
＜参考＞　人口減少対策事業一覧（人口減少対策基金事業（新規・改善）を除く）

(1) 人口減少対策基金事業（継続事業）

予算額
（千円）

(１) 「人を呼び込む」移住・UIJターン、定住の促進

総合政策課 ○県・市町村人口問題対策連携事業 55,480

中山間・地域政策課 ○わくわくひなた暮らし実現応援事業 146,518

山村・木材振興課 ○ひなたのチカラ林業担い手確保定着促進事業 18,750
　　（林業担い手対策基金）

商工政策課 ○地域課題解決型起業支援事業 24,950

農業経営支援課
漁村振興課

○みやざき農水産業人材投資事業 32,475

(２) 「産業の魅力を高める」雇用環境づくり

産業政策課 ○中山間地域の魅力を高めるフードビジネス支援事業 9,400

長寿介護課 ○介護事業所におけるＩＣＴ導入支援事業 24,000

企業振興課 ○地域を支える未来企業育成事業 23,081

農業経営支援課 ○「地域と創る」新たな農業参入雇用創出事業 21,208

農産園芸課 ○スマート農業による働き方改革産地実証事業 37,696

畜産振興課 ○「稼げる農」で呼び込む中山間地域移住定着促進事業 23,002

(３) 「産業を支える」多様な人材の育成・確保

産業政策課 ○若手社員の“絆”構築事業 8,100

雇用労働政策課 ○みやざき女性・高齢者就業促進事業 42,450

高校教育課 ○キャリア教育によるみやざきの次世代を担う人財育成事業 30,099

　　〃 ○職業系高校生と企業をつなぐ人財育成事業 23,421

(４) 「地域で育てる」子育て環境づくり

医療薬務課 ○若手医師キャリアサポート事業 4,400

　　〃 ○看護人材獲得支援事業 15,700

こども政策課 ○子育てに優しい働き方改革応援事業 15,139

(５) 外国人材の受入れに向けた環境づくり

長寿介護課 ○介護福祉士をめざす外国人留学生の受入支援事業 20,160

　　（地域医療介護総合確保基金）

オールみやざき営業課 ○外国人材受入環境整備事業 37,564

管理課 ○建設産業外国人材確保支援事業 2,000

(６) 「情報を届け、地域とつなげる」効果的な発信

総合政策課 ○デジタルマーケティング推進事業 10,421

雇用労働政策課 ○宮崎で働くキッカケづくり～「３０歳のハローワーク」事業 9,089

［23事業］ 635,103千円
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(2) 基金事業以外の人口減少対策事業

予算額
（千円）

中山間・地域政策課 ○宮崎ひなた暮らし移住・定住促進事業 48,530

　　〃 ○集落活性化・連携等促進事業 3,244

　　〃 ○中山間地域産業支援事業 8,256

　　〃 ○地域づくり人材育成・ネットワーク化事業 5,663

　　〃 ○宮崎をこころの「ふるさと」に！関係人口創出事業 6,517

産業政策課 ○みやざき産業人財確保支援基金事業 16,280

　　〃 ○みやざき地域活性化雇用創造プロジェクト推進費 248,995

　　〃 ○産業人財育成・確保緊急対策事業 2,067

生活・協働・男女参画課 ○協働によるひなたづくり支援事業 4,397

　〃 ○女性の活躍サポート事業 4,542

　〃 ○地域における女性活躍推進事業 10,000

　〃 ○みやざき女性の活躍強化事業 5,056

福祉保健課 ○福祉で働こう！ひなたの人材確保推進事業 1,686

医療薬務課 ○専門医育成事業 37,048

　　〃 ○看護師等修学資金貸与事業 20,928

　　〃 ○医師修学資金貸与事業 128,610

長寿介護課 ○「みやざき・ひなたの介護」情報発信事業 19,702

　　〃 介護ロボット体験・普及促進事業 7,419

　　〃 未来へはばたけ！福祉系高校生応援事業 14,820

健康増進課 ○不妊治療費等助成事業 96,755

　　〃 ○市町村子育て世代包括支援センター設置支援事業 27,586

こども政策課 ○地域子育て支援拠点事業 147,511

　　〃 ○一時預かり事業 260,408

　　〃 ○ファミリー・サポート・センター事業 16,588

　　〃 ○延長保育事業 87,605

　　〃 ○病児保育事業 130,456

　　〃 ○放課後児童クラブ事業 756,033

　　〃 ○多様な主体が取り組む子育て環境づくり支援事業 2,800

　　〃 ○みやざき結婚サポート事業 24,891

［85事業］ 4,686,309千円
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予算額
（千円）

こども政策課 ○ライフデザイン事業 2,711

　　〃 ○子育て応援フェスティバル実施事業 2,524

　　〃 ○夫婦の子育て協働推進事業 1,718

　　〃 ○保育教諭等確保支援事業 2,170

　　〃 ○保育士支援センター運営体制整備事業 3,530

　　〃 ○保育士修学資金貸付等事業 25,644

　　〃 ○保育士等キャリアアップ研修事業 15,229

　　〃 ○子育て支援乳幼児医療費助成事業 891,290

循環社会推進課 環境産業育成支援事業 8,897

森林経営課 ○林業研究グループ育成支援事業 5,490

　　〃 ○「みやざき林業大学校」担い手育成総合研修事業 91,166

　　〃 「みやざき林業大学校」研修環境整備事業 10,270

山村・木材振興課 ○しいたけ等特用林産物生産体制強化事業 47,786

　　〃 ○林業担い手総合対策基金事業 164,987

商工政策課 プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業 32,906

　　〃 ○みやざき若手経営者養成塾 3,000

　　〃 未来みやざき地域商業活性化支援事業 6,048

企業振興課 ○第４次産業革命に対応するものづくり産業基盤強化事業 5,296

　　〃 ○ＩＣＴ産業基盤強化事業 2,387

雇用労働政策課 ○宮崎で暮らす働く、県内就職促進事業 35,976

　　〃 ○若年者就職・定着サポート事業 20,652

　　〃 ○ものづくり技能士育成事業 5,864

　　〃 ○ものづくりの魅力発見！匠の技をご覧あれ　技能振興事業 3,505

　　〃 ○ワークライフバランス促進事業 4,621

　　〃 ○「宮崎の魅力発信」ＵＩＪターン就職促進事業 15,104

　　〃 ○知ろう　伝えよう　宮崎で働く魅力！高校生県内就職促進事業 58,080

　　〃 外国人雇用・就職支援事業 8,169

農政企画課 ○宮崎の魅力を活かす農泊地域総合支援事業 12,670

　　〃 世界農業遺産地域活力創造事業 23,681
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予算額
（千円）

農政企画課 ○未来につなぐ中山間地域農業支援事業 9,400

農業経営支援課 ○農業次世代人材サポート事業 702,127

　　〃 ○みやざきの農を支える労働力安定確保促進事業 1,000

　　〃 ○女性の力でリードする農山漁村パワーアップ事業 2,900

　　〃 ○みやざき農業の魅力アップ！農業経営資源承継モデル構築事業 30,102

　　〃 ○農福連携発！農林水産業ユニバーサル化促進事業 2,000

　　〃 ○宮崎県農業青年海外研修事業 2,766

　　〃 高大連携・地域連携による若者就農促進事業 2,706

　　〃 ○農業大学校を核とした次世代農業リーダー育成強化事業 5,706

　　〃 ○みやざきの農を支える担い手確保・育成体制整備事業 24,393

農業経営支援課
農産園芸課

○最先端技術を活用した施設園芸産地づくり事業 45,000

農産園芸課 ○集落で繋ぐ中山間地域果樹産地支援事業 4,080

漁村振興課 ○未来へつなぐ漁業担い手育成総合対策事業 9,521

　　〃 ○沿岸漁業経営資源承継円滑化事業 3,484

　　〃 ○地域ぐるみの漁業担い手リクルート活動展開事業 4,129

家畜防疫対策課 ○畜産の基盤を支える獣医師の安定確保推進事業 9,500

管理課 ○建設産業の未来を担う人づくり促進強化事業 18,071

技術企画課 ○ふるさとみやざき土木の魅力発信事業 2,077

高校教育課 未来を切り拓く高度職業人育成事業 1,846

　　〃 ○地域連携による探究型学習開発モデル事業 16,062

　　〃 ○宮崎の教育グローバル化推進事業 3,883

高校教育課 ○県立高校を核としたまち・ひと・しごと創生推進事業 31,337

　　〃 ○高校生県内企業探求促進事業 31,429

生涯学習課 ○みやざき地域学校パートナーシップ推進事業 47,807

　　〃 地域の未来を創る地域と学校の連携・協働推進事業 7,502

　　〃 ○みやざき家庭教育サポート推進事業 2,160

文化財課 ○神楽のユネスコ無形文化遺産！県民応援事業 9,557
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