
環境森林部 森林整備事業、復旧治山事業 712,007

農政水産部 土地改良事業、農地防災事業、漁港整備事業 2,295,513

公共道路新設改良事業、公共道路維持事業、公共河川事業、公共砂防事業、公共急傾斜地崩壊対策事業 6,585,938

直轄道路事業負担金、直轄河川工事負担金、直轄高速自動車国道事業負担金 427,823

10,021,281

　① 一億総活躍社会の実現等 （地方創生加速化交付金事業を除く。）

総合政策部 情報政策課 高度な情報セキュリティ対策を講じるため、県と市町村のインターネット接続に係る監視等を集約した自治体情報セキュリティクラウドを構築する。 254,200

福祉保健課 介護人材の確保のため、介護福祉士養成施設等の学生に対する修学資金及び離職者に対する再就職準備金の貸付事業を支援する。 317,313

長寿介護課 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する事業を実施するため、国２／３、県１／３の負担により基金積立を行う。 1,522,814

こども政策課 保育人材の確保のため、保育士養成施設等の学生に対する修学資金や保育補助者の雇用経費等の貸付事業を支援する。 535,676

こども政策課 結婚、妊娠から子育てに至る各段階の悩みや不安を解消するため、県及び市町村において、結婚支援や子育てに温かい社会づくり・気運醸成の取組を実施する。 81,592

こども政策課 子育て環境整備のため、認定こども園の整備を行うための基金積立を行う。 518,606

こども政策課 子育て環境整備のため、保育所の増改築を支援する。 248,026

こども家庭課 児童養護施設入所児童等の円滑な自立を図るため、入所中の資格取得費用や退所後の家賃や生活費を対象とした貸付事業を支援する。 60,145

こども家庭課 児童養護施設等の学習環境を整えるため、パソコン等設置費用を支援する。 2,800

こども家庭課 ひとり親家庭の経済的自立を促進するため、看護士等の養成機関への入学準備金等の貸付事業を支援する。 125,910

農政水産部 営農支援課 年度後半から年度末にかけての繁殖期における野生鳥獣の緊急捕獲を支援する。 44,000

3,711,082

保育所緊急整備事業

8

3 地域医療介護総合確保基金積立金【地域医療介護総合確保基金】

4 保育士修学資金貸付等事業

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

1 自治体情報セキュリティ強化対策事業

合　　　　　　　　　　　　　　　計

地域少子化対策重点推進交付金事業

子育て支援対策臨時特例基金積立金

7

補正予算事業の概要

【補助・交付金事業】

【補助・交付金事業】

【補助・交付金事業】

【直轄事業負担金】

　部　局　等　名

1

事 　業 　名

県土整備部

１　国補正関連

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

6

9

介護福祉士等養成・確保特別対策事業2

補正予算事業の概要

4

11

5

　部　局　等　名 担当課 事 　業 　名

10

福祉保健部

みんなで築く鳥獣被害に強い地域づくり事業

児童養護施設等学習環境改善事業

合　　　　　　　　　　　　　　　計

平成２７年度２月補正予算　事業一覧　（主なもの）

(1) 公共

(2) 非公共

補正予算額

補正予算額

2

3

 



平成２７年度２月補正予算　事業一覧　（主なもの）

　② 地方創生加速化交付金事業

－ － 　　－ 92,172

商工政策課 おいしいみやざき　食と健康関連産業創出支援事業 ビジネスプランコンテストやセミナー開催により、食や健康をテーマとする起業を促進する。 5,000

商工政策課 クラウドファンディングを活用した中小企業金融支援事業 優れたビジネスプランを有する中小企業の、クラウドファンディングを活用した資金調達を支援するとともに、その普及促進を図る。 14,619

産業振興課 地域資源を活用した健康志向の食品開発促進事業 食品に有用な微生物の判別や食品の機能性評価に係る体制を充実することにより、健康志向の新商品開発を促進するとともに、県内企業における機能性表示食品制度の導入に係るモデル事業を実施する。 72,553

－ － 　　－ 98,618

総合政策部
生活・協働・
男女参画課

女性の多様な働き方応援事業
企業における女性の活躍の推進を図るため、県内企業のネットワークを拡大するための啓発活動を実施するとともに、企業における女性労働者の意欲向上やキャリアアップ、職場への定着を促進するためのメンター
バンクを整備する。

16,320

労働政策課 「７０歳現役」就業応援事業
労働力人口の減少を踏まえ、高齢者の能力活用と就業機会を拡大するため、スキル・技能を有する高年齢者を登録する人材バンクシステムを構築するとともに、シニア向けの就業開拓、マッチング等を行う「７０歳現
役」就業応援センター（仮称）を整備する。

18,665

労働政策課 みやざき「働き方改革」加速化事業
働きやすい職場環境づくりを推進するため、イクメン・イクボスセミナー等による啓発や「仕事と家庭の両立応援宣言」企業の登録・普及を加速するとともに、社労士会と連携して働き方改革を進める企業の相談体制を
整備する。

17,792

労働政策課 若年者職場定着・県内就職促進キャリア教育連携事業
県内の大学や専門学校、企業が一堂に会し、高校１年生や保護者等を対象に、進路選択を図る上での県内の様々な選択肢を紹介するフェアを開催するほか、インターンシップやキャリア教育に協力する「企業応援
団」の整備等に取り組む。

36,070

労働政策課 みやざき総合就業支援センター（仮称）整備事業 既存の就業相談窓口を統合・再編し、宮崎労働局（ハローワーク）と連携して多様な求職者の相談や働き方改革、インターンシップ等の相談などを含めたワンストップ相談窓口を整備する。 3,507

企業立地課 宮崎で働こう！ＵＩＪターン交流イベント開催事業
企業立地の呼び水として県外からのＵＩＪターンによる人材確保を促進するため、本県からの進学者の多い東京・福岡において、学生やＵＩＪターン希望者と県内立地企業等との交流イベント（企業紹介、セミナー、個
別相談等）を開催する。

6,264

－ － 　　－ 197,400

農政水産部 地域農業推進課 農で呼び込む移住・ＵＩＪターン促進事業
農業の新たな担い手を確保・育成するため、就農相談機能の充実や県立農業大学校を活用した高度な技術習得研修の実施、担い手の受け皿となる新たな農業法人の育成や企業の農業参入を支援し、農を起点に
都市部から地方へ多様な人財を呼び込む。

197,400

－ － 　　－ 166,913

企業立地課 「宮崎に投資」企業立地プロモーション事業 フードビジネス関連企業等の更なる立地を促進するため、首都圏において、企業等の経営者を対象に企業立地セミナーを開催する。 15,510

オールみやざき
営業課

食の輸出拡大に向けた流通ネットワーク構築事業
フードビジネスの海外展開の拡大に向けて、宮崎ならではの競争力の高い商品を海外に直接流通させる仕組みとして地域商社を育成するとともに、企業が行う現地販促活動への支援等の営業力強化のための取組
を実施する。

27,000

農政水産部 農政企画課 プラスＪＥＴＲＯで攻める輸出拡大産地育成事業
ＪＥＴＲＯの海外ネットワークを活用した産地支援とともに、国内初のキャビア輸出に向けた産地の整備や世界最先端・最速の分析技術を有する（一社）食の安全分析センターとの連携による安全な農産物の輸出に向
けた体制の構築等を進め、農水産物の輸出拡大や産地の活性化を図る。

124,403

総合政策部 情報政策課 地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）をはじめとするビッグデータ・オープンデータの利活用について普及・指導を行い、地方創生人材の確保・育成を図る。 13,112

商工政策課 県内中小企業等のプロフェッショナル人材の採用ニーズを掘り起こし、都市部の経験豊富な人材をＵＩＪターンにより確保することで、企業の成長戦略の実現を支援する。 39,980

労働政策課
平成２７年４月に宮崎に開設した「宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンター」を引き続き設置し、ふるさと人材バンクの運営や首都圏での就職相談、県内企業との交流会の開催、進学した学生へのＵＩＪターン就職情報提
供に取り組む。

44,710

総合政策部 中山間・地域政策課 移住先としての本県の魅力をＰＲするため、首都圏において、「日本創生のための将来世代応援知事同盟」加盟の12県合同による移住フェアを開催する。 6,406

環境森林部 山村・木材振興課
川崎市との連携協定を活かしながら、内装と家具の木質化をテーマに設計・施工・材料に関する勉強会等を行い、県産材の特徴を活かした商品の企画設計やモデル施工を通じて、内装・家具分野での可能性を検証
する。

47,000

商工政策課 九州・山口各県のベンチャー企業と、投資家やビジネスパートナーとなり得る企業が集うビジネスマッチングイベントを開催し、ベンチャー企業の資金調達や販路開拓を支援する。 1,214

産業振興課 海外市場に通用する競争力のある医療関連リーディング企業を育成するため、海外の医療関連大学等との共同実証試験や製品の改良等を支援する。 82,949

産業振興課 福岡県、大分県と合同で、九州ヘルスケア産業推進協議会（ＨＡＭＩＱ）を活用した医療現場のニーズ探索交流会（マッチング会）を開催し、ものづくり企業と医療機器製造販売企業のマッチング機会の創出を図る。 962

労働政策課
九州・山口各県が一体となって、ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組むため、各県知事が共同宣言した「ご当地男ディ宣言」を周知するための広報用動画の作成や推進月間（１０月）でのＣＭ放映の啓発活動に取
り組む。

2,728

労働政策課 九州・山口各県が一体となって、首都圏に進学した学生等のＵＩＪターン就職を図るため、地元企業との就職マッチングイベントの開催やインターンシップ事業を共同で実施する。 9,870

観光推進課 香港市場では鹿児島県や航空会社・旅行会社と、台湾市場では大分県や地元金融機関、ＪＣＢグループ等と連携したプロモーション事業等を展開し、更なる誘客促進を図る。 28,500

オールみやざき
営業課

九州各県共同で「留学生就活サポート協議会（仮称）」を設立し、外国人留学生就活サポート事業を実施する。 500

地域農業推進課 オール九州・山口による観光業界や外食産業等と連携した農商工連携や６次産業化を推進し、九州農林水産物を活用した商品開発等の新たな地域ビジネスの創生を図る。 2,038

地域農業推進課
みかんの生産調整対策により遊休農地となっている樹園地等を活用した新たなビジネスを創出するため、里山の資源である傾斜地を生かした和牛放牧やジビエ資源の活用、新しい果樹産地創出に向けた条件整備
を一体的に行う。

37,500

総合政策部
フードビジネス
推進課

県民参加による「食」資源の掘り起こしと再発見・再評価を促し、本県の「食」の魅力の情報発信と磨き上げを図る。 15,000

オールみやざき
営業課

本県の外貨獲得・出荷量日本一のリーディング産業である焼酎産業の商品力強化や販路開拓、食・物産と一体となった消費拡大等の一貫した振興対策に取り組み、その更なる成長の加速化を図る。 27,500

観光推進課 県のＷｉ－Ｆｉ統一基盤を活用し、地域ならではの観光戦略策定を目的に、個人観光客の詳細な嗜好等分析やリピーター確保のための顧客データ収集を実施する。 15,000

観光推進課 インバウンド需要の取り込みに意欲のある県内自治体等と連携し、地域の魅力を集中的にプロモーションすることで、更なる誘客促進を図る。 34,000

観光推進課
「スポーツランドみやざき」の更なる展開を図るため、民間事業者等と連携したアスリート弁当などのアスリートフードメニューの更なる充実やスポーツトレーナーズバンクの設立によるスポーツメディカルの拡充を図る
とともに、大規模国際スポーツ大会の開催支援等を行う。

33,000

観光推進課 県と市町村による「神話をテーマとする新たな観光」について、ターゲットを絞った効果的な情報発信として、神楽や映像など多様な切り口からのプロモーションやインターネットを活用したキャンペーン等を行う。 37,106

農政水産部 農村計画課 世界農業遺産に認定された高千穂郷・椎葉山地域の活力創造に向けた取組を継続的なものとするため、今後の戦略策定やプロモーション、国東半島・宇佐地域と連携した情報発信等を支援する。 49,626

商工観光労働部 観光推進課 世界農業遺産を生かした旅行商品の造成に向けた現地調査等を実施するとともに、地域の核となる観光人財の育成を図る。 10,000

1,093,804

世界農業遺産を生かした観光推進事業

「神話の源流～はじまりの物語」地域連携推進事業

高千穂郷・椎葉山地域世界農業遺産活用発信事業

31

33

20

21

ＭＩＹＡＺＡＫＩ　ＦＲＥＥ　Ｗｉ－Ｆｉ推進・活用事業

九州連携医療機器産業拠点形成事業

焼酎産業成長加速化事業

九州ベンチャーマーケット開催事業19

22

メディカルバレー国際競争力ＵＰ中小企業リーディングモデル事業

インバウンド地域連携誘客促進事業

「スポーツランドみやざき」地域連携推進事業

25

インバウンド等広域連携誘客促進事業

みやざき里山新ビジネス創出モデル事業

みやざき「食の魅力」再発見・情報発信事業

農政水産部

商工観光労働部

28

29

30

35

34

32

23

24

「いいね！地方の暮らしフェア」開催事業

26

27

商工観光労働部

九州グローバル人材活用促進事業

都市との連携による内装・家具木質化サプライチェーン構築事業

九州・山口連携ワーク・ライフ・バランス推進事業

九州・山口連携ＵＩＪターン就職応援フェア開催事業

補正予算事業の概要　部　局　等　名 担当課

14

－

－

商工観光労働部

17

事 　業 　名

1

プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業15

18

商工観光労働部

みやざきＵＩＪターン就職推進事業（ひなた暮らしＵＩＪセンター）

9

5

6

8

7

16

ＩＣＴ×データによる地域活性化推進事業

商工観光労働部

合　　　　　　　　　　　　　　　計

④ 「宮崎と世界をダイレクトに結ぶ」食の海外展開促進事業

② 「県民総活躍実現」労働力確保加速化プロジェクト事業

① 食と健康産業創出支援事業

オール九州・山口農商工連携・６次産業化推進事業

3

13

－ ③ 農で呼び込む移住・ＵＩＪターン促進事業

10

－

11

商工観光労働部

12

補正予算額

4

2

 



平成２７年度２月補正予算　事業一覧　（主なもの）

　③ ＴＰＰ対策関連

地域農業推進課 中心経営体等の経営規模の拡大や経営の多角化等を図るため、農業用機械等の導入を支援する。 510,000

農村整備課 農地の区画拡大や排水対策、農業用用水施設整備等を実施する。 1,979,148

2,489,148

15,336,167

２　国補正以外 （主なもの）

総務部 税務課 地方消費税の増収に伴い、他の都道府県に支払う地方消費税清算金や県内市町村への地方消費税交付金等の補正を行う。 6,555,295

自然環境課 公益的機能の高い松林において、松くい虫による松枯れの被害拡大を防ぐため、当該松林内被害木の伐倒駆除等を行う。 82,897

山村・木材振興課 安定的・効率的な県産材の生産・供給体制の構築等のため、地域協議会の運営、素材生産・木材加工施設や木造公共施設等の整備のための支援等を行う。 151,458

商工観光労働部
オールみやざき
営業課

「ふるさと宮崎応援寄附金（ふるさと納税）」の寄附金額の増加（7千万円→1億円）に伴い、県産品などの返礼品費用等の補正を行う。 9,000

農政水産部 家畜防疫対策課 家畜伝染病を発生させない強い防疫体制を構築するため、防疫資機材等の整備を支援する。 1,500

警察航空機（ひむか）の双発エンジンの性能低下により継続飛行が不可能となったため、２つのエンジンを交換する。 86,839

県内の自動車教習所で行われる高齢者講習の受講者が見込みより増加したため、委託料の補正を行う。 34,139

▲ 30,740,009

▲ 23,818,881

２月補正　　　　　　合　　　　計 ▲ 8,482,714

1

担当課

2

2

6

　部　局　等　名

5

農政水産部

補正予算事業の概要

松くい虫伐倒駆除事業

環境森林部

3 森林整備加速化・林業再生事業

1 地方消費税清算金・地方消費税交付金等

4

　部　局　等　名 担当課 事 　業 　名

7

国補正以外　　　　　　合　　　　計

（その他の減額等）

国補正関連　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　　※再掲除く

警察航空機（ひむか）緊急改修整備事業

警察本部

高齢者講習委託料

公共土地改良事業費 【再掲】

合　　　　　　　　　　　　　　　計

「ふるさと宮崎応援寄附金」振興事業

強い防疫づくり総合対策事業

補正予算事業の概要

経営構造対策事業

補正予算額

補正予算額

事 　業 　名

 


