
５　参考

(1) 「人を呼び込む」移住・UIJターン、定住の促進

No. 事業名 事業概要 事業費

宮崎ひなた暮らし移住・定住
促進事業

(中山間・地域政策課)

地域における人口減少対策
促進事業

(中山間・地域政策課)

集落活性化・連携等促進事業

(中山間・地域政策課)

中山間地域産業支援事業

(中山間・地域政策課)

みやざき産業人財確保支援
基金事業

(産業政策課)

宮崎で暮らす働く、県内就職
促進事業

(雇用労働政策課)

若年者就職・定着サポート事業

(雇用労働政策課)

宮崎の魅力を活かす農泊地域
総合支援事業

(農政企画課)

世界農業遺産（GIAHS）地域力
育成支援事業

(農政企画課)

農業次世代人材サポート事業

(農業経営支援課)

神楽のユネスコ無形文化
遺産！県民応援事業

(文化財課)

当初予算に計上している人口減少対策事業

6

10

11

5

1

2

3

4

7

8

9

34百万円
若者の県内就職・定着及び県外からのＵＩＪターンを促進する
ため、県内と東京の２か所に「宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセ
ンター」を設置するとともに就職説明会等を開催する。

13百万円

26百万円

10百万円

8億55百万円

農泊推進のため、宿泊施設等の情報をオンライン旅行予約
サイトで発信するとともに、地域協議会等が他業種と連携し
て行う体験メニューの開発等を支援する。

世界農業遺産認定地域を次代に引き継いでいくため、町村
が行う地域活性化の取組への支援や大学等との共同研究、
国内外のＧＩＡＨＳサイトと連携したＰＲ活動等を行う。

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、県民が神楽を応援する
気運の醸成を図るため、神楽公演や県民講座を開催する。

若年者等を対象とした相談・支援窓口を設置し、若年者の就
職支援、早期離職防止や県内企業の人材確保・定着等を図
る。

70百万円

48百万円

9百万円

3百万円

8百万円

県内に就職した若者に対して、県内企業等と連携を図りなが
ら奨学金の返還支援を行うとともに、奨学金を受けている大
学生等に対する情報発信等を行う。

移住・ＵＩＪターンを促進するため、本県の魅力発信及び空き
家バンクの活用や移住サポーターの設置等による市町村の
受入体制強化等の取組を支援する。

県が作成した「ひなたまちづくり応援シート」に基づき、住民
が自らの地域の将来像や課題を共有しながら、課題解決に
向けて行うワークショップ開催等の取組を支援する。

中山間地域における集落の維持・活性化を図るため、研修
交流会の実施や集落の活動状況等の情報発信を通じ、住民
の集落づくりへの取組や集落同士の連携・交流を促進する。

中山間地域産業振興センターのコーディネーターによる地
域産業おこしに関する相談等のワンストップ対応を行うととも
に、中山間地域を巡回し、課題解決のための支援を行う。

就農に係る各種支援事業の情報提供、関係機関等による
フォローアップ及び国の「農業次世代人材投資事業」の活用
により、就農準備から定着まで一連の支援を行う。

21百万円

新

新

[11事業] 10億98百万円

[85事業] 48億11百万円
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(2) 「産業の魅力を高める」雇用環境づくり

No. 事業名 事業概要 事業費

みやざき地域活性化雇用創造
プロジェクト推進費

(産業政策課)

しいたけ等特用林産物生産
体制強化事業

(山村・木材振興課)

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

(企業振興課)

未来につなぐ中山間地域農業
支援事業

(農政企画課)

みやざきの農を支える労働力
安定確保促進事業

(農業経営支援課)

農業法人強化トータルサポート
事業

(農業経営支援課)

最先端技術を活用した施設
園芸産地づくり事業

(農業経営支援課、農産園芸課)

女性の力でリードする農山漁村
パワーアップ事業

(農業経営支援課)
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
(農業経営支援課)

集落で繋ぐ中山間地域果樹
産地支援事業

(農産園芸課)

7

8

9

10

4

1

2

3

6

5

中山間地域農業の維持・発展を図るため、作業受託組織の
育成強化に向けた他産業と連携した労働力確保や機械導入
等を支援し、地域農業を支える営農体制を構築する。

農山漁村地域における農業所得の向上や働きやすい環境
づくりを推進するため、女性農業者の視点を生かした作業環
境の改善や６次化など、経営の多角化等の取組を支援す
る。

2億46百万円

産地が必要とする担い手を確保するため、離農希望者の有
するハウス等の経営資源を就農希望者に円滑に承継する仕
組みを構築する。

夏季冷涼な中山間地域の特長を生かした果樹産地の強化を
図るため、果樹版集落営農組織の育成及び園内道や機械
等の条件整備を推進する。

5百万円

5百万円

45百万円

3百万円

30百万円

4百万円

1百万円
農業経営の規模拡大等に伴い必要となる労働力の安定確
保を図るため、産地における周年を通じた雇用調整や労働
力融通体制の整備、労務管理の改善等への支援を行う。

10百万円

若者の県内企業への就業拡大を図るため、産学金労官が連
携し、労働環境や業務工程の改善を通じた魅力ある職場づ
くりや産業人財の育成等に取り組む。

しいたけ等特用林産物の生産振興を図るため、経営の安定
強化や増産体制の構築に必要な施設整備の支援等を行う。

48百万円

ＩｏＴ等の技術革新や人材不足など、ものづくり産業の課題を
解決するため、県工業会による先進企業の視察やICT活用
に向けた実務演習等の取組を支援する。

農業法人の設立支援や法人間ネットワークの強化、市町村
等と連携した農業参入誘致活動を行うとともに、法人への総
合的なフォローアップを行う。

最先端技術を活かした超多収栽培技術等の普及を図るとと
もに、就農希望者の発掘から研修、就農、定着までの一貫し
たサポート体制を構築する。

新

新

改

改

改

[10事業] 3億98百万円
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(3) 「産業を支える」多様な人材の育成・確保

No. 事業名 事業概要 事業費

地域づくり人材育成・
ネットワーク化事業

(中山間・地域政策課)

産業人財育成・確保緊急対策
事業等

(産業政策課)

協働によるひなたづくり支援
事業

(生活・協働・男女参画課)

女性の活躍サポート事業

(生活・協働・男女参画課)

地域における女性活躍推進
事業

(生活・協働・男女参画課)

みやざき女性の活躍強化事業

(生活・協働・男女参画課)
福祉で働こう！ひなたの人材
確保推進事業
（福祉人材ＵＩＪターン強化事業）
(福祉保健課)

環境産業育成支援事業

(循環社会推進課)

林業研究グループ等サポート
事業

(森林経営課)

「みやざき林業大学校」担い手
育成総合研修事業

(森林経営課)

林業担い手総合対策基金事業

(山村・木材振興課)

プロフェッショナル人材戦略拠点
運営事業

(商工政策課)

みやざき若手経営者養成塾

(商工政策課)

地域商業再生支援事業

(商工政策課)

7

12

13

14

11

8

9

10

2

5

6

1

4

3

福祉分野への就職を促進するため、現場で活躍するＵＩＪ
ターン者の動画による紹介等を通じて、仕事の内容や資格
取得のための支援制度、本県ならではの働きやすさ等をＰＲ
する。

林業就業者の労働安全衛生・福利厚生の充実や技術技能
の向上等に取り組む認定林業事業体等を支援し、林業を支
える人材の確保・定着を図る。

16百万円

5百万円

商店街等の活性化を図るため、商店街のにぎわい創出等の
取組を支援するとともに、商店街のリーダーを対象とした研修
会等を開催する。

5百万円
女性の活躍を支援するため、キャリアアップや起業等に関す
る相談事業等の実施や就業継続等のための講座を開催す
る。

みやざき林業大学校において、林業・木材産業の成長産業
化をリードする人材を育成する。

企業の成長戦略実現のため、販路開拓や生産性向上等に
精通した経験豊富なプロフェッショナル人材と企業とのマッチ
ングを支援する。

地域経済を牽引する経営者を育成するため、若手経営者等
が経営理念や事業戦略等について学ぶ、連続講座の開催
を支援する。

8百万円

39百万円

3百万円

5百万円

6百万円

宮崎の将来を担う産業人財を確保するため、産学金労官が
連携して女子大学生等対象の就職セミナーやＳＮＳによる啓
発活動等を実施する。

あらゆる分野への女性の活躍を推進するため、市町村の女
性活躍推進に向けた取組に対して支援を行い、地域におけ
る女性の活躍推進を図る。

多様な働き方が実現できる環境づくりを進めるため、「みやざ
き女性の活躍推進会議」を支援し、企業を対象とした講演会
や研修会の実施を通じて企業における女性の活躍推進を図
る。

宮崎県地域づくりネットワーク協議会が行う交流会や人材育
成等の活動や、移住者の定住をサポートする相談の実施
等、行政の補完的な役割を担うモデル的な取組に対して支
援する。

2百万円

1億91百万円

産業廃棄物処理業が「環境産業」として地域社会に貢献して
いくため、優良産廃処理業者認定制度や中堅リーダー育成
の取組を支援する。

林業の持続的かつ健全な発展のため、林業後継者等で組
織する「林業研究グループ」やみやざき森林・林業女性の会
「ひなたもりこ」の活動を支援する。

84百万円

23百万円

4百万円

4百万円
地域経営の確立を図るため、ＮＰＯ法人など多様な主体が連
携・協働して課題を解決する新たな仕組みを構築するため、
提案公募型事業を行う。

新

改

改

改

改

[35事業] 6億15百万円
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No. 事業名 事業概要 事業費

ＩＣＴ産業基盤強化事業

(企業振興課)

ものづくり技能士育成事業

(雇用労働政策課)

ものづくりの魅力発見！匠の技
をご覧あれ　技能振興事業

(雇用労働政策課)

ワークライフバランス促進事業

(雇用労働政策課)

働き方改革推進強化事業

(雇用労働政策課)

農福連携発！農林水産業
ユニバーサル化促進事業

(農業経営支援課)

宮崎県農業青年海外研修事業

(農業経営支援課)

企業応援型高大連携による
フードビジネス人材育成事業

(農業経営支援課)

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

(農業経営支援課)

みやざきの農を支える担い手確
保・育成体制整備事業

(農業経営支援課)

未来へつなぐ漁業担い手育成
総合対策事業

(漁村振興課)

沿岸漁業経営資源承継円滑化
事業

(漁村振興課)

地域ぐるみの漁業担い手
リクルート活動展開事業

(漁村振興課)

畜産の基盤を支える獣医師の
安定確保推進事業

(家畜防疫対策課)

17

27

19

18

28

25

26

20

21

22

23

15

16

ものづくりの技能向上及びその魅力や必要性、重要性に対
する県民の理解を深めるため、各種技能大会に出場する選
手の支援や技能まつりを開催する。

漁業者自らが仕事の魅力を情報発信するとともに、漁業関係
者等が地域の実情に応じた担い手対策を話し合う協議会を
設置し、新規就業者のフォローアップ等を行う体制を構築す
る。

3百万円

4百万円

24

農業大学校のフードビジネス専攻において、企業と連携し技
術習得等の強化を図るとともに、高大連携による一貫教育の
場とすることで、県内企業が求める人材を育成する。

国際競争を勝ち抜ける産地構造改革を押し進めるため、農
業大学校を研修拠点として、本県の次世代農業を担うトップ
ランナー等を育成する。

就農相談等の実施により新規就農者等の確保・育成を図ると
ともに、農業者の経営課題に対応する協議会等の取組を支
援する。

2百万円

3百万円

県職員獣医師の安定的な確保を図るため、獣医系大学での
就職説明会の実施やインターンシップの積極的受け入れ、
本県就業希望者への修学資金貸与等を行う。

3百万円

12百万円

22百万円

5百万円

8百万円

企業のワークライフバランスに関する取組を推進するため、
意識啓発や「仕事と生活の両立応援宣言」制度等の普及を
行う。

若年者や女性、高齢者の定着が図られる「働きやすい職場
づくり」のため、経営者を対象とした講演会の開催や「働きや
すい職場『ひなたの極』認証制度」の普及・啓発等を行う。

県内ＩＣＴ企業の経営力や技術力の強化を図るため、自社開
発商品等の販売力向上に資する研修やＩＣＴ技術に関する
研修を実施する。

質の高い技能者の確保と技能継承を図るため、技能士を小・
中学校等に派遣し、児童・生徒への技能体験の機会を提供
するとともに若手技能者への技術指導を行う。

15百万円

漁業への就業支援や効率的な経営転換等を目的に設立さ
れた公益社団法人が実施する担い手の育成確保や漁業の
経営指導等の取組を支援する。

沿岸漁業の担い手を確保するため、中古漁船や漁具等の漁
業経営資源を就業希望者に円滑に承継する仕組みを構築
する。

農山漁村の多様な人材確保のため、農林水産業と福祉の関
係者が連携して障がい者の参画に向けたマッチング体制等
を整備し、農林水産業のユニバーサル化を促進する。

幅広い視野と国際感覚を持つ農業者の育成を図るとともに、
本県出身者を親族に持つ海外農業青年に対する研修を行
い相互交流を促進する。

10百万円

3百万円

2百万円

6百万円

新

新

改
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No. 事業名 事業概要 事業費

建設産業の未来を担う人づくり
促進強化事業

(管理課)

宮崎県キャリア教育推進事業

(高校教育課)

みやざき産業人財育成事業

(高校教育課)

地域連携による探究型学習
開発モデル事業

(高校教育課)

宮崎の教育グローバル化推進
事業

(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

(高校教育課)

みやざき地域学校パートナー
シップ推進事業

(生涯学習課)

33

34

35

30

31

32

29

4百万円

16百万円

4百万円

31百万円

48百万円

18百万円

産業人財を育成するため、職業系高校生が、他学科等と協
働して地域資源を活用した商品開発等に取り組むとともに、
地元産業界で活躍する人による講習会等を実施する。

新学習指導要領を踏まえた探求的な学びを実現するため、
モデルとなる研究校を指定し、カリキュラムの開発・実践に取
り組む。

高校生の海外への短期派遣費用の補助や、海外からの留
学生やALTとの交流活動により、生徒や学校のグローバル意
識を高め、本県教育のグローバル化を推進する。

県立高校が地元自治体、企業等と連携して運営するコミュニ
ティ・スクールを核に、地域課題解決のための学習モデルの
研究や研修を行い、地域を支える人財の育成・確保を図る。

地域、家庭との連携・協働による学校を核とした地域づくりの
ため、市町村職員、教職員等を対象とした研修会を開催する
とともに、市町村が行う放課後子供教室等の運営に要する経
費を補助する。

建設産業の担い手育成のため、若年者の建設技術・技能資
格取得に取り組む建設業者等を支援する。

子どもたちの勤労観・職業観を育成するため、宮崎県キャリ
ア教育支援センターを中心にキャリア教育推進に係る会議・
研修会、ライフプランニング授業等を実施する。

3百万円

新

新

改
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(4) 「地域で育てる」子育て環境づくり

No. 事業名 事業概要 事業費

専門医育成事業

(医療薬務課)

看護師等修学資金貸与事業

(医療薬務課)

医師修学資金貸与事業

(医療薬務課)

不妊治療費等助成事業

(健康増進課)

市町村子育て世代包括支援
センター設置支援事業

(健康増進課)

みやざき結婚サポート事業

(こども政策課)
多様な主体が取り組む子育て
環境づくり支援事業（未来みや
ざき子育て県民運動推進事業）
(こども政策課)
子育て応援フェスティバル実施
事業（未来みやざき子育て県民
運動推進事業）
(こども政策課)

ライフデザイン事業（未来みやざ
き子育て県民運動推進事業）

(こども政策課)

保育教諭等確保支援事業

(こども政策課)

保育士支援センター運営体制
整備事業

(こども政策課)

保育士修学資金貸付等事業

(こども政策課)

保育士等キャリアアップ研修事
業

(こども政策課)

ファミリー・サポート・センター
事業

(こども政策課)

12

13

14

8

7

10

11

2

3

9

1

6

5

4

15百万円

17百万円

3百万円

保育士養成施設の学生に対する修学資金や離職した潜在
保育士への再就職準備金の貸付を行う。

保育士等の専門性向上等を図るため、職位や職務内容に応
じたキャリアアップ研修を実施する。

市町村が行う地域住民同士による育児の相互援助活動等に
要する経費を補助する。

子育てを応援する機運の醸成を図るため、子育て支援に取
り組む団体及び企業の紹介等、子育てに関する情報を提供
するイベントを開催する。

25百万円

3百万円

3百万円

4百万円

26百万円

98百万円

17百万円

みやざき結婚サポートセンターの運営を通して、結婚を希望
する会員同士の出会いと結婚を応援する。

虐待防止のための啓発や子どもの自主性を育む遊び場の提
供等、多様な子育て支援に取り組む団体を支援する。

幼保連携型認定こども園で勤務する保育教諭の確保のた
め、資格取得等に必要な受講料や受講中の代替職員の人
件費補助により、保育士資格と幼稚園教諭免許の併有を支
援する。

保育士の安定的確保のため、「保育士支援センター」におい
て、潜在保育士等への就職支援や研修等を実施する。

妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援体制を構築す
るため、市町村が取り組む子育て世代包括支援センターの
設置等を支援する。

子どもを安心して生み、健やかに育てる環境づくりを推進す
るため、不妊治療等を受ける夫婦に対して治療費の一部を
支援する。

大学生等に今後の人生設計について考える機会を提供する
ため、出前講座等を行う。

3百万円

28百万円

1億22百万円

小児科、産科及び総合診療科の医師を育成・確保するた
め、県内定着が期待できる専攻医に研修資金を貸与するほ
か、小児科の症例研究会を開催し、若手医師の資質向上を
図る。

若手医師の安定的な養成・確保及び地域的な偏在解消を図
るため、県内への定着が期待できる医学生に対して修学資
金を貸与する。

21百万円
看護師等の確保を図るため、養成施設在学生のうち、免許
取得後、県内の病院等に就業しようとする者に対して修学資
金を貸与する。（助産師には加算。）

改

改

改

改

[22事業] 25億45百万円
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No. 事業名 事業概要 事業費

地域子育て支援拠点事業

(こども政策課)

一時預かり事業

(こども政策課)

病児保育事業

(こども政策課)
夫婦の子育て協働推進事業（未
来みやざき子育て県民運動推
進事業）
(こども政策課)

子育て支援乳幼児医療費助成
事業

(こども政策課)

延長保育事業

(こども政策課)

放課後児童クラブ事業

(こども政策課)

みやざき家庭教育サポート推進
事業

(生涯学習課)

(5) 外国人材の受入れに向けた環境づくり

No. 事業名 事業概要 事業費

外国人留学生等就職促進事業

(オールみやざき営業課)

22

17

18

19

20

21

15

16

1

2百万円
子供の家庭教育充実のため、「サポートプログラム」の普及と
家庭教育に関する相談対応等を行う「サポートチーム」の設
置等を行う。

2億60百万円

82百万円

2百万円

8億91百万円

88百万円

6億82百万円

夫婦がお互い協力しながら子育てに取り組む「夫婦の子育
て協働」を促進するため、父親と子どもが一緒に参加する講
座を開催する。

子育て家庭の負担軽減、安心して子どもを生み育てられる環
境づくりのため、市町村が行う小学校入学前の乳幼児に対
する医療費助成に要する経費の一部を補助する。

やむを得ない理由により、保育時間の延長が必要な子どもに
対応するため、市町村が行う延長保育の提供に要する経費
を補助する。

保護者が昼間家庭にいない児童に対して、市町村が行う小
学校の余裕教室や児童館等を利用した適切な遊び・生活の
場の提供に要する経費を補助する。

2百万円
外国人留学生の県内企業への就職促進を図るため、留学生
向けのセミナーやインターンシップ、企業向け採用セミナー
等を開催する。

1億54百万円

突発的な保育需要への対応や保護者の育児疲れ等による
負担を軽減するため、市町村が保育所等で行う一時預かり
に要する経費を補助する。

病気あるいは回復期にある子どもに対して、市町村が行う病
院・保育所等における保育の提供に要する経費を補助す
る。

地域における子育て親子の交流等を促進するため、市町村
が行う交流の場の提供や子育て相談等に要する経費を補助
する。

改

改

[1事業] 2百万円
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(6) 「情報を届け、地域とつなげる」効果的な発信

No. 事業名 事業概要 事業費

宮崎をこころの「ふるさと」に！
関係人口創出事業

(中山間・地域政策課)

「みやざき・ひなたの介護」情報
発信事業

(長寿介護課)

「宮崎の魅力発信」ＵＩＪターン
就職促進事業

(雇用労働政策課)
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
(雇用労働政策課)

ふるさとみやざき土木の魅力
発信事業

(技術企画課)

高校生ひなた暮らし促進事業

(高校教育課)

4

5

6

1

2

3

2百万円

30百万円

建設産業の担い手確保のため、小・中・高校生等を対象とし
た公共事業の魅力や必要性、重要性を発信するイベント等
を実施する。

高校生の県内定着を促進するため、就職支援エリアコーディ
ネーターを配置するとともに、生徒・保護者向けの企業見学
会等や大学・企業と連携した学習・共同研究を実施する。

20百万円

39百万円

56百万円

若年求職者の県内就職を促進するため、企業情報の発信を
強化するとともに、Uターン希望者の掘り起こし、県内企業の
求人開拓やインターンシップ受入の促進等を行う。

高校生が魅力ある県内企業の情報に触れる機会を増やすた
め、就職支援員の配置や学年に応じた企業説明会等を開催
し、県内への就職促進を図る。

関係人口の創出と将来の移住につなげるため、ワーキングホ
リデーの実施等により、首都圏の若者等が宮崎に関心を寄
せ、つながる機会を提供する。

7百万円

介護従事者を安定的に確保するため、情報番組やイベント
等を通して若者や地域住民に介護の魅力を発信することに
より、「介護のしごと」の理解促進を図る。

新

新

新

改

[6事業] 1億54百万円
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