
主な事業内容等

祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク活用促進事業
総合政策部 中山間・地域政策課（8,112千円）

　祖母・傾・大崩ユネスコエコパークを生かした自然環境保全や各内外への情報
発信等の取組を推進し、貴重な地域資源の次世代への確実な継承や地域への誘客
促進を図る。
地域資源ブランド強化促進事業

総合政策部 中山間・地域政策課（14,175千円）
　全県的な宝である県内各地の地域資源ブランドについて、関係機関相互の情報
共有を図り、各ブランドが一体となった情報発信や多角的なブランド活用策を展
開することにより、交流人口やインバウンドの増加に対応できる体制を構築し、
本県の特色や独自性、優位性を最大限に生かした「世界ブランドのみやざきづく
【新】みやざきの「宝」を世界ブランドへ！神楽の魅力発信推進事業
総合政策部 国民文化祭・障害者芸術文化祭課 記紀編さん記念事業推進室（10,500千円）
２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会や本県での国民文化
祭、全国障害者芸術・文化祭の開催に向け、県外で神楽公演を行うことにより、
「神話の源流みやざき」のブランドイメージを高めていくとともに、神楽のユネ
スコ無形文化遺産登録を目指した取組を加速化させ、国内外からの観光誘客を促
【改】「神話の源流　みやざき」ブランド定着事業
総合政策部 国民文化祭・障害者芸術文化祭課 記紀編さん記念事業推進室（6,335千円）
　「神話の源流みやざき」のブランドイメージのさらなる浸透・定着を図るた
め、神話や歴史へ関心の高い層へアプローチするとともに、神話を切り口とした
観光誘客を目指した取組を促進する。
ひむかを学ぶ「神話のふるさと　みやざき」推進事業
総合政策部 国民文化祭・障害者芸術文化祭課 記紀編さん記念事業推進室（2,512千円）
　記紀神話や地域の伝承などに関心の薄い層への働きかけを強化することによ
り、県民全体の意識の向上を図るとともに、本県にまつわる神話・伝承を次世代
へと語り継ぐ基盤づくりを推進する。
自然公園等整備事業

環境森林部 自然環境課 自然公園室（144,270千円）
　霧島錦江湾国立公園において、利用施設の整備等を計画的、集中的に実施する
とともに、ユニバーサルデザイン化や国際化等国定公園内利用施設のリニューア
ル整備を行うことにより、外国人を含めた利用者の増加や国立公園等を活用した
地域の活性化を図る。
【改】国立公園インバウンド受入対策推進強化事業

環境森林部 自然環境課 自然公園室（2,714千円）
　霧島錦江湾国立公園において、訪日外国人旅行者等を惹きつける取組を計画
的、集中的に実施することにより、外国人を含めた利用者の増加や国立公園を活
用した地域の活性化を図る。
世界農業遺産（GIAHS）地域力育成支援事業

農政水産部 農政企画課 中山間農業振興室（25,750千円）

　世界農業遺産高千穂郷・椎葉山地域において、地域の自主的な活動や「聞き書
き」による若者の育成、国内外のＧＩＡＨＳサイトと連携した世界農業遺産のＰ
Ｒ活動等に対する支援を行うことにより更なる地域活性化を図る。

沿道修景美化推進対策事業
県土整備部 道路保全課（862,014千円）

　「沿道修景美化基本計画」に基づき、メリハリのある沿道修景美化の実現とお
もてなしの道路環境づくりを推進するとともに、県民等との協働による維持管理
など、沿道空間における「美しい宮崎づくり」を推進していく。

令和元年度　重点施策関連事業一覧

美しい宮崎づくり推進計画に
基づく重点施策体系

景観による
地域のブラ
ンド力向上

価値の高い
景観づくり
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主な事業内容等

令和元年度　重点施策関連事業一覧

美しい宮崎づくり推進計画に
基づく重点施策体系

「美しい宮崎の道」愛護活動推進事業
県土整備部 道路保全課（9,037千円）

　地域の企業・団体自らが道路緑地帯等の維持管理を行うアダプト制度の導入や
地域住民等が行う道路清掃・草刈りなどの道路美化活動の支援により、「美しい
宮崎づくり」に向けた気運の醸成や官民協働による道路環境保全活動の推進、道
路愛護意識の普及啓発及び地域の活性化を図る。
公共道路維持事業費

県土整備部 道路保全課（375,000千円）
　道路の災害防止、橋梁やトンネル、舗装などの補修、自転車歩行者道の設置や
既設歩道の段差・勾配の改善等を行い、道路利用者の安全確保や道路機能の確保
を図るとともに、沿道生活環境の保全に努めることにより、迅速な危機事象への
対応と安全で充実した「くらし」の構築に寄与する。
美しい宮崎づくり推進事業

県土整備部 都市計画課 美しい宮崎づくり推進室（20,249千円）
　美しい宮崎づくり推進条例に基づき、各種施策を総合的かつ計画的に推進する
ため、県民、事業者に対する普及啓発及び人材育成を行うとともに、県民、事業
者が取り組む景観形成活動への支援を市町村とともに行うことにより、官民協働
による美しい宮崎づくりを推進する。
ひなた文化資源発信事業

教育委員会 文化財課（1,912千円）
　「ひなた文化資源創出事業」で取り組んだ文化財保存及び活用に向けた市町村
等との連携体制を継続し、「日本遺産」認定を目指す。
　また、地域に埋もれた文化資源について、文化財保護法に基づいた指定・登録
による保護や、情報発信を強化することで、文化財を活用した地域振興を推進す
世界遺産を目指して！みやざきの古墳魅力向上事業

教育委員会 文化財課（4,265千円）
　平成２７年度から実施してきた世界遺産調査研究事業を基に、古墳群の歴史的
景観や墓制の独自性を評価する取組を進める。
　また、世界文化遺産登録に向けての取組や宮崎の古墳群への理解を広く県民に
深めるため、調査研究に加え、普及啓発活動を新たに実施する。
【改】西都原古墳群調査整備推進事業

教育委員会 文化財課（17,490千円）
　特別史跡「西都原古墳群」をより魅力のある観光資源や学習の場とするため、
古墳群の調査・整備を実施するとともに、古墳群の核となる陵墓参考地の男狭穂
塚・女狭穂塚周辺の整備・活用を図るため、発掘調査によって得られた成果を基
に史跡指定地拡大に向けた取組を行う。
みやざきの古墳保護・活用推進事業

教育委員会 文化財課（3,932千円）
新しく発見された古墳や重要性の高い古墳を調査し、国・県指定等の史跡として
の指定措置を進める。また、古墳の価値や魅力について県民の理解を深め、保
護・継承の気運醸成を図るため、データベースを作成するとともに、インター
ネットでの情報発信や発掘体験、古墳巡りなどを実施する。
【改】神楽のユネスコ無形文化遺産！県民応援事業

教育委員会 文化財課（10,375千円）
　神楽のユネスコ無形文化遺産登録を目指して、調査研究や映像記録、情報発信
を行うとともに、県外の国指定神楽保存団体との連携を進める。また、神楽公演
や県民講座を開催し、県民が神楽を応援するための気運の醸成を図る。
　さらに、県内の民俗芸能の保存・継承のため、体験事業や継承者の育成・支援
を行う。

景観による
地域のブラ
ンド力向上

価値の高い
景観づくり
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主な事業内容等

令和元年度　重点施策関連事業一覧

美しい宮崎づくり推進計画に
基づく重点施策体系

【再掲】祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク活用促進事業
総合政策部 中山間・地域政策課（8,112千円）

【再掲】地域資源ブランド強化促進事業
総合政策部 中山間・地域政策課（14,175千円）

【再掲】【新】みやざきの「宝」を世界ブランドへ！神楽の魅力発信推進事業
総合政策部 国民文化祭・障害者芸術文化祭課 記紀編さん記念事業推進室（10,500千円）

【再掲】【改】「神話の源流　みやざき」ブランド定着事業
総合政策部 国民文化祭・障害者芸術文化祭課 記紀編さん記念事業推進室（6,335千円）

「神話の源流～はじまりの物語」魅力発信映像制作事業
総合政策部 国民文化祭・障害者芸術文化祭課 記紀編さん記念事業推進室（3,579千円）

　国際的に活躍している著名な映画監督により、日向神話を軸に据えた本県の風
土や歴史文化の魅力を発信する映像を制作し、幅広く発信することにより、「神
話の源流みやざき」のブランドイメージを高める。
観光情報発信等強化事業

商工観光労働部 観光推進課（5,988千円）
　ウェブや県外事務所等を活用し、観光誘致の推進を強化するための観光情報発
信・誘致活動を行う。
【再掲】美しい宮崎づくり推進事業

県土整備部 都市計画課 美しい宮崎づくり推進室（20,249千円）
【再掲】世界農業遺産（GIAHS）地域力育成支援事業

農政水産部 農政企画課 中山間農業振興室（25,750千円）
【再掲】ひなた文化資源発信事業

教育委員会 文化財課（1,912千円）
【再掲】【改】神楽のユネスコ無形文化遺産！県民応援事業

教育委員会 文化財課（10,375千円）
【再掲】世界遺産を目指して！みやざきの古墳魅力向上事業

教育委員会 文化財課（4,265千円）
【再掲】【改】西都原古墳群調査整備推進事業

教育委員会 文化財課（17,490千円）
【再掲】みやざきの古墳保護・活用推進事業

教育委員会 文化財課（3,932千円）

景観による
地域のブラ
ンド力向上

発信力の強化
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主な事業内容等

令和元年度　重点施策関連事業一覧

美しい宮崎づくり推進計画に
基づく重点施策体系

【再掲】祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク活用促進事業
総合政策部 中山間・地域政策課（8,070千円）

【再掲】自然公園等整備事業
環境森林部 自然環境課 自然公園室（144,270千円）

【再掲】【改】国立公園インバウンド受入対策推進強化事業
環境森林部 自然環境課 自然公園室（2,714千円）

魅力ある観光地づくり推進支援事業
商工観光労働部 観光推進課（9,249千円）

　宮崎の恵まれた資源を生かした地域主導による魅力ある観光地づくりの取組を
支援し、観光を活性化。
稼ぐ観光地域づくり推進事業

商工観光労働部 観光推進課（6,298千円）
　「稼ぐ観光」の実現に取り組む市町村等が行う地域の特色を生かした意欲的な
取組を集中的に支援し、魅力的で持続可能な観光地域づくりを推進する。
【改】外国人にも優しいWiFi等環境づくり事業

商工観光労働部 観光推進課（2,573千円）
　増加する外国人観光客の受入環境づくりにおいて、ニーズが高いＦＲＥＥ Ｗｉ
－Ｆｉ環境の維持管理等を行うとともに、本県を訪れた観光客に対して分かりや
すい観光情報の提供のため、観光案内板等について、最新情報への変更や修繕等
を実施し、誘客促進や観光振興を図る。
「スポーツランドみやざき」を生かしたまちづくり推進事業

商工観光労働部 観光推進課（8,000千円）
　「スポーツランドみやざき」の強みを生かし、キャンプ地以外の周遊観光等を
促進する取組などを行うことにより、県内各地への効果の波及を図る。また、本
県の新たなスポーツ観光の魅力であるサイクリング等のスポーツツーリズムの取
組等を推進することにより、「スポーツランドみやざき」を生かしたまちづくり
【新】個人旅行をターゲットとした観光地域づくり事業

商工観光労働部 観光推進課（9,340千円）
　近年、旅行スタイルの中心となっている個人旅行者（ＦＩＴ）の誘客を進める
ため、マーケティングに基づいた観光戦略づくりから人材育成、商品開発、プロ
モーションに至るまでの一貫した支援を行うことで、個人旅行者に対応した稼ぐ
観光地域づくりを県内各地で展開する。
【新】宮崎の魅力を活かす農泊地域総合支援事業

農政水産部 農政企画課 中山間農業振興室（12,670千円）
　宿泊施設や農業体験等の情報をオンライン旅行予約サイトを活用し効果的に発
信するとともに、地域協議会等が他の業種と連携して行う取組などを支援し、農
泊を推進することで中山間地域の所得向上と活性化を図る。
【再掲】公共道路維持事業費

県土整備部 道路保全課（375,000千円）
住みよいふるさと広告景観づくり事業

県土整備部 都市計画課 美しい宮崎づくり推進室（39,172千円）
　屋外広告物条例による規制に則した監視・指導を行い、住みよいふるさと宮崎
にふさわしい良好な景観づくりを推進。
【再掲】美しい宮崎づくり推進事業

県土整備部 都市計画課 美しい宮崎づくり推進室（20,249千円）
【再掲】ひなた文化資源発信事業

教育委員会 文化財課（1,912千円）

景観を生か
した“おも
てなし”

魅力ある観光
地づくり
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主な事業内容等

令和元年度　重点施策関連事業一覧

美しい宮崎づくり推進計画に
基づく重点施策体系

みやざきスギを魅せる「空間・人」づくり事業
環境森林部 山村・木材振興課 みやざきスギ活用推進室（12,890千円）

　ＰＲ効果の高い公的スペースの木造化・木質化や、大径材やＣＬＴ等新たな木
質材料を用いたモデル的な施設整備に対して支援するとともに、木造建築物の設
計スキルを持った建築士を育成することにより、県産材の利用拡大を図る。
【再掲】魅力ある観光地づくり推進支援事業

商工観光労働部 観光推進課（9,249千円）
【再掲】稼ぐ観光地域づくり推進事業

商工観光労働部 観光推進課（6,298千円）
【再掲】【改】外国人にも優しいWiFi等環境づくり事業

商工観光労働部 観光推進課（2,573千円）
【再掲】沿道修景美化推進対策事業

県土整備部 道路保全課（862,014千円）
【再掲】「美しい宮崎の道」愛護活動推進事業

県土整備部 道路保全課（9,037千円）
【再掲】公共道路維持事業費

県土整備部 道路保全課（375,000千円）
空港駐車場植栽管理事業

県土整備部 港湾課（16,500千円）
　国・県・市・事業者の各団体と連携し、本県の空の玄関口としてふさわしい、
植栽や美化活動によるおもてなしの空間づくりを推進。
美しい宮崎の港づくり！プレジャーボート適正管理推進事業

県土整備部 港湾課（31,096千円）

　港湾等におけるプレジャーボートの不法係留への指導強化や沈廃船処分の推進
により、公共用水域等の利用の適正化を図るとともに、県民共有の財産である宮
崎の景観を守る「美しい港づくり」を目指す。

【再掲】美しい宮崎づくり推進事業
県土整備部 都市計画課 美しい宮崎づくり推進室（20,249千円）

【再掲】【改】ひなた文化資源発信事業
教育委員会 文化財課（1,912千円）

みやざきスギを魅せる「空間・人」づくり事業
環境森林部 山村・木材振興課 みやざきスギ活用推進室（12,890千円）

東京オリパラ等合宿誘致・受入推進強化事業
商工観光労働部 観光推進課（4,000千円）

　東京オリ・パラ等へ向けた国内外代表チームの事前合宿や大規模大会等を積極
的に受け入れることにより、選手・スタッフはもとより多くの観客やマスメディ
アを呼び込み、経済の活性化を図るとともに、「スポーツランドみやざき」の更
なるブランド力向上へつなげる。
【再掲】沿道修景美化推進対策事業

県土整備部 道路保全課（862,014千円）
【再掲】「美しい宮崎の道」愛護活動推進事業

県土整備部 道路保全課（9,037千円）
【再掲】空港駐車場植栽管理事業

県土整備部 港湾課（16,500千円）
【再掲】美しい宮崎の港づくり！プレジャーボート適正管理推進事業

県土整備部 港湾課（31,096千円）

景観を生か
した“おも
てなし”

快適に観光で
きる環境づく
り

ビッグイベン
トに向けた環
境づくり
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主な事業内容等

令和元年度　重点施策関連事業一覧

美しい宮崎づくり推進計画に
基づく重点施策体系

環境保全普及啓発推進事業
環境森林部 環境森林課（18,129千円）

　低炭素・循環型社会を実現し、本県の豊かな環境を次の世代に引き継いでいく
ため、県民一人ひとりの環境保全意識の向上と環境実践行動を促進する総合的な
対策を行う。
多面的機能支払交付金

農政水産部 農村整備課（1,094,516千円）
　農業・農村が有する国土保全や水源かん養、景観形成等の多面的機能の維持・
発揮を図るため、地域集落等が取り組む農地・水路等の保全管理活動を支援す
海岸ボランティア支援事業

農政水産部 漁村振興課（523千円）
 漁港海岸の維持管理に努め、県民等が利用しやすく親しみやすい浜辺づく
りを行う。
海岸漂着物地域対策推進事業(環境省補助事業)

農政水産部 漁村振興課（5,280千円）
　県民・事業者に海岸漂着物等の現状を周知し、漂着物等の発生を抑制する取組
の実践を促すための普及啓発を行うとともに、市町村における海岸漂着物等の対
策を支援する。
【再掲】沿道修景美化推進対策事業

県土整備部 道路保全課（862,014千円）
次代へつなげよう！魅力ある川・海づくり事業

県土整備部 河川課（6,168千円）
　宮崎の川や海が持つ豊かな自然環境とその保全活動を次世代に継承していくこ
とを目的に、県民の美化活動の支援や水辺とふれあう機会の創出など、河川・海
岸愛護意識のなお一層の醸成を図る取組や、持続可能な魅力ある川づくり・海づ
くりを推進する。
河川浄化対策事業

県土整備部 河川課（7,021千円）
　人口集中による生活排水の急増と宅地化の進展により、河川汚濁が進んでいる
河川の水質改善を図るため、河川浄化施設の管理運営を行う。
河川維持管理事業

県土整備部 河川課（32,935千円）
　河川の清掃及び除草作業等を実施し河川美化に努めるとともに、河川愛護意識
の普及啓発を図るための河川愛護団体の表彰を行う。
海岸維持管理事業

県土整備部 河川課（3,000千円）
　良好な海岸環境の形成及び維持保全を行うことで、県民の快適な利用に供され
る海岸環境を創出する。

海岸漂着物地域対策推進事業
県土整備部 河川課（6,722千円）

　海岸への漂着物処理等を実施し適正な海岸維持を行う。

河川パートナーシップ事業
県土整備部 河川課（55,443千円）

　自治会等が行う堤防の草刈りや管理用通路の簡易な路面補修への支援や企業を
対象としたアダプト制度の実施により、官民協働による河川管理を推進する。

港湾海岸保全事業
県土整備部 港湾課（11,835千円）

　海岸漂着物の処理及び海岸保全施設の維持・修繕を行うことにより、海岸保全
区域ならびに海岸保全施設の適正な管理に努め、良好な海岸環境を維持・保全
し、県民の快適な利用に供される空間を確保する。
公共海岸保全港湾事業費

県土整備部 港湾課（26,250千円）
　海岸保全施設の機能と環境の回復を図るため、当該年発生の風水害や河川洪水
等により海岸に異常に堆積した漂着流木及び漂着ゴミ等を緊急的に除去する。

宮崎を美し
くする人づ
くり

気運の醸成
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主な事業内容等

令和元年度　重点施策関連事業一覧

美しい宮崎づくり推進計画に
基づく重点施策体系

【再掲】美しい宮崎づくり推進事業
県土整備部 都市計画課 美しい宮崎づくり推進室（20,249千円）

指定管理業務
県土整備部 都市計画課 美しい宮崎づくり推進室（278,668千円）

　既存の都市公園施設及び青島亜熱帯植物園の維持管理について、指定管理者制
度を導入し効率的な維持管理を行うことにより、公共の福祉の増進や都市環境の
保全を行う。
県単都市公園整備事業

県土整備部 都市計画課 美しい宮崎づくり推進室（272,418千円）
　誰もが安全で安心して快適に利用できる都市公園を目指し、老朽化した施設の
更新を図る。
【再掲】環境保全普及啓発推進事業

環境森林部 環境森林課（18,129千円）
環境情報発信強化事業

環境森林部 環境森林課（2,772千円）
　「宮崎県次世代エネルギーパーク」を通じ、県民の環境・エネルギー問題への
理解を促すとともに、ホームページ「みやざきの環境」の運営や「みやざき環境
読本」の作成・配布を通じて、県民への環境教育の推進を図る。
【再掲】美しい宮崎づくり推進事業

県土整備部 都市計画課 美しい宮崎づくり推進室（20,249千円）
地域に貢献できる環境教育推進事業

教育委員会　学校政策課（4,216千円）
　小・中学校や高等学校において、地域で環境保全に取り組んでいる人等を活用
した環境学習や、その学習を生かした地域貢献活動を推進。
【再掲】「美しい宮崎の道」愛護活動推進事業

県土整備部 道路保全課（9,037千円）
【再掲】河川維持管理事業

県土整備部 河川課（32,935千円）
【再掲】次代へつなげよう！魅力ある川・海づくり事業

県土整備部 河川課（6,168千円）
【再掲】河川パートナーシップ事業

県土整備部 河川課（55,443千円）
【再掲】【改】美しい宮崎づくり推進事業

県土整備部 都市計画課 美しい宮崎づくり推進室（20,249千円）

宮崎を美し
くする人づ
くり

気運の醸成

未来の景観を
担う人づくり

連携体制
づくり
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