
【令和４年度当初予算】

【みやざき産業振興戦略の概要】
【 みやざき産業振興戦略」に基づく施策体系】「
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当初予算額　５６７億４，１８３万３千円（対前年度比１０８．６％）
（内訳）

　 ・一般会計　　５２２億８，９８４万４千円 （対前年度比１０１．０％）
　 ・特別会計　　　４４億５，１９８万９千円 （対前年度比９４９．６％）

○課別予算一覧

会 令和４年度 令和３年度

当初予算額 当初予算額 増減額 比率
計 （ア） （イ） （ア）－（イ） (ｱ)/(ｲ)

千円 千円 千円

44,678,105 46,066,724 ▲ 1,388,619 97.0%

一 1,880,966 1,279,649 601,317 147.0%

般 1,470,360 1,378,665 91,695 106.7%

会 1,088,775 774,024 314,751 140.7%

計  観光推進課 2,149,663 1,390,999 758,664 154.5%

1,021,975 887,056 134,919 115.2%

計 3,171,638 2,278,055 893,583 139.2%

52,289,844 51,777,117 512,727 101.0%

4,389,821 353,658 4,036,163 1241.3%

62,168 115,187 ▲ 53,019 54.0%

4,451,989 468,845 3,983,144 949.6%

56,741,833 52,245,962 4,495,871 108.6%

 企業振興課

令和４年度　商工観光労働部　当初予算

課　　　　　　　　名

対　前　年　度

 商工政策課

商工観光労働部　合計

 オールみやざき
 営業課

 雇用労働政策課

 企業立地推進局
 企業立地課

観
光
経
済
交
流
局

　　計

 商工政策課

特
別
会
計

 観光推進課

計
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方針１ 将来にわたって地域の経済と雇用を支える企業・産業の振興

取り組む施策

戦 略 概 要

○人口減少による国内市場の縮小、労働力不足
○グローバル化の進展によるヒト・モノ・情報等の往来
の活発化
○技術革新による社会や産業構造の変革

○県外から外貨を稼ぐ力を高めることが重要
○企業の連携強化や取引拡大など県内調達の促進が重要
○事業承継が円滑に行われる環境づくりが重要
○企業の魅力をしっかりと若者に届けることが重要 等

１中核企業の育成

２中小・小規模企業
の振興

３成長産業の振興

６観光の振興

５商業・サービス業
の振興

４戦略的な企業立地
と定着支援

外貨を稼ぎ好循環に寄与する中核企業への成長が期待できる企
業に対し、関係機関が一体となって集中的に支援を実施

中小企業が伸びていける環境づくりを目指すとともに、経営支
援機関等と連携し、中小・小規模企業の意欲的な取組を促進

フードビジネスや医療機器関連産業など、本県の強みや特性を
活かした成長産業の育成加速化と集積を促進

まちづくりと一体となった商店街の再生や、キャッシュレス化
等による商業・サービス業の生産性向上を推進

マーケティング機能を強化しながら、持続可能な魅力ある観光
地域づくりを県内各地域で推進

売上高が新たに３０億円
以上へ成長した企業

観光消費額

製造品出荷額等

輸出額

県内新規高卒者の県内就職
割合

ふるさと宮崎人材バンクを
通じた県内就職者数

主な成果指標 主な成果指標現況値 現況値目標値
（R4)

成長産業等の一層の企業立地を推進するとともにフォローアッ
プ活動等による県内での事業拡大や定着を支援

みやざき産業振興戦略の概要
商工政策課

県総合計画「未来みやざき創造プ
ラン」を具現化するための商工業
に関する分野別計画

令和元年度(2019)～
令和4年度(2022)

アクションプランと
同じ期間（4年間）

産学金労官の関係機関で構成するプラットフォー
ム等の下、各施策の実施、検証・評価を実施

位置づけ 推進期間 推進体制

時代の潮流 本県の課題

○付加価値の高い産業の振興
○良質な雇用の確保

戦略の目標

外貨の獲得やイノベーションの創出等を目指し、企業や関係機関等の関係性をつ
くり拡げることで県内企業の成長等を促し、地域経済の持続的な発展を実現

基本姿勢

主な成果指標

1,845億円
(H29)

2,100億円－ ３社

16,166億円
(H28)

17,567億円
(R2)

56.8%
(H30.3月卒)

60.3%

105人
(H29)

150人1,660億円
1,551億円
(H29)

目標値
（R4)
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方針２ みやざきで暮らし、みやざきで働く人財の育成・確保

方針３ 企業の成長等を促す各種支援

２若者の県内就職
促進と離職防止

３ＵＩＪターンの促進

４女性や高齢者など多
様な人材の活躍促進

５外国人材の活用

６技能者の育成・確保
と職業訓練の充実

１働きやすい職場
づくり

企業の魅力や宮崎の暮らしやすさを早い段階から児童・生徒に
伝えるとともに、企業や在職者を対象として職場定着を支援

県内就職に関する情報がしっかりと届く仕組みづくりを進める
とともに、相談対応や企業とのマッチングを実施

女性や高齢者等の潜在的な労働力の掘り起こしから、多様な人
材が活躍できる職場環境づくりの推進、就業促進を実施

国や市町村等とも連携して、オールみやざきの体制で外国人材
が安心して働き暮らしていくための取組を推進

児童・生徒の段階から「ものづくり」への関心を高め、技能者
の育成・確保を図り、高い技能を次世代へ継承

県内企業のワークライフバランスや働き方改革を促し、多様な
人材が働き続けられる環境づくりを推進

県内の各支援機関や各支援ネットワークが重層的に連携し、県
内外の多様な主体との関係性をつくり拡げ企業の成長等を促進

産業人財育成
プラットフォーム

企業成長促進
プラットフォーム

関係機関連携による
輸出促進

イノベーションを持続的に生み出す環境の整備や、中小企業の
課題等に応じた新技術等の導入を促進

広くチャレンジマインドを醸成するとともに、関係機関と連携
して起業・創業に挑戦しやすい環境づくりを推進

関係機関の連携により、事業承継準備に関する気付きを促すと
ともに、掘り起こされたニーズについてきめ細かな支援を実施

海外拠点機能の活用や、ＪＥＴＲＯ・市町村等との連携により
グローバル企業の育成等を行い、県産品の輸出を促進

１海外展開の促進

２新技術の開発や
活用等の支援

４起業・創業支援

３事業承継支援

５支援ネットワーク
の更なる強化

プラットフォーム

別ネットワーク

別ネットワーク

循環

イメージ図 （企業を木や植物に例えると）多様な主体との関係性をつくり拡げ、企業を
育み森のように持続的な経済の連鎖や循環を生み出す

事業承継
ネットワーク

関係機関連携による
起業・創業支援

イノベーション共創
プラットフォーム

＜支援ネットワーク＞

-25-



「みやざき産業振興戦略」における施策体系

（令和４年度予算・商工観光労働部関係）

※令和３年度補正予算を一部含む

○新 … 新規事業

○改 … 改善事業

方針１ 将来にわたって地域の経済と雇用を支える企業・産業の振興

１ 中核企業の育成

(1) ○産学金労官プラットフォームによる企業成長促進事業〈P31〉 26,000 企業振興課

２ 中小・小規模企業の振興

(1) ○新小規模事業者新事業展開等支援事業 〈P32〉 196,385 商工政策課

(2) ○小規模事業経営支援事業費補助金（事業費分） 〈P33〉 78,576 商工政策課

(3) ○中小企業等経営基盤強化支援事業 〈P34〉 9,521 商工政策課

(4) ○商工会事務局体制強化事業 〈P35〉 19,512 商工政策課

(5) ○新販路開拓等事業者支援事業 〈P36〉 31,500 商工政策課

(6) ○新商工会ＤＸ推進事業 〈P37〉 3,665 商工政策課

(7) ○中小企業団体中央会等運営補助金 〈P38〉 12,751 商工政策課

(8) ○改中小企業金融対策費 〈P39〉 42,005,826 商工政策課

(9) ○新中小企業経営改善計画策定緊急支援事業 〈P40〉 11,500 商工政策課

(10) ○プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業 〈P41〉 33,308 商工政策課

(11) ○中小企業等経営再構築サポート事業 〈P42〉 10,000 企業振興課

(12) ○改地域中小企業等新事業展開支援事業 〈P43〉 130,000 企業振興課

(13) ○改ものづくり産業ＩＣＴ人材育成等支援事業 〈P44〉 5,346 企業振興課

(14) ○改ものづくり企業等コロナ対策総合支援事業 〈P45〉 307,784 企業振興課

(15) ○新地域中小企業等新事業創出プロデュース事業 〈P46〉 15,000 企業振興課

(16) ○新県産品需要回復支援事業 〈P47〉 84,684 オールみやざき営業課

(17) ○県産品発掘コーディネーター配置事業 〈P48〉 9,350 オールみやざき営業課

(18) ○改県産品販路全国展開推進事業 〈P49〉 23,609 オールみやざき営業課

３ 成長産業の振興

(1) ○みやざきＩＣＴ産業を担う人材育成事業 〈P50〉 6,115 企業振興課

(2) ○みやざきＩＣＴ産業人材スカウト事業 〈P51〉 10,000 企業振興課

(3) ○輸送用機械器具関連産業総合支援事業 〈P52〉 14,666 企業振興課

(4) ○新ポストコロナを見据えた食品製造業者総合支援事業 〈P53〉 187,286 企業振興課

(5) ○改東九州メディカルバレー構想拠点強化事業 〈P54〉 34,453 企業振興課

(6) ○新感染症対策医療関連機器開発強化事業 〈P55〉 13,500 企業振興課

(7) ○みやざき農商工連携支援事業 〈P56〉 4,000 企業振興課

(8) ○改みやざきＳＨＯＣＨＵ輸出促進事業 〈P57〉 29,826 オールみやざき営業課

（単位：千円）
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４ 戦略的な企業立地と定着支援

(1) ○企業立地促進補助金 〈P58〉 942,760 企業立地課

(2) ○地域工業団地整備促進事業 〈P59〉 8,000 企業立地課

(3) ○誘致対象企業開拓事業 〈P60〉 7,444 企業立地課

５ 商業・サービス業の振興

(1) ○インターネット販売成長促進事業 〈P61〉 17,966 商工政策課

(2) ○未来みやざき地域商業活性化支援事業 〈P62〉 6,048 商工政策課

６ 観光の振興

(1) ○ポストコロナに向けた稼ぐ観光地域づくり推進事業 〈P63〉 50,249 観光推進課

(2) ○みやざきユニバーサルツーリズム推進事業 〈P64〉 26,900 観光推進課

(3) ○新ポストコロナを見据えた観光誘客促進事業 〈P65〉 1,065,158 観光推進課

(4) ○ダムツーリズム推進事業 〈P66〉 9,000 観光推進課

(5) ○「日本のひなた宮崎県」国内誘客強化事業 〈P67〉 16,108 観光推進課

(6) ○教育旅行誘致・定着促進事業 〈P68〉 32,650 観光推進課

(7) ○みやざき観光誘客再生事業 〈P69〉 154,166 観光推進課

(8) ○神話を生かした観光誘客「キキタビ(記紀旅)」推進事業 〈P70〉 11,336 観光推進課

(9) ○ＭＩＣＥ推進強化事業 〈P71〉 52,862 観光推進課

(10) ○改ポストコロナ時代に向けたインバウンド推進事業 〈P72〉 20,820 観光推進課

(11) ○油津港ファーストポート化事業 〈P73〉 8,952 観光推進課

(12) ○海外市場開拓デジタルプロモーション事業 〈P74〉 25,000 観光推進課

(13) ○アマチュアスポーツ合宿支援強化事業 〈P75〉 51,700 観光推進課

(14) ○新みやざきゴルフツーリズム推進事業 〈P76〉 83,368 観光推進課

(15) ○新スポーツキャンプ・合宿全県展開促進事業 〈P77〉 46,175 観光推進課

(16) ○改県民総参加！ひなたプロモーション事業 〈P78〉 42,861 オールみやざき営業課

(17) ○ふるさと宮崎応援寄附金拡大事業 〈P79〉 143,798 オールみやざき営業課
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方針２ みやざきで暮らし、みやざきで働く人財の育成・確保

１ 働きやすい職場づくり

(1) ○働き方改革促進事業 〈P80〉 3,674 雇用労働政策課

２ 若者の県内就職促進と離職防止

(1) ○みやざきで働く魅力！情報発信事業 〈P81〉 10,309 雇用労働政策課

(2) ○改中・高校生の県内就職促進事業 〈P82〉 44,258 雇用労働政策課

３ ＵＩＪターンの促進

(1) ○地域課題解決型起業支援事業 〈P83〉 24,950 商工政策課

(2) ○宮崎で暮らす働く、県内就職促進事業 〈P84〉 30,285 雇用労働政策課

(3) ○県外学生ＵＩＪターン就職サポーター事業 〈P85〉 17,659 雇用労働政策課

４ 女性や高齢者など多様な人材の活躍促進

(1) ○女性・高齢者就業支援事業 〈P86〉 32,303 雇用労働政策課

(2) ○みやざき女性・高齢者就業促進事業 10,149 雇用労働政策課

５ 外国人材の活用

(1) ○改外国人材受入支援事業 〈P87〉 8,730 雇用労働政策課

(2) ○多文化共生地域づくり推進事業 〈P88〉 28,099 オールみやざき営業課

(3) ○改外国人材受入環境整備事業 〈P89〉 45,571 オールみやざき営業課

６ 技能者の育成・確保と職業訓練の充実

(1) ○県立産業技術専門校費 〈P90〉 674,638 雇用労働政策課

(2) ○ものづくり人材育成推進事業 〈P91〉 5,145 雇用労働政策課

(3) ○ものづくり技能振興事業 〈P92〉 3,505 雇用労働政策課

（単位：千円）
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方針３ 企業の成長等を促す各種支援

１ 海外展開の促進

(1) ○ものづくり企業海外販路開拓支援事業 〈P93〉 2,149 企業振興課

(2) ○みやざき加工食品海外販路拡大支援事業 〈P94〉 19,702 オールみやざき営業課

２ 新技術の開発や活用等の支援

(1) ○改地域産業技術開発促進・新事業創出推進事業 〈P95〉 68,888 企業振興課

(2) ○先端技術研究開発促進・人材育成支援事業 〈P96〉 8,139 企業振興課

３ 事業承継支援

(1) ○事業引継ぎ応援事業 〈P97〉 20,000 商工政策課

(2) ○事業承継ネットワーク 商工政策課

４ 起業・創業支援

(1) ○地域課題解決型起業支援事業〈再掲〉 〈P83〉 24,950 商工政策課

５ 支援ネットワークの更なる強化

(1) ○企業成長促進プラットフォーム 企業振興課

(2) ○産業人財育成プラットフォーム 産業政策課

(3) ○イノベーション共創プラットフォーム 企業振興課

(4) ○事業承継ネットワーク〈再掲〉 商工政策課

［その他］

(1) ○宮崎県人会世界大会開催準備事業 〈P98〉 12,000 オールみやざき営業課

(2) ○協定締結都市等との交流促進事業 〈P99〉 5,600 オールみやざき営業課

（単位：千円）

-29-


