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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 地方税財源の安定的な確保・充実について 総務省

新型コロナウイルス感染症への対応

3-1 新型コロナウイルス感染症対策に係る地方財源の充実・強化について
内閣官房、内閣府、
総務省、厚生労働省

3-2 検査体制・医療提供体制の整備について 内閣官房、厚生労働省

3-3 教育分野における感染拡大防止対策の充実・強化等について 内閣官房、文部科学省

3-4 経済対策等に関する支援・強化について（商工）
内閣官房、総務省、

厚生労働省、経済産業省

3-5 経済対策等に関する支援・強化について（農政） 内閣官房、農林水産省、水産庁

3-6 FIT認定申請期限の見直しについて 内閣官房、経済産業省

地域や産業を支える人財の育成・確保

4-1 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、厚生労働省、

文部科学省、農林水産省、法務省

4-2 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 農林水産省、水産庁

5 Society5.0の実現に向けた５Gの整備促進とローカル５Ｇの利活用の支援について 総務省

6 少子化対策の充実・強化について 内閣府、厚生労働省

7 義務教育諸学校の教育指導体制の改善について 文部科学省

魅力的で持続可能な地域づくり

8 神楽のユネスコ無形文化遺産の登録について 文化庁

9-1 スポーツランドみやざきの推進に向けた都市公園施設の整備について 財務省、国土交通省

9-2 屋外型ナショナルトレーニングセンターの整備について スポーツ庁

9-3 ゴルフを活用したインバウンドの推進について 観光庁



項目 提案・要望先

10 過疎対策の充実・強化について 総務省、農林水産省、国土交通省

11 中山間地域農業関連事業の予算確保について 農林水産省

12 地域間交通（路線バス・鉄道）の維持・存続について 国土交通省

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

社会の変化に対応し、成長する産業づくり

14 地域経済を支える中小・小規模企業の支援について 経済産業省、中小企業庁

15 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、水産庁

16 サツマイモ基腐病やサトイモ疫病等の対策強化について 農林水産省

17 農業農村整備事業予算の確保について 農林水産省

18 農産物の物流効率化の促進について 農林水産省

19 持続可能な循環型林業の推進について 農林水産省、林野庁

防災・減災対策と国土強靱化への対応

20
防災・減災対策、国土強靱化の強力な推進について
（新たな財政措置の仕組みづくりについて）

内閣官房、財務省、国土交通省

21 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 財務省、国土交通省

22 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 財務省、国土交通省

23 地域の産業・経済を支え、地域活性化を実現する港湾整備について 財務省、国土交通省

24 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

25 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 内閣府、環境省



１ 人口減少問題への対応強化について
－持続可能な宮崎の土台づくり－

現 状

課 題 と 取 組

提案・要望

１ 産業人材の育成・確保の取組（外国人材の
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や都市部学生の
地方就職促進、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

（過疎対策の充実・強化を含む）を支援すること。

○ 人口減少スピードが加速。
・総人口（H8→R1年）～1,177千人→1,072千人（▲8.9％）

○ 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（H30年）～ 1.72（全国３位）
・出生数（H30）～ 8,434人（10年間で約1,500人減）
・高校生の県内就職率（H30年度卒）～57.9%（全国44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

>> 県と大学との連携による新たな人材育成推進組織の設置

>> 県内企業の成長促進、人材の定着に向けた処遇改善

>> 外国人材の確保・活用に向けた受入体制充実

◆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

>> 移住に対する総合的な支援の拡充

◆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

>> 地域交通の維持や医療・介護ニーズへの対応

→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

社会保障関係費や防災・減災対策、国民スポーツ大会等の
開催経費、老朽化対策等に多額の財政負担が見込まれる中、
健全な財政運営を図るためには安定的な財源確保が不可欠

真の地方創生を実現するためには、将来を見通せる財政運
営の担保が不可欠であるため、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求められ
る

一般財源総額については、2021年度までは従来の水準が確
保されることとなったが、地方交付税におけるトップラン
ナー方式や成果指標へのシフトにより、都市部と地方との
財政格差の更なる拡大が懸念される

２ 地方税財源の安定的な確保・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 条件不利地域への配慮をはじめ地方の実情
を踏まえた更な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年前の約1.7倍

○国民スポーツ大会等の開催に伴う
主要競技施設等の整備 約400億円

○公共施設等の老朽化対策（H27～R36の40年間） 約6,700億円





新型コロナウイルス感染症への対応



県民生活や地域経済への影響が甚大であり、感染拡大防止や経済
活動の回復のため、スピード感を伴ったさらなる対策が必要

影響の長期化が見込まれる中、感染拡大防止や経済活動の回復は
すべての自治体において取り組むべき課題。財政基盤が脆弱な自
治体においても十分な取組が行えるよう、財源の確保が必要

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、本県にお
いても感染拡大防止や医療提供体制の整備、雇用維持と
事業継続のための支援強化等の取組を実施

新型コロナウイルス感染症対策として、これまでに累計
で約１０５億円を予算措置（既定予算による対応を除
く）６月補正予算案までの累計で約１４７億円

３－１ 新型コロナウイルス感染症対策に係る地方財源の充実・強化について

現状・取組 課 題

提案・要望

１ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
金及び新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付
金について

・ 財政基盤の脆弱な自治体においても十分な財源が確保で
きるよう配慮すること

・ 基金造成を認めるなど、さらに自由度の高い制度へ見直
すこと

２ 予備費の活用や追加の経済雇用対策により、支援
を拡充すること

３ 地方消費税等を減収補填債の対象とすること

４ 緊急防災・減災事業債や公共施設等適正管理推進
事業債の期限延長等により、後年度における地方財
政負担を軽減すること

５ 元利償還金に対する交付税措置を伴う特例的な財
源対策債（ソフト事業に充当可能な財源対策債）を
創設すること

・ 生活福祉資金貸付金の拡充
・ 放課後子ども教室の開設 など

・ 小規模事業者の事業継続の支援（20万円）
・ 休業要請に応じた事業者への協力金（10万円）
・ ホテル、旅館等の受入環境整備、宿泊プラン造成支援
・ ＰＣＲ検査体制の強化
・ 感染者の受入病床確保や医療資機材の整備 など

・ 「新しい生活様式」に対応する飲食店への支援
・ 県立学校におけるオンライン教育環境の整備 など

R2.3.27 令和元年度３月補正予算 【 ３億円余】

R2.5.15 令和２年度５月補正予算 【 ８億円余】

R2.4.30 令和２年度４月補正予算 【９３億円余】

・ プレミアム付き商品券の発行支援
・ 農畜水産物の消費拡大支援
・ 県立学校における衛生環境の改善 など

R2.6   令和２年度６月補正予算（案）【４１億円余】



３－２ 検査体制・医療提供体制の整備について

提案・要望

１ 検査体制に関すること

２ 医療提供体制に関すること

・ 3月4日に1例目が発生して以降、特に4月に入って感染確認が
続き、PCR検査数も急増。4月11日に17例目が発生して以降、
１ヶ月以上新規感染者は確認されていない。

・ これまでの感染事例は、すべて東京都など国の緊急事態宣言
の対象地域や海外の滞在歴がある方及びその接触者。（感染経
路が不明な事例や感染集団（クラスター）の発生は確認されて
いない）

・ 試薬や検査機器の早期調達など更なる検査体制の強化。

・ クラスター発生等に伴う感染者急増に備えた医療提供体制の
確保及び維持。

・ 感染者や関係者のプライバシー尊重や心のケア、対策に携わる
医療関係者等も含めた人権への配慮、ご尽力いただいている方々
への理解や感謝の気持ちの醸成。

・ 上記対策等を講じる上で必要となる財源の確保。

・試薬や検査機器など感染拡大防止に必要な資機材の調達・供給

・検査強化のためのソフト・ハード両面の財政的支援の強化

・簡易検査キットやワクチン、治療法の早期開発・実用化

・医療機関に対する感染防止対策等に関する財政的支援

・看護師の配置基準の緩和や検体採取従業者の確保など人材確保対策

○ 検査体制（6/1現在）
ＰＣＲ検査について、１日に併せて１８２検体（保険検査含む）

の検査が可能。

○ 医療提供体制（6/1現在）
入院病床数として、感染症指定医療機関で３１床、協力医療機関

等で１７３床の計２０４床を確保済み。今後の感染拡大に備え、
計２３１床を確保する予定。

軽症者等に係る宿泊療養施設として、２００室を確保済み。

○ 県民へのお願い（6/1現在）
・ 県外との往来の自粛を解除（一部首都圏及び感染流行地域との

往来は慎重に対応）
・ 感染拡大を予防する「新しい生活様式」の徹底
・ 「三つの密」のある場所や集団感染が発生している施設（ガイ

ドライン実践施設を除く）を避けること

○ 事業者への要請（休業要請から本県での緊急事態宣言解除まで）
－4/25～5/10－

遊技施設と遊興施設に対して休業を要請
－5/11～5/14－

休業要請を解除し、「強い警戒態勢」に移行。
施設（業界）はガイドラインを作成・実践することで営業を再開。

－5/15～（本県での宣言解除後）－
即時休業等を廃止し、各施設の従業員・利用客で感染者が確認さ

れた場合、その感染状況に応じて、必要な範囲での営業自粛を要請。

現 状

本県の対応状況

課 題

・交付金支給対象となる要件の緩和等、自由度の高い財政支援体制の構築

３ 財政措置に関すること



３－３ 教育分野における感染拡大防止対策の充実・強化等について

（１）補習等のための指導員等派遣事業の対象拡大

（２）ＧＩＧＡスクール構想の加速に係る経費の補助対象拡大

（３）家庭での端末使用に向けた対策への支援

（５）学校のマスク、消毒液等購入経費の財政措置の拡充

◇内示前の配置指導員、スクール・サポート・スタッフの対象追加

・児童生徒や保護者において、学校再開に伴う感染リスクや、臨時休業に伴う学習の遅れなどの不安が高まっていることから、
国において取りまとめられた「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に盛り込まれた対策のほか、よりきめ細やかに、各
種事業を展開することとしている。

現状・取組

１ 以下の事業実施に係る経費について、国庫補助の対象拡大など十分な財政措置を講ずること。

提案・要望

課題

・既に補充学習が始まっており、児童生徒個々の学習状況に応じたきめ細やかな対応や、教員の負担軽減を図る業務支援が必要
・ＧＩＧＡスクールにおける遠隔、オンライン教育の実施やデジタル教科書、教材、家庭学習の環境整備が不十分
・特別支援学校の在籍者数の増加や障がいの重度化・重複化に伴い教室が過密状態である中、特に感染症の重症化するリスクが

高い児童生徒が安全安心に学ぶことのできる学習環境については早急な整備が必要
・学校における感染予防のため消耗品に係る予算が不十分
・各種スポーツ大会や資格試験等の中止、企業の採用数の減少により、進学や就職を見込んでいた生徒への影響が懸念

◇通信料や有害サイトブロックにかかる経費なども含む

◇オンライン教育に係る環境整備や通信料等の対象追加

（４）感染症重症化リスクが高い特別支援学校の施設整備補助率の引き上げ

２ 進学や就職で支障が出ることのないよう、大学や企業等へ働きかけを行うこと。



本県では、さまざまな現場の声を踏まえた上で、緊急性・
必要性のある取組について補正予算を措置。「新型コロナウ
イルス感染症経済対応方針」を定め、今後、国の緊急経済対
策を活用しながら、更に必要な対策を講じていく予定。

３－４ 経済対策等に関する支援・強化について(商工)

現 状 課 題

提案・要望

１ 影響が長期化する可能性を踏まえ、地
方に対して息の長い支援を継続的に実施

２ 持続化給付金や雇用調整助成金等の拡
充･強化及び要件緩和、申請手続の簡素化

３ 消費喚起を促すプレミアム付商品券な
どを行う自治体への財政支援

４ 新しい生活様式に即したテレワーク等
を推進するための支援策の充実

取 組

● 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、外出自粛、消
費マインドの低下、ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝの停滞などにより、観光、交通、
飲食･サービス業、小売業、製造業など幅広い業種で売上が大
きく減少しており、経営が悪化している。

● 影響は中小企業・小規模事業者のみならず、県内経済をけん
引する中堅企業にも及んでおり、先行きが見えない中で、各
事業者からは、事業の継続や雇用の維持が非常に厳しい状況
との悲痛の声が挙がっている。

● 新型コロナウイルス感染症拡大による経済的ダメージ
から脱するには、相当の時間を要することから、地域経
済の担い手となる事業者への長期的な支援が必要である。

既設の制度に加え、｢新型コロナウイルス感染症対応資
金｣を創設。無保証料となる融資限度額を引上げ、資金
繰りを支援。

資金繰り

宿泊事業者が取り組む受入環境整備の支援や収束を見
据えた宿泊プラン造成への支援

宿泊事業者
への支援

国の制度と並行して特に減収幅が大きい事業者に対し、
県独自の給付金を創設。

事業者への
給付金

● 外出自粛等で冷え込んだ消費マインドを活性化するため、
まずは県内での需要喚起を進めるとともに、今回の発生を
契機に生活・経済構造の変革を捉えた取組が必要。

既に影響が出て

いる 57%
今後影響が出る可

能性がある 41%

影響がない 2%
＜信用調査会社アンケート結果(宮崎県＞

(4月上旬実施､Ｎ=115）

・影響がある、又は影響が出る可能性があると回
答した企業が98％
・小売業、ｻｰﾋﾞｽ業、製造業では7割以上が既に影
響が出ていると回答。
・資金繰りに影響があると回答した企業は53％と
半分以上

● 持続化給付金などの事業者への支援について、更なる拡
充が求められる一方で、マンパワーが脆弱な中小企業・小
規模事業者にとっては、申請手続が煩雑であり、十分に活
用が進んでいない。



現場の声を踏まえた上で、真に緊急性のある取組について、
４月補正予算を措置。また、今後、国の緊急経済対策を活用
しながら、更なる取組を実施。

３－５ 経済対策等に関する支援・強化について(農政)

１ 外食需要の落ち込み等により影響を受け
る本県の主要な農畜水産物の生産基盤の維
持・拡大及び農林水産業と観光、飲食・
サービスなど様々な分野と連携した地方独
自の事業についての支援措置を講ずること

２ 農畜水産業への影響は長期化することが
見込まれることから、柔軟かつ機動的な支
援を継続的に講ずること

◆ 国内消費減少による市場価格の下落
牛枝肉や子牛等の畜産物、高級果実や花き等の農産物、高級魚
や養殖魚等の水産物価格の下落（▲2～ 5割程度）

● 収束の見込みは不透明で、収束したとしても、影響は甚大
であり、農畜水産業者の経営が回復するまでには時間を要す
ることから、長期的な支援が必要である。

● 国において、販売促進や金融支援、掛かり増し経費支援な
ど、様々な対策が講じられているところであるが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響は農畜水産業以外にも観光や飲食業
など広範囲に及んでおり、今後他分野と連携した対策が必要
である。

生産者を守り、経営の維持・安定のため、金融面の支援
として利子補給制度を拡充・創設するとともに、出荷遅延
による保管費用等の掛かり増し経費について支援。

セーフティー
ネット

需要の落ち込んでいる県産農畜水産物の影響を緩和す
るため、応援消費の取組を支援し、消費・販売を活性化。
また、利用客の落ち込んでいる農泊・農山漁村体験等に
ついて、受入環境整備等を支援。

経済復興・
活性化

ピンチを発展に繫げるため、需要が落ち込んでいる高収
益作物の次期作支援を行うとともに、国産回帰など新
ニーズ対応にも繋がる業務用冷凍野菜の保管に係る掛
かり増し経費を支援。

将来を見据
えた取組

提案・要望

課 題

◆ 輸出
外食需要の低下や航空便の減便等により、牛肉は輸出量が減少
し、養殖ブリや花きはほぼ取引が中断

◆ 労働力確保
農業では技能実習生や特定技能外国人、水産業ではインドネシ
ア特定技能外国人やマルシップ船員の入国が制限されるなど労
働力不足が深刻化

◆ 農泊
令和2年2月以降約500人分の予約がキャンセル。今後もキャンセ
ルは増え、新規予約はない状況

現 状

取 組



３－６ ＦＩＴ認定申請期限の見直しについて

現 状 課 題

提案・要望

当県のように、新型コロナウイルス感染症
の拡大の影響により、ＦＩＴ制度の認定申
請手続に遅延を生じたものについては、
ＦＩＴ認定申請期限を遅らせるなどの措置
を講じること。

取 組

◆１４の水力発電所（最大出力合計１５万９，０５５kW)を運営
する電気事業は、健全経営を維持するとともに、CO2を排出し
ない環境に優しいクリーンな電力を安定的に供給することに
より、産業の振興と県民の福祉の増進に努めている。

再生可能エネルギーに対する需要が高まる中にあって、今後も
水力発電による電力の長期安定供給を推進していくため、老朽
化の進んだ発電施設の計画的な更新に取り組んでいる。
① 渡川発電所大規模改良事業（H27～R4年度）
② 綾第二発電所大規模改良事業（R1～R7年度）

①については、平成28年度に固定価格買取制度（FIT）の設備
認定を受け、概ね順調に事業を進めてきたところ。
②については、以下のとおり、ＦＩＴ認定のための手続きを行
い、事業を進めることとしていた。

［当初スケジュール］
・令和元年12月26日 設計施工一括の入札公告
・令和２年４月３日 技術提案書提出締切
・令和２年７月 契約（設計・工事開始）
・令和２年９月 九州電力送配電(株)に接続検討申込
・令和３年６月 接続同意
・令和３年７月 FIT認定申請
・令和３年10月 FIT認定
・令和８年３月 発電所運転開始

しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う人の移動や
企業活動の制限により、予定どおり手続を継続することが困難な
状況となっており、FIT認定に向けたスケジュールに既に数か月
の遅れが生じている。

◆再度、移動制限がかかり、経済産業活動が制限される場合
には、さらに遅れが生じることとなる。
このため、期限内にＦＩＴ認定申請を行うことが困難とな
ることが危惧される。

◆ＦＩＴ認定を受けられない場合、令和４年度以降、当該事
業はＦＩＴ制度の枠組みから外れることとなり、
２０年間で約２２０億円の売電収益が減少し、今後の当県
電気事業の経営に大きな影響を及ぼすこととなる。

運転開始から60年経過する綾第二発電所 順調に工事が進む渡川発電所





地域や産業を支える人財の育成・確保



４－１ 産業人財の育成・確保に向けた取組の推進について

現 状 取組と課題

提案・要望

１ 産学金労官が連携して行う産業人財育成・
定着の取組に対する支援措置を拡充すること

２ 地方就職を希望する大学生等の就職活動支援
の強化等都市部の若者のＵＩＪターンを促進す
る取組を拡充すること

３ 地方の実情に応じた外国人材の在留資格制度
の運用及び円滑な受入支援の充実を図ること

○毎年、約5,000人の高校生が進学・就職により県外に流出
高卒者の県内就職率が徐々に改善する一方、大卒者は
横ばい

〇県内求職者（新卒）に対する求人倍率は高い水準で推移

○外国人労働者数は年々増加しており、5年前の約2.4倍
特に、技能実習生の数が大きく伸びている

54.0% 54.8% 55.8% 56.8% 57.9%

46.2%

42.8%
44.3% 43.1% 43.3%

40.0%

50.0%

60.0%

H27.3卒 H28.3卒 H29.3卒 H30.3卒 H31.3卒

◇県内就職率の推移

1,371 1,704 
2,342 2,800 

3,546 

2,119 
2,602 

3,490 
4,144 

5,028 

H27 H28 H29 H30 R1

◇本県の外国人労働者の状況

◆産業人財の育成・確保
◎高校生・大学生等若者の県内就職促進に向けた取組の更なる強化
◎県と大学との連携による新たな人財育成推進組織の設置

→▼産業界が求める多様な人財や今後の地方創生を担う人財を育成するため、
小学校段階からのキャリア教育、大学や職業訓練機関等における実践的な
カリキュラムの提供など幅広い世代に向けた取組を充実させる必要。

▼人口減少の抑制には、県内定着に加え、都市部の若者の転入促進も重要。

高卒

大卒

（人）

うち
技能
実習

◆外国人材の活用
◎外国人の生活・就労等に関するワンストップ相談窓口の設置
◎外国人材の確保や受入体制充実に対する支援

→▼畜産業（肉用牛）や木材産業は技能実習２号への移行対象外。
▼外国人労働者の増加に伴い、受入れ・共生のための総合的対応策の実施に
必要な財源を恒久的に確保する必要。

▼安心できる受入体制を構築する上で、外国人受入れ企業名・労基法違反企
業名等の情報把握が重要。

区 分 H27.3卒 H28.3卒 H29.3卒 H30.3卒 H31.3卒

高校生 2.04 2.22 2.42 2.84 2.93

大学生等 2.12 2.13 2.32 2.71 2.48



４－２ 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

取 組

農漁業者の減少・高齢化に伴う農漁村の活力や生産性の低下

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、法人への雇用就業など
就業形態や就業希望が多様化

• 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

雇用人材不足を理由に生産規模の縮小や規模拡大を延期す
る農業法人等が増加。一方、外国人労働者は５年間で2.6倍
に増加

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（県調べ）
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就業相談から就業支援まで行うワンストップ体制づくりを
推進

農業：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「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

漁業：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

外国人材の受入拡大に向け、県独自の取組を実施

農業：JAグループとの連携による農作業請負方式技能実習及び特定技能外国人の
産地リレー雇用について、モデル実証を開始

漁業：受入のための新たな仕組みづくりや環境整備への支援

今後、経営継承を支援する国の補助事業を積極的に活用

労働力不足を補う外国人材の確保については、都市部よ
りも最低賃金が低いこと等により困難になる恐れ

中山間地域は、地形的経営的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

独立自営型の新規漁業就業者への経営開
始資金に相当する仕組みが追加された一方
で、漁船導入の負担軽減や親元就業支援は
進んでいない状況

負担の大きい漁船の購入

１ 農水産業における外国人材の確保・育成や地
方での外国人材確保のための取組を支援する事
業を創設すること

２ 中山間地域への就農を促進するため、農業次
世代人材投資資金の交付額の嵩上げを図ること

３ 独立自営型の新規漁業就業者が漁船等を円滑
に取得できる仕組みづくり及び親元就業者への
支援の拡充を図ること
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図２ 県内における外国人労働者数の推移
（宮崎労働局調べ）
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課 題

提案・要望



●５Ｇ基地局の設置は、通信事業者に任されており、地方での早期
サービス開始など指標は設けられているが、条件不利地域での
整備に時間を要することが懸念される。

●ローカル５Ｇへの期待は大きいが、利用形態やネットワーク構成
等に制約条件が多く、導入には多額の経費が必要である。

５ Society5.0の実現に向けた５Ｇの整備促進と
ローカル５Ｇの利活用の支援について

１ 人口減少が進む中山間地域や離島地域
などの条件不利地域における、５Ｇ基地
局の早期整備に資する対策を講じること。

２ 高度ＩＣＴ教育やスマート農林水産業
等、地域の課題解決につながるローカル
５Ｇの利活用促進のため、使いやすい
制度設計や柔軟な対応とともに、必要な
技術的、財政的支援を行うこと。

ローカル５Ｇ等を活用した地域課題解決実践事業
現 状 取 組

課 題

○ローカル５ＧやAI等の先端技術を活用して、人口減少対策や担い手不足
など中山間地域における課題解決モデルを創出する。

（令和2年度新規事業）

提案・要望

○第５世代移動通信システム(５Ｇ)は、AI・IoTやロボティクス
などの革新的な技術を活用して、様々な社会課題の解決を図る
Society5.0時代における必須の基幹インフラである。

○５Ｇ基地局整備の基盤となる光ファイバー回線の整備状況は、
全国98.8％に対し本県は95.1％(全国39位)と低い状況。

○ローカル５Ｇは、携帯電話事業者による５Ｇエリアの展開が
進まない地域でも、個別のニーズに応じた柔軟な５Ｇシステム
の構築が可能なため、地域課題の解決や地域経済の活性化での
活用が期待されている。



６ 少子化対策の充実・強化について

課 題

◆出生数 ３０年間で ▲5,071人
(昭和63年：13,505人→平成30年：8,434人)

◆平均初婚年齢（男性） ３０年間で ＋１．４歳
〃 （女性） ＋２．８歳

◆第１子出産時の母親の平均年齢（全国） ３０年間で ＋３．８歳

◆15歳～24歳の社会増減数（平成30年10月～令和元年9月） ▲2,748人
(平成31年３月卒業：高卒後県内就職率57.9％［全国44位］)

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。

◆ 少子化対策の財源確保

幼児教育・保育の質の向上をはじめ、子ども・子育て支援の「量的拡充」
及び「質の向上」を実現する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。

◆ 地方の実情に応じた取組の必要性

提案・要望

２ 保育所が実施する耐震診断に要する費用について、

保育所等整備交付金の事業内容へ追加すること

・ 子どもの医療費助成制度については、各市町村において実施されて
いるが、それぞれの団体の財政力の違いにより、給付対象及び支給方
法などの助成内容が異なっている。

・ 耐震診断費の補助がある幼稚園と比較して、補助がない保育所は耐
震診断実施率が低い。

１ 幼児教育・保育の質の向上にもつながる、子ども・子育て

支援新制度の施行に必要な恒久的財源を確保すること

取 組

現 状

３ 乳幼児医療費助成制度において地方の実態を踏まえた

標準的枠組みを設定すること

対象棟数 未実施棟数 実施率

幼稚園 39 10 74.4%

保育所 69 40 42.0%

平成３１年４月１日現在

※ 幼稚園：幼稚園型・幼保連携型認定こども園を含む 保育所：保育所型認定こども園を含む



１ 教職員定数及び加配定数のさらなる
改善や充実を図ること

２ ３５人以下学級の拡大や複式学級
編制基準を引き下げること

７ 義務教育諸学校の教育指導体制の改善について

現状・取組 課 題

提案・要望

１ 教職員定数

本県の教職員定数は、約１割が国からの単年度で措置され
る加配定数である。

２ 学級編制基準

◆ 少人数学級
国加配を活用して小学校

１・２学年で30人以下学級、
中学校１学年で35人以下学
級を実施（Ｒ２から、小学校
３・４学年において35人以下
学級のモデル事業を実施）

◆ 複式学級
中山間地域を多く抱える本県

は、複式学級の割合が高い状況
にあり、一部の市町村では、
独自の取組により、複式学級の
解消に努めている（Ｒ２から、
小学校３校・中学校１校で統廃合）

文部科学省は、「新学習指導要領の円滑な実施と学校
における働き方改革のための指導・運営体制の構築」に
おいて、加配定数の一部基礎定数化や、小学校専科教員
の定数改善等を段階的に進めているが、複雑化・困難化
する教育課題に対応するため、さらなる定数の改善充実
が必要

児童生徒の学びを充実させるためには、少人数による
きめ細かな指導を可能にする学級規模の縮小、複式学級
の解消が必要

本県においても、日本語指導を必要とする児童生徒は、
平成２６年度比で約２倍と増加している。
加えて居住地の散在化や、使用言語の多様化等の傾向

が見られるため、日本語指導を含むきめ細やかな支援を
充実させることが必要

H28 H29 H30 R元 R２ R2-H28

基礎定数 6,275 6,345 6,373 6,387 6,388 113

加配定数 776 696 690 692 689 ▲87

合 計 7,051 7,041 7,063 7,079 7,077 26

【教職員定数の推移（宮崎県）】

1.7

0.1

4.5

0.4

小学校 中学校
全国 宮崎

学年 国基準 宮崎県 開始年度

小１ 35人 30人 Ｈ14

小２ 40人 30人 Ｈ16

中１ 40人 35人 Ｈ22

【少人数学級の実施状況】

【複式学級の割合(%):R1】



魅力的で持続可能な地域づくり



◆ 少子高齢化や過疎化による舞手の不足等により、神楽の保

存・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や情報発信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。

◆ 日本を代表する民俗文化財の一つである神楽の保存・継承

のためには、保存団体の意識の高揚や、地域の活性化に資す

るユネスコ無形文化遺産登録などの新たな価値付けが必要で

ある。

◆ 神楽保存団体間の交流組織を設立・維持するための財政的

基盤が弱い。

８ 神楽のユネスコ無形文化遺産の登録について

現 状 課 題

提案・要望

１ 国指定重要無形民俗文化財となっている
全国の神楽について、早急にユネスコ無形
文化遺産代表一覧表へ記載（無形文化遺産
に登録）されるよう提案すること

２ 九州の神楽ネットワーク協議会のような
広域的な神楽の交流組織の活動に対して、
国が支援を行うこと

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・公演）

◆ 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



９－１ スポーツランドみやざきの推進に向けた都市公園施設の整備について

現状と課題

主な取組

国民スポーツ大会等に向けた施設整備 スポーツランドみやざきを支える施設の老朽化対策

供用開始まで残り５年
陸上競技場イメージ図

提案・要望

１ 国民スポーツ大会等を契機とし、交流人口の拡大や地域経済の活性化につなげるなど、地方創生を支える
都市公園整備に必要な予算総額の確保と重点配分。

２ 老朽化対策や利用者からの要望に対応するための交付金制度の要件緩和や大規模修繕事業の創設。

現状と課題

◆R8年度国民スポーツ大会開催
→R7年度プレ大会に向け

R6年度までの施設整備が必須
◆ R2年度中に

競技会場及び施設整備内容が決定
→R3年度から

県及び関係市町において
多くの施設で整備に着手

◆県、市町における
多額の施設整備費総額の確保

◆山之口運動公園の整備 →R1年度 新規事業（事業主体：宮崎県、都城市）

◆県内のスポーツキャンプ・合宿が
年々増加
→多くのスポーツキャンプ・合宿が

都市公園を利用
◆老朽化した公園施設が山積

施設利用に支障が発生
→スポーツキャンプ・合宿の誘致に
大きな影響

◆利用者からは利便性の向上など
機能の高度化の要望もある。

◆県総合運動公園 ｻﾝﾏﾘﾝｽﾀｼﾞｱﾑ照明施設 →R2年度 新規事業（事業主体：宮崎県）

主な取組

150,000

170,000

190,000

210,000

500
600
700
800
900

1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500

宮崎県内スポーツキャンプ・合宿の実績
(団体数) (延べ参加人数)

(H22) 1,040団体 → (H30) 1,335団体

団体数 １．３ 倍増

ナイター設備 老朽化詳細状況

利用環境の向上
→ 観光客の増加

東京
オリパラ
2020
開催

東京
オリパラ
2020
開催R元年

山之口運動公
園整備着手

R元年
山之口運動公
園整備着手

R8年
国民スポーツ
大会・障害者
スポーツ大会

R8年
国民スポーツ
大会・障害者
スポーツ大会

Ｒ２ 施設整備内容決定
Ｒ３ 多くの施設で整備着手

Ｒ６ 施設整備完了
R7 プレ大会

● 県総合運動公園において複数の運動施設が競技会場となっている
が、施設改修に多額の予算が必要である。

● 県内の市町では、今後、競技会場として選定された都市公園施設
で、整備や改修に向けた予算が必要である。

● 県総合運動公園の野球場や屋内競技場、陸上競技場をはじめ老朽
化した諸施設の計画的な更新や改修が必要。

● その他の県の都市公園や市町の都市公園の諸施設についても、長
寿命化計画に基づき計画的な更新や改修が必要。

国民スポーツ大会等の開催に向けた取組を、県民のス
ポーツ振興や観光交流の拡大、地域活性化に繋げる。

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年

調査・設計

用地買収

造成工事

公園施設工事

国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会

リ
ハ
ー
サ
ル
大
会

国内外のトップアスリート等のキャンプ・合宿を誘致、
受入れスポーツ誘客による経済効果を全県に広げる。



９－２ 屋外型ナショナルトレーニングセンターの整備について

現 状・取 組

提案・要望

・本県のNTC競技別強化拠点施設の機能強
化に向けた支援を充実すること

・屋外系競技躍進のため、本県への屋外型
ナショナルトレーニングセンターの整備
を行うこと

本県の取組目標

〇豊富な合宿受入実績
⇒ プロ野球、Ｊリーグ、侍ジャパン、ラグビー日本代表、スピードスケート

ナショナルチーム 等
〇本県は、トライアスロン、ゴルフのNTC競技別強化拠点施設
〇県、宮崎市、宮崎大学医学部、県スポーツ協会も加え、「NTC強化拠点機能

強化協議会」の組織体制を強化
〇拠点施設（シーガイア）の大規模改修を実施し、下記を実現！

⇒ パラ種目への対応
⇒ リカバリー機能の向上
⇒ 宮崎大学病院と連携した医・科学サポート機能の構築
⇒ アスレチックトレーナーとの協力体制の構築

※今後、非常時におけるトップアスリートのバックアップ機能を有する拠点としての体制整備も
検討する。

【フェーズ１】拠点の機能強化 【フェーズ２】拠点の多種目利用促進
医・科学サポート機能の充実

【フェーズ３】屋外型ナショナルトレー
ニングセンターの整備

トレーニングルーム コンディショニングルーム

パラ対応スロープ

※平成29年3月に策定された「第二期スポーツ基本計画」では、屋外系の競技等については、従来の
拠点設置の考え方にとどまることなく、あらゆる可能性の中で検討を進めるとされた。

高圧酸素BOXルーム

候補地



◆オールジャパンでの取組

国では、海外観光客誘致のため、国際競争力の高いスノーリ
ゾート形成に取り組むこととしている一方で、ゴルフも国内
各地に質の高いゴルフ場を有し、世界に通用するポテンシャ
ルがあるにも関わらず、有力なコンテンツに位置づけられてい
ない。

◆ゴルフツーリズム推進体制

本県では、韓国等からのゴルフ客が増加しているが、今後、その
他の国・地域からの受入れを推進するには、ゴルフ場や観光事
業者における外国人ゴルファー受入ノウハウの蓄積や多言語対
応等の受入体制整備が必要である。

スポーツキャンプ受入れや国際スポーツ大会の開催等により観
光・経済の振興を図る「スポーツランドみやざき」の取組を推進。

○プロゴルフトーナメント開催実績
・歴史と伝統の「ダンロップフェニックストーナメント」
・日本女子４大メジャー大会の一つ「リコーカップ」
・地域一体となった「アクサレディスゴルフトーナメント」

※県内に２７ヵ所の魅力的なゴルフ場

○官民挙げた誘致活動による韓国人ゴルファーの増加

【新たな取組】
○アジア最大の国際ゴルフ商談会誘致（ＡＧＴＣ２０２１）
○官民連携による海外ゴルフ客受入体制づくり
○積極的な海外プロモーションの展開

９－３ ゴルフを活用したインバウンドの推進について

現 状 課 題

提案・要望

インバウンドの地方誘客・消費拡大のため、

１ 日本初開催となるＡＧＴＣ２０２１の本県開催を
支援すること。

２ ゴルフをスポーツツーリズムの有力なコンテ
ンツの一つとして位置づけ、本県における国際
競争力の高いゴルフリゾートの形成を支援する
こと。

取 組

・スポーツツーリズムは交流人口拡大や地域経済の活性化に
大きな効果。
・中でも、ゴルフツーリズムは滞在期間が長く、観光消費額も
大きいため、地域への経済効果が高い。
・国内ゴルフ人口は減少傾向にある中、インバウンド需要は
増加しており今後も伸びが期待され、地方誘客・消費拡大の
有力なコンテンツになりうる。

2010 2013 2018

2.3万人
3.8万人 4.6万人

2009 2013 2018

960万人 860万人
670万人

2015 2016 2017

3,103億円
3,479億円

3,629億円

国内ゴルフ人口推移 宮崎県の外国人ゴルフ客国際ゴルフ旅行取扱額



10 過疎対策の充実・強化について

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

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。

１ 令和３年３月に期限を迎える現行の過疎地域自立促進
特別措置法について、新たな過疎対策法を制定し、過疎
対策事業債などの支援制度の維持・拡充を図ること。

２ 新たな過疎対策法においては、現行過疎地域を継続し
て指定対象とすることを基本としつつ、過疎地域の特性
や果たしている役割、近年人口減少が急速に進んでいる
地域の状況等を的確に反映したものとすること。

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

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)

2015年 2045年

40.6万人 ⇒    24.3万人

地域を支える人口の減少

提案・要望

【例】西都市（2015年）
人口：３０，６８３人
人口減少率：２０．３％

（1970年～2015年（45年間））

【例】旧東米良村
（1962年、現在の西都市
と木城町に分割編入。）

（1960年） （2015年）

５，２３１人 ⇒  ３４６人
＊人口減少率：約９３．４％
＊西都市中心部から、車で約５０分。

特に昭和の合併前
の旧村単位で、
人口減少が著しい。

過疎地域以外でも過疎化が進行



中山間地域は、本県人口の約４割、面積で９割を占め
る重要な地域であり、今後３０年間で約４０％の人口が
減少すると推計

世界農業遺産で評価された棚田や山腹用水路の管理、
農林業複合経営、神楽等の農村文化等について、人口減
少や高齢化等により後世への維持・継承が困難

中山間地域には、国土保全や水源かん養など多面的か
つ公益的な機能を有する棚田が多数存在しているが、棚
田を保全するための地域活力が低下

鳥獣被害について、県全体の被害額は減少傾向にある
ものの、依然として中山間地域における被害は大きい

[Ｈ３０被害額 約３.５億円 うち中山間地域 ９２％]

県では山間地域の活性化を目的に 農

産物や地域資源を活かした稼ぐ取組

を支援する事業を創設

棚田地域振興法による指定棚田地

域の指定拡大[20地域（R2.5.20)]

国の鳥獣被害防止総合対策交付金等の活用により、被害防

止対策やジビエとしての有効活用に向けた研修会等を開催

11 中山間地域農業関連事業の予算確保について

現 状

１ 世界農業遺産認定地域や指定棚田地域に
対しては、地域の持続的な活動を支援する
事業の優遇措置を強化すること

２ 営農条件の不利な中山間地域における、
鳥獣被害防止対策に対する予算を確保する
こと

提案・要望

世界農業遺産の各認定地域の活動が継続され、農業・農村
文化が継承されるための持続的な支援が必要

指定棚田地域に指定されても優遇される事業が限定的で、
事業実施による地域活性化に結びつきにくい

中山間地域での鳥獣被害は、農地が狭いことから被害が全
面に及ぶなど甚大な被害となり、営農意欲の低下や耕作放棄
につながることから、防護柵の整備等が必要不可欠

取 組

課 題

電気柵内への侵入を試みるイノシシ



◆人口減少等に伴い、路線バス及び鉄道の利用者数はともに減少
傾向にある一方、高齢化、運転免許返納等により自家用車での
移動ができない高齢者は今後更に増加する見込。

【路線バス】
◆幹線・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 地域間交通（路線バス・鉄道）の維持・存続について

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、地方の
実情に配慮した支援が行われるよう改善を図るとともに、
交通事業者や地方自治体による運転士の育成・定着に係
る取組について、積極的な支援を行うこと

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

【鉄道（在来線）】

◆吉都線・日南線の利用促進団体やＪＲ九州と

連携した輸送密度の維持・向上に向けた取組

の支援

◆観光列車（海幸山幸等）の平日貸切運行への

助成

宅配三社共同による
コミバスの貨客混載

乗合バス S44 H29

輸送人員(千人) 78,357 9,705

鉄道(輸送密度) S62 H30

日南線 1,423 752

吉都線 1,518 465※H29 S44年比 12.4％

【路線バス】
◆路線バスの７割が赤字。地域間幹線系統に対する国の補助はある

が、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、
バス事業者が赤字の一部を負担しながら路線を維持。

◆運転士不足のため、黒字路線を含む減便を余儀なくされている。

【鉄道（在来線）】
◆平成30年春のダイヤ改正で県内最大の減便。また、吉都線は、

令和元年６月末の大雨により小林～西小林間で線路下の土砂が
崩落し、１か月間運休。当年度の輸送密度は厳しい見通し。

※H30 吉都線ワースト２位、日南線ワースト３位

◆道路のような社会インフラと同様、需要の多寡にかかわらず、地域
間移動のために公共交通の維持・確保は不可欠。

【路線バス】
◆沿線の多くが過疎地域である本県では、都市部に比べて平均乗車密度

は低くなりがちだが、同一系統であっても便別の利用需要に大きな差
異がある場合、小型車両では乗りこぼしの懸念がある。また、運行管
理上、同一系統で車両サイズの混在した配車は難しいことから、簡単
にダウンサイジングはできない実情がある。

◆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
者の取組のみでは運転士の十分な確保が困難な状況。

【鉄道（在来線）】
◆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関わ
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・日南線は、将来的な存続が不安視。
◆令和元年６月末の大雨災害で吉都線が１か月間運休した際、一定の便数
確保によるバス代行輸送が実施されたが、所要時間は鉄道の約２倍に。

→沿線の高校生の通学等に支障が発生。鉄道の代替でバスが最適な公共交
通となり得るのか、速達性確保の課題が浮き彫りに。

観光列車海幸山幸
(日南線)

取 組

現 状 課 題



・地域枠の設置並びにキャリア形成プログラムの策定及び適用

・医師修学資金貸与

・総合診療医の育成（寄附講座設置等）

・「宮崎県地域医療支援機構（地域医療支援センター）」設置

・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、全国を上回っているのは、宮崎東諸県
医療圏（292.2）のみ

取 組現 状

１ 医師偏在の是正に向けて、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

・ 偏在解消に向けた募集定員の適切な設定

(2) 医師少数区域での勤務について、医師個人や

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。

課 題

ないよう必要な措置を講ずること

・本県の医師偏在指標は、210.4（全国35位の医師少数県）

② 診療科間偏在

・小児科は、県全体で86.8（全国４２位）
※すべての小児医療圏で全国を下回っている。

・産科は、県全体で10.4（全国４０位）
※すべての周産期医療圏で全国を下回っている。

・ 地域枠及び地元出身者枠の離脱防止の徹底

・40代以下の医師数が、H20比で209人減少（▲14.6％）
［全国 1,529人増加（0.9％）］
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本県 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1,218人

２ ３０歳代・４０歳代医師の減少（医師の高齢化）

計1,427人

40代以下医師数

・平均年齢は、2.4歳上昇［全国1.5歳上昇・対全国比1.6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

H30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＞H30年度県外養
成所卒・本県就職者数

977人 318人（35.3%） 70人

・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

→ 特に専攻医の県外採用における県と大学の事前

医師を派遣する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

同意の要件化





社会の変化に対応し、成長する産業づくり



商工会等の支援機関が「みやざき産業振興戦略」に基づく
様々な取組を実施し、本県の中小・小規模企業を振興

商工会等を通じた小規模企業の振興

14 地域経済を支える中小・小規模企業の支援について

現 状 課 題

取 組

本県では、中小・小規模企業

が地域経済を支える上で大きな

役割を担っているが、新型コロ

ナウイルスによるイベント自粛

や消費の大幅な落ち込みによっ

て、深刻な打撃を受けている。

◆ 地域の強みを生かしたきめ細かな支援体制の強化

◆ 商工会等の支援機関の体制の充実

さらに、小規模自治体においては、商工会が唯一の経済
団体として地域振興を担っており、地域の人口減少を食
い止める上でも不可欠な組織となっている。

企業の成長段階や支援ニーズに応じたきめ細かな支援を
行うには、地域の支援機関が有機的に連携した支援体制が
有効であるとともに、成長産業の基盤づくりに中小企業支
援機関は不可欠であるが、人材や財源が限られ、長期的な
視点での支援が困難。

「中小企業の企業数・事業所数」中小企業庁（H28.6時点）

２ 地域の産業振興や企業成長を促進する中小企業
振興機関による独自の取組に対する財政支援

・ 商工会青年部等若手後継者の育成に資する団体が実施する小規模
事業者の振興を目的とした講習会等への支援

・ 経営革新計画の承認を受けた企業を対象に、実現に必要な新商
品、サービスの開発や販路開拓等に要する経費を支援

・ 宮崎県事業引継ぎ支援センターを中心に事業承継の取組支援

※本県は中小・小規
模企業の割合が高い

・ 本県の豊富な農林水産物を活用した農商工連携の

促進などフードビジネスの推進

・ 大分県と連携した東九州メディカルバレー構想に

基づく医療機器関連産業の拠点づくりの推進

中小企業振興機関を核とした支援機関のネットワーク構
築による中核企業の育成や成長産業の基盤づくり

【写真】高機能プラスティック製手術器具

新型コロナウイルスによって危機的状況に陥った中小・小規
模企業の事業継続や成長の回復を図っていく上でも、支援機関
によるきめ細かな支援が今後、ますます重要となってくる。

こうした状況から、地域の状況を見据えた経営指導員
等の増員や資質の向上など、支援体制強化への取組が必
要である。

商工会等に求められる経営支援業務の負担や役割が増大
する中、経営指導員等のマンパワーやキャリアの不足等
により、各種施策を十分に有効活用できなくなっている。

１ 商工会等の経営支援機能等の強化に資する支
援制度の充実等

○ 若手経営指導員等の資質向上に、極めて有効な施策である
スーパーバイザー派遣に係る予算の拡充

○ 小規模事業者支援法改正に伴い増加・高度化した経営支援
業務を担う商工会等の取組を支援するため、経営指導員の増
員に係る財政支援

提案・要望



提案・要望

【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

○「産地生産基盤パワーアップ事業」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→(R元)72.9ha【目標】(R2)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（H27-R元）
75,800頭→85,700頭【9,900頭増加】

○「スマート農業加速化実証プロジェクト」では、本県から
これまで５件採択され、県としても「スマート農業推進方
針」を定め強力に推進

現 状 課 題

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

◆ 担い手の減少や高齢化等により生産力の低下が懸念
◆ 日米貿易協定の発効など国際競争の激化
◆ 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

【水産業】
◆ 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の機能を向上
（漁船ﾘｰｽ事業：46隻 機器等導入事業：71件）

農業産出額 全国５位 (H30:3,429億円)
海面漁業養殖業生産額 全国14位 (H30:  336億円)

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
特有の資源を活かした攻めの農水産業の実現に向け、

◆ 農業分野では、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

◆ 水産業分野では、生産性の高い漁船への機能向上や省力・
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

◆ 「産地生産基盤パワーアップ事業」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、事業
の継続と予算の拡充が必要

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

15 力強い攻めの農水産業の実現に向けた支援について

１ 「産地生産基盤パワーアップ事業」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

省エネ型まぐろ延縄漁船



提案・要望

１ サツマイモ基腐病に治療効果の認められ
た農薬については、今後も引き続き、薬
効・薬害試験の例数を軽減するなど農薬登
録手続きの早進化を図ること

２ サツマイモ基腐病、サトイモ疫病の作物
残留基準値設定に係る関係省庁との手続き
の迅速化などにより、設定までの期間を短
縮すること

３ 新奇病害への対応策を早急に確立するた
めの試験研究に係る予算の確保や産地が取
り組む防除対策について支援を継続するこ
と

16 サツマイモ基腐病やサトイモ疫病等の対策強化について

◆ 新奇病害の蔓延防止が期待される治療効果のある農薬の
迅速な登録拡大

◆ 知見や情報が少ない新奇病害に対する体系的な防除対策
等の確立

もとぐされ

◆ かんしょについて、平成30年産で本県未発生のサツマイモ基
腐病が確認され、令和元年産でも主産地で甚大な被害

◆ さといもについても、サトイモ疫病が平成26年産以降急速
に拡大、甚大な被害で産地維持が困難

腐敗したイモの断面

面積 生産量 面積 生産量 面積 生産量

全国（計） 12,900 165,700 11,500 144,800 89% 87%

宮崎県 1,290 21,500 1,010 13,900 78% 65%

生産量順位

H26 H30 H30/H26

1位 3位

◆ サツマイモ基腐病
○ 国の緊急対策や補正予算等による対策の取組
・健全な苗・種いもの導入や土壌消毒、防除用機械の
導入など、次作に向けた対策の実施

○ (国研)農研機構、鹿児島県、本県での共同研究の実施
・発生要因の分析や抑制対策技術の確立

○ 農薬の早期登録拡大の取組
・国へ早期登録要望した苗消毒剤1剤、茎葉散布剤2剤
が令和2年1月に登録

◆ サトイモ疫病
○ 防除対策の推進
・平成29年登録の2剤に加え、早期登録を要望した農薬１剤
が新たに登録(令和2年1月)

・対策マニュアルに基づく技術の実施

※栽培面積及び生産量が年々減少

※令和元年産は南那珂地域で栽培面積の約４割で発生
（発生割合はｻﾂﾏｲﾓ基腐病を含めた｢かんしょ茎・根腐敗症]の数字）

取 組

現 状 課 題



17 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29年度 農林水産省調べ

防災重点ため池の
整備状況

※令和2年3月 宮崎県調べ

畑地かんがい施設の
整備状況

※令和2年3月 宮崎県調べ

県内受益面積 15,604ha

課 題

○スマート農業に対応するため
遅れている基盤整備を加速化

（ほ場整備、畑かん）

１ 農山漁村地域整備交付金を含む農業農村整備事業が計画的に実施できる当初予算を十分に
確保すること

(41.0%) (59.0%)

未整備が約60％ 未整備が約40％

(59.0%) (41.0%)

水田面積 35,700ha

○重点地区の選定及び推進体制の強化

未整備
21,049ha

整備済み
14,651ha 整備済み

9,204ha

未整備
6,400ha

防災・減災、国土強靱化の緊急対策の推進

防災重点ため池 420箇所

２ 防災・減災、国土強靱化対策の予算措置を継続すること

未整備が約60％

整備済み
182箇所未整備

238箇所 (43.3%)
(56.7%)

畑地かんがい整備の推進ほ場整備の推進

○販売力強化、生産力向上、人材育成

○防災重点ため池及び更新時期
を迎える排水機場の計画的な
整備の実施

畑かんマイスター

【農地集積】農地中間管理事業運営本部会議
【基盤整備】機構関連農地整備事業推進協議会
【生産振興】耕種作物生産拡大推進会議

○計画的に整備を実施

冷凍野菜加工場 散水状況

排水機場の更新状況

※令和2年3月 宮崎県調べ

排水機場 11箇所

約80％は検討が必要

着手済み
２箇所

検討が必要
９箇所

(18.1%)

ため池の整備

排水機場の更新整備 ハザードマップの作成

(81.9%)

ほ場整備の実施 スマート農業の実現へ



トラック輸送は、本県農産物輸送の生命線となること
から、産地との連携のもと、トラック事業者が主体と
なった持続可能な物流体制の整備が必要

運送方法のパレット化や複雑な出荷規格の見直し、消
費地市場におけるトラックの待機・荷降ろし時間の縮減
等については、産地、運送事業者、消費地市場など関係
事業者間の合意形成が必要

18 農産物の物流効率化の促進について

現 状 課 題

提案・要望

１ 物流拠点施設整備等において、トラック
事業者が主体となって取り組めるスキーム
（要件の調整等）をつくること。また、そ
のために必要な当初予算を安定的に確保し、
計画的かつ恒常的な支援を行うこと。

２ 国主導の下、農産物物流のパレット化や、
消費地市場での荷降ろしのルールづくりを
加速すること

取 組

フェリー
販売

１日目 ２日目 ３日目

１日目 ３日目２日目

19:10発 7:30着

４日目

予冷庫で保管

消費地市場

荷降ろし

予冷庫の整備等

宮崎～東京 1,400km
・ 全線高速道の場合 約18時間
・ フェリー併用の場合 約8時間

産地

ドライバーの負担を軽減

４日目販売に移行

陸送 陸送

宮
崎
港

神
戸
港積載

ドライバーの業務実態

拘束時間：約20時間
うち待機＋荷降ろし作業＝７時間以上！

7:00 ･･･ ・・・ ・・・ ・・・

会
社

神戸
港

 点呼等 運転 作業 休息運転

卸売市場
（神奈川）

卸売市場
（東京）

運転 荷降ろし 運転 待機 荷降ろし

22:00 23:00 2:00 3:009:00 17:00 18:00 19:00

◆ 運送業界の人手不足が進んでおり、
トラックドライバーの拘束時間の短縮
や集荷、荷積み・荷下ろし作業の軽減
など、働き方改革に対応した労働力負
荷の軽減が必要

◆ 本県は大消費地から遠隔地に
あり、農産物輸送の９割以上を
トラック輸送に依存

18時間

半日

◆ 物流改革を加速化するため、産地における
集出荷施設の集約や予冷庫等の整備など、拠
点施設の整備を開始

◆ トラックドライバーの負担軽減を図るため、
フェリー利用を前提とした青果物の出荷体制
の構築（４日目販売）や、パレット化の輸送
試験等による国が主導する一貫パレチゼーションを推進

8時間

ドライバーの
負担増！



19 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

素材生産の活発化等により林業産出額が回復
再造林率は７割程度で推移しているものの担い手の減少・高齢化の

進行等により低下することが懸念

１ 森林整備や基盤整備、林業・木材産業の競争

力強化を図るために必要な予算を十分に確保し、

再造林に積極的な自治体に重点配分すること

２ 林業就業者の確保・育成に欠かせない「緑の

人づくり」総合支援対策予算を十分に確保し、

担い手対策を総合的に進めている自治体に重点

配分すること

３ 林業イノベーションを加速させ、地域の意見

を踏まえ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、普及のための支援等

について検討を進めること

１ 循環型林業の推進
・再造林の推進に向けた地域ごとの検討

や森林経営管理制度推進に向けた市町
村支援等を実施

・製材工場の大規模化や効率化、路網整
備や林業機械の導入等を一体的に支援

２ 林業担い手の確保・育成
「みやざき林業大学校」による担い手

の育成研修や「緑の雇用」による新規就
業者の育成、事業体への労働安全衛生指
導や就労環境改善の支援等を総合的に実
施

３ 森林施業の効率化・省力化の推進
ドローンを活用した苗木運搬や坪刈り、

筋刈り等、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１期生

課 題

１ 循環型林業の一層の推進
伐採後の適切な再造林や、路網整備、高性能林業機械の導入

等の基盤整備、効率的な木材加工施設の整備等、林業・木材産
業の国際競争力強化を図ることが必要

２ 林業就業に向けた研修生への支援
林業大学校や緑の雇用の研修生が安心して就学・就労するた

めの実態に合わせた給付金を確保することが必要

３ 林業イノベーションの推進
林業特有の厳しい地形条件に対応できる先端技術を活用した

森林施業の効率化・省力化技術を早期に開発することが必要

ドローンを活用した苗木運搬実証試験

H22 H27

林業就業者数 2,690人 2,222人

うち６５歳以
上の割合

18.7% 22.7%

林業就業者数の推移

取 組

（億円）

80%

66%
73%

50%

70%

90%

100

200

300

H25 H26 H27 H28 H29 H30

林業産出額と再造林率 林業産出額 再造林率

291

227





防災・減災対策と国土強靱化への対応



現状と課題

主 な 取 組

20 防災・減災対策、国土強靱化の強力な推進について
（新たな財政措置の仕組みづくりについて）

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、「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)に集中的に取り組んでいるところであり、今後も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。

緊急輸送道路の整備・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
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
（土砂災害から避難所や避難路を保全）

橋梁耐震対策

１ 遅れている本県の防災・減災対策において「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、
国や県が行う防災・減災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 「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」の実施後も、中長期的な見通しのもと、対象事業の
拡大と別枠による必要な予算の確保等、対策の根本強化を図ること

３ 防災・減災、国土強靱化や予防保全を含む老朽化対策をはじめとする社会資本整備が計画的に、着実に
実施できるよう、中長期的に必要な投資規模等を社会資本整備重点計画に明示し、予算を安定的・持続的に
確保するとともに、地方負担分については地方財政措置を的確に行うこと

避難所の保全

西米良村役場 基幹集落センター

樹木伐採/掘削

港 湾（海岸）
港湾海岸のL1津波対策

防波堤と防潮堤によるＬ１津波からの防護

防波堤
防潮堤

県土の強靱化を実現するためには、

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

提案・要望



【九州中央自動車道】延岡市産業団地【東九州自動車道】串間市都井岬

【東九州自動車道】

国富スマートインターチェンジ開通！

高速道路のミッシングリンク解消は待ったなしの課題！

21 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、まだまだこれから！～

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！

都城志布志道路

「金御岳～末吉」間
令和２年度開通予定

【九州中央自動車道】

「蘇陽～五ヶ瀬東」間 事業化！

～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、

都
城
志
布
志
道
路

【県別供用率】
宮崎：７４％

（令和元年度末現在）

【路線別供用率】
東九州自動車道 ：８３％
九州中央自動車道：３０％

（令和元年度末現在）

➤年間４０社以上の企業立地！

～過去最大級の企業立地継続中～

➤累計１万人以上の雇用創出！
（平成25年度～令和元年度）

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

｢清武南～日南北郷｣間 令和４年度開通予定

国富ＳＩＣ
令和元年10月開通

九州中央自動車道

「蘇陽～五ヶ瀬東」間 令和２年度新規事業化
「日之影深角～平底」間 令和３年内開通予定



R4H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1
「五十町～梅北」

(3.1km)供用
「梅北～金御岳」

(2.9km)供用
「有明北～有明東」

(4.3km)供用
「平塚～五十町」

(1.9km)供用
供用率80％
(R4見込み)

22 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

○ 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、以下の事業に重点配分すること。

・ 重要物流道路となる「都城志布志道路」及び「国道２１９号等の幹線道路」の整備促進
・ 「国道１０号住吉道路」及び「新富スマートIC（仮称）」の早期事業化
・ 橋梁等の道路施設の予防保全を含めた老朽化対策の推進

◆重要物流道路となる地域高規格
道路をはじめとする幹線道路整備

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６９．４%
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 ２１３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 ６７%

老朽化対策
◆長寿命化修繕計画のもと、橋梁
等の道路施設の予防保全を含めた
老朽化対策

市街地の渋滞対策

◆市街地の渋滞緩和のための
バイパスや環状道路の整備等

広域ネットワーク整備 スマートICの整備

◆県内４箇所目となる
新富ｽﾏｰﾄIC(仮称)の早期事業化

提案・要望

（100％）

◎都城志布志道路の全線開通を見越し、周辺地域では企業立地件数が年々増加。
◎都城ＩＣ周辺の工業団地はＨ３０年度に完売し、新たに工業団地を造成中。 今後、更なる企業進出が期待される。

令和元年度に完成した国富スマートIC

立地件数の
回復！

都城志布志道路におけるストック効果

橋梁の老朽化対策（剥離・鉄筋露出）※主要渋滞箇所：国道10号（住吉地区）

高木地区
完売

企業立地件数
約３倍に増加！

新たな
工業団地
完成予定

令和元年度に開通した国道219号広瀬バイパス



23 地域の産業・経済を支え、地域活性化を実現する港湾整備について

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」

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

・フェリーの大型化に対応した航路拡幅、
係船柱・防舷材設置等の施設整備促進

・安全な航行を確保する防砂堤の整備

・取扱貨物(宮崎港)の８割を担うカーフェ
リー航路の維持、大型化に対応した施設整備

・航路等に砂が堆積しやすい海象・地形条件

・岸壁等の老朽化対策の促進
・クルーズ船の受け入れ体制の強化※による
誘客促進

※外国船が最初に立ち寄ることができる
ﾌｧｰｽﾄﾎﾟｰﾄ化、世界最大22万ﾄﾝ級が寄港可能な
施設整備(係船柱・防舷材設置)

・岸壁等の老朽化対応
・クルーズ船の寄港地間の競争激化

・原木輸出の急増や製材工場の増産により
荷役取扱岸壁が不足

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 既存の港湾施設の老朽化対策の促進を図ること

防砂堤

ﾌｪﾘｰ利用岸壁
（係船柱・防舷材設置等）

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

施設整備促進
フェリー新船就航に対応した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

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

-10m岸壁

航路拡幅

岸壁等の老朽化対策の促進
大型ｸﾙｰｽﾞ船の受け入れ体制強化

岸壁(桟橋)の
老朽化状況

ｸﾙｰｽﾞ船受け入れ

ｺｽﾀﾍﾞﾈﾁｱ(13万ﾄﾝ級)
R2.8.26ﾌｧｰｽﾄﾎﾟｰﾄ
で初寄港予定



24 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１5,000人。うち約８０％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）

Ｎ－ｎｅｔ
(整備中)

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

●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
路等の整備を推進。

●沿岸市町では、津波避難計画を策定し、毎年
度、早期避難の向上を目指し津波避難施設等を
活用した訓練を実施。

●南海トラフ地震臨時情報に関する住民への周
知を図るとともに、南海トラフ地震臨時情報が
発表された場合の防災対応について、市町村に
おける事前避難や企業・学校等の具体的な対応
について検討。

○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 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の防災対応について、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

○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

○津波災害警戒区域の指定に向けた検討



25 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

１ 河川の水質調査（H30.6～）
河川（赤子川、長江川及び川内川）８地点で週１回実施

２ 水質改善実証試験（H30.7～R元.10）
・水質改善施設(※)を設置し実証試験を行い、対策案をとりまとめ
・地元協議会に案を報告し、本格的施設整備を目指すことを確認

※石灰石を活用、木材・ゴムシート等簡易構造、自然流下式

３ 沈殿池沈殿物の砒素等不溶化実証試験・除去（R2.1～）

・砒素等の溶出を抑える不溶化実証試験を実施し、効果を確認
・緊急的に沈殿物の一部を浚渫不溶化処理の上、近傍に仮置き

４ 農業用水確保対策
国の支援による、代替水源対策や頭首工への水質監視・緊急取水

停止システムの整備により、一部の地域で農業用水取水を再開

提案・要望

１ 水質調査の継続
水質は上流部を除き、改善しつつあるが、再度の噴火等によ

り大きく悪化する恐れがあることから、長期的に水質を監視し
ていく必要があり、財政的な負担が大きい

○平成30年４月の硫黄山噴火後、河川
が強く白濁、現在は外観上回復傾向

○pHや砒素などが環境基準を超え農業
用水の利用が大きく制限、現在は改
善傾向で取水を一部で再開したが、
上流部では依然として基準を超過

３ 適切かつ経済的な沈殿物処理
沈殿池内の大量の沈殿物を早急に浚渫し、不溶化処理を行っ

た上で、移動を伴わない、えびの高原(自然公園区域内国有地)
内での埋設処理を行う必要があるが、財政的な負担が大きい主な取組

水質改善実証試験施設

噴火直後のえびの橋

２ 本格的な水質改善施設の整備
水質改善実証試験に基づき、

①中和剤として石灰石を活用
②施設の構造は酸耐食性のコンクリート製
③自然の流れを活用したパッシブトリートメント方式
④構造がシンプルで短工期
の本格的な施設の整備を目指しているが、財政的な負担が大き
く、維持管理の後年度負担も大きい

１ 河川の水質調査、水質改善施設の整備及び
維持管理、沈殿物処理に対する財政的支援を
行うこと

２ 自然公園区域や国有地内における、円滑な
水質改善施設整備及び沈殿物処理に配慮する
こと



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。


