〇 下流部の川内川では、おおむね環
境基準を達成しており、改善傾向が
見られるものの、現在でも水質は変動

改善効果の確認や効率的な運用方法などを検証し、

今年秋に具体的な対策案をとりまとめる予定



力強い産業づくりと交通・物流基盤の充実



18 県内産業の成長加速化に向けた取組促進について

現 状 課 題

提案・要望

１ 地域未来投資促進法に伴う支援措置につ
いて、十分な予算を確保すること。
また、地域経済牽引事業計画に基づいた

販路開拓などの取組に対する支援メニュー
を講じるなど、事業計画の実現に向けた支
援策の更なる充実を図ること。

２ 生産性向上につながる企業の設備投資を
支援する「ものづくり・商業・サービス生
産性向上促進補助金」を継続・拡充すると
ともに、恒常的な予算措置を講じること。
また、事業者が活用しやすいように十分

な事業実施期間の確保を図ること。

取 組

◆ 地域未来投資促進法施行に伴う取組
宮崎県では高い成長が見込まれる成長期待企業など独自の取組

やフードビジネスをはじめ地域の強みを生かした10分野の地域経
済牽引事業が創出されるよう、県及び県内全市町村で基本計画を
策定し、これまで30件の事業計画を承認。

国内・海外
新市場
国内・海外
新市場

【サービス】
販路開拓

株式会社
オファサポート
株式会社
オファサポート

産・学・官

株式会社オファサポート

自動車教習事業と介護事業の
両方の資源を融合させた機能
訓練（リハビリ）を実施。
AI型運転評価システムを構築
し、産・学・官連携による新
たなサービスを展開。

地域未来牽引企業の取組事例

◆ ものづくり補助金の活用状況

平成24年度補正～平成29年度
補正分で応募件数
1680件、採択件数717件。

（製造品出荷額等）

平成23年 → 平成28年 伸び率

宮崎 1兆3420億円 1兆6166億円 20.5%

全国 284兆9688億円 302兆356億円 6.0%

◆ 地域経済牽引事業の確実な推進

現在の地域未来投資促進法に基づく支援措置は設備投資に
対する補助や減税措置が中心となっているが、事業者の地域
経済牽引事業計画に基づく取組を確実に推進するためには、
製品開発や生産性向上だけではなく、新たな社会課題に対応
した事業展開や本県の強みであるフードビジネス分野などに
おいて販路拡大に至るまでの一貫した支援が必要である。

◆ 人手不足の中での中小企業の競争力強化
人手不足や働き方改革への対応等の厳しい事業環境の中、

生産性を高める設備投資の促進やイノベーションの創出に
より、中小企業の競争力強化を図る取組が必要である。

→ものづくり補助金などの活用により設備導
入が図られ、製造品出荷額等は高い伸び率
となっている

⇒ 県内産業の成長加速化に向けた取組が急務

宮崎県 全国平均

一人あたり県民所得 (万円) H27 231.5 305.9

労働生産性（万円） H27 393.4 536.4

・県際収支▲4,799億円 ・売上高10億円以上の企業割合が九州ワースト

全国に比べ脆弱な宮崎県の経済

自動車教習事業、医療・療術業、
介護事業の３本事業を展開中。

連携



19 県産品(農林水産物･食品)の輸出促進について

現 状 課 題

１ 輸出相手国の関税・非関税障壁の撤廃・
緩和に向け交渉を加速すること
・農畜水産物・焼酎等の関税引き下げ、焼酎に係る容器容
量規制の撤廃、輸出可能な農畜水産物の品目拡大に向け
た働きかけ

・残留農薬に係る基準(インポートトレランス)設定 等

２ 輸出有望品目のプロモーションの強化や
輸出促進支援の充実を図ること
・焼酎、かんしょのJFOODO輸出重点品目への追加など
オールジャパンによる認知度向上に向けた取組の強化

・県、オール九州で取り組む海外プロモーションやフェア
等の販路開拓に向けた取組に対する支援の強化

・日本の伝統工法とプレカット部材を組み合わせた「材工
一体」による、木材の海外プロモーションの強化

取 組

◆「みやざきグローバル戦略」
(平成28年3月)に基づき県産
品の輸出拡大に向けた取組
を展開

◆ 輸出有望市場における関税・非関税障壁の存在

（主な障壁の例）

○ 農水産物・焼酎等の輸入に課せられる高関税率（台湾）
○ 国･地域毎に異なる残留農薬基準等(台湾)
○ 焼酎の輸入に係る容器容量規制（アメリカ）
○ 牛肉、キャビアなどの農畜水産物等の輸入規制（中国）

◆ 輸出拠点の整備
・農畜産物の本格的な輸出体制を確立するため、国の事業により、
かんしょや牛肉、鶏肉の輸出拠点を整備

◆ 輸出に取り組みやすい環境づくり
・海外専門家 (中国､香港、台湾､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、北米、ＥＵ)、貿易
相談窓口の設置、県内の輸出サポーターによる産地づくり支援 等

◆ マーケットインの商品づくり
・輸出先国のニーズに合わせた商品開発、
残留農薬基準に対応した分析技術の確立 等

◆ 販路の開拓･拡大
・ＪＥＴＲＯや九州各県等と連携したフェア
の開催や商談会、見本市等への出展支援
・海外バイヤー、食品関係者の招へい 等

＜地域別の主な輸出品目＞

地域 主な輸出品目

アジア 牛肉、農産物（かんしょ、花き）、水産物、木材、焼酎 等

北米・EU 牛肉、農産物（花き、茶）、水産物、焼酎 等

和牛 水産物 緑茶 米粉 日本酒 日本ワイン クラフトビール

提案・要望

◆ 地域の輸出有望品目（焼酎，かんしょ，木材等）の海外での
認知度向上に向けたオールジャパンによるプロモーション不足
※日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）の輸出重点品目

◆ 本県の輸出額全体は約1,845
億円(H29実績)
農林水産物の輸出額は約53.3
億円(29年度実績)で、堅調に
推移

香港での九州連携フェア

14.2 17.6 25.2
34.5

46.43.7 5.8
5.7

4.8

6.9
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60

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

農林水産物の輸出額の推移
農水産物 木材

億円

◆ 各県や九州連携で行う海外販路開拓事業に対する支援の不足



【農業】
◆ 意欲ある担い手に施策を集中し産地全体
で生産性を向上

○「産地パワーアップ事業」等で複合環境
制御技術を導入した園芸ハウスや集出荷
貯蔵施設等を整備
※複合環境制御技術導入面積(H26)22ha→(H30)61ha【目標】(H32)68ha

○「畜産クラスター事業」等で中心的経営体の
育成と生産サポートの拠点施設を整備
※繁殖雌牛飼育頭数（H29-30）
80,600頭→83,200頭【2,600頭増加：全国1位】

○「スマート農業加速化実証プロジェクト」においては、本県
から露地野菜分野で２社採択され、県としてもスマート農業
を強力に推進。

現 状 課 題

提案・要望

取 組

◆ 県内面積の約９割を中山間地域が占めており、畜産や施
設園芸など集約農業に特化

◆ 担い手減少や高齢化の進行等により生産力の低下が懸念
◆ ＴＰＰ11や日ＥＵ・ＥＰＡが発効し国際競争の激化
◆ 水産資源の減少や操業コストの上昇により漁船や機関の
更新が困難となり収益性が悪化

【水産】
◆ 水産業競争力強化緊急事業を活用し、所
得向上に必要な漁船等を更新
（漁船ﾘｰｽ事業：37隻 機器等導入事業：56件）

農業産出額 全国５位 (H29:3,524億円)
海面漁業養殖業生産額 全国14位 (H28:  340億円)

温暖多照な気候、平地から山間地に至る地形や標高差など本県
特有の資源を生かした攻めの農水産業の実現に向け、
◆ 農業分野では、「産地経営体※ 」の育成による産地の構造
改革の促進や、ＩＣＴ等を活用したスマート農業の導入によ
り、省力・高収益型農業を実現し、人口減少に対応した産業
構造への転換が急務。

※JA部会や法人経営体等が連携して生産･販売･人材育成に取り組む産地

◆ 水産分野では、生産性の高い漁船への更新や省力・低コス
ト機関の導入による高収益型漁業への転換が急務。

◆ 「産地パワーアップ事業」や「強い農業・担い手づくり総
合支援交付金」、「畜産クラスター事業」、「水産業競争力
強化緊急事業」は、産地の生産性向上に繋がる有効な事業で
あり、産地からの要望が非常に多いことから、複数年にわた
る安定的な支援が必要。

漁船

地域農家の子牛を預かるキャトルステーション

複合環境制御技術導入
ハウスの整備

20 力強い攻めの農水産業の実現に向けた支援について

１ 「産地パワーアップ事業」や「強い農業・
担い手づくり総合支援交付金」、「畜産クラ
スター事業」の継続及び十分な予算額の確保、
本県への重点配分を行うこと

２ 「水産業競争力強化緊急事業」の継続及び
十分な予算額の確保を行うこと



21 農業農村整備事業予算の確保について

現 状

提案・要望

取 組

水田の整備状況
30a程度以上

※平成28年度 農林水産省調べ

防災重点ため池
の再選定結果

※平成31年4月末

畑地かんがい施設の
整備状況

※平成31年3月 宮崎県調べ

畑面積 15,604ha

課 題

１ 基盤整備事業の推進
強い産地づくりに向け、ほ場整備や畑地かんがい施設の整備

など、遅れている基盤整備を加速化させる必要がある。

必要な農業農村整備事業が計画的に実施
できる当初予算を確保し、本県へ重点配分
すること

畑地かんがい整備の推進

(42.9%) (57.1%)

２ 防災・減災、国土強靱化の対策
「防災重点ため池」や、湛水被害を軽減

する排水機場の整備を推進する必要がある。

未整備が約60％ 未整備が約40％ 重点ため池が３倍増

出典：宮崎県調べ

ほうれんそうのかん水 浜ノ瀬ダム

(59.4%) (40.6%)

水田面積 36,100ha

農泊施設棚田収穫祭

農業所得の向上
農村地域の活性化

生産性向上

安定した営農を通して地域住民が定住し、農村地域の活性化へ

営農の継続
に意欲的な
地域でほ場
整備を重点
的に推進

農作業の効率化や生産性の向上に欠かせないほ場整備の推進

小林市大萩地区

未整備
21,461ha

整備済み
14,639ha 整備済み

8,915ha

未整備
6,689ha

事業構想段階
から完了後の
営農まで農家
を全面的に支
援

防災・減災、国土強靱化
の緊急対策

約60百万円

被害を解消

豪雨による
ため池決壊

整備後

利用されていない
ため池の廃止

工事費

想定被害額
約280百万円

超省力型散水機 ＩＣＴ活用(環境モニタリング）

ハザードマップ

狭小なほ場 整備後

区画の拡大 営農構想発表会

国土の保全
中山間地域の活性化

420箇所
134箇所

663箇所699箇所

再
選
定
後

再
選
定
前



0

1,000

2,000

3,000

4,000

○水際防疫の充実
・口蹄疫やアフリカ豚コレラなど、海外から県内への

病原体侵入阻止のため、空港での手荷物としての畜
産物持込に対するチェック体制や罰則規定など、水
際防疫の更なる強化が必要

○農場防疫の強化
・現在国内で発生している豚コレラは野生いのししを

介してウイルスが農場に侵入したと想定され、アフ
リカ豚コレラの国内への侵入状況を考慮すれば、各
農場の野生いのしし対策の強化が必要

22 家畜防疫対策の強化について

現 状 課 題

提案・要望

１ 鹿児島空港に配備予定の検疫探知犬を本
県を含めた南九州で積極的に活用するなど
水際防疫を更に強化すること

２ 豚コレラやアフリカ豚コレラの発生を防
ぐため、いのししなど野生動物の農場への
侵入防止が重要であることから、防護柵設
置への補助を全国に拡げるなど、必要な予
算を確保すること

取 組

アジア地域でのアフリカ豚コレラの
発生状況（平成31年4月23日現在）

アジア計

総数

家畜防疫員による農場巡回指導

宮崎空港独自の消毒マット設置

訪日外国人旅行者数の推移

（万人)

（年)

国 名 箇所数

中 国 156

ベトナム 211

モンゴル 11

カンボジア 4

○家畜伝染病の侵入リスクの増大

①近隣諸国での家畜伝染病の継続発生

②訪日外国人旅行者の増加

③国内での豚コレラ発生

・韓国やロシア沿海地方での口蹄疫の発生

・中国等でのアフリカ豚コレラのまん延

・アジア諸国からの旅行客の増加

・体験型旅行に伴う畜産農家への接近

・26年ぶりの海外由来株による発生
・野生いのししへのまん延

○家畜防疫の４つの柱で体制強化

①水際防疫

②地域防疫

③農場防疫

④迅速な防疫措置

・空港、ホテル等の消毒マット設置への
支援

・市町村自衛防疫組織の自主的な防疫取組
への支援

・家畜防疫員による農場巡回指導

・万一の発生に備えた防疫机上演習や防疫
リーダー実地演習等の実施



23 持続可能な循環型林業の推進について

現 状

も り

提案・要望

取 組

林業就業者 H22： 2,690人 → H27： 2,222人
（65歳以上の割合 18.7％ → 22.7％）

〇 全国に先駆けて人工林資源が充実し、素材生産の活発化等により
林業産出額が一時の低迷期から回復傾向

〇 主伐面積の拡大により再造林を要する面積が増加する一方で、再
造林を支える担い手の減少・高齢化が進行

〇 日EU・EPAの発効などにより、外国産製材品との国際競争が激化

１ 森林整備や基盤整備、林業・木材産業の競争力強化、林業就業者の確保・育成を図るための
予算を十分に確保し、重点配分すること

２ 先端技術を活用した森林施業の効率化・省力化技術の早期実用化を図るとともに、普及のた
めの支援を行うこと

資源循環型林業の確立と林業成長産業化を
推進するために、森林整備や基盤整備等の予
算と併せ、新たな財源である森林環境譲与税
を最大限活用した取組を加速

１ 森林整備や基盤整備、林業・木材産業の
競争力強化（施設整備等）に係る予算の十
分かつ継続的な確保が必要

２ 林業大学校や緑の雇用の研修生が安心し
て就学・就労できるよう給付金などによる
十分な支援が必要

３ 先端技術を活用した森林施業の効率化・
省力化技術の実用化と普及を図るための支
援が必要

１ 山村地域の持続的発展推進会議（山会議）
(平成29年3月～)
「伐って、使って、すぐ植える」資源循環型

林業の仕組みを構築するため、地域ごとの課題
にきめ細かに取り組む体制を整備し推進

２ 森林環境譲与税を活用した新たな取組
「新たな森林管理システム」の推進や職員の

研修などの市町村支援、県産材利用拡大の取組
や担い手育成総合研修「みやざき林業大学校」
の開講

３ 人口減少に対応した森林施業の効率化・省
力化の推進

林業機械導入や路網整備などの基盤整備の推
進、大学や企業と連携した先端技術活用による
造林・下刈省力化に向けた実証試験を実施

植える 材にする

森と木
育てる

収穫する つかう

木 と 暮 ら し

つくる

みやざき林業大学校開講式（４月１５日）

ドローンを活用した苗木運搬実証試験

スギ素材生産量 28年連続日本一！
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【九州中央自動車道】細島港木材【東九州自動車道】串間市道の駅

【東九州自動車道】

「油津～南郷」「奈留～夏井」間 事業化！

高速道路のミッシングリンク解消は待ったなしの課題！

24 生産性向上や地域活性化につながる高速交通ネットワークの整備について

現状と課題 取 組

～本県の高速道路等の整備に追い風が吹くが、まだまだ部分開通！～

提案・要望

１ 東九州自動車道の早期整備を図ること。

２ 九州中央自動車道の早期整備並びに
今後供用する区間の直轄管理化を図ること。

３ 高速道路の暫定二車線区間の早期四車線化
など機能強化を図ること。

・有料区間の早期四車線化、付加車線設置。
・無料区間の正面衝突事故防止対策。
・休憩施設（物販施設 等）の充実。

４ 都城志布志道路の早期整備を図ること。

～高速道路等は繋がってこそ、その真価を最大限に発揮！～

➤ 人口減少下において、生産性向上による更なる経済成長を実現！

➤ 切迫する南海トラフ地震などの自然災害から生命・財産を守る！

九州中央自動車道

「雲海橋交差点～日之影深角」間 2018.11開通
「小池高山～山都中島西」間 2018.12開通

都城志布志道路

「横市～平塚」間 2019.3開通

【九州中央自動車道】

「雲海橋交差点～日之影深角」間 開通！

～高速道路の広域開通などによりストック効果が発現！～

広域開通により、年間で

都
城
志
布
志
道
路

【県別供用率】
宮崎：７４％

（2018年度末現在）

【路線別供用率】
東九州自動車道 ：８３％
九州中央自動車道：３０％

（2018年度末現在）

➤４０社以上の企業が立地！

～過去最大級の企業立地継続中～

➤１８百人以上の雇用を創出！

地域の取組 ＋ 高速道路開通 ⇒ 更なる地域の活性化！

串間市

細島港

高速道路の開通を見据えた地域活性化の取組！

東九州自動車道

｢油津～南郷｣｢奈留～夏井｣ 2019事業化

暫定二車線区間の
四車線化

宮崎西～清武



25 地域活性化と安全・安心な暮らしを実現する道路整備について

現状と課題

１ 地方創生、地域の安全・安心を実現するために、長期安定的に道路整備が進められるよう、
必要な道路関係予算の総額確保を図るとともに、本県が取り組む以下について重点配分すること。
・重要物流道路となる「都城志布志道路」をはじめとする幹線道路の整備促進
・「国道１０号住吉道路」の早期事業化及び「新富スマートIC（仮称）」の準備段階調査の採択
・橋梁等の道路施設の老朽化対策の推進

◆重要物流道路となる地域高規格
道路をはじめとする道路の整備

主な取組

◎国県道の整備が遅れていることで、経
済成長を妨げる要因となっている。

◆国県道改良率69.1%
全国37位 九州最下位

◎市街地の渋滞により時間損失・事故誘
発・周辺環境の悪化を招いている。
◆主要渋滞箇所 ２１７箇所

◎既存道路施設の老朽化が進行している。
◆建設後50年を超える施設

橋梁：現在 24% 20年後 66%

老朽化対策

◆長寿命化修繕計画のもと、
橋梁等の道路施設の老朽化対策

補修後補修前

至 延岡市

市街地の渋滞対策

◆市街地の渋滞緩和のための
バイパス整備等

広域ネットワーク整備

※主要渋滞箇所：国道１０号（住吉地区）

スマートICの整備

◆山之口・門川・国富の３箇所
のスマートICを整備

都城志布志道路（梅北）

提案・要望

山之口スマートIC

これまでの
ストック効果

◆都城志布志道路の整備進捗に合わせ企業立地が増加！
◆新たな工業団地も造成中！

橋梁の老朽化対策（塗装塗替）

（100％）
（）内：分譲率



26 地域産業の競争力強化と地域活性化につながる港湾整備の推進について

現状と課題 取組港湾や高速道路のネットワークを活かした
「輸送サービスの強化」「集荷・創荷」
「港湾機能の強化」

防災・減災対策、国土強靱化
対策推進のための予算確保

細島港

宮崎港

油津港

・船舶の大型化や原木輸出の増加に対応
した大型岸壁や背後用地等の整備促進

・津波から港湾･背後地を守るため
防波堤改良（粘り強い構造化）の整備

・フェリーの大型化に対応した施設整備の検討
・安全な航行を確保する防砂堤の整備
・防災・旅客ターミナル機能を備えた官民連携
型複合ビルの検討

・取扱貨物(宮崎港)の８割を担う
カーフェリー航路の維持

・航路等に砂が堆積しやすい海象・地形条件
・旅客ターミナル及び官公庁施設の老朽化対応

・防災・減災対策、国土強靱化対策推進の
ための予算確保（－１２ｍ岸壁耐震対策）

・クルーズ船の受け入れ体制の強化
（ファーストポート化、トイレ整備）

・大規模地震災害時の緊急物資輸送
拠点の確保

・クルーズ船の寄港地間の競争激化

・急増する原木輸出や製材工場の増産で
岸壁利用頻度が高まり施設が不足

・津波による港湾施設等への被害のおそれ

提案・要望

１ 港湾整備事業の推進に必要な予算の総額確保

を図ること

２ 本県の地域の産業・経済を支える重要港湾の

整備促進を図ること

３ 南海トラフ巨大地震に備え、港湾の地震・津

波対策の推進を図ること －１２ｍ岸壁
耐震対策

防砂堤

津波避難高台

完 完

宮崎港細島港

(株)中国木材

工業港地区

白浜地区

商業港地区

施設等の検討
フェリー新船就航に対応した

余島防波堤 改良

－１０ｍ岸壁

原木輸出の増加に対応した
大型岸壁の整備促進(-10m岸壁)

油津港

ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸ・ﾌﾟﾘﾝｾｽ(14万ﾄﾝ級)

クルーズ船の寄港

(H30.4.6 県内初寄港)

トイレ整備
(ｸﾙｰｽﾞ対応)

神戸

神戸
中国
韓国

東京
大阪

東京
神戸

定期航路

宮崎県

大分県

熊本県

宮崎港

油津港

鹿児島県

都城

日向

宮崎

えびのJCT

清武JCT

細島港

油津

宮崎自動車道

延岡JCT

大阪

ﾌｪﾘｰ利用岸壁





ひなた。それは漢字で書くと「日向」。
ふりかえれば、宮崎は神話の時代から
「日向」と称されてきた土地でした。

ひなたは、ゆったりした時間をつくる。
ひなたは、人柄をあたたかくする。
ひなたは、太陽の恵みで豊かな食を生み出す。
ひなたは、人々に希望と活力をもたらす。

いま、この国に必要なのは、
そんなひなたのチカラだと思う。

宮崎を、日本のひなたのような存在へ。
そう願う私たちの新しい取り組みが始まります。


