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■ はじめに

１ 計画改定の趣旨

日本、そして本県は、本格的な少子高齢・人口減少時代を迎えていますが、その
一方で、グローバル化はますます進むものと考えられます。また、地球温暖化対策
など環境にやさしい持続可能な社会への転換も求められています。

これからの時代を長期的な流れとして捉えると、当然、社会や経済のありようは

大きく変わっていかざるを得ません。

また、高齢化に伴う社会保障費の増大など国や地方の財政はますます厳しくなる

ことが予想される中、行政の効率化を図ると同時に地方の独自性を高め、地方自ら

の責任と判断で政策を実行する仕組みに変えていくため、地方分権や広域的行政が

進められています。

このような環境の変化と新たな課題に対応していくため、将来の本県のあるべき

姿を見据えた、今後の県政運営の指針として「未来みやざき創造プラン」を平成

２３年（２０１１年）に策定しました。

この計画は、令和１２年（２０３０年）の将来像を描いた「長期ビジョン」と４

年間の施策展開を示した「アクションプラン」とで構成されており、これまで、数

値目標や工程表に基づく進捗管理を通じて着実な推進に取り組んできました。

その結果、官民を挙げた取組も相まって、フードビジネスや医療機器等の成長産

業の育成加速化、企業や産業人財の育成基盤の整備、交通ネットワークの整備進展

など、新たな成長につながる成果が出てきていますが、一方では、少子高齢化や人

口減少の進行に歯止めがかからない状況が続いており、今後、地域や産業を支える

人財の確保、暮らしに必要なサービスの維持等をいかに図っていくのかが大きな課

題となっています。

また、平成２３年（２０１１年）の長期ビジョン策定後に発生した東日本大震災

や熊本地震をはじめ、相次ぐ大規模な自然災害は、私たちに人と人とのつながり

“絆”の大切さを再認識させるとともに、防災・減災対策や危機管理対応の在り方

に多くの課題を投げかけています。

このような状況を踏まえ、「長期ビジョン」を改定し、新たな「アクションプラ

ン」を策定します。

２ 計画の役割

今後、高齢化が一層進み、医療費や介護費などの社会保障費が増大すれば、財政

圧迫の大きな要因となり、成長に向けた新たな投資は困難になってくることも考え

られます。また、本格的な少子高齢・人口減少時代を迎える中で、働く世代の人口

が減ることにより労働力の確保が大きな課題になるなど、様々な分野で大きな影響

が出はじめています。

このように考えると、将来の地域社会や経済状況は、今とはかなり状況が違って

いることを前提にしなければなりません。

この計画の役割は、人口減少など社会変化の大きな流れを予測し、本県の将来の

あるべき姿を見据え、課題は何なのか、そして、どのような施策が必要なのかを示

すことです。
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現在、「地方創生」に国や全国の自治体が取り組んでいますが、この計画は、本

県における人口減少問題の克服に向けた基本的な考え方を提示するものであり、ま

ち・ひと・しごと創生法（平成２６年(2014年)法律第１３６号）に規定する都道府

県まち・ひと・しごと創生総合戦略としても位置づけるものです。

本計画は、現在の制度をもとにして策定していますが、今後、本格的な人口減少

の進行を背景に、地方自治制度の在り方が見直されることも考えられます。それぞ

れの役割が変わってくる可能性がありますが、県や市町村、企業や民間団体、そし

て県民の皆様一人ひとりが連携、協働し、自らの役割をしっかりと果たしていくこ

とが大切です。

このような意味で、この計画は、本県のこれから進むべき道筋を示す「県民共有

の指針」とするものです。

３ 計画の構成と期間

計画は、「長期ビジョン」と「アクションプラン」で構成されます。

「長期ビジョン」では、令和１２年（２０３０年）に本県が目指す将来像を描く

とともに、長期的視点からの重要課題に対応していくための「長期戦略」や「分野

別施策」の基本的な方向性を示します。

「アクションプラン」では、長期ビジョンに示す基本目標や本県が目指す将来像

を踏まえ、長期戦略等を具体的に推進する観点から、令和元年度（２０１９年度）

から令和４年度（２０２２年度）までの４年間に優先的に取り組む施策の内容や

数値目標を明らかにします。

なお、アクションプランや各部局等における部門別計画は、長期ビジョンに基づ

く長期的視点からの施策や、厳しい経済情勢などの本県が直面している緊急的な課

題に的確に対応するための施策で構成することになります。

４ 計画の進行管理と見直し

人口減少の進行、近年におけるＩｏＴやＡＩなどの科学技術の進展やグローバル
化による社会経済情勢の大きな変化、さらには、地方行政を取り巻く環境の変化な
ど、現時点では予想できない情勢により、将来の見通しを見直していく必要が生じ
ることが考えられます。

このため、長期ビジョンについて必要に応じた改定を行うとともに、アクション

プランについても、４年間に取り組む施策について、毎年度、評価・検証を行いな

がら進行管理していくこととします。

アクションプラン
（第１期）

同左
（第２期）

同左
（第３期）

長期ビジョン（20年）

2011年
（平成23年）

2030年
（令和12年）

2011年 2030年2015年 2019年 2023年

一部修正 一部修正
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５ 概念図

１ 経済拡大を前提とした社会・価値観からの転換
２ 適切な役割分担と住民主体の地域経営
３ 未来の郷土を担う人財の育成
４ 長期的視点に立った社会基盤の整備

未来を築く新しい「ゆたかさ」への挑戦

人づくり くらしづくり 産業づくり

部門別計画 長期ビジョン・知事の公約実現を踏まえての
４年間の実行計画

時代の潮流 本県の特性

基本目標

宮崎県総合計画 未来みやざき創造プラン

目指す将来像

地域や人のゆたかな絆の中
で、みんなが持てる力を発揮
し、生き生きと活動する社会

安全・安心で
心ゆたかに
暮らせる社会

生産性を高め、時代のニー
ズに応える産業が地域に展
開し、安心して働ける社会

長期戦略

５つの長期的視点

人口問題 グローバル化 科学技術・環境

解決すべき課題 生かすべき特性・可能性

５ 地域の資源を生かした魅力づくり
６ 国際社会でのみやざき・九州の確立
７ 危機事象への対応
８ 効率的・効果的な行財政運営

○安心して子どもを生み、
育てられる社会
○未来を担う人財が育つ社会
○文化・スポーツに親しむ社会
○多様な主体が参加し、一人
ひとりが尊重される社会

○生き生きと暮らせる
健康・福祉の社会
○自然との共生と環境に
やさしい社会
○安心して生活できる社会
○安全な暮らしが確保
される社会

○様々な連携により新たな産業
が展開される社会
○魅力ある農林水産業が展開
される社会
○創造性のある工業・商業・
サービス業が営まれる社会
○活発な観光・交流による
活力ある社会
○経済・交流を支える基盤が
整った社会

基本目標・将来像実現のため長期的視点から重点的・優先的に取り組む戦略

分野別施策の柱及び施策の基本的方向性

基本目標・将来像実現のため分野別に体系化した施策の基本的方向性

知事の
公約

県づくりの基本姿勢

分野別施策

人 くらし 産業

危機対応

令和１２年
（２０３０年）を展望

長期ビジョン

アクションプラン

人口減少・人口構造変化に伴う
・総人口
・就業者数
・県内総生産
・県民所得

将来推計と予測

・本格的な少子高齢・人口減少時代の到来
・グローバル化と地域社会
・資源・環境問題への対応
・社会を支える科学技術の発展
・大規模災害への対策
・地方分権と広域的行政の推進
・国・地方を通じた厳しい財政状況

・持続可能な社会を目指して－SDGsの実現－

・地理的特性（東アジアとの近接性、３都市圏・
８地域ブロック）

・自然環境（温暖な気候、恵まれた日照環境、
豊富な森林・水資源、地震の発生等）

・生活環境（低い物価・地価・県民所得、
ゆとりある住環境等）

・産業（高い食料・木材供給能力、
豊富なエネルギー資源等）

人生100年時代

戦略１ 人口問題対応戦略

戦略２ 産業成長・経済活性化戦略

戦略３ 観光・スポーツ・文化振興戦略

戦略４ 生涯健康・活躍社会戦略

戦略５ 危機管理強化戦略
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ビジョン編（平成３１年３月改定）

第１章 時代の潮流と将来予測

（※表やグラフに示す数値については、端数処理の関係で合計が合わないことがあります。）
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第１節 時代の潮流

１ 本格的な少子高齢・人口減少時代の到来

世界の人口は、今後も増加が見込まれていますが、日本は、本格的な少子高齢・
人口減少時代を迎えています。
そして、本県では、全国平均より早く高齢化が進んでおり、大学進学や就職など

による若年層の人口流出がこのまま続けば、人口減少は加速し、人口構造もさらに
大きく変わることになります。
また、平均寿命の延伸が続き、「人生１００年時代」が到来しようとする中で、

今後は、教育や雇用、社会保障などの在り方も大きく変化していくことが予想され
ます。
将来にわたって社会や経済の活力を維持し、安心して暮らせる未来を築くために

は、本県でも将来の変化を予測し、重要課題に対して、適切に対応していく必要が
あります。

（人口構造の変化等により予想されること）
○人口減少 ～ 消費（需要）の減少、地域の維持困難など
○労働力人口の減少 ～ 労働力不足、生産力の低下、国際競争力の低下など
○世界的な人口増加 ～ 食料不足や資源不足など
○少子高齢化 ～ 社会保障費の増加、地域活力の低下、

ライフプランや消費者嗜好の多様化など

（世界の人口推移） （単位：百万人）

７５歳以上

６５～７４歳

１５～６４歳

１４歳以下

（出典:国際連合｢World Population Prospects:The 2016 Revison｣）

（日本の人口推移） （単位：百万人）

７５歳以上

６５～７４歳

１５～６４歳

１４歳以下

（出典:2010年までは総務省国勢調査（年齢不詳除く）、
2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所 日本の将来推計人口（平成29年（2017年）1月推計））
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（宮崎県の人口推移） （単位：千人）

７５歳以上

６５歳以上

１５～６４歳

１４歳以下

（出典:2010年までは総務省国勢調査（年齢不詳除く）、
2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（平成30年（2018年）3月推計））

（宮崎県の人口動態） （単位：千人）

人口変動の要因としては、自然増減（出生者

数と死亡者数の差）と社会増減（県外から転入す

る人数と県外に転出する人数の差）があります。

これまでは、自然増が社会減を上回ることによ

り宮崎県の人口は保たれてきました。

しかし、２０００年代以降は、社会減に加えて、

自然減も拡大していますので、今後、本県の人口

減少がさらに加速化することが見込まれます。

（出典:自然動態：厚生労働省「人口動態調査」、社会動態：

総務省「住民基本台帳人口移動報告」）

（日本の社会保障に係る費用の将来推計）

社会保障関係の給付費は、平成30年度（2018年度）の121．3兆円から令和22年度（2040年度）の約

190兆円まで増加すると見込まれ、特に医療費・介護費の増加が急激になると予測されています。

180 
101 97 69 

23 -5 
-24 -57 

-164 

-26 -35 -19 -32 -19 

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

’50

年
代

’60

年
代

’70
年
代

’80

年
代

’90

年
代

2000

年
代

2010

～2016

年

社会増減
自然増減

（出典：内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」

278 274 240 187 159 143 122 105

684 757 761
740

681
574

500
433

61
76 99

140
135

169

133
123

28
44 67 101

157
181

221
216

1,051
1,151 1,167 1,168

1,132
1,067

976

877

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040

8



２ グローバル化と地域社会

中国やインド、ＡＳＥＡＮをはじめとするアジア諸国では、経済成長や人口増加

等が進展しています。また、グローバル化により、世界の動きが直接、地域社会に

影響を与えるようになっています。

世界では、現在、経済格差の拡大等を背景に、一部の国で保護主義的な動きが見

られるものの、ＡＳＥＡＮ諸国等とのＥＰＡ（経済連携協定）やＴＰＰ（環太平洋

連携協定）をはじめとした自由貿易の流れは、国際社会にとって、引き続き、重要

な意味を持っています。今後とも、経済や人の交流は拡大すると見込まれますが、

これは同時に、国際的な地域間競争が激化することを意味します。

本格的な少子高齢・人口減少社会を迎える中、経済的つながりが強く、成長著し

いアジアを中心に、経済・観光面はもとより、人財面でも交流を拡大し、その活力

を取り込んでいくこと、さらには、地域の強みや特性を生かして国際社会の中でも

個性ある地域づくり、産業づくりを行うことが必要です。
※ＡＳＥＡＮ諸国…インドネシア・カンボジア・シンガポール・タイ・フィリピン・

ブルネイ・ベトナム・マレーシア・ミャンマー・ラオス

（日本の輸出額） （単位：兆円） （日本の輸入額） （単位：兆円）

（出典：貿易統計（財務省））

（海外現地法人数） （単位：社） （訪日外客数、出国日本人数） （単位：千人）

（出典：第47回海外事業活動基本調査結果概要（経済産業省）） （出典：日本の観光統計データ（日本政府観光局））

日本の貿易額は、輸出、輸入とも対アジア地域を中心に増加傾向にあります。
また、企業のグローバル化が進み、海外展開する企業も増えています。
さらに、近年では、訪日外客数が大幅に伸び、出国日本人数を上回っています。
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*SDGs：資源・環境問題を含む17のゴールと169のターゲットから構成される令和12年（2030
年）までの国際開発目標。最終的には、地球上の誰一人として取り残さない、持続可能な
世界を実現することを目指している。（15ページ「８ 持続可能な社会を目指して―SDGs
の実現―」を参照）
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３ 資源・環境問題への対応

環境汚染や気候変動、自然災害といった地球規模の課題はグローバルに連鎖して

いるため、環境問題については国境を越え、世界の全ての国々がともに対応すべき

課題として認識されています。

また、世界の人口増加や世界的な経済活動の広がりにより、水・食料・エネルギ

ーを含む資源の確保が大きな問題となってくることが懸念されます。

このような状況を踏まえ、平成27年（2015年）９月に国連において、持続可能な

開発目標（SDGs
*
）が採択されました。今後、限られた資源の有効活用、再生可能

エネルギーの利用拡大、水素の利活用など、環境に配慮した低炭素・循環型社会に

転換していくことが、ますます重要になってくると考えられます。

（世界のエネルギー消費量の推移）（単位：億t ） （人為的CO２排出量、濃度）（単位:億t(左)、ppm(右)）

（出典：エネルギー白書2017（資源エネルギー庁）） （出典：環境統計集（平成29年版）（環境省））

※「他再生エネルギー」は「太陽光、風力、地熱等（水力を除く）」の合計

（世界の穀物生産･消費･在庫）（単位:億t(左)､%(右)）
世界全体の穀物等の国際需給の動向を見

ると、需要面では、開発途上国を中心とし
た人口の増加、経済発展に伴う食生活の変
化、畜産物消費の増加に伴う飼料用需要の
増大、それに加え近年ではバイオ燃料向け
需要の増大等から、消費量は着実に増加し
ています。
一方供給面では、生産量はトレンドとし

ては増加傾向にありますが、主要国の農業
政策の変更や天候による作柄の増減等によ
り大きな変動が見られます。
近年、異常気象による世界的な減産に伴

う期末在庫率の低下、穀物価格の高騰等に
より、穀物等の需給をめぐる状況は不安定
な面はありますが、期末在庫率は落ち着き
を見せています。
（出典：海外食料需給レポート2016（農林水産省））
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*1 イノベーション：これまでのモノ、仕組みなどに対して、全く新しい技術や考え方を取り入れて
新たな価値を生み出し、社会的に大きな変化を起こすこと。

*2 Society5.0：①狩猟社会、②農耕社会、③工業社会、④情報社会に続く、人類史上５番目の新しい
社会。新しい価値やサービスが次々と創出され、社会の主体たる人々に豊かさをもたらしていく。

*3 シェアリングエコノミー：十分に使われていないモノ、空間、知識・知恵、技能等の遊休資産を ICT
の活用によって共有する幅広いビジネス

*4 CNF：農林物から科学的・機械的処理により取り出した繊維状物質で、熱による膨張・収縮が少
なく、環境負荷の少ない植物由来の素材であり、鋼鉄より軽く、さらに強度も大きい。

４ 社会を支える科学技術の発展

科学領域における様々な技術進歩は、その成果を産業に取り込むことで、労働や
資本といった生産要素の投入以上の付加価値を生み出し、産業全体としての生産性
を高めていくとともに、生活の利便性を向上させることができます。
産業の生産性と競争力を高めていくためには、技術進歩が重要な要素であり、

この技術進歩をもたらすのが技術革新（イノベーション
*1
）です。

現在、研究開発やベンチャー企業の活性化等を通じて、ＩｏＴ、ビッグデータ、
人工知能（ＡＩ）、ロボット等のイノベーションが急激に進んでいます。我が国で
も、先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り込んで、様々な課題を解決する社会
「Society5.0

*2
」の実現を目指しており、自動運転や遠隔診療、キャッシュレス決

済やシェアリングエコノミー
*3
の活用などに向けた取組が進められています。

また、新素材の技術開発も行われており、この中には、植物由来の素材であり、
将来的な国内市場が１兆円にもなると見込まれているセルロースナノファイバー（C
NF

*4
)などもあり、本県の強みである農林物の活用も期待されます。
少子高齢化と人口減少が進行する中にあっても、このような取組や技術開発が進

むことにより、国際競争力の強化や産業・経済の活性化が図られるとともに、健康
寿命の延伸や移動困難者の利便性向上、労働力不足への対応をはじめとした社会的
な課題解決にも寄与し、持続可能でより豊かな社会やくらしの実現につながること
が期待されています。

【先端技術の展開事例】
○ＩｏＴ～ウェアラブル端末などを利用した健康情報の収集による生活習慣病予防
○ビッグデータ・ＡＩ～様々な業種のデータ等から需要を予測した製品やサービスの開発
○ロボット～ロボット介護（介護支援型、自立支援型等）などによる労働力の補完

ドローンを活用した個別配送などの物流

【Society5.0の実現に向けた国の戦略分野】
○健康寿命の延伸
新しい健康・医療・介護システムの構築 等

○移動革命の実現
物流効率化、移動サービスの高度化 等

○サプライチェーンの次世代化
革新的な製品やサービスの創出 等

○快適なインフラ・まちづくり
インフラ整備や維持管理の生産性向上 等

○ FinTech
キャッシュレス化、消費データの利活用等

（出典：2017年 未来投資戦略）

【新素材の例】
○セルロースナノファイバー
○炭素繊維
○有機ＥＬ
○ファインセラミックス

（出典：2015年 金属素材産業の現状と課題への対応）

（経済産業省）
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５ 大規模災害への対策

我が国は、世界でも有数の災害が発生しやすい国であり、地震、台風や集中豪雨
による洪水、土砂災害、そして火山噴火など、各地で多くの災害が発生しています。
特に、東日本大震災や熊本地震、九州北部豪雨災害では、これまでの想定をはる

かに超える地震などにより甚大な被害をもたらし、津波や土砂崩壊への対策、原子
力安全対策、被災者支援のみならず支援を受け入れる側の受援体制づくりなど、大
きな課題を私たちに投げかけました。
過去の大規模災害を教訓に、今後は被害の発生抑止のみを目的とした「防災」の

範囲を超えて、いかなる災害等が発生しようとも、社会機能への被害が致命的なも
のとならず、最悪の事態に陥ることが避けられるような「強さ」と「しなやかさ」
を備えた日本を目指していく必要があります。
本県においても、霧島山の火

山活動が活発化しており、地域
経済や住民生活に影響を及ぼし
ています。また、南海トラフ地
震は今後３０年以内に70～80％
程度の確率で発生するとされ、
発生した場合、最大で約３万５
千人もの人的被害（死者数）が
想定されています。
大規模災害は起こりうるもの

として常に意識し、自助・共助
・公助が適切に連携し、迅速な
復旧復興が図られる社会を構築
していくことが求められていま
す。 （出典：内閣府）

南海トラフ地震の想定(最大)

津波浸水想定（宮崎市） 震度分布
【平成25年(2013年)２月宮崎県公表】 【平成25年(2013年)９月宮崎県公表】

建物被害(全壊棟数) 最大約８万９千棟 【平成25年(2013年)10月宮崎県公表】
人的被害(死者数) 最大約３万５千人 【平成25年(2013年)10月宮崎県公表】
経済被害 約５兆３千億円 【平成25年(2013年)10月宮崎県公表】
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６ 地方分権と広域的行政の推進 
 
    少子高齢・人口減少の本格化、経済のグローバル化など、社会経済情勢が大きく
変化する中、多様な住民ニーズに的確に対応していくためには、地方の自主性・自
立性を高め、主体的に地域経営を行えるようにすることが不可欠です。 

  これを実現するためには、国から地方への大幅な権限移譲や、いわゆる｢義務付け
・枠付けの見直し」を更に推進するとともに、地方の役割と責任に見合う税財源の
移譲を進める必要があります。 

  また、東京への一極集中が続き、若者を中心とした地方からの人口流出が加速す 
る中で、地方では従来の行政サービスを維持することが困難となる懸念があります。 
このようなことから、国においては、人口減少社会での地方自治体の在り方とし

て、中心市と周辺市町村からなる広域的行政や都道府県が直接市町村を補完・支援
する制度などを検討し始めていることにも注目する必要があります。 

 
 
 

 終戦直後 
 
 

 
  独立回復と

経済復興 
 
 
 
 
 

 
  高度経済 
成長 

 
 
  経済大国化 
  と行財政 
 改革 

 
  地方分権 
 改革 
 
 
 
 
  地方創生 
  の推進 
 

明 21 町村数：71,314 
昭 20.10 市町村数：10,520 

1946（昭 21）日本国憲法制定  ～ 第８章「地方自治」を規定 
1947（昭 22）地方自治法制定  ～ 戦前の都制、道府県制、市制町村制は廃止 

内務省解体に伴い警察・消防は市町村の事務となる 
昭 28.10 市町村数：9,868 

1950（昭 25）地方税法制定    ～  地方税制の創設 
1952（昭 27）地方財政法改正  ～  地方が行う事務経費は全額地方公共団体負担 
1953（昭 28）町村合併促進法 ～ 昭和の大合併 
1954（昭 29）地方交付税法制定～ 交付税制度の創設 
             警察法制定     ～ 市町村警察を都道府県警察に再編 
1956（昭 31）地方教育行政法  ～  国、都道府県、市町村が一体となった教育行政 
1954（昭 29）～1959（昭 34）社会保険関連の法整備 ～ 国民皆年金へ 

昭 31.9 市町村数：3,975 
1950 年代後半から高度経済成長 ～ 地域開発行政における広域的事務処理や福祉国家 

の理念に基づく全国均一の事務処理等により中央集権型行政スタイルが拡大 

昭 60.4 市町村数：3,253 

 
1970 年代から公共工事、社会保障の膨張により財政赤字が増加 
1983（昭 58）行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律 

平 14.4 市町村数：3,218 
 

2000（平 12）地方分権一括法  ～  国と地方「上下・主従」から「対等・協力」へ 
2005（平 17）市町村の合併の特例等に関する法律施行  ～  平成の大合併 
2004（平 16）～2006（平 18）三位一体の改革  ～  国庫補助負担金改革等 
2007（平 19）地方分権改革推進法 ～ 国から地方への権限移譲、地方公共団体に対する

事務処理の義務付け及び関与の整理合理化等 

平 22.3 市町村数：1,727 
2011（平 23）国と地方の協議の場法 等成立 
2011（平 23）～2013（平 25）第１次一括法～第３次一括法 
 ～ 義務付け・枠付けの見直し、都道府県から市町村への権限移譲 

2014（平 26）まち・ひと・しごと創生法 
2014（平 26）～2018（平 30）第４次一括法～第８次一括法 
 ～ 義務付け・枠付けの見直し、国から地方への権限移譲、都道府県から指定都市等 

                   への権限移譲、地方からの提案募集方式の導入 
平 28.10 市町村数：1,718 
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*1 ナッジ（nudge) ：本来、「気づかせるために肘でそっと突く」ことを意味する英単語で、行動経
済学の理論に基づきより良い行動選択を促すことを指し、公共政策への活用が提唱されている。

*2 EBPM：証拠に基づく政策立案（Evidence Based Policy Making）。

７ 国・地方を通じた厳しい財政状況

国内景気は緩やかな回復基調が続いていますが、これまでの景気低迷や高齢化等
に伴う社会保障費の増大などの要因により基礎的財政収支は財源不足が続き、長期
債務残高も拡大するなど、国及び地方の財政は、依然として大変厳しい状況にあり
ます。
国や都道府県、市町村では、それぞれが行財政改革に積極的に取り組んでいます

が、少子高齢化が進む中で、今後も税収の大きな伸びは期待できないと考えられま
す。一方、歳出面では、社会保障費の増加に加え、防災・減災対策や公共施設の老
朽化対策など財政需要の増大が想定されます。
このような中にあっては、施策の「選択と集中」を一層進めることはもとより、

ナッジ*1 やＥＢＰＭ*2 の考え方も活用しながら、最小費用で最大効果が上がるよう
政策立案に取り組むことも必要であると考えられます。

（国・地方の長期債務残高の推移） （単位：兆円(左)、％(右)）

１９９０年代以降長期債
務残高が累増し、平成２７
年度（２０１５年度）実績
では、約１，０３３兆円（国
内総生産額の約２．０倍）
となっています。

（出典：財務省財政関係基礎データ

（平成30年（2018年）4月））

（国民負担率の推移） （単位：％）

国民所得に対する税や社
会保障の国民負担率を見
ると、社会保障費が拡大
していますが、少子高齢
化に伴い、この傾向は今
後も続いていくと見込ま
れます。

（出典：財務省財政関係基礎データ

（平成30年（2018年）4月））
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８ 持続可能な社会を目指してーＳＤＧｓの実現ー 
 

平成２７年(2015 年)９月の国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発の
ための２０３０アジェンダ」の中核を成すＳＤＧｓ（持続可能な開発目標：Sustainable 
Development Goals）は、１７のゴールと１６９のターゲットで構成されており、経
済・社会・環境をめぐる広範囲な課題を不可分なものとして統合的に解決すること
を目指す先進国を含む国際社会共通の目標となっています。 
我が国においても、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針」（平成２８年 

(2016 年)12 月）が策定され、持続可能で強靱、そして誰一人取り残さない社会の実
現に向けて取り組むこととされており、地方自治体にも各種計画等にＳＤＧｓの要
素を最大限反映し、取組を推進することが奨励されていることから、本県の施策に
も取り込んでいくことが重要です。 

 
 

 目標１. あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 
 目標２. 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する 
 目標３. あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 
 目標４. すべての人々への包括的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する 
 目標５. ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 
 目標６. すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 
 目標７. すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する  
 目標８. 包括的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいの 
    ある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する 
 目標９. 強靱（レジリエント）なインフラ構築、包括的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベー 
        ションの推進を図る 
 目標 10. 各国内及び各国間の不平等を是正する 
 目標 11. 包括的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する 
 目標 12. 持続可能な生産消費形態を確保する 
 目標 13. 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 
 目標 14. 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する 
 目標 15. 陸域生態系の保護､回復､持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、 
    ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する 
 目標 16. 持続可能な開発のための平和で包括的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセス 
        を提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包括的な制度を構築する 
 目標 17. 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する 
             出典：(公財)地球環境戦略研究機関(ＩＧＥＳ)作成による仮訳をベースに作成（外務省） 
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第２節 将来推計と予測

本格的な少子高齢・人口減少時代を迎えていますが、これらによって労働力の不
足や社会保障費の増大につながり、地域や産業、家庭など社会のあらゆる分野が大
きく変わっていく可能性があります。
このため、社会的な影響の度合いをできる限り具体的にイメージし、より現実に

即した対策を今から講じていく必要があります。
ここでは、公表されているデータを基に、令和１２年（２０３０年）における人

口、経済活動等を推計していますが、様々な仮定や条件設定をしていますので、推
計結果については、ある程度の幅を持った数値であることに注意してください。

１ 令和１２年（２０３０年）の宮崎県に関する推計

(ケース１：現状推移の場合)
人口動態 ～ 各年齢階層ごとの自然増減を現状とほぼ同じ、社会増減率を今後も収束

しないものと仮定。
就業者数 ～ 各年齢階層ごとの就業率を現状とほぼ同じと仮定。
生産額 ～ 就業者１人当たりの生産額を現状とほぼ同じと仮定。
県民所得 ～ 生産額に対する県民所得の割合を現状とほぼ同じと仮定。

(ケース２：次の改善が見られる場合)
人口動態 ～ 2030年代までに合計特殊出生率が2.07に改善するとともに、39歳以下の

年齢層で社会減抑制を図り、全体の社会減が解消すると仮定。
非就業者の経済活動への参加

～ 60歳代の就業率：約70％、若年層・中堅層の失業の減
経済活動の生産性 ～ 10％向上

(1) 人口構造
当面は、高齢化の進行と同時に人口減少が本格化し、ケース１・２いずれも

約２．８人に１人が高齢者となります。
人口全体としては、ケース１・２いずれも１００万人を割り込み、現在から

約１３万人の減少、ケース２で約１１万人の減少と見込まれます。
令和１２年（２０３０年）を見ると、様々な対策を講じても人口構造に大きな

違いはありませんが、合計特殊出生率が２．０７になると、自然減少に歯止めが
かかり、将来的な人口減少の収束につながることが期待されます。

2015年 ｹｰｽ１ ｹｰｽ２

(2030年) (2030年)

人口 万人 110.4 97.7 99.5

～14歳 13.6% 12.5% 13.3%

15～64歳 56.9% 51.2% 51.1%

65歳～ 29.5% 36.3% 35.6%

うち75歳～ 15.5% 22.7% 22.2%

就業人口 万人 51.9 42.1 46.6

域内総生産 億円 36,339 29,452 35,846

１ 人 当 た り 所 得 万円 231 212 253
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(2) 就業人口
平成２７年（２０１５年）の就業人

口は、約５２万人ですが、令和１２年
（２０３０年）には、ケース１では約
４２万人（△１０万人）となります。
高齢者や女性等の就業が増えるケー

ス２では約４７万人（△５万人）とな
ります。
ケース１、ケース２とも減少します
が、(3)の生産活動・県民所得で見る
ように、人口全体が減少していく中で
は、その差は、大きな意味を持ってい
ます。

(3) 生産活動・県民所得
県内総生産の額は、ケース１で見る

と約７千億円減少し、１人当たり県民
所得は２０万円減少します。ケース２
では、県総生産額の減少は約１千億円
にとどまり、１人当たり県民所得は、
２２万円増加します。
重要なのはケース２に近づけられる

ようしっかりした産業を維持・構築し
ていくことです。

（所得の変化予測）

ケース 個人・家計レベルの変化 社会全体の変化

就業者１人当たりの所得は同じと 社会全体では就業者が減り高齢者が増

１ 仮定していますので、個々の家計 えるので、県民１人当たり所得は減り

レベルでの変化はありません。 ます。

２３１万円（2015）

→ ２１２万円（2030）

生産性10％向上と、高齢者等の就 生産性10％向上と、高齢者等の就業促

２ 業促進により就業世帯の収入は増 進により県民１人当たり所得は増えま

加します。 す。

２３１万円 （2015）

→ ２５３万円（2030）
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２ ２０３０年の地域ごとの推計

（宮崎・東諸県） （単位：万人）

2015年 ｹｰｽ１ ｹｰｽ２

人口 万人 42.8 41.0 41.6

～14歳 14.0% 12.6% 13.4%

15～64歳 60.1% 54.3% 53.9%

65歳～ 26.0% 33.1% 32.7%

うち75歳～ 12.7% 20.2% 20.2%

就業人口 万人 20.1 17.7 19.6

域内総生産 億円 14,487 12,734 15,579

１ 人 当 た り 所 得 万円 259 238 287

（単位：万人） （単位：億円(左)､万円(右)）

（所得の変化予測）

○ケース１

個人・家計レベルの変化 地域全体の変化（家計、企業、行政他）

収入 就業者１人当たりの所得は同じと仮定して 社会全体では就業者が減り高齢者が増える

いますので、個々の家計レベルでの変化は ので、県民１人当たり所得は減ります。

ありません。 ２５９万円（2015）→ ２３８万円（2030）

○ケース２

個人・家計レベルの変化 地域全体の変化（家計、企業、行政他）

収入 生産性10％向上と、高齢者等の就業促進に 生産性10％向上と、高齢者等の就業促進に

より就業世帯の収入は増加します。 より県民１人当たり所得は増えます。

２５９万円（2015）→ ２８７万円（2030）
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（日南・串間） （単位：万人）

2015年 ｹｰｽ１ ｹｰｽ２

人口 万人 7.3 5.6 5.8

～14歳 11.7% 11.0% 11.8%

15～64歳 52.3% 44.3% 44.6%

65歳～ 35.9% 44.7% 43.8%

うち75歳～ 20.4% 28.2% 27.6%

就業人口 万人 3.3 2.3 2.5

域内総生産 億円 2,131 1,466 1,792

１ 人 当 た り 所 得 万円 194 173 207

（単位：万人） （単位：億円(左)､万円(右)）

（所得の変化予測）

○ケース１

個人・家計レベルの変化 地域全体の変化（家計、企業、行政他）

収入 就業者１人当たりの所得は同じと仮定して 社会全体では就業者が減り高齢者が増える

いますので、個々の家計レベルでの変化は ので、県民１人当たり所得は減ります。

ありません。 １９４万円（2015）→ １７３万円（2030）

○ケース２

個人・家計レベルの変化 地域全体の変化（家計、企業、行政他）

収入 生産性10％向上と、高齢者等の就業促進に 生産性10％向上と、高齢者等の就業促進に

より就業世帯の収入は増加します。 より県民１人当たり所得は増えます。

１９４万円（2015）→ ２０７万円（2030）
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（都城・北諸県） （単位：万人）

2015年 ｹｰｽ１ ｹｰｽ２

人口 万人 19.0 17.1 17.5

～14歳 14.4% 14.1% 15.0%

15～64歳 56.9% 52.2% 52.0%

65歳～ 28.6% 33.6% 33.0%

うち75歳～ 15.2% 20.3% 19.9%

就業人口 万人 8.9 7.4 8.2

域内総生産 億円 6,904 5,756 6,989

１ 人 当 た り 所 得 万円 237 220 262

（単位：万人） （単位：億円(左)､万円(右)）

（所得の変化予測）

○ケース１

個人・家計レベルの変化 地域全体の変化（家計、企業、行政他）

収入 就業者１人当たりの所得は同じと仮定して 社会全体では就業者が減り高齢者が増える

いますので、個々の家計レベルでの変化は ので、県民１人当たり所得は減ります。

ありません。 ２３７万円（2015）→ ２２０万円（2030）

○ケース２

個人・家計レベルの変化 地域全体の変化（家計、企業、行政他）

収入 生産性10％向上と、高齢者等の就業促進に 生産性10％向上と、高齢者等の就業促進に

より就業世帯の収入は増加します。 より県民１人当たり所得は増えます。

２３７万円（2015）→ ２６２万円（2030）
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（小林・えびの・西諸県） （単位：万人）

2015年 ｹｰｽ１ ｹｰｽ２

人口 万人 7.5 6.0 6.2

～14歳 12.1% 11.8% 12.5%

15～64歳 52.5% 44.8% 45.0%

65歳～ 35.3% 43.4% 42.4%

うち75歳～ 20.2% 27.8% 27.1%

就業人口 万人 3.7 2.6 2.9

域内総生産 億円 2,127 1,530 1,836

１ 人 当 た り 所 得 万円 203 182 214

（単位：万人） （単位：億円(左)､万円(右)）

（所得の変化予測）

○ケース１

個人・家計レベルの変化 地域全体の変化（家計、企業、行政他）

収入 就業者１人当たりの所得は同じと仮定して 社会全体では就業者が減り高齢者が増える

いますので、個々の家計レベルでの変化は ので、県民１人当たり所得は減ります。

ありません。 ２０３万円（2015）→ １８２万円（2030）

○ケース２

個人・家計レベルの変化 地域全体の変化（家計、企業、行政他）

収入 生産性10％向上と、高齢者等の就業促進に 生産性10％向上と、高齢者等の就業促進に

より就業世帯の収入は増加します。 より県民１人当たり所得は増えます。

２０３万円（2015）→ ２１４万円（2030）
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（西都・児湯） （単位：万人）

2015年 ｹｰｽ１ ｹｰｽ２

人口 万人 10.2 8.4 8.6

～14歳 13.4% 12.1% 12.9%

15～64歳 54.9% 47.8% 48.1%

65歳～ 31.8% 40.1% 39.1%

うち75歳～ 16.6% 25.7% 25.1%

就業人口 万人 5.0 3.9 4.1

域内総生産 億円 3,068 2,281 2,751

１ 人 当 た り 所 得 万円 202 183 216

（単位：万人） （単位：億円(左)､万円(右)）

（所得の変化予測）

○ケース１

個人・家計レベルの変化 地域全体の変化（家計、企業、行政他）

収入 就業者１人当たりの所得は同じと仮定して 社会全体では就業者が減り高齢者が増える

いますので、個々の家計レベルでの変化は ので、県民１人当たり所得は減ります。

ありません。 ２０２万円（2015）→ １８３万円（2030）

○ケース２

個人・家計レベルの変化 地域全体の変化（家計、企業、行政他）

収入 生産性10％向上と、高齢者等の就業促進に 生産性10％向上と、高齢者等の就業促進に

より就業世帯の収入は増加します。 より県民１人当たり所得は増えます。

２０２万円（2015）→ ２１６万円（2030）
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（日向・東臼杵） （単位：万人）

2015年 ｹｰｽ１ ｹｰｽ２

人口 万人 9.0 7.7 7.8

～14歳 13.8% 12.3% 13.0%

15～64歳 55.1% 49.2% 49.3%

65歳～ 31.1% 38.3% 37.4%

うち75歳～ 16.4% 24.3% 23.8%

就業人口 万人 4.3 3.4 3.7

域内総生産 億円 2,839 2,207 2,666

１ 人 当 た り 所 得 万円 211 193 228

（単位：万人） （単位：億円(左)､万円(右)）

（所得の変化予測）

○ケース１

個人・家計レベルの変化 地域全体の変化（家計、企業、行政他）

収入 就業者１人当たりの所得は同じと仮定して 社会全体では就業者が減り高齢者が増える

いますので、個々の家計レベルでの変化は ので、県民１人当たり所得は減ります。

ありません。 ２１１万円（2015）→ １９３万円（2030）

○ケース２

個人・家計レベルの変化 地域全体の変化（家計、企業、行政他）

収入 生産性10％向上と、高齢者等の就業促進に 生産性10％向上と、高齢者等の就業促進に

より就業世帯の収入は増加します。 より県民１人当たり所得は増えます。

２１１万円（2015）→ ２２８万円（2030）
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（延岡） （単位：万人）

2015年 ｹｰｽ１ ｹｰｽ２

人口 万人 12.5 10.4 10.6

～14歳 13.3% 11.6% 12.5%

15～64歳 55.7% 50.7% 50.7%

65歳～ 31.2% 37.6% 36.9%

うち75歳～ 16.6% 23.7% 23.3%

就業人口 万人 5.6 4.3 4.8

域内総生産 億円 4,225 3,274 4,000

１ 人 当 た り 所 得 万円 214 199 239

（単位：万人） （単位：億円(左)､万円(右)）

（所得の変化予測）

○ケース１

個人・家計レベルの変化 地域全体の変化（家計、企業、行政他）

収入 就業者１人当たりの所得は同じと仮定して 社会全体では就業者が減り高齢者が増える

いますので、個々の家計レベルでの変化は ので、県民１人当たり所得は減ります。

ありません。 ２１４万円（2015）→ １９９万円（2030）

○ケース２

個人・家計レベルの変化 地域全体の変化（家計、企業、行政他）

収入 生産性10％向上と、高齢者等の就業促進に 生産性10％向上と、高齢者等の就業促進に

より就業世帯の収入は増加します。 より県民１人当たり所得は増えます。

２１４万円（2015）→ ２３９万円（2030）

1.7 1.2 1.3

7.0
5.3 5.4

1.8

1.4 1.4

2.1

2.5 2.5

0

2

4

6

8

10

12

14

2015年 ケース１ ケース２

万
人

人口推計

75歳～

65～74歳

15～64歳

～14歳

5.6
4.3 4.8

0

1

2

3

4

5

6

2015年 ケース１ ケース２

万
人

就業人口推計

4,225 3,274 4,000

214

199

239

150

170

190

210

230

250

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2015年 ケース１ ケース２

万
円

億
円

生産額と平均所得推計

24



（西臼杵） （単位：万人）

2015年 ｹｰｽ１ ｹｰｽ２

人口 万人 2.1 1.5 1.5

～14歳 12.1% 10.1% 11.1%

15～64歳 48.5% 37.8% 39.2%

65歳～ 39.3% 51.4% 49.7%

うち75歳～ 24.3% 33.1% 32.0%

就業人口 万人 1.1 0.7 0.7

域内総生産 億円 558 360 424

１ 人 当 た り 所 得 万円 178 160 182

（単位：万人） （単位：億円(左)､万円(右)）

（所得の変化予測）

○ケース１

個人・家計レベルの変化 地域全体の変化（家計、企業、行政他）

収入 就業者１人当たりの所得は同じと仮定して 社会全体では就業者が減り高齢者が増える

いますので、個々の家計レベルでの変化は ので、県民１人当たり所得は減ります。

ありません。 １７８万円（2015）→ １６０万円（2030）

○ケース２

個人・家計レベルの変化 地域全体の変化（家計、企業、行政他）

収入 生産性10％向上と、高齢者等の就業促進に 生産性10％向上と、高齢者等の就業促進に

より就業世帯の収入は増加します。 より県民１人当たり所得は増えます。

１７８万円（2015）→ １８２万円（2030）
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【参考１】長期的な人口推計
ケース１・２に掲げた条件が、令和１２年（２０３０年）以降も継続すると

仮定した場合の２０６５年の人口は、ケース１では約６３．８万人、ケース２
では約７５．２万人になると推計されます。

【参考２】人口動態の状況について
本県の人口（各年10月1日現在）は、平成８年（1996年）の117万7,407人を

ピークに全国に比べて早く人口が減少し始め、平成27年国勢調査によると110
万4,069人となっており、高齢化率は29.5％と全国より早く高齢化が進行して
いる状況にあります。
自然動態面では、平成29年（2017年）の合計特殊出生率は1.73と全国２位の

高水準にあるものの、出産する女性数そのものの人口減少や、未婚化・晩婚化
等により出生数は減少傾向にあり、平成15年（2003年）以降、死亡数が出生数
を上回る自然減に転換しています。
また、社会動態面でも、就学や就業時に当たる15～24歳の若年層が県外へ流

出することによって、転出超過による社会減が続いています。自然動態が自然
減に転換して以降、自然減と社会減が同時進行しており、本県の人口減少は加
速しています。
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○社会動態と自然動態の状況

（出典：総務省「住民基本台帳人口移動報告」、厚生労働省「人口動態調査」）

○合計特殊出生率と出生数

（出典：厚生労働省「人口動態調査」）
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○年齢５歳階級別県外転入転出者数

（出典：総務省「住民基本台帳人口移動報告」）
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第３節 宮崎県の特性

人口構造や社会情勢が大きく変わる中で、地域の持続・発展を目指し、また、グロ
ーバル化や地域間競争が激しくなる中で、個性ある地域づくり、産業づくりを進めて
いくためには、本県の特性をしっかりと踏まえ、強みのみならず弱みも直視し、その
上でこれらの特性を今後の県づくりに生かしていくことが重要です。

１ 地理的特性

○ 本県は、東京、大阪など国内主要都市か
ら離れていますが、経済成長著しい東アジ
アには近接しています。
このことは、グローバル化が進む中、主

にアジアをターゲットとした市場の開拓や
経済･人的交流の拡大を進めていく上で、
優位性があります。
現時点の交通ネットワークの状況を見る
と、航空では、東京まで１時間３０分、大
阪まで１時間、ソウルまで１時間３０分、
台北まで２時間で直接結ばれています。
海路では、宮崎港は大阪、神戸と、油津
港は東京、神戸と、細島港は東京、大阪、
神戸、韓国、中国と直接結ばれています。
鉄道では、幹線鉄道である日豊本線の
高速化整備が遅れている一方で、九州の西
側地域では平成２３年（２０１１年）３月
に九州新幹線鹿児島ルートが全線開通し、
東西格差は広がっています。

○ 県内の地域を見ると、県
央、県西、県北に宮崎、都
城、延岡・日向の３都市圏
があるほか、地理的、歴史
的なつながりから８つのブ
ロック（宮崎・東諸県、日
南・串間、都城・北諸県、
小林・えびの・西諸県、西
都・児湯、日向・東臼杵、
延岡、西臼杵）が形成され
ています。

○ 平成２８年（２０１６年）
４月には、東九州自動車道
の宮崎市～北九州市間が全
線開通し、整備前の約半分
に所要時間が短縮されまし
た。宮崎市以南においても、
日南北郷～日南東郷間が開
通するなど着実に進展して
いますが、県内の３都市圏、
地域ブロックを結ぶ道路整
備は、まだ十分とは言えな
い状況です。
３都市圏とその周辺市町

村間は、日向～椎葉間、宮
崎～串間間、宮崎～西米良
間で１時間３０分から２時
間程度かかります。 【宮崎県高規格幹線道路網図】
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２ 自然環境

○ 本県は、祖母・傾などの緑豊かな山々やこれらを水源とした河川、そして鬼の洗
濯板を擁する美しい海岸線など優れた自然環境に恵まれています。

○ 森林面積が県土の約７６％を占め、霧島錦江湾国立公園や日南海岸国定公園など
の自然公園面積は県土の約１２％を占めています。

○ 県内市町村を見ると、自然と人間が共存した営みや保護・保全に対する取組など
が評価され、平成２４年（２０１２年）に綾町が、平成２９年（２０１７年）には
祖母・傾・大崩山系周辺地域が「ユネスコエコパーク」に登録されました。
また、地域住民の強い絆によって伝統的な山間地の農林業と文化が受け継がれる

とともに、先駆的な地域づくりが行われていることが評価され、高千穂郷・椎葉山
地域が、平成２７年（２０１５年）に国連食糧農業機関（ＦＡＯ）から世界農業遺
産に認定されています。
さらに、霧島山周辺地域は、科学的に貴重で美しい地形を有していることから「日

本ジオパーク」に認定されており、いずれも地域活性化に資するものと期待されて
います。

○ 豊富な森林資源や生産基盤の整備などを背景として、本県のスギ素材生産量は全
国第１位となっています。この豊かな資源を生かし、住宅業界との連携や公共施設
等の木造化・木質化、再生可能エネルギー分野での木質バイオマスの利活用が進め
られています。

自然環境
県土面積 7,735k㎡（100.0%）

森林面積 5,859k㎡（ 75.7%）
農地面積 690k㎡（ 8.9%）

国立公園 １公園 13,006ha (霧島錦江湾)
国定公園 ４公園 31,968ha（日南海岸､祖母傾､日豊海岸､九州中央山地）

海域公園地区 １２地区 105ha（日南海岸、日豊海岸）
県立自然公園 ６公園 46,945ha（祖母傾、尾鈴、西都原杉安峡、

県 母智丘関之尾、わにつか、矢岳高原）

自然環境保全地域 ２か所 184ha（樫葉、掃部岳北部）
指 緑地環境保全地域 ４か所 21ha（森谷観音、大斗滝、三之宮峡、長谷観音）

沿道自然景観地区 １８か所 1,026ha
定 沿道修景植栽地区 ７４地区 168km

出典：みやざきのうごき２０１８（宮崎県）

土地利用状況（平成２９年（2017年）） （単位：ha）
地域

都市 農業 森林 自 然 公 園 自 然 保 全 白地 県土
面積 88,747 306,902 591,949 95,842 192 6,552 773,532
割合 11.5% 39.7% 76.5% 12.4% 0.0% 0.8% 100.0%

※５つの地域は重複があるため、計は県土面積と一致しない。
出典：宮崎県土地利用基本計画
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○ 気温は全国平均よりも高く、温暖な気候に恵まれ、過ごしやすい気候となってい
ます。また降水量も多く、豊富で良質な水資源に恵まれています。

○ 全国トップクラスにある日照時間、
快晴日数などの恵まれた日照環境を生
かし、太陽光発電の拠点づくりや太陽
熱利用を進めており、低炭素社会の実
現に貢献しています。

○ 全国に先駆けて制定した沿道修景美化条例や、平成２９年（２０１７年）に策定
した美しい宮崎づくり推進条例に基づき、市町村や県民、事業者の方々と一緒にな
って、地域の素晴らしい景観を守り、創り、生かすことによる「美しい宮崎づくり」
を推進しています。

○ 本県は、東部が太平洋（日向灘）に面しており、延岡市から串間市まで１０市町
にまたがる総延長約４００㎞の海岸を有しています。
日向灘沿岸は、北部が日豊海岸国定公園に、南部が日南海岸国定公園にそれぞれ

指定されており、アカウミガメをはじめとする野生動物の生息・産卵が見られるほ
か、天然記念物の樹林帯等が分布するなど、美しい海岸景観となっています。

○ 一方で、日向灘から薩南・南西諸島東方沖にかけての領域は、フィリピン海プレ
ートがユーラシアプレートの下に沈み込む境界に位置しており、過去十数年から数
十年間隔で、マグニチュード７クラスの地震が発生しており、地震活動が活発な地
域となっています。

○ この領域を震源とする日向灘地震は、今後３０年以内にマグニチュード７．６前
後の地震が１０％程度、マグニチュード７．１前後の地震が７０～８０％で発生す
るとされており、本県に大きな被害を及ぼす可能性があります。

○ また、静岡県の駿河湾から日向灘まで延びる南海トラフと呼ばれる海溝では、歴
史上たびたび大きな地震が発生しており、国は「東北地方太平洋沖地震」を踏まえ、
科学的に考えられる最大クラス（Ｍ９）の地震である「南海トラフ地震」を想定し
ています。
発生した場合には、最大震度７かつ最大津波高１７ｍ、全壊棟数が最大約89,000

棟、死者数は最大35,000人に及ぶなど、甚大な被害が発生すると想定されています。

気候（宮崎市、昭和５６年～平成２２年の平均）
快晴日数 52.7日 （全国2位）
日照時間 2,116時間 （全国3位）
平均気温 17.4℃ （全国3位）
降水量 2,509mm （全国2位）

出典：みやざきのうごき２０１８（宮崎県）

日向灘地震の発生確率
マグニチュード7.6前後 マグニチュード7.1前後

10年以内の発生確率 ５％程度 ３０％～４０％
30年以内の発生確率 １０％程度 ７０％～８０％
50年以内の発生確率 ２０％程度 ８０％～９０％

出典：地震調査研究推進本部「活断層及び海溝型地震の長期評価結果一覧」（2013年）
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３ 生活環境

○ 県民所得を見ると、本県は全国第４４位（平成２７年度（2015年度））となって

いますが、一方で、平均消費者物価地域差指数は全国でも低い方であり（平成２９

年（2017年））、また地価平均価格も低くなっています。

○ 医療では、近年、県内の医師数については徐々に増加していますが、産科・小児

科等特定の診療科やへき地における医師不足、医師の高齢化等が深刻な状況にあり、

医師の養成・確保、地域偏在の解消が課題となっています。

○ 健康寿命の全国順位は、平成２５年（２０１３年）に男性８位・女性４位でした

が、最新の平成２８年（２０１６年）では男性２３位・女性２５位となっています。

○ 一方で、救急医療については、救命救急センター（宮崎大学医学部附属病院、県

立宮崎病院、県立延岡病院）の整備やドクターヘリ・ドクターカーの運用等により

推進体制の充実・強化が図られています。

○ 本県の合計特殊出生率は１．７３（平成２９年（2017年））で、人口を維持する

ために必要な水準（２．０７）には届きませんが、全国で見ると沖縄県に次ぎ第２

位となっています。

○ 通勤通学や生活必需品の購入などの日常生活の面では、県内８つの地域ブロック

ごとにそれぞれ圏域を形成しており、日常生活に必要な機能は確保されています。

しかし高度な医療機能や、大型ショッピングセンターなどの民間機能は、人口が

集中する宮崎市、都城市、延岡市・日向市を中心とした都市圏に集約されており、

人の流れも周辺部から都市圏へ集中する傾向にあります。

また、鹿児島県や熊本県、大分県などの隣県と接する市町村では、県境を越えた

結びつきも強くなっています。

○ 東九州自動車道の宮崎市以北については、整備が順調に進み、平成２８年（２０

１６年）４月に宮崎市から北九州市までつながりました。さらに、宮崎市以南の東

九州自動車道や九州中央自動車道の整備も進展しつつあり、このことは、「命の道」

として、救急医療やへき地医療の環境改善に役立つとともに、災害時の救援・救助

や物資の輸送など防災対策の面でも有効であり、県民生活の安全・安心の確保につ

ながっています。

○ 県内各地に伝わる祭りや神楽など営々と続く文化は、子どもからお年寄りまで地

域住民が参加して行うその地域の特徴を表すものであり、特に重要無形民俗文化財

に指定されている神楽は４件と日本一を誇ります。一方、近年、少子高齢化・人口

減少の影響により、こうした文化の伝承や継承が危ぶまれるものもあります。

○ 四季を通じて温暖な気候はスポーツに最適であり、プロ野球やＪリーグなど様々

なスポーツ団体のキャンプ地となっています。

マリンスポーツが盛んで、特にサーフィンの適地として知られており、宮崎市や

日向市、日南市などの海岸にはたくさんのサーファーが訪れています。
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消費者物価地域差指数（平成２９年(2017年)平均）
総合 食料

全国 100.0 100.0
宮崎市 97.4 100.1

宮崎市全国順位 41位 27位
出典：消費者物価指数（総務省）

宮崎県地価（単位：円／㎡）
住宅地 商業地 工業地 宅地見込地

平均価格 24,300 38,700 13,700 16,700
全国順位 38位 45位 36位 16位

出典：平成３０年都道府県地価調査（国土交通省）
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４ 産業

○ 県内総生産額（平成２７年度(2015年度)）は名目で３兆６，３３９億円となって
います。
各産業の構成比で見ると、第一次産業は４．８％で全国（１．０％）に比べ高い

水準となっており、農業産出額（平成２８年(2016年)）は３，５６２億円で全国第
５位となっています。

第二次産業は２３．３％（全国２７．０％）となっています。
製造品出荷額等（平成２８年(2016年)）は、１兆６，１６６億円（全国第４２位）

で、分類別構成比を見ると、「食料品」が最も多く、次いで「飲料・たばこ」、「電
子部品」、「化学」の順となっています。

県外移輸出額は、１兆５，４５１億円（平成２３年(2011年)）ですが、農畜産業
と食品加工業がその約３分の１を占めています。

第三次産業は、７１．２％（全国７１．３％）となっており、第一次、第二次産
業から第三次産業へと移行していく傾向にあります。

名目総生産額 （単位：億円、％）
全体 第一次産業 第二次産業 第三次産業

全国 5,465,505 54,506 1,477,482 3,898,432
（平成27年度） － 1.0 27.0 71.3

宮崎県 36,339 1,759 8,484 25,861
（平成27年度） － 4.8 23.3 71.2
（注）総生産額は、輸入品に課される税・関税、総資本形成に係る消費税が加算控除されている

ため一次、二次、三次産業の合計は一致しない

出典：平成２７年国民経済計算（内閣府）、平成２７年度県民経済計算（宮崎県）

農業産出額の推移 （単位：億円、位）
平成２６年 平成２７年 平成２８年

宮崎県 3,326 3,424 3,562
全国順位 ５ ５ ５

出典：生産農業所得統計（農林水産省）

海面漁業・養殖業産出額の推移 （単位：億円、位）
平成２６年 平成２７年 平成２８年

宮崎県 335 371 340
全国順位 １４ １３ １４

出典：漁業産出額（農林水産省）

製造品出荷額等（平成２８年(2016年)） （単位：億円、％）
全体 食料品 飲料・たばこ 電子部品 化学 その他

金額 16,166 3,675 1,694 1,666 1,462 7,669
構成割合 － 22.7 10.5 10.3 9.0 47.4

出典：平成２９年工業統計（経済産業省）

県外移輸出額（平成２３年(2011年)） （単位：億円、％）
全体 飲食料品 電子部品 化学製品 農畜産業 その他

金額 15,451 3,598 1,466 1,480 1,258 7,649
構成割合 － 23.3 9.5 9.6 8.1 49.5

出典：宮崎県経済の構造（宮崎県）
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○ 本県の食料自給率はカロリーベースで６６％（平成２８年度(2016年度)概算値）
で全国第１５位、生産額ベースは、国が公表を始めて以来全国第１位を堅持してい
ます。

○ 林業産出額は約２６２億円（平成２８年(2016年)）で、全国第４位となっていま
す。
素材生産量（平成２９年(2017年)）は１，９６４千ｍ3で、北海道に次いで第２

位となっており、特にスギの生産量は１，８１０千ｍ3と全国の約１５％を占め、
全国第１位となっています。

○ 恵まれた日照環境を生かした太陽光エネルギー、豊富な森林資源を生かした木質
バイオマスエネルギーを利用する取組などが進んでおり、これらの新エネルギー総
出力電力は、955,220ｋＷ（平成２８年度(2016年度)）と伸び続けています。

○ 就業人口（平成２７年(2015年度)）は第三次産業が最も多くなっていますが、全
国と比較すると、本県は「農業」「建設業」「医療・福祉」などの割合が高く、「製
造業」「サービス業（他に分類されないもの）」などの割合が低くなっています。

産業別就業者（平成27年(2015年)） （単位：人、％）
15歳以上就業者数 第一次 第二次 第三次

全国 58,919,036 2,221,699 13,920,834 39,614,567
割合 100.0 4.0 25.0 71.0

宮崎県 519,210 56,021 107,057 345,159
割合 100.0 11.0 21.1 67.9

構成割合 （単位：％）
農業 建設業 医療・福祉 製造業 サービス業

(他に分類されないもの)
全国 ３.４ ７.４ １１.９ １６.２ ６.０
宮崎県 ９.６ ８.４ １５.７ １２.２ ５.３

出典：国勢調査（総務省）

食料自給率（平成28年度(2016年度)概算値）（単位：％）
カロリーベース 生産額ベース

全国 ３８ ６７
宮崎県 ６６ ２８７
全国順位 １５位 １位 出典：農林水産省試算

林業産出額（平成28年(2016年)） 素材生産量（平成29年(2017年)）
順位 都道府県 産出額 順位 都道府県 生産量 スギ生産量
１ 長野県 6,001 １ 北海道 3,393 98
２ 北海道 4,567 ２ 宮崎県 1,964 1,810
３ 新潟県 4,092 ３ 岩手県 1,489 700
４ 宮崎県 2,627 ４ 秋田県 1,267 1,120
５ 岩手県 2,015 ５ 大分県 981 822

全国 44,048 全国 21,279 12,147
（単位：千万円） （単位：千ｍ3）

出典：平成２８年生産林業所得統計、平成２９年木材統計（農林水産省）
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○ また本県は、有業率が５８．３％と全国２７位となっており、全国と比較すると
女性や高齢者の有業率が高くなっています。
産業面において、女性や高齢者は重要な働き手となっていることから、今後も女

性が働きやすい環境や、高齢者の就業環境づくりに取り組んでいく必要があります。

有業率（平成２９年(2017年)） （単位：％）
15歳以上 65歳以上

男 女
全国 59.7 69.2 50.7 24.4
宮崎県 58.3 67.0 50.8 25.9

出典：平成２９年就業構造基本調査結果の概要（総務省）
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５ 県民意識

○ 平成２８年度（２０１６年度）に県が行った「ゆたかさ」に関する県民意識調査
では、「ゆたかさ」を構成する要素として、７つの分野について、その重要度を尋
ねたところ、「経済」や「健康」といった分野が高く、「自然」や「人を育む力」が
続いています。

問．「ゆたかさ」全体の重要度の合計を１００ポイントとして割り振る場合、
あなた自身が現在考えるそれぞれの分野が占める重要度は何ポイントに
なりますか。
分野 平均値 分野 平均値

経済 １７．９７ くらしの豊かさ １２．７７
健康 １７．１３ くらしの便 １２．３７
自然 １４．４３ 時間 １２．１９
人を育む力 １３．１４

○ また、平成２９年度（２０１７年度）に県が行った県民意識調査では、高齢者の
社会参加活動については、「行われている」と感じている人の割合が約６割となっ
ており、社会参加活動に取り組む高齢者が多いことがうかがえます。

○ 現在住んでいる地域については、８割近くの人が住み続けたいと考えていますが、
地域のつながりについては、「どちらともいえない」「強くない」と感じる人が６割
を超えており、絆の希薄化を感じている傾向もうかがえます。

○ 東日本大震災、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ、霧島山の噴火等の危機事象
が続いていますが、災害に対する備えをしている人の割合は、備えをしていない人
を下回っています。

問．高齢者の社会参加活動について（％）
回答項目 構成（％）

行われている （「活発に行われている」「ある程度行われている」の合計） ５８．７
どちらともいえない ２５．１
行われていない （「あまり行われていない」「行われていない」の合計） １６．２

問．現在住んでいる地域について
回答項目 構成（％）

住み続けたい （「住み続けたい」「どちらかといえば住み続けたい」の合計） ８０．９
どちらともいえない １２．８
住み続けたくない（「どちらかといえば住み続けたくない」「住み続けたくない」の合計） ６．３

問．地域のつながりについて
回答項目 構成（％）

強い （「強い」「少し強い」の合計） ３３．１
どちらともいえない ４０．１
強くない （「あまり強くない」「強くない」の合計） ２６．８

問．災害に対する備えについて
回答項目 構成（％）

災害に対する備えをしている（｢十分している｣｢ある程度している｣の合計） ４５．５
災害に対する備えをしていない（｢あまりしていない｣｢全くしていない｣の合計） ５４．５
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第２章 基本目標と目指す将来像
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第１節 基本目標

未来を築く新しい「ゆたかさ」への挑戦

第１章の「時代の潮流と将来予測」で見たように、本県を取り巻く社会・経済情

勢は、私たちがこれまで経験したことがないような時代の転換期に直面しています。

現在の社会や経済は、人口増加や経済拡大を基調とするこれまでの価値観の上に

形成され、営まれてきました。その結果、我が国は、経済的に豊かになりましたが、

その一方で、周りの人たちとの良好な人間関係や健康、趣味や文化活動、環境など

の経済的な豊かさ以外の問題に興味や関心が高まるようになり、これらを含めて、

「豊かさ」や「幸福」といったものが受け止められるようになりました。

このような中で、我が国は本格的な人口減少時代を迎えています。

この人口減少は、２０年や３０年で終わるものではありません。私たちは、今、

そのような局面に立っていることを十分に認識しなければなりません。

また、国境を越える環境問題、開発途上国の経済成長などによる食料・エネルギ

ー資源不足の懸念、大規模災害に対する防災・減災対策や受援体制の在り方など、

様々な課題が生じています。

さらには、ＩＣＴをはじめとする技術革新の急速な進展や、平均寿命の延伸等を

背景とした「人生100年時代」の到来など、今後、私たちを取り巻く社会・経済シ

ステムは大きく変容していく可能性があります。

今後とも人口減少局面が続き、また、社会・経済システムも大きく変わるとすれ

ば、私たちの価値観や豊かさに対する意識も「拡大や成長を基調としたもの」から

変わっていかざるを得ません。

このような意味で、人や地域の絆、安全・安心なくらし、豊かな自然や良好な環

境など、これからの時代に対応した『新しい「ゆたかさ」』を改めて定義し直すと

ともに、それをみんなで共有し、創り上げていくことが強く求められています。

そして、それは、社会が大きく転換していくその先に、豊かな未来の宮崎県を築

いていくための挑戦でもあります。そのような思いを込めて、この計画の基本目標

を『未来を築く新しい「ゆたかさ」への挑戦』としました。
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第２節 目指す将来像

これから本格的な少子高齢・人口減少時代を迎えようとしています。

人口維持のためには、合計特殊出生率は２．０７以上が必要とされています

が、これを達成するまでの期間が長くなるほど、高齢化や人口減少は進んでい

きます。「どこで人口減少が止まるのか。」、そして「その時どのような社会にな

っているのか。」という問題は、長い時間軸で考えなければなりません。果たし

て、私たちは将来この問題とどのように向き合っているのでしょうか。

基本目標では、これから、未来の社会を築いていくための新しい「ゆたかさ」

を求めていくこととしていますが、ここでは、基本目標によって目指す将来像

を「人」、「くらし」、「産業」の３つの側面から描いています。

地域や人のゆたかな絆の中で、みんなが持てる力を発揮し、生き
生きと活動する社会

私たちは一人の力だけで生きていくことはできません。

家族や学校、職場、地域の中での助け合いや行政、民間活動など、様々な人と

の関わりの中で暮らしていますが、少子高齢化や人口減少が進んでいくと、「地

域のことは誰かがやってくれるだろう。」といった意識では、私たちの暮らしそ

のものが成り立たなくなっていきます。それほど、人口構造の変化は、地域社会

に大きな影響を与えると見込まれます。

都市化や核家族化などを背景に、地域の人間関係が希薄になったと言われてい

ますが、東日本大震災をはじめとする大規模災害の経験からも分かるように、安

心して暮らせる社会を築くためには、地域の中でゆたかな“絆”を再構築し、地

域の運営や課題を自分に関わる問題としてみんなが関心を持ち、その解決に取り

組んでいくことが必要です。

その一方で、「何を大切だと思うか。」あるいは、「どんな人生を過ごしたいか。」

といった価値観や能力などは人によって様々です。

大切なのは、一人ひとりが夢や目標を持ち、その力を十分に伸ばし、活躍でき

る社会であること、また、そのことによって地域社会がより良く運営されること

です。

そのためには、家庭や地域全体で子育てする環境を整え、その関わりの中で、

子どもたちが夢や目標、地域の一員としての自覚を持つとともに、就学・就業期

を問わず、新しい価値を創造し、自ら未来を築いていく人財として成長していく

ことが大切です。

また、女性や高齢者、障がい者、外国人等のあらゆる人が、地域社会の重要な

担い手としてもっと活躍できる仕組みを整えるとともに、自治会活動や公民館活

動だけでなく、ＮＰＯやボランティア、学校や地域の企業などがつながり、一緒

になって、多様な主体が地域の運営に関わっていく体制を構築していくことが必

要です。

このようなことを通じて、「地域や人のゆたかな絆の中で、みんなが持てる力

を発揮し、生き生きと活動する社会」を築いていきます。

人
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*1 コミュニティビジネス：地域の労働力、原材料、ノウハウ、技術などの資源を生かし、地域住民

が主体となって自発的に地域の問題をビジネスの手法を用いて解決する取組。

安全・安心で心ゆたかに暮らせる社会

医療・福祉や教育、防犯・防災から経済活動に関するサービスに至るまで、私

たちが安全・安心に日常生活を送る上で、実に様々なサービスを受けていますが、

今後、人口構造の変化に伴い、サービスに対するニーズは変わっていきます。

また、財政状況が厳しくなると、これまでのような公共サービスの提供が困難

になるなど、暮らしに必要なサービスを提供する機能が低下することが懸念され

ます。

このため、より広域的な地域圏の中で都市機能や日常生活に必要な機能を確保

することが重要になってきます。

本県には、地理的、歴史的つながりによって形成されてきた８つの地域ブロック

（宮崎・東諸県地域、日南・串間地域、都城・北諸県地域、小林・えびの・西諸県

地域、西都・児湯地域、日向・東臼杵地域、延岡地域、西臼杵地域）があります。

医療や教育等の高次の都市機能などは、市町村間の役割分担と連携・協力、必要

に応じた県の補完・支援、さらには地域間の連携・協力の推進等により確保し、

将来にわたり自立した地域を構築していく必要があります。

その一方で、日常生活に関する機能を維持するためには、コミュニティの機能

の強化も必要となります。

住民一人ひとりが地域の問題に関心を持ち、地域の運営に関わること、あるい

は、ＮＰＯやボランティア団体、企業など多様な主体が、新たな公共サービスの

担い手として活動すること、さらには、地域に根ざし、地域課題に対応するため

のコミュニティビジネス
*1
の活用などが、一層重要になってくると考えられます。

また、持続可能な地域社会の実現のためには、資源・環境問題への対応が不可

欠です。

地域資源を生かした再生可能エネルギーの拡大や資源循環型の社会の構築、環

境に配慮した社会資本整備など、自然と調和した経済・社会への転換が求められ

ます。

さらに、心ゆたかに暮らしていくためには、地域の絆や伝統文化、自然の中で

の健康的な生活といった経済的価値だけでは測ることができないものを改めて評

価し、守り育み、次代につないでいくことが必要です。

このような観点に立って、「安全・安心で心ゆたかに暮らせる社会」を築いて

いきます。

くらし
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生産性を高め、時代のニーズに応える産業が地域に展開し、安心して
働ける社会

一部に保護主義的な動きは見られるものの、グローバル化が引き続き進む中で

は、地域の産業も国際社会の動向に大きな影響を受けるとともに、経済や人の交

流がますます拡大し、国際的な競争環境も激化していきます。

このため、地域の産業を考える上では、グローバルな視野を持つとともに、海

外の成長市場の活力を取り込んでいくことが、より重要となってきます。

例えば、世界的な人口増加や経済成長により資源や食料の確保が難しくなるこ

とが予想されますが、「こういった問題に対しどのような役割を担っていけるの

か。」あるいは、「地域の資源や技術を生かし、環境問題に貢献する産業を育てら

れないか。」といった視点を持って、地域の強みや特性を生かしながら、地域に

根ざしながら世界を視野に展開していく産業を構築していくことが大切です。

そのため、本県の強みである第一次産業をベースにその付加価値を高めるフー

ドビジネスの展開や、豊かな自然条件を生かした再生可能エネルギー分野の事業

創出、医療機器関連産業の集積を生かした国際的な拠点づくりなど、時代のニー

ズに応える「地域の経済と雇用を将来にわたって担う産業」の育成を進めていく

必要があります。

また、人口減少が見込まれ、これまでのように経済規模の拡大が見通せない中

にあっても、本県の産業を持続的に発展させるためには、生産性を向上させるこ

とが不可欠であり、県外・国外から外貨を獲得しつつ、地産地消の取組などを通

じて、地域の企業や人財、資源などの結びつきを強めることで新たな需要を喚起

し、県内の資源や経済が循環する流れを作り出していく必要があります。

これらの取組を進めていくためには、多様で特色があり、地域で経済と雇用を

支え続ける活力に満ちた中小企業や農林水産業者の存在が不可欠であるため、こ

のような地域経済を担う事業者の経営基盤の強化や事業活動の円滑化に取り組む

ことも重要となります。

さらには、ＩＣＴをはじめ、ロボット技術など幅広い分野において技術革新が

進展すると考えられており、本県の産業分野においても積極的に取り入れること

で、生産性向上や、新事業・新サービスの創出に向けた取組が活発に行われる必

要があります。

この計画では、「ゆたかさ」は経済的なものだけではないというところから出

発していますが、働いて収入を得ることは暮らしの基本であり、将来の見通しを

持って、安心して働ける場を確保することは、当然必要となるため、特に女性、

高齢者、障がい者、外国人等の多様な人財が活躍できる雇用の場を作り出してい

くことも重要となります。

このような観点から「生産性を高め、時代のニーズに応える産業が地域に展開

し、安心して働ける社会」を築いていきます。

産 業
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*1 ＰＰＰ／ＰＦＩ：それぞれPublic-Private Partnership , Private Finance Initiativeの略。
前者は、「官（Public）」と「民（Private）」が役割を分担しながら、公共施設の整備や公共サー

ビスの実施等に取り組む様々な手法の総称。後者は、民間の資金や経営手法・技術力を活用して公
共施設などの社会資本を効率的かつ効果的に整備する手法。

第３節 県づくりの基本姿勢

ここでは、計画の基本目標である『未来を築く新しい「ゆたかさ」への挑戦』を具
体化し、目指す将来像を実現していく上で、どのような姿勢で臨んでいくのか、基本
的な考え方をまとめています。

１ 経済拡大を前提とした社会・価値観からの転換

日本が本格的な少子高齢・人口減少時代に突入する一方で、世界では開発途上国
を中心に人口が増加し、経済も拡大しているため、今後、食料やエネルギー資源の
枯渇などが懸念され、二重の意味でこれまでのような経済拡大を前提とする社会像
は成り立たなくなってきます。
市場や社会の成熟化が一層進み、人々の生活意識や価値観が変化し、多様化して

いく中では、一定水準の物質的な豊かさは必要なものの、恵まれた自然環境や生活
・仕事の満足度、人や地域等の温かいつながりといった「質」の充実が、今まで以
上に重要視されるようになります。
このため、新たな視点から「発展」や「豊かさ」を捉える社会システムや価値観

を築いていく必要があります。

２ 適切な役割分担と住民主体の地域経営

国や県、市町村の厳しい財政状況が続く中、住民ニーズは複雑・多様化してきて
おり、従来型の行政主体の公共サービスを維持し続けることは、質的にも、また量
的にも困難な状況になりつつあります。限られた経営資源で県民満足度の高い行政
サービスを提供していくためには、県民ニーズ等に基づき選択と集中を徹底してい
くとともに、例えばＰＰＰ／ＰＦＩ

*1
などの手法による民間活力の活用や、民間を

含む既存の社会資本の利活用等を検討していくことも必要です。
本県が地域の活力を維持し、持続可能な地域社会を実現していくために、まずは、

住民一人ひとりが様々な地域の課題を自らの問題として受け止め、取り組んでいく
ことが大切です。
また、県と市町村、あるいは、公と民の適切な役割分担を進めるとともに、県民、

関係団体、自治組織や大学、ＮＰＯなど多様な主体が共に支え合い、世代間、地域
間、産業間など様々な領域での連携・協働による住民主体の「地域経営」を確立す
ることが求められています。

３ 未来の郷土を担う人財の育成

少子高齢化・人口減少や急速な技術革新、グローバル化が進行する中、本県が将
来にわたって自立し、活力ある地域であるためには、地域の担い手となる将来世代
の育成・確保が最も重要な課題です。
郷土に対する愛着と誇りを持ち、豊かな社会性やたくましく生きる力、新しい価

値を創造する知恵、変化や困難に挑戦する行動力を身に付けた、未来の宮崎を担う
人財が持続的に育つ社会にしていく必要があります。
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４ 長期的視点に立った社会基盤の整備

高速道路をはじめ、鉄道、港湾といった広域交通基盤は、私たちの日々の生活や
産業活動において大変重要な役割を果たしています。本県では、高速道路等の整備
が進展している一方、高度成長期以降に集中的に整備された社会基盤が一斉に更新
時期を迎えつつあります。
このため、長期的な視点に立った広域交通ネットワークの構築など、地域にとっ

て真に必要なものは何かを見極めながら、効率的、効果的な整備を進めるとともに、
予防的な保全に取り組み、施設の長寿命化を図るなど、計画的な維持管理や更新を
推進していく必要があります。

５ 地域の資源を生かした魅力づくり

社会経済情勢が急速に変化し、国際・地域間の競争が激しさを増す中で、本県の
持つ特性や地域の資源を十分に活用すること、そしてそれらの得意分野を更に伸ば
していくことが重要です。
県内各地で活躍する多くの県民の力、豊かな自然環境や伝統文化、農林水産資源

など本県の優位性やポテンシャルを生かし、世界農業遺産の登録、宮崎牛やキャビ
アの輸出等の取組を通じて、「宮崎ブランド」の価値が高く評価されつつあり、今
後もこうした魅力を更に伸ばし、個性ある地域づくり、産業づくりを進める必要が
あります。

６ 国際社会でのみやざき・九州の確立

グローバル化が一層進展すると、地域社会は、国際社会に対してどのような貢献
ができるのかといったことが重視され、より厳しい競争にさらされることが想定さ
れます。
経済発展の著しいアジアに近い特性を踏まえると、まずはアジアとの人・モノ・

情報の交流を積極的に行い、グローバルな視点から県づくりを進めるとともに、九
州各県とも連携し、国際社会でのみやざき・九州を確立していくことが重要です。

７ 危機事象への対応

台風等の自然災害はもとより、東日本大震災や熊本地震、本県で発生した口蹄疫
・鳥インフルエンザ、霧島山の火山活動などの教訓を踏まえ、あらゆる危機事象を
想定した防災意識・危機管理意識の啓発や防災・防疫体制の強化など、危機事象に
対して強さとしなやかさを備えた県土づくりを進める必要があります。また、甚大
な健康被害が引き起こされる新型インフルエンザ等の感染症にも備える必要があり
ます。
取組を進めるに当たっては、「自助」「共助」を軸とした県民防災力・防疫力の向

上と、それを支える施設整備や体制づくり等の「公助」の視点から、短期、中期、
長期で取り組むべきことを整理し、できることから速やかに実施することが重要です。

８ 効率的・効果的な行財政運営

人口減少の進行により、財政状況が今後も一層厳しくなることが見込まれる中、
計画を着実に推進し、将来にわたり活力ある地域づくりを実現するためには、県と
市町村、あるいは市町村同士の連携も意識しながら、必要性や役割分担等を踏まえ
た施策の選択と集中を図るとともに歳入の確保にも努めつつ、最小の経費で最大の
効果を上げられるよう、効率的・効果的な行財政運営を推進する必要があります。
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第３章 長期戦略
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第１節 長期戦略の基本的考え方

人口減少や少子高齢社会など、これから本格化する時代の大きな流れや、ます

ます厳しくなる財政状況を見据えた上で、「基本目標」に位置づける『新しい「ゆ

たかさ」』を築き、「目指す将来像」を実現していくため、ここでは、長期的にみ

て特に重視すべき「人口問題」「人生100年時代」「グローバル化」「科学技術・環

境」「危機対応」の５つの視点から、本県の課題や可能性を捉え、その解決や発展

に結びつけていく道筋を明らかにするため、重点的・集中的に取り組む長期戦略

を明らかにしています。

今回の総合計画の見直しに当たり、これまでのフードビジネスやグローバル展

開など成長産業の育成加速化の成果に加え、少子高齢化の進行、頻発する地震や

記録的豪雨などの自然災害や東京オリンピック・パラリンピック競技大会等のゴ

ールデン・スポーツイヤーズなど、社会・経済へ大きな影響を及ぼし、人々の意

識の変化につながるような出来事を踏まえて、当長期戦略についても見直しを行

うこととしました。

これまでの成果を生かし、産業全体の生産性の向上を図りながら、一層の成長

産業化の推進や、県外から外貨を獲得し、県内経済の循環促進による持続的な産

業づくりにより力を入れるとともに、『新しい「ゆたかさ」』を実感できる土壌を

つくるため、人口減少下における安心な暮らしの確保とともに、文化・スポーツ

の振興やそれらを生かした観光振興などを通して、地域への誇りや愛着の醸成、

地域の活性化を図ります。

また、この長期戦略における設定目標等は、戦略の見直しに応じて変更しまし

た。今後も、社会情勢の変化や国の動きに的確に対応していくため、各戦略の目

標値や施策の方向性など、定期的にあるいは必要に応じて見直しを行っていくこ

ととしています。
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５つの ５つの 基本

長期的視点 長期戦略 目標

戦略１ 人口問題対応戦略

戦略２ 産業成長・経済活性化戦略

戦略３ 観光・スポーツ・文化振興戦略

戦略４ 生涯健康・活躍社会戦略

戦略５ 危機管理強化戦略
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◇特に重視すべき５つの長期的視点

人口減少による経済活動の縮小や国際競争力の低下、税収の減少による財政
悪化や公共サービスの低下、また都市への更なる人口集中と地方の過疎化とい
った課題が懸念されます。一方、世界の人口は開発途上国を中心に増加してい
き、今後、食料・資源の安定的な確保にも影響を与えることが予想されます。
少子化及び高齢化の進行は、医療・福祉や教育など私たちの生活に密着した

分野や経済・産業、地域づくりに至るまで様々な影響をもたらします。
こうした中で本県の活力を維持していくためには、少子化対策や若年層の流

出抑制、移住の促進等とともに、将来世代の育成・確保や県民一人ひとりが活
躍できる社会の実現など、人・くらし・産業の各方面から総合的な取組を図る
必要があります。

人生100年時代

我が国の平均寿命は世界トップクラスであり、今後もその延伸により、人生
100年時代の到来が想定されます。本県では全国より早く高齢化が進んでおり、
医療費の増加や、福祉・介護サービスに対するニーズの増大・多様化が懸念さ
れています。また、単身世帯の増加や人間関係の希薄化等により心身の健康を
保つことが難しくなることも予想されます。
こうした中で人生を充実したものとするためには、安心して暮らすことがで

き、年齢を重ねても元気で活躍し続けられる社会の実現が求められており、医
療・福祉の充実、日常的な健康づくりや食生活の改善等とともに、生涯にわた
って学び続けられる環境づくりが重要となってきます。

アジアをはじめとする諸外国の経済成長に加え、情報通信技術や交通・輸送
手段の高度化、地域間、企業間の国際競争の更なる激化等により、人・モノ・
カネ・情報の動きが活発化するなど、地方におけるグローバル化はますます進
んでいます。
本県にとっては、他地域との競争激化や、感染症等の危機事象の増加が懸念

される一方、拡大する海外市場の需要を取り込む好機にもなります。
このため今後、グローバルな視野からの本県の特性やポテンシャルを生かし

た地域づくり、産業づくりに取り組み、将来にわたって本県の活力を保ってい
く必要があります。

科学技術・環境

ＩＣＴをはじめ、ＡＩやロボット技術など幅広い分野において技術革新が進
展すると考えられており、産業分野においても積極的に活用することで、生産
性向上や新事業の創出を図るとともに、社会生活にも取り込み、様々な課題解
決につなげることが期待されています。
また、世界的に資源のひっ迫が懸念される中、太陽光や水など、本県の豊富

な資源を生かした産業づくり等を通じて、環境と調和した持続可能な経済社会
モデルを形成することで、国際的に貢献できる地域となることが期待されます。

我が国では自然災害が頻発し、各地で甚大な被害が発生しています。本県に
おいては、活発な火山活動が住民生活や地域経済に影響を及ぼしており、さら
に今後、南海トラフ地震の発生も懸念されています。
また、グローバル化の進展や気候変動等により、人や動物の感染症が世界的

に拡大するリスクが高まっています。
多様化する危機事象の発生を予防するとともに、発生した際の被害を最小限

に抑えるため、行政や自主防災組織等、多様な主体が連携して、危機管理意識
の啓発をはじめ、防災・減災対策や受援体制の構築、また、衛生・防疫体制の
強化を図る必要があります。
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第２節 長期戦略の内容

各戦略ごとに、ねらいを明確にした上で、その実現に向けた施策展開の方向性を示
すとともに、令和１２年（２０３０年）に向けた数値目標を掲げています。

◇各戦略の内容

戦略１ 人口問題対応戦略

ねらい 少子化対策や若年層の流出抑制による人口減少の抑制
交流人口の創出や関係人口の拡大、移住・定住の促進
中山間地域対策
未来を支える人財の育成

○子育てを支援する社会環境の構築
内 容 ○就学・就業環境の整備等による「若者に選ばれる宮崎」づくりと

戦略的な移住・定住の促進
○生活に必要なサービスが持続的に提供される体制の構築
○中山間地域の維持・活性化
○本県の未来を担う子どもたちの育成
○産学金労官の連携による産業人財や地域人財の育成促進

本県の総人口 100万人程度
目 標 合計特殊出生率 1.9程度

県内新規高卒者の県内就職割合 65％
県内大学・短大等新規卒業者の県内就職割合 50％台

戦略２ 産業成長・経済活性化戦略

ねらい 本県の特性や地域資源を活用した産業づくりの推進
交通・物流ネットワークの充実とグローバル展開
地域経済・資源循環の促進による持続可能な産業構造の構築

○成長産業の育成加速化・新たな産業づくり
○農林水産業の成長産業化や加工食品等を中心とした輸出の促進

内 容 ○企業成長の促進や地域経済の循環促進
○本県の地域資源を生かした新技術・新事業の創出、中小企業等の振興
○地域資源を生かした再生可能エネルギーの導入促進、低炭素社会の実現
○交通・物流ネットワークの整備や効率化等の推進

売上高が新たに３０億円以上へ成長した企業 10社
目 標 就業者１人当たり農・水産業の生産額 350万円

就業者１人当たり食料品等の生産額 1,020万円
県際収支 平成23～27年度(2011～2015年度)平均から 10％改善
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戦略３ 観光・スポーツ・文化振興戦略

ねらい 観光地の魅力向上等を通じた世界から選ばれる「観光みやざき」の実現
県民自身が本県の観光・スポーツ・文化資源を体験・発信することによ
る交流人口や関係人口の拡大

○魅力ある観光地づくりや受入体制の整備・充実による誘客強化
内 容 〇「スポーツランドみやざき」の魅力向上や県民の生涯スポーツ振興

○文化資源を生かした地域活性化や県民の文化活動・交流の促進

観光入込客数 1,680万人
目 標 観光入込客数のうち、訪日外国人観光入込客数 80万人

観光消費額 1,800億円
日頃から文化に親しむ県民の割合 85％
成人の週１回以上の運動・スポーツの実施率 65％

戦略４ 生涯健康・活躍社会戦略

ねらい 医療・福祉が充実し、将来も安心して健やかに暮らせる地域社会の構築
多様な個性が尊重され、生涯にわたって活躍できる地域社会の構築

○福祉・医療サービスの充実や健康寿命の延伸
内 容 ○地域包括ケアシステムの更なる推進

○貧困や孤立などの困難を抱える人を支える社会づくり
○性別や年齢、障がいの有無や国籍等にかかわらず、一人ひとりが活躍
できる社会づくり

○差別や偏見がなく多様性を受け入れ、自分らしく安心して生活できる
社会づくり

目 標 医療満足度 50％
健康寿命 男女とも日本一
性別によって役割を固定化することにとらわれない人の割合 75％
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戦略５ 危機管理強化戦略

ねらい 県民の生命や財産を守るため､危機事象からの復興も見据え、自助・共
助・公助が連携した危機事象に強い環境づくり

○ソフト・ハード両面からの防災・減災対策や受援体制の構築
○災害弱者に対する平常時の備えや災害時の避難確保

内 容 ○緊急輸送や救急医療の観点によるインフラ整備と、公共インフラの
適正な維持管理

○公共施設の耐震化等を通じた災害に強いまちづくり
〇甚大な健康被害が引き起こされる感染症対策の強化
○家畜伝染病を発生させないための防疫体制強化

県内の防災士の数 １万人
目 標 緊急輸送道路の防災対策進捗率 70％

農場の飼養衛生管理基準の遵守状況 100％
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戦略１ 人口問題対応戦略

背 景

○ 本県の合計特殊出生率は、全国の中では高水準にありますが、人口維持に必
要な２．０７には届いておらず、出生数が死亡数を下回る自然減と、進学・就
業時に多くの若者が県外に転出する社会減が相まって、少子高齢化が進行し、
人口減少が加速しています。

○ このような中、産業界においては、少子・高齢化に伴う労働力不足が顕在化
しており、本県経済の活性化、産業振興を担う産業人財の不足が大きな課題と
なるとともに、特に人口減少が著しい中山間地域においては、くらしに必要な
サービスの提供も困難となりつつあり、地域社会の維持に対する懸念が強まっ
ています。

○ さらに、本県の活力ある未来を築いていくためには、大きな時代の変化に
も柔軟に適応できる子どもたちを育んでいくことが重要であり、家庭・学校・
地域等の連携を深め、教育環境を充実させていく必要があります。

戦略のねらい

若者世代を中心に人口流出に歯止めをかけるとともに、安心して結婚・出産・
子育てができる環境の整備を図ることで、人口減少の抑制を目指します。
また、交流人口の拡大や関係人口の創出、移住・定住の促進に加え、地域に根
づきながらグローバルな視野を持ち、本県の産業やくらしの未来を支える人財
の育成を図り、人口減少が進む中にあっても活力が維持される地域づくりを目
指します。

戦略内容

１ 誰もが希望を持って結婚・出産し、安心して子育てできるよう、家庭や地域、
企業等が連携し、仕事と生活の調和や子育ての不安・負担の軽減等の取組を通
じて、ライフステージに応じた切れ目のない支援に県民一体となって取り組む
社会環境を構築します。

２ 若者にとって魅力ある産業・雇用の創出に加え、積極的な情報発信や雇用環
境の改善に努め、「若者に選ばれる宮崎」づくりに向けた取組を推進するとと
もに、多彩な地域資源の魅力発信や地域が一体となった受入体制の整備・強化
を図り、戦略的な移住・定住促進の取組を展開します。

３ 先端技術の積極的な活用も図りながら、人口減少下にあっても、生活に必要
なサービスが持続的に提供される体制を構築するとともに、複雑化する地域課
題の解決に多様な主体と協働しながら、住民自らが取り組む仕組みづくりを進
めます。
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４ 少子高齢化・人口減少が著しい中山間地域においては、地域課題の解決に向
けた住民による自立的な活動を促すとともに、集落間をネットワークで結び、
相互の連携・補完によって地域全体のくらしを守る仕組みづくりに取り組みま
す。

５ 学校・家庭・地域が一体となった教育を推進し、基礎学力はもとより、地域
への愛着やグローバルな視野を持ち、心身ともに健康な本県の未来を担う子ど
もたちを育成します。

６ 就学時のキャリア教育や就業時のマッチング強化、大学等の高等教育の充実
に加え、就業後の能力向上や生涯学習推進など、ライフステージに応じた切れ
目のない学びの場の提供や企業の情報発信等に産学金労官が連携して取り組
み、地域や産業を支える人財の育成を促進します。

戦略目標
令和１２年（２０３０年）に

本県の総人口 １００万人程度
合計特殊出生率 １.９程度
県内新規高卒者の県内就職割合 ６５％
県内大学・短大等新規卒業者の県内就職割合 ５０％台

を目指します。
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戦略２ 産業成長・経済活性化戦略

背 景

○ 本県においては、産学金労官が連携した企業の成長促進や人財の育成など
に取り組み、一定の成果が見られていますが、人口減少による人財不足やグ
ローバル化の進展に伴う国際競争の激化など、本県産業や経済を取り巻く環
境は引き続き厳しい状況にあります。

○ 労働力人口の減少や地域経済の縮小等が懸念される中、ＩＣＴ等をはじめ
とする技術革新が進んでおり、企業の持続的なイノベーション活動や起業支
援がますます重要となっています。

○ グローバル化の進展は、成長著しい海外市場の需要を取り込む好機でもあ
ることから、市場環境等の変化に対応しつつ、県内産業の持続的発展に向け
て積極的に生かしていく必要があります。

○ 本県の強みである農林水産業は、輸出拡大など成長産業化が期待される一
方で、国際競争の激化や、高齢化等による急速な担い手の減少、生産基盤の
縮小等といった課題に直面しています。

○ 本県経済は、県際収支において移入額が移出額を大きく上回る状況である
ことから、県外からの外貨の獲得と県外への資金流出の抑制を進める必要が
あり、経済活動の大部分を占める中小企業や小規模事業者を支援する環境整
備が不可欠となっています。

○ 地球温暖化の進行や自然災害の増加・激甚化、大量生産・消費型の社会経
済活動による世界的な資源のひっ迫や環境汚染などが懸念されており、環境
に配慮した低炭素・循環型社会に転換していく必要があります。

戦略のねらい

産業間や産学金労官による連携を強化し、本県の特性や地域資源を生かした
産業づくりを推進するとともに、交通・物流ネットワークの充実やグローバ
ル展開も図りながら、地域経済の活性化や雇用拡大を目指します。
また、中核企業の育成とともに、県内企業等の相互連携や取引拡大、地産地
消の取組等を推進し、地域経済・資源の循環促進を図ることで、外的要因等
の変化に柔軟に対応できる持続可能な産業構造の構築を目指します。

戦略内容

１ 産業間や産学金労官の連携等により、本県の特性や強みを生かしたフード
ビジネスや医療機器などの成長産業の育成加速化や新たな産業づくりに取り
組みます。
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２ ＩＣＴ等の先端技術を活用した省力化による生産性向上など、生産力や販
売力を強化する取組等により農林水産業の成長産業化を図るとともに、攻め
の展開として、アジアや欧米等の世界市場をターゲットに、農林水産物や加
工食品を中心とした県産品の輸出促進に取り組みます。

３ 地域外から資金や仕事を獲得し、本県産業をけん引する地域中核企業を育
成するため、産学金労官が連携して、成長が期待される企業の事業拡大等を
支援するとともに、立地企業や地域中核企業と県内中小企業等との連携強化
や取引拡大等を推進することにより、地域経済の循環を促進します。

４ 産業間及び産学金労官の連携を強化し、本県の持つ優れた地域資源や技術
を生かした新事業・イノベーションの創出、高付加価値化等を支援するとと
もに、ＩＣＴ等の先端技術を活用した生産性の向上や起業、円滑な事業承継
に向けた取組を支援することにより、県内中小企業等の振興と雇用の維持・
拡大に取り組みます。

５ 太陽光発電などの地域資源を生かした再生可能エネルギー関連事業の育成
や導入促進、水素の利活用など、低炭素社会の実現に向けた取組を推進しま
す。

６ 整備が着実に進展している高速道路や港湾等の効果を最大限活用した、交
通・物流ネットワークの構築や、貨物の集約化などによる物流システムの効
率化等の取組を通じて、県内産業の発展を支えます。

戦略目標
令和１２年（２０３０年）に

売上高が新たに３０億円以上へ成長した企業 １０社
就業者１人当たり農・水産業の生産額 ３５０万円
就業者１人当たり食料品等の生産額 １,０２０万円
県際収支 平成２３～２７年度平均から １０％改善

を目指します。
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戦略３ 観光・スポーツ・文化振興戦略

背 景

○ ラグビーワールドカップ2019や東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会などが続くゴールデン・スポーツイヤーズに向けて、国内ではインバウン
ドの増加が期待されており、本県にも訪日外国人旅行客を積極的に取り込んで
いく必要があります。

○ また、本県では、国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭や、国民スポーツ大
会、全国障害者スポーツ大会等の全国的な規模の大会開催を控えており、豊か
な自然や食、恵まれたスポーツ環境、神話や伝統文化などの本県が誇る魅力を
国内外に発信する絶好の機会を迎えています。

○ ライフスタイルや価値観の変化、交通ネットワークの充実等に伴い、観光形
態やニーズは多様化しており、本県の多彩な魅力の更なる磨き上げと発信、観
光客に訴求力のある商品開発に加え、このような変化に的確に対応した戦略的
な観光推進が求められています。

○ これまで本県で培ってきた「スポーツランドみやざき」の取組や、国民スポ
ーツ大会等の開催、国民文化祭や全国障害者芸術・文化祭の開催、世界農業遺
産やユネスコエコパーク等の文化資源を生かした世界ブランドづくりなどの取
組を、将来にわたって県民のスポーツ・文化振興や観光・交流の拡大、地域活
性化につなげていく必要があります。

戦略のねらい

スポーツランドみやざきや世界ブランドの更なる展開などによる観光地として
の魅力向上、外国人などの受入体制の整備・充実に官民一体となって取り組み、
世界から選ばれる「観光みやざき」の実現を目指します。
さらに、県民自身が本県の観光・スポーツ・文化資源の価値への理解を深め、
自ら体験・発信していくことで、交流人口や関係人口の一層の拡大を目指します。

戦略内容

１ 宮崎版ＤＭＯ等の取組や観光人財の育成などを通じて、宮崎ならではのブラ
ンドイメージの構築と戦略的なマーケティングの推進を図るため、個人旅行や
着地・体験型など多様化するニーズに対応した魅力ある観光地づくりを進める
とともに、旅行者への的確な情報提供、快適な旅行環境の整備等を図りながら、
インバウンドの拡大、年間を通じた国内外からの誘客促進に取り組みます。

２ 国内外からのスポーツ合宿の受入や国際大会の開催に加え、その全県化・通
年化・多種目化を通じて、「スポーツランドみやざき」の魅力向上と県内への
経済効果の波及に取り組みます。また、世界・全国レベルで活躍するアスリー
トの育成や競技力向上、県民の心身の豊かさを育む生涯スポーツの振興やその
環境整備に取り組みます。
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３ 豊かな自然や伝統文化などの地域資源を生かし、美しい宮崎づくりや世界ブ
ランドの取組を推進することで、ふるさとへの誇りや郷土愛の醸成を図るとと
もに、地域活性化にもつなげていきます。また、国民文化祭、全国障害者芸術
・文化祭を契機とした県民の文化活動・交流を促進し、国内外に魅力を発信す
るするとともに、その成果を大会後に引き継ぎ、更なる文化力向上を図ります。

戦略目標
令和１２年（２０３０年）に

観光入込客数 １，６８０万人
観光入込客数のうち、訪日外国人観光入込客数 ８０万人
観光消費額 １，８００億円
成人の週１回以上の運動・スポーツの実施率 ６５％
日頃から文化に親しむ県民の割合 ８５％

を目指します。
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戦略４ 生涯健康・活躍社会戦略

背 景

○ 人生100年時代が到来しようとする中、社会で活躍できる期間の延伸が期待
される一方、それを前提に、社会保障を含む様々な社会システムが変化してい
くことが考えられます。

○ 高齢化の進展に伴い、医療や福祉、介護ニーズが増大・多様化する中、その
担い手不足が懸念されます。

○ 障がいの重度化・重複化等に伴い、障がい者の支援ニーズは多様化しており、
一人ひとりの特性やニーズに応じた自立支援や社会参加の促進が求められてい
ます。

○ 少子高齢化の進行、単身世帯やひとり親世帯の増加により、社会的に孤立し、
経済的困難に陥るケースが発生しており、特に子どもの貧困は、健康や学力へ
影響し、貧困の連鎖につながることが懸念されます。

○ 国際化や情報化が進展する中で、人権問題が多様化・複雑化するなどしてお
り、個性や違い、多様な価値観を受け入れていく必要があります。

戦略のねらい

医療や福祉が充実し、将来も安心して健やかに暮らしていけるとともに、多様
な個性が尊重され、誰もが生涯にわたって活躍できる地域社会の構築を目指し
ます。

戦略内容

１ 福祉・医療人財の育成・確保の取組を強化するとともに、福祉と保健、医療
と介護などの更なる分野間連携を通して、生活に必要な福祉・医療サービスな
どの充実や疾病・介護予防等による健康寿命の延伸に取り組みます。

２ 人口減少や高齢化が進む中、地域社会が一体となった切れ目のない生活支援
体制や地域交通の維持などを通して、誰もが住み慣れた地域で最期まで暮らし
ていける地域包括ケアシステムの構築を更に進めます。

３ 市町村や関係機関とのネットワークの構築や相談体制の充実等を通して、貧
困や孤立といった困難を抱える人を支える社会づくりを推進します。

４ 女性・高齢者・障がい者・外国人の活躍促進、生涯を通じて学び続けられる
環境づくりなど、性別や年齢、障がいの有無や国籍等にかかわらず、一人ひと
りがその個性と能力を発揮し活躍できる社会づくりを進めます。
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５ ユニバーサルデザインの推進、性的マイノリティ等の人権問題に対する理解
の促進など、差別や偏見がなく多様性を受け入れ、誰もが自分らしく安心して
生活できる社会づくりを進めます。

戦略目標
令和１２年（２０３０年）に

医療満足度 ５０％
健康寿命 男女とも日本一
性別によって役割を固定化することにとらわれない人の割合 ７５％

を目指します。
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戦略５ 危機管理強化戦略

背 景

○ 本県では、台風等による風水害や霧島山の噴火による火山災害などが発生し
ており、今後も様々な自然災害が本県に被害を及ぼす可能性があります。
特に、発生が懸念される南海トラフ地震は、本県を含む西日本太平洋側を中

心に甚大な被害を及ぼすと考えられます。

○ 我が国では、高度成長期以降に集中的に整備されたインフラが一斉に更新時
期を迎えつつあり、本県についても同様に、インフラの老朽化への対応が必要
になってきています。また、今後のインフラ整備では、ＰＰＰ／ＰＦＩの手法
など、民間の知見などを活用していくことが求められています。

○ 国内における麻しん・風しんの流行、海外でのエボラ出血熱の発生、さらに
は、今後発生が懸念されている新型インフルエンザ等に備え、より一層の感染
症対策の強化が求められています。

○ 県民生活や地域経済に大きな影響を及ぼした口蹄疫や高病原性鳥インフルエ
ンザに加え、豚コレラ等が国内外で発生しており、より一層の防疫体制強化が
求められています。

戦略のねらい

県民の生命や財産を守るため、危機事象からの復興も見据え、自助・共助・公
助が連携した危機事象に強い社会づくりを目指します。

戦略内容

１ 自治体はもとより、県民や企業、学校や地域などの様々な主体が一体となっ
て、ソフト・ハード両面からの防災・減災対策、国や他の自治体等からの支援
を受け入れるための受援体制の構築に取り組み、被害の最小化や迅速な復旧・
復興を図ります。

２ 住民等の災害に対する備えや、自主的・積極的な防災活動を推進するととも
に、高齢者、乳幼児、障がい者や外国人など災害発生時に特に配慮を要する人
に対しては、一層の啓発や災害時の支援対策の強化を促進します。

３ 災害時の円滑な緊急輸送や救急医療に不可欠な高速道路・港湾等の整備や、
社会資本の適切な維持管理などを通じて、安全・安心のベースとなるインフラ
機能の強化を図ります。

４ 被災者の受入施設や防災活動拠点となりうる公共施設の耐震化や津波対策等
の推進、災害時の司令塔となる防災拠点庁舎の整備を推進し、災害に強いまち
づくりを進めます。
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５ 感染症の予防及び拡大防止に向けた普及啓発の強化や、新たな感染症の発生
に備えた医療体制の整備等により、発生時の拡大抑制と健康被害の最小化を図
る取組を推進します。

６ 口蹄疫等の家畜伝染病を発生させないための防疫体制の強化を図るととも
に、発生初期の関係機関による速やかな情報共有など、その影響を最小限に抑
える取組を推進します。

戦略目標
令和１２年（２０３０年）に

県内の防災士の数 １万人
緊急輸送道路の防災対策進捗率 ７０％
農場の飼養衛生管理基準の遵守状況 １００％

を目指します。
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戦略目標の解説

戦略 戦略目標 目標の説明・算出方法、出典等 現況値[年次]

本県の総人口 ○県内人口 110.4万人
100万人程度 ○国勢調査（総務省） [平成27年]

合計特殊出生率 ○15～49歳の女子の年齢別出生率を合計
1.9程度 したもので、１人の女性が一生の間に 1.73

１ 生むと推定される子どもの数 [平成29年]
○人口動態統計（厚生労働省）

県内新規高卒者の ○県内の新規高卒者の就職者のうち、県 56.8％
県内就職割合 内に就職した者の割合 [平成30年]

65％ ○学校基本調査（文部科学省）

県内大学・短大等新規卒 ○県内の大学・短大等における新規卒業 43.1％
業者の県内就職割合 者の就職者のうち、県内に就職した者 [平成30年]

50％台 の割合
○県産業政策課調べ

売上高が新たに30億円以 ○県内企業において売上高が新たに30億
上へ成長した企業 円以上に成長した企業 －

10社 ○県企業振興課調べ

就業者１人当たり農・水産 ○農業・水産業、食料品製造業の県内 265万円
業及び食料品等の生産額 総生産（名目）／就業者数 886万円
農・水産業： 350万円 ○宮崎県県民経済計算（県統計調査課） [平成23年度～

２ 食料品等：1,020万円 27年度の平均値]

県際収支 ○財貨・サービスの移出額と移入額の差 △5,048億円
平成23～27年度の平均値 ○宮崎県県民経済計算（県統計調査課） [平成23年度～
から 10％改善 27年度の平均値]

観光入込客数 ○本県の観光地を訪れた観光客数 1,532万人
1,680万人 ○宮崎県観光入込客統計調査 [平成29年]

（県観光推進課）

観光入込客数のうち、訪 〇本県の観光地を訪れた訪日外国人数 29万人
日外国人観光入込客数 ○宮崎県観光入込客統計調査 [平成29年]

80万人 （県観光推進課）

観光消費額 〇国内外の観光客が県内で消費した金額 1,551億円
３ 1,800億円 を推計したもの [平成29年]

○宮崎県観光入込客統計調査
（県観光推進課）

成人の週１回以上の運動 〇県民意識調査で週１回以上の運動・ス 44.6％
・スポーツの実施率 ポーツを行っていると答えた人の割合 [平成30年2月]

65％ 〇県総合政策課調べ

日頃から文化に親しむ県 〇県民意識調査で日頃から文化に親しん 50.1％
民の割合 でいると答えた人の割合 [平成30年2月]

85％ 〇県総合政策課調べ
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戦略 戦略目標 目標の説明・算出方法、出典等 現況値[年次]

医療満足度 〇県民意識調査で「本県の医療体制全般
50％ に満足している」又は「ある程度満足 42.2％

している」と答えた人の割合 [平成30年2月]
〇県総合政策課調べ

健康寿命 ○日常生活に制限のない期間の平均 男性23位(72.05年)
４ 男女とも日本一 ○厚生労働省研究班 女性25位(74.93年)

[平成28年]

性別によって役割を固定 ○県民意識調査で、固定的性別役割分担
化することにとらわれな 意識にとらわれない人の割合 59.9％
い人の割合 ○県総合政策課調べ [平成30年2月]

75％

県内の防災士の数 〇県内で防災士の資格を有する者の数 4,196人
１万人 〇県危機管理課調べ [平成29年]

緊急輸送道路の防災対策 ○県が管理する緊急輸送道路における落 56.0％
５ 進捗率 石等危険箇所の防災対策整備進捗率 [平成29年]

70％ ○県道路保全課調べ

農場の飼養衛生管理基準 ○家畜伝染病の予防及び食品の安全性の
の遵守状況 確保のために定められた基準を遵守す 91.9％

100％ る農場の割合 [平成29年]
○県家畜防疫対策課調べ
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アクション編（令和元年６月策定）

第４章 アクションプラン
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第１節 アクションプランの趣旨等

１ アクションプラン策定の趣旨

宮崎県総合計画（未来みやざき創造プラン）は、「長期ビジョン」と「アクション

プラン」で構成されます。

長期ビジョンは、令和１２年（2030年）に本県が目指す将来像を描くとともに、

長期的に見た場合の重要課題に対応していくための「長期戦略」や「分野別施策」

の基本的な方向性を示すものです。

アクションプランは、全国的に進められている地方創生に向けた国の取組も踏まえ、

人口減少問題への対応、経済・雇用対策、地域福祉・医療の充実や中山間地域の

活性化などといった本県が直面する緊急的課題に対応しつつ、令和１２年（2030年）を

見据えた宮崎の礎づくりに向けて、宮崎県がこの４年間で何を目指し、どのように

行動していくのかを示すものとして策定します。

２ アクションプランの構成と期間

アクションプランでは、これまでの４年間における取組状況や改定した長期

ビジョン、知事の政策提案などを踏まえて、令和元年度（２０１９年度）から

４年度（２０２２年度）までの４年間の施策目標を明らかにするとともに、その

実現のため優先的に取り組む施策を５の重点施策（新しい「ゆたかさ」前進プログラム）

として設定しています。

このほか、各分野ごとに着実に推進する必要のある施策については、長期ビジョン

に示した分野別施策の方向性に沿って、部門別計画や毎年度の予算の中で具体的な

施策展開を図っていきます。

３ 進行管理による着実な推進

アクションプランの重点施策（新しい「ゆたかさ」前進プログラム）に掲げた

具体的な取組を着実に実施していくため、取組内容や目標（ＫＰＩ：重要業績評価

指標）を掲げた「工程表」を作成し、毎年度、その進捗状況を踏まえた見直しを

行います。

また、工程表を踏まえた施策の実施状況について、自己評価や県総合計画審議会

（県地方創生推進懇話会）による検証等を行い、次年度以降の施策展開に生かして

いきます。
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未来を築く新しい「ゆたかさ」への挑戦

アクションプラン（Ｒ元～Ｒ４の４年間）

長期ビジョン

基本目標

令和１２年（2030年）を展望

宮崎県総合計画 未来みやざき創造プラン

長期戦略

戦略１ 人口問題対応戦略

戦略２ 産業成長・経済活性化戦略

戦略３ 観光・スポーツ・文化振興戦略

戦略４ 生涯健康・活躍社会戦略

戦略５ 危機管理強化戦略

知

事

の

公

約

重点施策 ～新しい「ゆたかさ」前進プログラム～

１ 人口減少問題への対応
２ 現場主義の徹底、対話と協働の推進
３ 誇りと活力に満ちた地域社会の構築
４ 持続可能な地域づくり
５ 常在危機を基本にした県政の推進
６ 効率的な行財政運営の推進

１ 人口問題対応プログラム

分野別施策 人づくり くらしづくり 産業づくり

施策目標

未来を築く「人」 発展する「産業」 心豊かな「くらし」

基本姿勢

３ 観光・スポーツ・文化振興プログラム

２ 産業成長・経済活性化プログラム

４ 生涯健康・活躍社会プログラム

５ 危機管理強化プログラム

安心と希望を育む「みやざき新時代」の実現

４ 概念図

70



第２節 施策目標

令和元年度(2019年度)から令和４年度(2022年度)までの施策目標を次のように
定め、県民の皆さんとともに「みやざき新時代」を築いていくため、重点的に施策
の展開を図ります。

東九州自動車道や九州中央自動車道をはじめとする交通インフラの整備進展、
フードビジネス等の成長産業の振興、企業成長や人財の育成基盤の整備、企業
立地などこれまでの取組によって、「みやざき新時代」を切り拓くための次代に
つながる成果や成長の芽は、着実に育ってきています。
こうした流れを更なる成果や発展につなげ、将来にわたって安心と希望が持てる
よう、県民や市町村、民間や関係団体等の皆様との連携を一層強化しながら、
未来を築く人が育ち、産業が持続的に発展し、心豊かに暮らせる宮崎の実現を
目指します。

本県の活力を維持し、安心と希望あふれる未来を築いていく礎となるのは「人」
です。
少子高齢化に伴う人口減少が最重要課題となる中、就学・就業環境の充実や改善

を図り、若者の県内定着やＵＩＪターンの促進等に努めるとともに、ライフステージ
に応じた支援を通じて、子どもを生み育てやすい環境づくりを強化します。
また、未来を担う子どもたちの育成、本県の産業や地域を支える人財の育成・

確保に努めるとともに、女性や高齢者、障がい者や外国人など、あらゆる人が活躍
できる多様性を持った社会の実現を通じて、「すべての人が輝く宮崎づくり」を
目指します。

今後、人口減少が見込まれる中にあっても本県の産業の活力を維持していくため、
技術革新やグローバル化の進展にも対応しながら、省力化や付加価値の向上につな
がるＡＩやＩｏＴ、ドローン等の先端技術の活用など「産業のスマート化」を進め、
生産性の向上や付加価値の向上を図ります。
また、産業や観光を支える交通・物流インフラの整備を進めながら、フードビジ

ネスをはじめとする成長産業の振興や地域中核企業への支援、産業人財の育成等に
産学金労官言が一体となって取り組み、県外・海外から外貨を獲得するとともに、
経済や資源の域内循環を促し、雇用を生み出していく必要があります。
これらを支える活力に満ちた事業者や農林水産業者等をしっかりと支援しながら、

「多様な産業が将来にわたって発展する宮崎づくり」を目指します。

人生100年時代を迎えようとする中、県民が健康で長生きし、安心して活躍できる
環境づくりに向けて、地域医療・福祉の充実や健康づくり等を推進するとともに、
人口減少下におけるコミュニティの維持、自然災害をはじめ様々な危機事象への
的確な対応など、安全・安心な暮らしの確保を進めます。
また、社会が成熟化し、人々の価値観が多様化する中で、経済的な豊かさだけで

はなく、くらしの質や心の豊かさが求められる時代になっており、本県の伝統文化や
美しい自然などの地域資源を生かした交流拡大や地域活性化を図ることにより、
「持続可能で心豊かに暮らせる宮崎づくり」を目指します。

３ 心豊かな「くらし」

２ 発展する「産業」

１ 未来を築く「人」

安心と希望を育む「みやざき新時代」の実現
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第３節 基本姿勢

施策目標を実現するため、アクションプランの推進に当たっては、次のような

基本姿勢で取り組んでいきます。

１ 人口減少問題への対応

地方全体の課題となっている人口減少問題は、様々な社会的・経済的要因に起

因しており、県はもとより、企業や民間団体、市町村等の力を結集して対応して

いかなければなりません。

合計特殊出生率の向上と社会減の抑制に向けて、少子化対策や若年層の流出

抑制、移住の促進等に加え、人財の育成・確保、フードビジネスをはじめとする

本県の強みを生かした産業振興や雇用確保、特性を生かした地域づくりなどを総

合的に進めていく必要があります。

今後も、従来の延長線をたどることでは解決できない新たな課題に直面していく

と思われますが、しっかりと将来を見据えて、複雑・困難な課題にも果敢に挑戦

していきます。

２ 現場主義の徹底、対話と協働の推進

課題解決のヒントは現場にあります。このため、現場主義を徹底し、地域や人、

地元の状況を自らの目で確かめ対話することで、県に対するニーズを把握しつつ、

効果的な施策の実施につなげていきます。

また、県政を進めるに当たっては、県民の皆さん、企業、関係団体、市町村な

どの多様な主体と対話と協働を重ねながら、丁寧なコミュニケーションを心がけ

て相互の信頼関係を深め、連携・協力体制の構築を図っていきます。

３ 誇りと活力に満ちた地域社会の構築

本県は、美しい自然や豊富な農林水産物、神話・伝承などの歴史文化等、多くの

魅力ある地域資源に恵まれており、これらがユネスコ等の世界的な専門機関の

認定等を受けるなど、その価値が認められつつあります。

また、全国に先駆けて制定した沿道修景美化条例や、平成２９年（2017年）に

制定した美しい宮崎づくり推進条例等に基づく県土美化の取組も進めています。

今後４年間は、ゴールデン・スポーツイヤーズにも当たり、恵まれたスポーツ

環境を含め、本県の良さや魅力を国内外に発信する絶好の機会となります。

県民一人ひとりが、これらの地域資源の持つ価値への理解を深め、または自ら

親しみ発信していくことで、地域に誇りや愛着を持てるとともに、人口減少下に

あっても活力に満ちた地域社会の構築を図ります。
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４ 持続可能な地域づくり

一定の経済的な豊かさを得た現代において、人々の価値観は多様化し、良好な

人間関係や健康、余暇活動、豊かな自然環境など、物質的・経済的ではない部分

の豊かさも重視されるようになっています。

本県は、前述のような多彩な魅力を有する地域資源、人や地域の絆に恵まれ

ており、経済的な豊かさと、それ以外のお金には代えられない価値が調和した

「新しい『ゆたかさ』」を実現できる大きな可能性を有しています。

国においては、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施方針」が策定されてお

りますが、本県においてもその趣旨を踏まえ、人口が減少する中にあっても、

経済の活力が維持されるとともに、誰もが地域社会で活躍でき、安全・安心な

暮らしや豊かな自然環境が享受できる持続可能な地域づくりを進めていきます。

５ 常在危機を基本にした県政の推進

我が国では各地において、地震や大規模な水害が相次いで発生しており、九州

でも熊本地震や九州北部豪雨災害等が発生しています。これらの自然災害は、近年

激甚化しており、防災・減災や危機管理に対して多くの課題を投げかけています。

本県においても、台風等による風水害や霧島山の噴火活動の活発化、口蹄疫等

の家畜伝染病などにより、大きな被害を被ってきましたが、高い確率での発生が

予測される南海トラフ地震をはじめ、今後も様々な自然災害等が発生するおそれが

があります。また、グローバル化が進展する中で、人や動物の感染症の発生リスク

も高まっています。

過去の大きな代償から得られた教訓を風化させることなく今後に生かし、常在

危機の意識を持って施策を推進していきます。

６ 効率的な行財政運営の推進

本県では、県総合計画の基本目標を支えるための行財政基盤を持続可能にする

ため、行財政改革は不断に取り組むべき課題との認識のもと、全庁的な行財政改

革に取り組んできました。

今後も、限られた人員・財源の中で、多様化・高度化する県民ニーズに的確に

対応していくため、引き続き人材づくりに取り組みながら、徹底した事務の見直し

やＩＣＴの活用等により公務能率の向上を図る「働き方改革」という新たな視点

を加え、「効率的で質の高い行政基盤の構築」、「県民ニーズに対応した行政

サービスの提供」、「県政運営を支える人材づくりと働き方改革の推進」、「健全な

財務基盤の構築と資産の有効活用」の４つの視点で、引き続き県民本位の行財政

改革を強力に推進していきます。
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第５章 重点施策

～新しい「ゆたかさ」前進プログラム～
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第１節 新しい「ゆたかさ」前進プログラムの基本的考え方

長期ビジョンや知事の政策提案を踏まえ、今後４年間に重点的に取り組む施策を

５つのプログラムとして設定し、具体的な展開を図っていきます。

第２節 新しい「ゆたかさ」前進プログラムの構成・内容

１ 社会減の抑制と移住・ＵＩＪターンの促進

２ 産学金労官言の連携による地域や産業を支える人財の育成・確保

３ 地域の暮らしの確保や中山間地域の振興

４ 本県の未来を担う子どもたちの育成

５ 合計特殊出生率の向上に向けた環境づくり

１ 本県経済をけん引する成長産業の育成と新産業の創出

２ 本県の基幹産業である農林水産業の成長産業化

３ 地域経済を支える企業・産業の育成

４ 資源・エネルギーの循環促進と低炭素社会の実現に向けた取組

５ 交通・物流ネットワークの整備と効率化の推進

１ 魅力ある観光地づくりと誘客強化

２ 「スポーツランドみやざき」の構築と県民のスポーツ活動・交流の促進

３ 文化資源を生かした地域活性化や県民の文化活動・交流の促進

１ 地域における福祉・医療の充実と健康寿命の延伸

２ 生きる喜びを実感し、安心して暮らせる社会づくり

３ 一人ひとりが活躍できる多様性を持った社会づくり

１ ソフト・ハード両面からの防災・減災対策

２ 緊急輸送や救急医療の観点による社会資本整備と適切な維持管理

３ 人への感染症に対する感染予防・流行対策強化

４ 家畜伝染病に対する防疫体制の強化

１ 人口問題対応

２ 産業成長・経済活性化

３ 観光・スポーツ・文化振興

４ 生涯健康・活躍社会

５ 危機管理強化
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１ 人口問題対応プログラム

現 状 と 課 題

我が国の人口は、平成２０年(2008年)をピークに減少に転じていますが、本県で

は、平成８年(1996年）をピークに全国よりも早く人口が減少し始めています。

自然動態では、平成２９年(2017年)の合計特殊出生率が1.73と全国２位の高水準

にあるものの、出産する女性数そのものの減少や、未婚化・晩婚化等を背景に出生

数は減少傾向にあります。また、市町村の中には高齢者も減少に転じているところ

も出てきており、自然減は今後拡大することが見込まれます。

社会動態では、就学・就業時に当たる15～24歳の若年層の県外流出による社会減

が続いています。

このような状況が続けば、人口減少がますます拡大し、地域経済や産業の活力が

低下し、将来的に地域の維持が困難となることが懸念されます。

このため、人口減少の抑制とともに、本県の未来を支える人財の育成を図りなが

ら、人口減少が進む中にあっても活力が維持される地域づくりを進めていく必要が

あります。

取 組 方 針

○ 県内で学び働く場所の魅力向上や、企業情報がしっかりと若者や保護者等に届

く仕組みづくりなどにより、若者の県内定着を図るとともに、移住・定住の促進

を通じた社会減の抑制や交流人口の拡大等に取り組みます。

○ 産学金労官言が連携し、教育機関におけるキャリア教育や就業後の人財育成

プログラムの充実、関係機関のネットワーク強化等に取り組み、地域経済を支える

産業人財や暮らしを支える地域人財の育成・確保を図ります。

○ 広域的な地域連携や住民主体による地域課題の解決を促し、地域における暮らし

に必要な機能の確保に努めるとともに、特に人口減少の著しい中山間地域の振興

に取り組みます。

○ 学校・家庭・地域が一体となった教育を推進し、基礎学力はもとより、地域へ

の愛着やグローバルな視点を持ち、大きな時代の変化にも柔軟に適応できる本県

の未来を担う子どもたちを育成します。

○ 関係機関が連携し、ライフデザイン教育や結婚支援、地域における子育て支援

体制の整備、ワーク・ライフ・バランスの向上など、ライフステージに応じた切

れ目のない支援により、合計特殊出生率の向上に向けた環境づくりを進めます。

１ 人口問題対応プログラム

78



プ ロ グ ラ ム の 構 成

重点項目１ 社会減の抑制と移住・ＵＩＪターンの促進

取組1－1 「みやざきで暮らし、みやざきで働く」良さの創出とＰＲ

取組1－2 若者の県内就業・就学機会の確保と働く場所の魅力向上

取組1－３ 移住・定住促進や交流人口・関係人口の拡大

重点項目２ 産学金労官言の連携による地域や産業を支える人財の育成・確保

取組2－１ 地域に視点を置いたキャリア教育の充実

取組2－２ 本県産業を支える多様な産業人財の育成・確保

重点項目３ 地域の暮らしの確保や中山間地域の振興

取組３－１ 生活に必要な機能の維持・補完

取組３－２ 住民主体による地域課題の解決

取組３－3 中山間地域の振興

重点項目４ 本県の未来を担う子どもたちの育成

取組4－１ 社会を生き抜く力を育む教育の推進

取組４－２ 郷土を愛し、地域社会に参画する意識・態度の育成

取組４－3 企業や地域、県民などが教育に参画する社会づくり

重点項目5 合計特殊出生率の向上に向けた環境づくり

取組5－１ ライフデザインを描くことのできる環境づくり

取組5－２ 子どもを生み育てやすい環境づくり

取組5－３ 子育てと仕事が両立できる環境づくり

１ 人口問題対応プログラム
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１ 人口問題対応プログラム

重点指標：プログラム全体の成果や達成度を見るための指標

指 標 現況値 目標値（R4） 測定の目的

総人口 110.4万人 105.5万人 人口減少が抑制され

（H27） ているか

合計特殊出生率 1.73 1.81 子どもの生まれる割

（H29） 合は増えているか

県内新規高卒者の県内就 56.8％ 60.3％ 若者の県内定着は進

職割合 （H30） んでいるか

県内大学・短大等新規卒 43.1％ 53.9％

業者の県内就職割合 （H30）

関連する施策の柱（長期ビジョン「分野別施策」）

Ａ－１－（１） 子育て支援の充実

Ａ－１－（２） 子ども・若者の権利擁護と自立支援

Ａ－２－（１） 県民が生涯を通じて学び、教育に参画する社会づくり

Ａ－２－（２） 社会を生き抜く基盤を培い、将来を担う人財を育む教育の推進

Ａ－２－（３） 教育を支える体制や環境の整備・充実

Ａ－４－（３） ＮＰＯや企業、ボランティア等多様な主体による社会貢献活動の促進

Ｂ－３－（５） 持続可能な中山間地域づくり

Ｂ－３－（６） 連携・絆の構築による魅力ある地域づくり

Ｃ－５－（１） 地域や企業を支える産業人財の育成・確保

Ｃ－５－（２） 職場環境整備と就業支援
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１ 人口問題対応プログラム

重 点 項 目 １ 社会減の抑制と移住・ＵＩＪターンの促進

取組１－１ 「みやざきで暮らし、みやざきで働く」良さの創出とＰＲ

<実施内容>

○ 県内企業の情報を発信するため、関係機関と連携しながら、多くの企業の詳

細な事業内容や採用情報等をホームページに集約するとともに、これらの情報

を県内外の若者やその保護者等にしっかりと届ける仕組みづくりに取り組みます｡

○ ＵＩＪターンを促進するため、ふるさと宮崎人材バンクを活用した職業紹介

を実施します。

○ 情報発信に当たっては、都市部と比較した宮崎の良さなど、本県の魅力や本

県で働くことのメリットについてもＰＲしながら、「みやざきで暮らし、みや

ざきで働く」ことの価値観の向上を図ります。

○ 中高生や新規学卒者が、県内の産業や企業の魅力を理解し、現実に則した前

向きな職業観を持てるよう、県内企業の協力を得ながら、産業界と学校の連携

を強化し、インターンシップや職場体験等の充実（宮崎版デュアルシステム）

に取り組みます。

<県民の主な役割>

○ 子どもたちに宮崎の産業や企業の魅力、宮崎で働くことの良さを伝え、

地域の産業とくらしを担う人財を、県民全体で育てましょう。

○ 企業等は、県内外の若者等に対し、企業情報を積極的に発信しましょう。

○ 大学等は、企業等とも連携しながら、学生に対し企業情報を積極的に提

供するとともに、「『みやざきで暮らし、みやざきで働く』良さ」の啓発に

努めましょう。

○ 生徒・学生やその保護者の皆さんは、本県の産業の強みや、良い企業が

たくさんあることを知りしょう。

取組１－２ 若者の県内就業・就学機会の確保と働く場所の魅力向上

<実施内容>

○ 企業等に対し、全国の状況を踏まえた給与水準の改善や福利厚生の充実など、

若者にとって魅力ある労働環境の整備を要請するとともに、より実効性の高い

人材確保策を学ぶための企業経営者向けセミナーの開催や、奨学金返還支援事

業への積極的な参加の呼びかけ等に取り組みます。

また、求人活動を単独で実施することが困難な企業等を支援するため、地域や

業種単位での採用試験や社員研修等を実施するための仕組みづくりを検討します。
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１ 人口問題対応プログラム

○ 仕事と生活の両立支援に取り組む企業の募集・登録や、働きやすい職場づく

りで優れた成果が認められる企業の認証、事業主等への法制度や県施策の情報

提供等を行うことにより、長時間労働削減や有給休暇取得促進など、県内企業

におけるワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を促進します。

○ 就職した若者の早期離職を防止するため、在職者を対象としたキャリア相談

や県内企業への訪問支援を実施します。

○ 若者の県内就職を促進するため、高校生を対象とした企業ガイダンスや県内

外での就職説明会等を開催し、県内企業と若者のマッチングを支援します。

○ 若者の就職と職業的自立を支援するため、ヤングＪＯＢサポートみやざきに

おける就職相談や宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンターにおける職業紹介、

みやざき若者サポートステーションにおけるカウンセリング等を実施します。

○ 県内の高等教育機関において、特色ある教育プログラムを実施し、「宮崎で

学ぶ場」の魅力向上を図るとともに、高大連携の推進等により県内高校等から

の進学率を向上させ、地域経済や企業をけん引する産業人財の育成と県内定着

を促進します。

<県民の主な役割>

○ 企業等は、給与水準や福利厚生の見直しを行うなど、若者に働きたい場

所として選ばれるよう、その魅力向上に努めましょう。また、時間外労働

の削減や有給休暇取得促進に努めるなど、働き方改革を推進しましょう。

○ 企業等においては、より実効性の高い求人活動を実施するため、地域内

や企業間の連携の強化等の取組を進めましょう。

○ 企業等や求職者においては、ガイダンスや就職説明会等に積極的に参加

しましょう。

○ 大学等においては、学生の地元就職率の向上につながるよう、企業等や

金融機関、行政等との連携を一層強化しましょう。
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１ 人口問題対応プログラム

取組１－３ 移住・定住促進や交流人口・関係人口の拡大

<実施内容>

○ 東京圏をはじめ都市部の若者や本県出身者に対し、本県での暮らしの魅力を

戦略的にＰＲするとともに、移住希望者のニーズにマッチした暮らしや仕事の

情報提供のほか、起業や就業に必要な支援等により、本県への移住を促します。

○ 市町村や民間団体と連携して、住居支援等を含む受入体制の充実を図るとと

もに、移住者が地域に溶け込んで定住できるよう、移住後のフォローアップを

強化します。

○ 中山間地域において集落の共同活動をボランティアで支援する「中山間盛り

上げ隊」の派遣等による都市住民との交流促進を図るとともに、地域おこし協

力隊の活用による外部人財の力を生かした地域活性化に取り組みます。

○ ふるさと納税やワーキングホリデーの実施などを通じて、県外者の本県への

関与や関心を高め、様々な交流を促進し、地域と継続的なつながりを持つ機会

・きっかけの提供による関係人口の創出を進めます。

○ 農山漁村における都市住民との交流・体験の場を拡大するため、農家民宿等を

活用した農泊を推進するとともに、修学旅行など教育旅行の誘致を実施します。

<県民の主な役割>

○ 県民一人ひとりが、県外の方に宮崎の魅力を積極的に発信しましょう。

また、移住して来られた方が、地域に早くなじめるように支援しましょう。

○ 中山間盛り上げ隊として、積極的に地域活動に参加しましょう。

○ 地域の良さを発見・発信することを通じて、都市と農山漁村がお互いの

地域をよく理解するとともに、訪問・交流にも積極的に取り組みましょう。
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１ 人口問題対応プログラム

重 点 項 目 ２ 産学金労官言の連携による地域や産業を支える人財の育成・確保

取組２－１ 地域に視点を置いたキャリア教育の充実

<実施内容>

○ 社会的・職業的に自立し、地域社会の一員としての役割を果たせる人財を育

成するため、各種研修会やキャリア教育実践事例集の活用等を図りながら、小

・中・高等学校等の各学校において、地域の資源や素材を活用したキャリア教育

を積極的に展開することにより、１２年間を見通したキャリア教育を推進します。

○ 県キャリア教育支援センターの機能強化や、地元自治体との連携による市町

センターの拡充に取り組むとともに、高等教育機関（大学等）との連携・協働

により、小・中・高等学校における実践的で効果の高いキャリア教育プログラ

ムの充実・強化に取り組みます。

○ 子どもたちが働く意義を理解し、職業や働き方について考えを深めることが

できるよう、産業界や地域との連携・協働を強化しながら、よのなか先生によ

る「ものづくり講話」や「ものづくり」体験教室など、地域の大人から子ども

たちに、働く喜びや苦労、自分自身の生き方等を伝えることができる機会の充

実を図ります。また、より実践的で専門的な技術・内容を学ぶことができるイ

ンターンシップや職場体験等の充実に取り組みます。

○ 工業系の高等学校や産業技術専門校等において、ものづくり産業やＩＣＴ産

業を支える基幹的な技術者を育成するとともに、高校生等が企業や技術に対す

る理解・関心を高める取組を充実させ、県内企業への就職を促進します。また、

就職後においても、技術者の一層の技術力向上を図るため、関係団体や産業支

援機関等と連携して、各種研修の機会を提供します。

○ 地域や本県産業の振興を担う産業人財を確保するため、県内の各高等教育

機関との連携体制を再構築し、本県産業の特長や宮崎で働く魅力を学ぶための

教育カリキュラムの実施や、学生と県内企業との交流の場の設置など、地元

就職率向上に向けた取組の充実・強化を図ります。

○ 県内就職の促進や早期離職の防止を図るため、多様なインターンシッププロ

グラムや受入マニュアルを幅広く県内企業に提供するとともに、マッチングや

交流会を実施することにより、インターンシップの量的拡大と質的向上を図り

ます。
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１ 人口問題対応プログラム

<県民の主な役割>

○ 子どもたちに宮崎の産業や企業の魅力、宮崎で働くことの良さを伝え、

地域の産業とくらしを担う人財を、県民全体で育てましょう。

○ 企業等は、子どもたちが働くことの楽しさや厳しさ、やりがいなどを実

感できる職業体験等の機会を積極的に提供しましょう。

○ 企業等は、若者のインターンシップ等を積極的に受け入れましょう。

○ 学生の皆さんは、県内企業等の魅力に直接ふれ、将来自分がどのような

仕事に就きたいのかなど自身の職業観を高めるため、インターンシップ等

に積極的に参加しましょう。

取組２－２ 本県産業を支える多様な産業人財の育成・確保

<実施内容>

○ 本県の産業を担う中核的な人財を育成・確保するため、産学金労官で構成す

る「産業人財育成プラットフォーム」を推進基盤として、人財育成プログラム

「ひなたＭＢＡ（みやざきビジネスアカデミー）」のプログラム内容を一層充

実させるとともに、受講者数の拡充等を図ります。

○ 経営支援機関等と連携し、高い経営理念や事業戦略等を持って地域経済をけ

ん引する経営者・後継者の育成を支援します。また、県内の大学・大学院とも

連携し、時代や産業界のニーズ等を踏まえたより高度な専門性を有する人財育

成に努めます。

○ 多様な求人ニーズに応じた職域の開発や人手不足の解消に向けて、産業界や

関係機関と連携した職業能力開発訓練や技能検定等の活用に取り組むととも

に、県民に対する技能の重要性や魅力の発信に努めます。また、県伝統工芸品

の後継者の育成・確保に向けて、工芸品の魅力や認知度の向上、需要開拓の支

援に取り組みます。

○ 女性や高齢者、移住就職希望者、外国人、障がい者等の多様な人財が働きや

すい職場環境づくりを進めます。

○ 農業後継者や農業法人への支援、他産業からの参入支援、漁業就業希望者に

対する宮崎県漁村活性化推進機構等の支援、「みやざき林業大学校」における

実践的なカリキュラムの実施などを通じて、本県の農林水産業を支える多様な

担い手の育成・確保に努めます。
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１ 人口問題対応プログラム

○ 建設産業においてインフラの品質確保等を担う人財の育成・確保を図るた

め、建設業団体等と連携し、建設産業の役割・魅力のアピールに努めるととも

に、産業開発青年隊や建設技術推進機構による若手技術者の育成や専門技術の

習得促進に取り組みます。合わせて、週休２日の確保をはじめ働き方改革の取

組を推進するとともに、外国人財の活用に向けた環境整備を進めます。

○ 福祉や医療に携わる人財の育成・確保のため、関係機関が実施する育成事業

への支援や、賃金等の処遇改善、負担軽減等の就業環境整備などに取り組みま

す。

<県民の主な役割>

○ 企業等は、社員の育成やキャリアアップ、人的ネットワークの構築等の

ため、社員研修の場として、「ひなたＭＢＡ認定プログラム」をはじめと

する各種研修会に積極的に参加しましょう。

○ 経済団体や金融機関、大学等や市町村は、魅力ある人財育成プログラム

を実施することにより、人財育成の気運の醸成に努めましょう。

○ 県指定の伝統的工芸品及び伝統工芸士に対する理解を深めましょう。

○ 様々な産業分野においては、多様な担い手を地域に受け入れ、育成する

とともに、雇用希望者が安心して就業できるよう、経営基盤の強化や雇用

環境の改善に取り組みましょう。
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１ 人口問題対応プログラム

重 点 項 目 ３ 地域の暮らしの確保や中山間地域の振興

取組３－１ 生活に必要な機能の維持・補完

<実施内容>

○ 地域における定住の受け皿の形成を図るため、医療や福祉、教育、産業振興

による雇用の場の確保など、広域的な取組が効果的な課題については、拠点と

なる都市と近隣市町村の広域的な地域連携を促進します。また、日常生活に必

要な住民サービスを将来にわたって適切に提供していくため、地域の実情に応

じ、県と市町村、あるいは市町村間の連携に取り組みます。

○ 人口減少により低密度な市街地の形成が進むことから、多くの住民が暮らし

やすい環境を確保するため、都市機能を集約した拠点を中心としたまちづくり

など、地域の実情に応じたまちづくりに向け、各地域が主体的に行う検討等へ

の支援を行います。

○ 持続可能な公共交通ネットワークの実現に向けて、まちづくりと調和した地

域公共交通網の構築を促進するとともに、交通弱者の移動手段の確保等のため、

地域の交通事業者との連携や自動運転技術の活用についての検討を行います。

<県民の主な役割>

○ 県民一人ひとりが地域づくりの主役です。自分たちの住むまちの将来に

ついて関心を持ち、地域づくりに参加しましょう。

○ 公共交通が地域で暮らす上で大切な移動手段であることを理解し、積極

的に公共交通を利用しましょう。

○ 概ね小学校区単位の人口推計や特徴が分かるツール「ひなたまちづくり

応援シート」を使って、地域の課題や将来像について話し合ってみましょう｡

取組３－２ 住民主体による地域課題の解決

<実施内容>

○ 住民主体による地域課題の解決を図るため、ＮＰＯやボランティア、社会福

祉協議会、学校や企業等の多様な主体による連携・協働を推進するとともに、

ＮＰＯやボランティア活動等に関する情報発信を充実させ、活動への理解促進

を図ります。

○ 地域の課題解決に向けた住民の地域づくり活動への積極的な参画を促進する

とともに、地域づくり活動の中核を担う人財の育成・確保のため、そのリーダーと

なる人財の育成、地域づくり団体相互の交流促進やネットワーク化に取り組みます｡
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１ 人口問題対応プログラム

<県民の主な役割>

○ 個人・ＮＰＯ・企業などは、それぞれのノウハウ、人的資源（マンパワ

ー）などを持ち寄り、地域の課題解決に取り組みましょう。

○ 地域のために何ができるかを考え、できることから行動しましょう。

取組３－３ 中山間地域の振興

<実施内容>

○ 地域経済や産業をはじめ、集落活動や生活支援の面でも中山間地域を支える

人財を確保するため、移住・定住の促進や地域を担う次世代の育成、外部人財

の活用等による地域活性化に取り組みます。

○ 日常生活に必要なサービスや機能を維持していくため、多様な主体が連携・

協働しながら、複数の集落を交通・物流のネットワークで結ぶことで圏域全体

のくらしを守る仕組みづくりや、住み慣れた地域に将来にわたって住み続ける

ためのセーフティネットの構築に取り組みます。

○ 地域の特性を生かした収益性の高い園芸作物や肉用牛放牧の取組、特用林産

物の振興等に他産業とも連携しながら取り組み、中山間地域における「なりわ

い」の維持・創出と次世代への継承を図ります。

○ 鳥獣被害に対しては、集落点検や効果的な進入防止柵の設置など、地域一体

となった対策を強化するとともに、捕獲鳥獣の利活用を推進します。

○ 森林の果たすべき機能や土地条件に応じた適正な森林管理を推進し、森林施

業の効率化・省力化を図りながら人工林資源の循環利用を推進するとともに、

森林資源の活用による収益を着実に再造林に繋げていくシステムの構築に向け

た取組を進めます。

<県民の主な役割>

○ 農業においては、作業の共同化・組織化を進めるとともに、中山間地域

の特性を生かした特産物等による産地づくりに取り組みましょう。

○ 森林・林業においては、適正かつ効率的な森林施業や資源の持続的活用

のための再造林に努めましょう。
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１ 人口問題対応プログラム

重 点 項 目 ４ 本県の未来を担う子どもたちの育成

取組４－１ 社会を生き抜く力を育む教育の推進

<実施内容>

○ 確かな学力を育成するため、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、

教育内容の編成や指導・評価方法、指導体制などの工夫・改善に努め、教員の

指導力向上を図るとともに、豊かな心を育成するため、学校における道徳教育

や自然体験・社会体験活動の充実、悩み等のある児童生徒に対する専門家等の

活用を含めた教育相談の充実等に取り組みます。

○ 健やかな体を育むため、学校における体力向上プランの策定及び実践に努め

るとともに、健康教育及び食育の充実に取り組みます。

○ 特別支援教育においては、障がいのある子どもの自立と社会参加に向けて、

乳幼児期から学校卒業後までの切れ目ない支援体制の充実や、教職員の特別支

援教育に関する専門性の強化等に取り組みます。

○ ＡＩ等の技術革新の進展や超スマート社会（Society 5.0）の到来等を見据

え、地域の産業界や高等教育機関等との連携も図りながら、科学技術教育や理

数教育を充実するとともに、学校におけるＩＣＴ活用や情報モラルなどの情報

教育の充実に努めます。また、社会と自然環境の共生など持続可能な社会の実

現に向けて、環境教育の充実にも取り組みます。

○ 外国語指導助手（ＡＬＴ）や国際交流員等の地域人財の活用を図りながら、

各学校段階において外国語教育の充実によるコミュニケーション能力の育成を

図るとともに、外国の文化や生活習慣等への正しい理解を深める教育を推進し

ます。また、高校生の留学支援に向けて、情報提供等による生徒の意識醸成、

高等教育機関や産業界との連携による留学制度の充実等を図り、地域のグロー

バル化を担う人財の育成を促進します。

<県民の主な役割>

○ 家族のふれあいや地域との関わりを大切にし、社会のルールやマナーに

ついて、子どもと話し合いましょう。また、世界や社会の問題などについ

て話し合ったり、環境保全等につながる取組を実践しましょう。

○ 家族で体力つくりや健康教育・食育の推進に取り組みましょう。

○ スマートフォンやパソコンなどのＩＣＴ機器は、問題点や危険性も理解

した上で、正しく適切に使いましょう。

○ 企業や研究機関・団体等は、子どもたちが科学や技術に触れ、学べる機

会を提供しましょう。
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１ 人口問題対応プログラム

取組４－２ 郷土を愛し、地域社会に参画する意識・態度の育成

<実施内容>

○ 郷土に対する誇りや愛着を育むため、社会科や総合的な学習（探究）の時間

などにおいて、地域の歴史・文化・自然などの多様な教育資源を活用し、地域

の良さや課題、産業や特色等への理解を深める「ふるさと学習」の充実に取り

組みます。

○ 子どもたちが、地域の伝統文化に触れ、その魅力を発見し、郷土への理解を

深めることができるよう、伝統文化の体験交流会や神楽公演などを行います。

○ 地域社会の一員としての役割を自覚し、必要な資質や能力を身に付けるため、

授業をはじめ学校教育において、地元自治体や関係機関等とも連携しながら地

域課題の解決について考える学習を行うなど、主権者教育の充実を図ります。

また、地域学校協働活動を県内各地で推進し、地域活動への子どもたちの積極

的な参画を促進します。

<県民の主な役割>

○ 郷土への誇りや愛着を育むために、地域やふるさと宮崎の良さを子ども

に伝えていきましょう。

○ 主権者として、また、地域社会の一員として、家族や周りの人と社会的

な問題や地域課題などについて話し合いましょう。

○ 地域で行われる様々な活動に、積極的に参加し、協力しましょう。また、

大人は子どもの主体性を尊重し、子どもの地域での活動を支援しましょう。

取組４－３ 企業や地域、県民などが教育に参画する社会づくり

<実施内容>

○ 地域の企業・ＮＰＯ・市民団体等が教育活動に積極的に参画できるシステム

（アシスト事業）の活用を促進するとともに、指導者の研修や関係団体等との

教育支援ネットワークの構築を図るなど、地域ぐるみによる教育を推進します。

○ みやざき家庭教育サポートプログラムの普及を図るため、公民館講座や家庭

教育学級、就学時健診、職場等の様々な場における活用を促進し、学習機会の

拡大を図ります。
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１ 人口問題対応プログラム

○ 学校が、地域や家庭と連携・協働して子どもたちへの教育を充実させるため、

保護者や住民等への情報発信を積極的に行うとともに、地元自治体や企業、地

域住民など多様な主体が、当事者として学校運営に携わるコミュニティ・スク

ールの導入を推進するなど、地域とともにある学校づくりに取り組みます。

<県民の主な役割>

○ 学校の教育活動や地域での活動に積極的に参画し、地域の子どもを地域

みんなで見守り育てましょう。

○ 子育てについて積極的に学び、親子のふれあいを大切にしながら、子ど

もの基本的な生活習慣づくりに努めましょう。
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１ 人口問題対応プログラム

重 点 項 目 ５ 合計特殊出生率の向上に向けた環境づくり

取組５－１ ライフデザインを描くことのできる環境づくり

<実施内容>

○ 子どもたちが、長期的な視点から人生を考え、豊かな暮らしを築く力を身に

付けることができるよう、学校教育においてもキャリア教育との連携を図りつ

つ、働き方や家族生活などのライフデザインに関する学習を推進します。

○ 講座の実施等により、出会い・結婚・妊娠・出産・子育てなど、若者に自ら

の人生設計を考える機会を提供するとともに、従業員の結婚を支援する取組を

行う企業等との連携を通じて、社会全体で結婚や子育てを応援する気運醸成を

図ります。

<県民の主な役割>

○ 将来のライフデザインについて考えましょう。

○ 社会全体で結婚や子育てを応援しましょう。

取組５－２ 子どもを生み育てやすい環境づくり

<実施内容>

○ 女性専門相談センターや不妊専門相談センター等において、妊娠や出産に関

する様々な相談に対応するとともに、不妊治療等を受ける夫婦への経済的支援

に取り組みます。また、安心して出産できるよう、周産期母子医療センターを

中心とした地域分散型の周産期医療体制の更なる充実と現在の機能の維持に努

めます。

○ 市町村や子育て支援団体等と連携した多様な取組を通じて、子どもと子育て

を支える人づくりと社会づくりを推進します。

○ 県や市町村の子育て支援施策に関する情報の提供、子育て中の親子向けイベ

ント等の実施を通じて、子育てに関する不安の軽減を図ります。また、市町村

と連携し、子育て世代包括支援センターや子育て支援拠点、放課後児童クラブ

などの地域の子育て支援体制の整備を支援します。

○ 市町村と連携し、幼稚園教諭や保育士等に対する研修の充実等を通じた質の

確保・向上を図り、保護者のニーズに対応した幼児教育・保育を提供します。

また、修学資金の貸付や現在就業していない保育士への再就職支援を通じて、

保育士の安定的な確保を図ります。
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１ 人口問題対応プログラム

○ 乳幼児医療費の助成や、幼児教育・保育の無償化の円滑な実施等を通じて、

子育てに係る経済的負担の軽減を図ります。

<県民の主な役割>

○ 子育ての不安を軽減するため、それぞれの地域や職場において子育て支

援に取り組みましょう。

取組５－３ 子育てと仕事が両立できる環境づくり

<実施内容>

○ 男性の育児参加を促す講座等の取組を通じて、夫婦の子育て協働を促進しま

す。

○ 仕事と生活の両立支援に取り組む企業の募集・登録や、働きやすい職場づく

りで優れた成果が認められる企業の認証、事業主等への法制度や県施策の情報

提供等を行うことにより、長時間労働削減や有給休暇取得促進など、県内企業

におけるワーク・ライフ・バランスの取組を促進します。

○ 多様な働き方を推進するための環境整備、働く意欲のある女性の再雇用や男

性の育児休業の取得促進など、子育て支援に取り組む企業等に対し、必要な支

援を行うとともに、各種優遇措置の充実について、国への要望等を行っていき

ます。

<県民の主な役割>

○ 夫婦間で、家事・育児の分担について話し合い、実践しましょう。

○ 子育て中の父親・母親が育児に十分取り組めるような職場や地域づくり

に努めましょう。

○ 企業等においては、労働者が子育てしながら働き続けやすい職場環境と

なるよう、ワーク・ライフ・バランスの取組を推進しましょう。
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２ 産業成長・経済活性化プログラム

現 状 と 課 題

本格的な少子高齢化の進行やグローバル化による国際競争の激化などを背景とし

て、労働力人口の減少や経済活動の縮小等が懸念されており、本県の強みである農

林水産業をはじめ、経済活動の大部分を占める中小企業や小規模事業者等において

も、その取り巻く環境は引き続き厳しい状況にあります。

しかしながら、一方では、交通・物流インフラの着実な整備の進展、本県の特性

を生かした成長産業の育成、産学金労官言が連携した人財育成など、本県にはこれ

までの取組により、新たな成長につながる成果が生まれつつあります。

今後は、ＩＣＴ等をはじめとする技術革新や更なるグローバル化の進展にも対応

しながら、こうした流れを確実に軌道に乗せ、外貨を獲得するとともに、経済や資

源の域内循環を促し、雇用を生み、人口減少下にあっても持続可能な産業構造を構

築していく必要があります。

取 組 方 針

○ 産学金労官や産業間の連携のもと、フードビジネス等の成長産業の更なる振興

を図るとともに、付加価値の高い新たな成長産業の創出や、先端技術を活用した

新技術・新商品の開発、世界市場への展開等を支援します。

○ 本県の強みである農林水産業の成長産業化に向けて、多様な担い手・経営体の

育成・確保に取り組むとともに、ＩＣＴ等を活用した生産性向上や省力化、資源

の集約・集積等による持続可能な生産システムの構築、物流・販売力の強化を図

ります。

○ 地域経済をけん引する中核企業の育成、中小企業・小規模事業者を対象とした

円滑な事業承継や起業・創業に向けた支援、「みやざき元気！“地産地消”推進

県民運動」の展開などを図ることにより、付加価値を高めながら将来にわたって

地域経済を支える企業・産業の育成を図ります。

○ 資源・エネルギーの循環促進と低炭素社会の実現に向けて、本県の地域資源を

生かした再生可能エネルギーの導入促進、温室効果ガスの排出量削減や食品廃棄

物の排出抑制、環境保全や生物多様性の確保などに取り組みます。

○ 高速道路網等の道路ネットワークの整備や港湾機能の強化と利活用、航空路線

の充実や長距離フェリー航路の安定的な維持、鉄道・バス等の地域交通の維持・

充実などを通じて、本県産業や観光等を支える交通・物流ネットワークの強化を

図ります。

２ 産業成長・経済活性化プログラム
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プ ロ グ ラ ム の 構 成

重点項目１ 本県経済をけん引する成長産業の育成と新産業の創出

取組１－１ フードビジネスをはじめ外貨を稼ぐ産業づくり

取組１－２ 科学技術の進展への対応とイノベーションの創出

取組１－3 世界市場への展開とグローバルな産業人財の育成

重点項目２ 本県の基幹産業である農林水産業の成長産業化

取組２－１ 多様な人財（担い手・経営体）の育成・確保

取組２－２ 生産性向上と省力化の推進

取組２－３ 持続可能な農林水産業の展開

取組２－４ 物流・販売力の強化

重点項目３ 地域経済を支える企業・産業の育成

取組３－１ 企業成長の促進や中小・小規模企業の振興

取組３－２ 地域経済循環の仕組みづくり

重点項目４ 資源・エネルギーの循環促進と低炭素社会の実現に向けた取組

取組４－１ 再生可能エネルギーの利用推進

取組４－２ 持続可能な低炭素・循環型の地域づくり

取組４－３ 環境保全と生物多様性の確保

重点項目５ 交通・物流ネットワークの整備と効率化の推進

取組５－１ 高速道路をはじめとする道路ネットワークの整備促進

取組５－２ 重要港湾の機能強化とポートセールスの積極的な展開

取組５－３ 陸海空の交通・物流ネットワークの維持・充実

２ 産業成長・経済活性化プログラム
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２ 産業成長・経済活性化プログラム

重点指標：プログラム全体の成果や達成度を見るための指標

指 標 現況値 目標値（R4） 測定の目的

売上高が新たに30億円以 － ４年間で３社 中核企業の育成が進

上へ成長した企業 んでいるか

就業者１人当たり農・水 265万円 314万円 農水産業の生産力が

産業の生産額 （H23-27平均） （R2） 向上しているか

就業者１人当たり食料品 886万円 931万円 食料品等の生産力が

等の生産額 （H23-27平均） （R2） 向上しているか

県際収支 △5,048億円 △4,500億円 移入超過が改善さ

（H23-27平均） （R2） れ、県内経済循環が

促進されているか

関連する施策の柱（長期ビジョン「分野別施策」）

Ｂ－２－（１） 低炭素・循環型社会への転換

Ｂ－２－（２） 良好な自然環境・生活環境の保全

Ｂ－２－（３） 環境にやさしい社会の基盤づくり

Ｂ－３－（１） 安心で快適な生活環境の確保

Ｂ－３－（３） 地域交通の確保

Ｂ－３－（４） ＩＣＴの利活用及び情報通信基盤の充実

Ｂ－４－（２） 安全で安心な県土づくり

Ｃ－１－（１） 産業間・産学金官連携による新事業・新産業の展開

Ｃ－２－（１） 農業の成長産業化への挑戦

Ｃ－２－（２） 持続可能な森林・林業の振興

Ｃ－２－（３） 水産業の振興

Ｃ－３－（１） 工業の振興

Ｃ－３－（２） 商業・サービス業の振興

Ｃ－５－（１） 地域や企業を支える産業人財の育成・確保

Ｃ－５－（３） 交通・物流ネットワークの整備・充実
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２ 産業成長・経済活性化プログラム

重 点 項 目 １ 本県経済をけん引する成長産業の育成と新産業の創出

取組１－１ フードビジネスをはじめ外貨を稼ぐ産業づくり

<実施内容>

○ 産学金労官の連携により、本県の強みである豊富な農林水産物を生かした新

商品の開発や、加工・製造事業と一体となった産地づくりの推進など、地域の

食資源を核として様々な産業分野におけるビジネス創出の取組を推進します。

・ 県内企業等による新たな事業創出の動きを支援するため、フードビジネス

相談ステーションをはじめとする推進基盤の充実・強化を図るとともに、ひ

なたＭＢＡなどの人財育成プログラムの実施により、将来にわたってフード

ビジネスの発展を担う人財の育成に取り組みます。

・ フード・オープンラボやおいしさ・リサーチラボなど食品開発センターが

有する技術設備、味や香りの可視化をはじめとするノウハウを活用し、様々

な食品加工のための技術相談や技術指導に取り組むとともに、産学官で構成

する食の機能性解析拠点などを中心として、機能性の評価技術を確立し、

それらを商品開発に生かすことによって更なる付加価値の向上に取り組み

ます。

・ 残留農薬分析技術の活用、国際水準ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰなどの食品安全や

持続可能性等に関する規格・認証の取得、また、工場の衛生管理・品質管理

の向上や新たな食品表示制度への対応など、事業者による食の安全・安心の

取組を推進することにより、本県の農林水産物及び加工食品のブランド力の

向上を図ります。

・ 県内各地の食文化や料理に関する情報の掘り起こしと大規模なスポーツ・

文化イベントやスポーツキャンプ等の様々な機会における県内外への発信に

努め、「食」の魅力による誘客促進を図ります。

・ みやざき６次産業化サポートセンターによる専門家派遣やチャレンジ塾に

よる人財育成等により、加工や販売等に自ら取り組む生産者を支援するとと

もに、市町村等が地域の強みを生かし連携して取り組む「地域ぐるみの６次

化」を推進します。また、農商工連携応援ファンドや関連する事業を活用し、

中小企業者と農林漁業者が連携して行う新商品の開発や改良、販路開拓等の

取組を支援します。
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*1 ①通信業、②放送業、③情報サービス業、④インターネット付随サービス業、⑤映像・音声・文
字情報制作業、⑥情報通信関連製造業、⑦情報通信関連サービス業、⑧情報通信関連建設業、⑨研
究の９部門。

２ 産業成長・経済活性化プログラム

○ 医療機器関連産業の振興を図るため、「東九州メディカルバレー構想」に

基づき、地場企業の医療機器関連産業への新規参入や機器の研究開発、販路

拡大までの一貫した支援を実施します。

○ 裾野が広く、付加価値の高い自動車関連産業や航空機関連産業の振興を図

るため、販路開拓や生産技術の向上等の取組を支援します。

○ 「スポーツランドみやざき」の取組を生かしたスポーツ・ヘルスケア産業の

振興を図るため、スポーツチームやアスリートのニーズに対応した地場企業に

よる商品開発や販路開拓に取り組みます。

○ 本県経済の発展に資する企業立地を促進するため、市町村と連携して、工業

団地等の整備支援や立地対象業種に応じた効果的な企業誘致活動を展開すると

ともに、立地企業に対するフォローアップをきめ細かに行うことにより、県内

での定着と事業拡大を支援します。

<県民の主な役割>

○ 農林漁業者や企業においては、市場ニーズの動向にも対応しながら、消

費者や需要者に安全・安心な商品を安定的に届ける生産体制の構築を進め

ましょう。

○ 農林漁業者や企業は、業種間の連携の拡大・強化を図り、互いの強みを

生かしていきましょう。

○ 農林漁業者や企業は、６次産業化や農商工連携等について、県や市町村、

関係団体が設けている相談窓口や支援機能を積極的に活用しましょう。

取組１－２ 科学技術の進展への対応とイノベーションの創出

<実施内容>

○ 労働力人口の減少が見込まれる中で、生産過程の各段階におけるＩＣＴの導

入や省力化等による労働生産性向上の取組を推進します。

○ 成長著しいＩＣＴ産業*1の一層の振興を図るため、製造業の生産性向上に向けた

ＩｏＴ活用の促進等に取り組むとともに、技術や市場ニーズの急激な変化に対応できる

人財の育成・確保や新商品・新技術の開発、販路開拓などの取組を支援します。
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２ 産業成長・経済活性化プログラム

○ 県内の産学金官の支援機関で構成する「宮崎県イノベーション共創プラット

フォーム」の取組を強化し、産学官共同の研究開発による技術開発・移転を推

進するとともに、研究開発から新技術・新製品の開発、実用化に向けた一貫し

た支援に取り組みます。

<県民の主な役割>

○ 企業は、商品の高付加価値化や生産性向上のため、ＩＣＴの利活用に取

り組みましょう。また、新技術・新製品の開発に向けて、公設試験研究機

関や大学等に対する技術相談や支援機関が開催する各種イベント・セミナ

ー等を積極的に活用しましょう。

○ 金融機関や商工団体は、産学金労官によるプラットフォームに等による

連携強化を図り、企業等が行う新たな挑戦や研究開発等を積極的に支援し

ましょう。

取組１－３ 世界市場への展開とグローバルな産業人財の育成

<実施内容>

○ 成長著しいアジア、北米・ＥＵなどの世界市場をターゲットに、意欲ある県

内企業や関係団体と連携し、香港事務所などの海外拠点機能等も活用し、

農林水産物や加工食品など県産品の認知度向上や販路開拓・拡大に取り組みます。

○ ジェトロや輸出専門家等の知見を活用し、輸出に取り組む県内企業の商品開

発等への支援を行うとともに、輸出に取り組む県内企業の裾野の拡大に努めま

す。

○ ジェトロなどの関係機関と連携し、貿易実務や海外市場情報に係るセミナー

・講習会を開催し、国際ビジネスノウハウ等の習得を支援するとともに、高度

な知識や専門性を有する外国人留学生等の県内企業への就職支援に取り組みま

す。

<県民の主な役割>

○ 海外展開に意欲のある企業や団体は、海外でのフェアや見本市など、ジ

ェトロや県等の各種事業を活用し、海外販路の開拓・拡大に努めましょう。

○ 海外展開に意欲のある企業や団体は、貿易業務等に関する知識を有し実

務能力も備えたグローバル人財の育成や確保に努めましょう。
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２ 産業成長・経済活性化プログラム

重 点 項 目 ２ 本県の基幹産業である農林水産業の成長産業化

取組２－１ 多様な人財（担い手・経営体）の育成・確保

<実施内容>

○ 農業後継者を含む新規就農者等が、必要な技術や資格を取得できるよう、関

係機関等と連携し、伴走型支援体制の整備や県立農業大学校の充実を図るとと

もに、経営基盤を持たない新規就農者が農地や園芸施設等の経営資源を円滑に

承継・活用できるための体制づくりを進めます。

○ 農業者等との連携による他産業からの参入や、農業経営発展のための法人化

を推進します。加えて、ＵＩＪターン者、女性、障がい者、外国人等、多様な

人財や経営体の参画による農林水産業の活性化を図るため、首都圏や県内での

就農相談や就農体験、地域内での労働力確保の仕組みづくり、外国人技能実習

制度や新たな在留資格による外国人受入れ態勢の整備等に取り組みます。

○ 「みやざき林業大学校」において、実践的な人財育成に取り組むとともに、

森林経営管理能力の優れた「ひなたのチカラ林業経営者」や木材産業をリード

する担い手の育成・確保に努めます。

○ 操業体制の見直しや新たな漁業技術の導入等による収益性の高い漁業経営体

の育成・確保、宮崎県漁村活性化推進機構による新規就業者の確保等に対する

支援に取り組みます。

<県民の主な役割>

○ 地域農業の将来像について話し合い、その実現に必要な新規就農者の受

入れや農業経営資源の承継に取り組みましょう。

○ 林業事業体、団体等は、人財育成や魅力ある就業環境づくりに積極的に

取り組みましょう。また、森林・林業に関する知識や技術・技能の習得を

図るため、みやざき林業大学校の研修を積極的に活用しましょう。

○ 漁業においては、効率的な経営への転換を図るとともに、地域における

漁業担い手の受入れ体制づくりを進めましょう。
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２ 産業成長・経済活性化プログラム

取組２－２ 生産性向上と省力化の推進

<実施内容>

○ 大規模・省力生産を実現する「スマート農業・水産業」を促進させるため、

ＩＣＴやＡＩ、ロボット等の最新技術について、研究開発や普及に取り組みます。

○ 暗渠排水による水田の汎用化に取り組み、水田の高度利用を促進します。ま

た、畑地かんがい施設の整備により、土地生産性が高く効率的な営農を推進し

ます。

○ 畜産の生産基盤の維持・拡大を図るため、個別経営体の規模拡大や肉用牛繁

殖センター等の地域拠点施設整備、さらに産地分析やＩＣＴ等の活用による飼

養管理等を進めることにより、畜産の生産性向上と省力化を推進します。

○ ＩＣＴ等の先端技術を活用して、森林情報や原木・製材品の需給情報等を管

理することにより森林施業の効率化・省力化を図る「スマート林業」を推進し

ます。また、コンテナ苗等優良苗木の安定供給や伐採と造林の一貫作業システ

ムの導入及び計画的な路網整備に取り組みます。

○ 成長分野と見込まれる養殖業については、先進的な養殖システムの開発によ

る生産性の向上や、協業化等による経営基盤の強化に取り組みます。

<県民の主な役割>

○ 農林漁業者は、生産性の向上や省力化に係る研修の受講や企業・団体と

の連携により、生産性の高い技術の習得に努めましょう。

○ 林業事業体・団体等は、最新技術の導入により森林施業の効率化・省力

化に取り組みましょう。

取組２－３ 持続可能な農林水産業の展開

<実施内容>

○ 農業経営の規模拡大や農作業の効率化を図るため、農地中間管理事業等の

活用やほ場整備等の基盤整備事業を推進し、担い手への農地集積・集約化を

進めるとともに、施設園芸や畜産等の施設について団地化・大規模化を推進

します。また、集落営農組織やコントラクター等による農作業受託・分業化を

推進し、地域ぐるみでの生産体制の構築を強化します。

○ 農業・農村が持つ多面的機能の維持・発揮を図るため、地域の協働活動を

支援し、地域資源の適切な保全管理を推進します。
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２ 産業成長・経済活性化プログラム

○ 持続的な林業を可能とするため、森林資源の循環利用（「伐って、使って、

すぐ植える」）を推進するとともに、新たな森林管理システムの適切な運用を

図り、経営管理が行われていない森林の集約・集積化を図る市町村に対する必

要な支援や「ひなたのチカラ林業経営者」による委託管理、市町村による公的

管理を推進します。

○ 木質バイオマス等の森林資源を有効に活用し、その収益を再造林につなげる

循環型林業のシステム構築に努めるとともに、しいたけ等特用林産物の生産体

制の強化に取り組みます。

○ 水産資源評価の精度向上と対象魚種の拡大により、適切な利用管理を行うと

ともに、漁場の整備等により水産資源の回復・増大を図ります。

<県民の主な役割>

○ 農業分野においては、持続可能な地域農業の将来像について地域ぐるみ

で話し合い、将来にわたって維持発展できる生産体制の構築に取り組みま

しょう。

○ 森林所有者・林業事業体等は、森林境界の明確化を図るとともに、伐採

後は再造林を行い、資源循環型林業に取り組みましょう。

○ 漁業分野においては、資源管理や水域環境の保全活動への理解を深め、

適切な利用管理に努めましょう。

○ 企業・事業体は、地域資源の循環利用に努めましょう。

取組２－４ 物流・販売力の強化

<実施内容>

○ トップセールス等を通じて取引先とのパートナーシップを強化するととも

に、メディア向けの情報発信、産地と一体となった魅力発信プロモーションな

ど戦略的なＰＲを展開し、みやざきブランドのファンづくりと販路拡大を推進

します。

○ 海上輸送等へのモーダルシフトを進めるとともに、コールドチェーン体制の

強化や集出荷拠点施設への集約化を促進し、農畜産物の安定的な輸送体制の確

保に取り組みます。また、香港をはじめとするアジア地域に軸足を置きつつ、

北米やＥＵなど新たな販路開拓や商品開発による輸出の拡大を推進します。

○ 輸出先のニーズや残留農薬等の基準に対応した産地づくりを促進するととも

に、集出荷・加工・食肉処理施設等の整備を進め、海外市場への安定供給体制

を強化します。
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２ 産業成長・経済活性化プログラム

○ 県産農畜水産物の栄養・機能性に着目した商品づくりや、安全・安心を支え

る産地づくり等を強化するとともに、商品の品質等を登録する地理的表示保護

制度(ＧＩ制度) などを活用して、農畜水産物のブランド力向上に取り組みま

す。特に、本県ブランドをけん引する宮崎牛については、更なる改良・増殖の

推進や、国内外に向けたトップブランドの発信を強化します。

○ 国内での販路拡大や輸出拡大に向けて、グローバルＧＡＰ等の国際水準ＧＡ

Ｐや県独自のひなたＧＡＰ等の取組拡大、有機農業等の推進、ＨＡＣＣＰシス

テムの導入による衛生管理の強化等を促進し、マーケットから選ばれる商品づ

くりを推進します。

○ ニーズの高い乾燥材、集成材等の量産体制の強化やＪＡＳ認定工場の拡充に

加え、製材品の高付加価値化や加工・流通体制のさらなる効率化・合理化を進

めるとともに、公共施設等の木造化・木質化、スギ大径材を活用した家づくり、

材工一体による輸出促進、直交集成板（ＣＬＴ）の活用など、県産材の需要拡

大を推進します。

<県民の主な役割>

○ 農林水産物の生産者等においては、経営改善や販路確保に必要な認証の

取得等に取り組みましょう。

○ 農林水産業においても、新たな販路開拓や所得の確保につながる輸出に

取り組みましょう。
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２ 産業成長・経済活性化プログラム

重 点 項 目 ３ 地域経済を支える企業・産業の育成

取組３－１ 企業成長の促進や中小・小規模企業の振興

<実施内容>

○ 域外から外貨を獲得し、本県経済をけん引する地域中核企業を育成するため、

地域未来投資促進法も活用しながら、県内の産学金労官の支援機関で構成する

「宮崎県企業成長促進プラットフォーム」により、成長が期待される企業の事

業拡大等の支援に取り組みます。

○ 中小企業・小規模事業者の活性化と経営の安定を図るため、国や市町村と連

携し、各経営支援機関が実施する経営分析、事業計画策定、販路拡大などの取

組を支援するとともに、県中小企業融資制度等による円滑な事業資金の供給や

金融と経営支援の一体的な推進を図ります。合わせて、新商品・新技術の開発

や新たな生産・販売方式の導入等に関する経営計画を承認する経営革新制度の

取組を促進します。

○ 企業の成長戦略の実現を促進するため、プロフェッショナル人材戦略拠点を

活用し、県内企業の攻めの経営や経営改善意欲を喚起するとともに、都市部の

プロフェッショナル人材と県内企業とのマッチングを支援します。また、各分

野の専門家による相談支援や専門家の派遣を通じた企業支援を促進します。

○ 起業を促進するため、市町村、各経営支援機関等と連携して、起業意識の啓

発に努めるとともに、インキュベーション施設の運営等を通じて新規創業等を

支援します。

○ 県事業承継ネットワークの構成機関と連携・協力し、事業承継診断や専門家

によるきめ細かな支援等を行うことにより、円滑な事業承継を推進します。

○ 地域の商業機能を維持・充実させるため、地域住民、学生等の多様な主体と

連携した商店街等の取組を支援するとともに、まちづくりを担う商店街のリー

ダーとなる人財育成を行います。

○ 技術と経営に優れ、地域の活性化に貢献する建設業者が成長できる環境づく

りなど、県内建設産業の育成を図るとともに、ＩＣＴを活用した建設機械の使

用など、建設現場における生産性向上の取組を推進します。
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２ 産業成長・経済活性化プログラム

<県民の主な役割>

○ 企業は、創意工夫しながら、経営革新や新分野への進出、販路開拓など

の経営基盤強化に積極的に取り組みましょう。

○ 経営者は、計画的な事業承継の準備に取り組みましょう。

○ 地域内の経済循環が高まるよう、地元の商店や商店街を積極的に利用し

ましょう。

取組３－２ 地域経済循環の仕組みづくり

<実施内容>

○ 「みやざき元気！“地産地消”県民運動」の展開等により、県民による本県

農林水産物の消費拡大や県産材の利用促進、公共事業や民間設備投資における

県産材・県産品の購入促進など、広い意味での地産地消を推進し、地域経済の

循環を促進します。

○ 「宮崎を知ろう！１００万泊県民運動」の展開等により、県民による県内観

光や地域の交流活動・イベントへの参加を促し、県内経済の活性化や地域間交

流の促進を図ります。

○ 「中山間地域をみんなで支える県民運動」の展開等により、中山間地域の魅

力や特産品等を広く周知し、人の交流や地域特産品の購入等を促進することで、

中山間地域の経済活性化を図ります。

○ 「広い意味での地産地消」について、県民一人ひとりの行動を促すためのキ

ャッチフレーズを募集し、啓発活動等に活用することにより、３つの県民運動

の更なる促進を図ります。

<県民の主な役割>

○ 県産品や県内で提供されているサービスを積極的に利用しましょう。

○ 県内旅行や県内で開催されるイベントへの参加などにより、本県の魅力

を発見し、その魅力を伝えましょう。

○ 暮らしの様々な場面で、県産品を積極的に利用しましょう。
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２ 産業成長・経済活性化プログラム

重 点 項 目 ４ 資源・エネルギーの循環促進と低炭素社会の実現に向けた取組

取組４－１ 再生可能エネルギーの利用推進

<実施内容>

○ 農業用水利施設等を活用した小水力発電に係る技術支援や施設整備、畜ふん

等のバイオマス処理時の発生熱を畜産施設等に生かす取組、太陽熱の有効活用

などを通じて、本県の恵まれた地域資源を生かした再生可能エネルギーの導入

促進を図ります。

○ 県民や事業者等に対して、再生可能エネルギー導入の意義や災害時の活用方

法等についての普及・啓発を行います。

○ エネルギーの地産地消や分散型エネルギーシステムの構築を推進するため、

みやざき水素スマートコミュニティ構想に基づき、水素をエネルギーとして利

活用する社会の実現に向けた取組を進めます。

<県民の主な役割>

○ 地域資源を活用した再生可能エネルギー導入の意義や必要性に関する理

解を深め、利活用に努めましょう。

取組４－２ 持続可能な低炭素・循環型の地域づくり

<実施内容>

○ 二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量を削減するため、県庁にお

けるエネルギー使用量を計画的に削減するとともに、県民や事業者に対する省

エネ意識の普及啓発に取り組みます。

○ 二酸化炭素吸収源対策として、植栽・下刈・間伐等の支援を行うなど適切な

森林整備を推進します。

○ 循環型社会の実現のため、廃棄物のリサイクル技術の研究開発やリサイクル

施設整備の支援等に取り組みます。

○ 食品廃棄物の排出抑制・減量化を進めるため、食品ロス削減に対する県民や

事業者の意識向上を図ります。

○ 循環型社会の形成に向け、「みやざきリサイクル製品認定制度」を推進する

とともに、リサイクル製品の利用拡大を図るなど、廃棄物等の発生抑制や資源

循環の促進に取り組みます。
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２ 産業成長・経済活性化プログラム

<県民の主な役割>

○ 日常生活における節電の実践や省エネ性能の高い商品の選択、自転車や

公共交通機関の積極的な活用など、二酸化炭素排出量の少ないライフスタ

イルに努めましょう。

○ 企業や団体は、エネルギー使用量の把握に努め、省エネ性能の高い機器

への計画的な更新や従業員に対する省エネ意識の醸成など、事業活動に

伴う二酸化炭素排出量の削減に努めましょう。

○ 企業・事業体等は、森林資源や廃棄物等を有効に活用し、その資源が将

来にわたり循環するように努めましょう。

○ 食べ残しの削減や使い捨てプラスチック製品の利用抑制など、環境にや

さしいライフスタイルを実践し、ごみの減量化に努めましょう。

○ 資源循環のため、ごみの分別ルールを遵守するとともに、リサイクル製

品を積極的に利用しましょう。

取組４－３ 環境保全と生物多様性の確保

<実施内容>

○ 家庭、学校、地域等における環境教育を推進するとともに、各主体が自発的

に行う森林ボランティア等の環境保全活動を支援します。

○ 大気環境や水環境等の保全を図るため、常時監視や工場、事業所に対する監

視・指導を行います。

○ 生活排水処理施設の整備を支援するとともに、単独浄化槽等から合併処理浄

化槽への転換や浄化槽設置者への遵守事項の啓発に取り組みます。

○ 森林や河川などの特性に応じた生物多様性の保全を推進するとともに、持続

可能な利用の促進に努めます。また、希少な野生動植物の生息状況等を明らか

にした「レッドリスト」の作成等により、適切な保護対策を推進します。

<県民の主な役割>

○ 学校、地域、団体等が行う環境に関する講演会や環境保全活動等に参加

しましょう。

○ 公共下水道への接続や合併処理浄化槽への転換、また、浄化槽の保守点

検、清掃、法定検査の実施など、生活排水の適切な処理を心がけ、河川を

汚さないようにしましょう。

○ 生物多様性の価値を認識し、野生動植物の生息・生育環境へ配慮すると

ともに野生動植物の保全活動に積極的に協力しましょう。
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２ 産業成長・経済活性化プログラム

重 点 項 目 ５ 交通･物流ネットワークの整備と効率化の推進

取組５－１ 高速道路をはじめとする道路ネットワークの整備促進

<実施内容>

○ 高速道路ネットワークは、生産性を高めて経済を成長させる社会基盤である

ことから、東九州自動車道、九州中央自動車道の未開通区間の整備促進及び暫

定二車線区間の早期の四車線化、高速道路の利活用促進に向けて、関係各県や

経済界と連携して取り組みます。

○ 都城志布志道路をはじめ、高速道路と一体となって産業・観光の活性化を支

える国県道路ネットワークの整備を推進します。

<県民の主な役割>

○ 高速道路などが担う役割や機能を理解し、積極的な利用に努めましょう。

取組５－２ 重要港湾の機能強化とポートセールスの積極的な展開

<実施内容>

○ 国内外との海上輸送拠点として背後地域と一体となって地域産業の競争力を

高めるとともに、利用船舶の大型化などに対応するため、細島港を東九州の物

流拠点、宮崎港を南九州の物流拠点、油津港を県南地域の物流拠点と位置づけ

整備を進めるとともに、適宜、港湾計画の見直しを行います。

○ 安全・安心な海上輸送ネットワークの構築に資するため、港内静穏度の確保

に必要な防波堤などの整備や岸壁の耐震改良、港湾施設老朽化対策など、港湾

機能の強化を図ります。

○ 県、地元自治体、産業界が一体となって、県内外でのセミナーの開催や企業

訪問を行うなど、貨物の集約や航路の誘致に向け、積極的なポートセールス活

動を行います。

○ クルーズ船の寄港地の自治体等と連携し、寄港地の環境（ファーストポート

化など）の充実を図ります。

<県民の主な役割>

○ 企業や団体は、港湾が担っている地域の産業や経済を支える物流拠点と
しての役割や機能を理解し、「宮崎の貨物は宮崎の港で」を合い言葉に、
県内港湾の利用を促進しましょう。

○ 県民生活を支える港湾の役割や機能を理解して、港に関心や親しみを持
ちましょう。
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２ 産業成長・経済活性化プログラム

取組５－３ 陸海空の交通・物流ネットワークの維持・充実

<実施内容>

○ 宮崎空港を発着する国内・国際の航空ネットワークの維持・充実のため、Ｌ

ＣＣ（格安航空会社）をはじめ新規路線の開設や既存路線の増便等に向けて、

誘致活動や利用促進に取り組みます。また、国際定期便の新規就航に向けては、

中国本土や東南アジア等とのチャーター便の誘致に積極的に取り組みます。

○ 県内路線バスの維持・充実を図るため、地域住民の路線バスへの関心を喚起

し、実際の利用への動機付けとなるような取組の支援や旅行者の二次交通環境

の整備など、地域内外からの利用促進に取り組むとともに、貨客混載等による

生産性向上の取組を促進します。

○ 県内鉄道の維持・充実を図るため、地域住民主体による路線の応援態勢の整

備・充実や地域資源を活用した誘客などの取組を支援するとともに、駅のバリ

アフリー化等による利便性の向上等を図り、地域内外からの利用促進に取り組

みます。また、将来における高速鉄道網の構築に向けて、国や他県の動向等を

踏まえながら、東九州新幹線等に関する検討・要望活動を行います。

○ 県内の関係機関等と連携して、カーフェリーの新船建造や旅客・貨物の確保

を支援することにより、長距離フェリー航路の安定的な維持を図ります。

○ 荷寄せへの支援により、陸上トラック輸送から大量輸送に優れた海上・鉄道

輸送へのモーダルシフトを促進するとともに、ドライバー不足に対応するため、

隊列走行等の新技術の動向を踏まえ、荷主や運送事業者と連携した効率化策等

を検討し、安定輸送の確保を図ります。

<県民の主な役割>

○ 通勤や通学、出張、旅行の際など、公共交通機関を積極的に利用しまし

ょう。

○ 貨物輸送について、企業や団体などは、荷役の省力化や県内を発着する

海運や鉄道の利用に積極的に努めましょう。
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*1 アウトリーチ：「手を伸ばす」という原語から転じて、文化面では、日頃、文化に触れる機会の少

ない人々や関心の薄い人々に働きかけて、文化活動を提供していくこと。

３ 観光・スポーツ・文化振興プログラム

現 状 と 課 題

我が国では、ラグビーワールドカップ2019や東京2020オリンピック・パラリン

ピック競技大会などが続くゴールデン・スポーツイヤーズに向けて、訪日外国人

観光客の増加が見込まれています。

また、今後、国民文化祭や全国障害者芸術・文化祭、国民スポーツ大会や全国障

害者スポーツ大会などの全国規模のイベントを控えており、恵まれたスポーツ環境、

神話や伝統文化、豊かな自然や食などの本県の魅力を国内外に発信する絶好の機会

を迎えています。

このため、本県の多彩な魅力を更に磨き上げるとともに積極的に発信し、この機

会に外国人を含む多くの方々に本県を訪れていただき、観光を通じた交流の拡大や

地域活性化につなげていく必要があります。

さらには、県民自身が本県の観光・スポーツ・文化資源の価値への理解を深め、

また、自ら親しみ発信し、交流人口や関係人口の拡大を目指す必要があります。

取 組 方 針

○ マーケティングに基づく戦略的な観光施策に取り組み、多様化する旅行ニーズ

も踏まえながら、地域資源を生かした商品開発等による魅力ある観光地づくりを

進めるとともに、プロモーションの強化と受入環境の整備も図りながら、国内外

からの年間を通じた誘客促進に取り組みます。

○ 合宿等の受入体制の充実やスポーツによる誘客などを通じて、スポーツランド

みやざきの更なるブランド力向上を図るとともに、“１１３０”県民運動の推進、

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に向けた開催準備やアスリートの競

技力向上などを通じて、県民のスポーツ活動・交流の促進を図ります。

○ 世界農業遺産やユネスコエコパークといった世界ブランド等の情報発信、歴史

や伝統文化などの文化資源の保存・継承と活用等を通じて、観光・交流の拡大や

地域活性化を図るとともに、文化施設の機能強化やアウトリーチ活動
*1
の展開、

国文祭・芸文祭の開催などを通じて、県民の文化活動・交流の促進を図ります。

３ 観光・スポーツ・文化振興プログラム
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プ ロ グ ラ ム の 構 成

重点項目１ 魅力ある観光地づくりと誘客強化

取組１－１ 戦略的な観光の基盤づくり

取組１－２ 本県の強みを生かした魅力ある観光地づくり

取組１－３ 外国人観光客の誘致の強化とＭＩＣＥの推進

重点項目２ 「スポーツランドみやざき」の構築と県民のスポーツ活動・交流の促進

取組２－１ 国際水準のスポーツの聖地としてのブランド力向上

取組２－２ 生涯スポーツの振興

取組２－3 競技スポーツの振興

重点項目３ 文化資源を生かした地域活性化や県民の文化活動・交流の促進

取組３－１ 世界ブランドを活用した地域づくりと交流人口・関係人口の拡大

取組３－２ 文化振興による心豊かな暮らしの実現

取組３－３ 特色ある文化資源の保存・継承と活用

取組３－4 国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭の開催

重点指標：プログラム全体の成果や達成度を見るための指標

指 標 現況値 目標値（R4） 測定の目的

観光入込客数 1,532万人 1,610万人 観光客が増加してい

（H29） るか

観光入込客数のうち、訪 29万人 60万人 訪日外国人観光客が

日外国人観光入込客数 （H29） 進んでいるか

観光消費額 1,551億円 1,660億円 観光消費額が増加し

（H29） ているか

成人の週１回以上の運動 42.9％ 50.0％ スポーツに親しむ環

・スポーツ実施率 （H31.2） 境になってるか

日頃から文化に親しむ県 50.9％ 77.0％ 文化に親しむ環境に

民の割合 （H31.2） なっているか

３ 観光・スポーツ・文化振興プログラム
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３ 観光・スポーツ・文化振興プログラム

関連する施策の柱（長期ビジョン「分野別施策」）

Ａ－３－（１） 文化の振興

Ａ－３－（２） スポーツの振興

Ｂ－３－（２） 快適で人にやさしい生活・空間づくり

Ｂ－３－（４） ＩＣＴの利活用及び情報通信基盤の整備

Ｂ－３－（６） 連携・絆の構築による魅力ある地域づくり

Ｃ－４－（１） 観光の振興

Ｃ－４－（２） 県境を越えた交流・連携の推進

Ｃ－５－（３） 交通・物流ネットワークの整備・充実
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３ 観光・スポーツ・文化振興プログラム

重 点 項 目 １ 魅力ある観光地づくりと誘客強化

取組１－１ 戦略的な観光の基盤づくり

<実施内容>

○ 本県の強みである「食」や「神話」、「スポーツ」などを活用した国内外での

知名度向上と、温暖な気候と温かな人情につながる「日本のひなた」のイメー

ジアップに取り組みます。

○ 宮崎県観光協会を中心に多様な関係者と連携し、観光客の動向や本県の強み

・弱みを常に把握・分析し、ターゲットに応じた戦略的な観光施策を展開する

ことで、宮崎版ＤＭＯを確立します。

○ マーケティングやマネジメントに優れた地域の観光をけん引する人財の育成

とネットワーク化を図り、戦略的な観光地域づくりを推進します。

○ 観光事業者のみならず、農林漁業者など地域の多様な産業との連携により、

観光消費額の拡大や域内調達率を上げる取組等を推進します。

○ 本県の豊富な農林水産物と、これらを活用した加工食品や地元料理など、

「食」を切り口とした魅力発信、ＰＲ活動などを通じた物産振興施策を展開す

るとともに、観光プロモーションとの連動等により、県外からの誘客や県内で

の観光消費額の拡大につなげ、観光関連産業の高付加価値化を図ります。

○ 民間企業等とのタイアップや他県との連携を進めるとともに、インフルエン

サーを活用したＳＮＳでの発信など、時代に応じた効果的な情報発信を推進し

ます。

<県民の主な役割>

○ 観光事業者は、観光客のニーズを常に把握し、また来たくなるようなサ

ービスの質の向上等につなげていきましょう。

○ 観光事業者は、農林水産物をはじめ、県産素材を積極的に活用するなど、

域内調達率を上げましょう。

○ 県民一人ひとりが宮崎に愛着と誇りを持ち、「ひなた」の心で観光客

をおもてなししましょう。

○ 地域の魅力を知り、県民一人ひとりが宮崎県の営業の顔として、本県の

観光地や美味しい食などをＰＲしましょう。
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取組１－２ 本県の強みを生かした魅力ある観光地づくり

<実施内容>

○ 滞在時間の延長や宿泊に結びつくよう、本県の恵まれたスポーツ環境や神話、

伝統文化など地域の観光資源を生かし、スポーツやツーリズムなどのテーマ別

観光、地域の特色を生かした体験メニューの開発・充実を図るとともに、

観光客の平準化（閑散期対策）も推進します。

○ 九州観光推進機構や南九州（鹿児島・熊本）、東九州（大分）など広域連携

の枠組みを活用し、周遊ルートの形成や教育旅行の誘致などを推進します。

○ 市町村や観光事業者等と連携し、多言語化や二次交通対策、Wi-fi環境の整

備、道の駅の活用やおもてなしの充実など、ハード、ソフト両面での受入体制

の整備・充実を進め、観光客の囲い込みによるリピーターの確保を推進します。

また、障がいのある人もない人も誰もが利用しやすい施設整備の推進や配慮の

方法の普及・啓発など、受入環境の整備を図ります。さらに、これらの環境整備

等に当たっては、国際観光旅客税を財源とする国の補助制度等の活用を図ります。

<県民の主な役割>

○ 県内各地の観光地や祭り・イベント等を積極的に訪れましょう。

○ 本県を訪れた観光客に対し、道案内や記念写真を撮るなど、県民一人ひ

とりが心のこもったおもてなしを実践しましょう。

○ 身近な景観に関心を持ち、自ら進んで美しい宮崎づくりに努めるととも

に、地域で行われる活動に積極的に参加しましょう。

○ 観光事業者は、観光客の滞在時間を延ばし、観光消費額を増やすため、

体験メニュー等を提供する地域づくり団体等と積極的に連携するなど、

魅力の向上に努めましょう。

取組１－３ 外国人観光客の誘致の強化とＭＩＣＥの推進

<実施内容>

○ 外国人観光客の滞在期間を延ばし、観光消費額を伸ばすため、本県の魅力あ

る観光資源を新しい体験メニューとして磨き上げます。

○ 訪日外国人がストレスなく快適に観光できるよう、市町村や観光事業者等と

連携し、観光案内などの多言語対応、宿泊施設やトイレ等のユニバーサルデザ

イン化、国と連携したキャッシュレス決済の推進、災害時の情報提供など、受

入環境の整備を促進します。
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○ 国・地域別のニーズ等に応じ、本県の強みを生かしたブランド戦略とターゲ

ットを絞った戦略的なプロモーションを強化し、効果的に外国人観光客の誘客

を促進します。

○ 官民連携による推進体制のもと、本県の強みであるアフターＭＩＣＥやユニ

ークベニューの素材や農林業・環境分野の特徴的な取組、及び豊富な受入実績

や充実した施設を生かした国際ＭＩＣＥの誘致など、宮崎ならではの誘致・受

入れの仕組みである「みやざきＭＩＣＥ」を推進します。

<県民の主な役割>

○ 異文化を理解し、外国人観光客に対し、おもてなしの心で接しましょう。

○ みやざきＭＩＣＥ推進協議会を中心に、ＭＩＣＥ開催地としての宮崎の

魅力を発信するとともに、「みやざきＭＩＣＥ」の魅力向上に努めま

しょう。
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重 点 項 目 ２ 「スポーツランドみやざき」の構築と県民のスポーツ

活動・交流の促進

取組２－１ 国際水準のスポーツの聖地としてのブランド力向上

<実施内容>

○ 「スポーツランドみやざき」のブランド力の向上を図るため、国内外代表チ

ームのスポーツキャンプ誘致の強化とスポーツメディカル等の受入体制の充実

を図ります。また、その経済効果を年間を通じて県内に波及させるため、スポ

ーツキャンプ・合宿や地域の特色を活かしたスポーツイベントの全県化・通年

化・多種目化を推進します。

○ 外国人や障がい者が、ストレスなくスポーツを楽しみ、スポーツキャンプを

実施できるようにするため、スポーツ施設や宿泊施設のアクセシビリティの向

上など、受入環境の充実を促進します。

○ サーフィンやゴルフ、サイクリング等の「するスポーツ」を活用した観光誘

客や、スポーツキャンプなど「みるスポーツ」で訪れた方々の観光地への誘客

など、観光消費額の拡大に向けた取組を推進します。

○ プロスポーツチーム設立の動きもあることから、地元市町や関係団体とも連

携し、スポーツランドの展開など地域振興や観光振興につなげていきます。

○ 国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会に向けた施設整備など、２０２６

年における本県での開催に向けた準備を着実に進めていきます。

<県民の主な役割>

○ スポーツキャンプに実際に足を運び、チームを応援するとともに、
スポーツ大会やイベント等に参加し、スポーツランドみやざきの魅力を
伝えましょう。

取組２－２ 生涯スポーツの振興

<実施内容>

○ 誰もが運動・スポーツに親しみ、スポーツが習慣化するよう、健康づくり

の取組とも連携して、「１週間に１回以上、３０分以上は運動・スポーツをし

よう」を合言葉とする“１１３０”県民運動をはじめ、県民総参加型のスポー

ツの推進を図ります。

○ 健康や生きがいづくりにつながるとともに、年齢や性別、障がいの有無に関

わらず、多くの県民にスポーツの場所と機会を提供する総合型地域スポーツク

ラブの設立と育成に努め、生涯スポーツの推進に取り組みます。
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○ 県障がい者スポーツ大会の開催及び全国障害者スポーツ大会への選手派遣等

を通じて、障がい者スポーツの普及を図るとともに、民間団体等が行うスポー

ツに関する取組を支援し、スポーツを通した豊かな生活の実現を図ります。

○ 宮崎ねんりんピックの開催支援や全国健康福祉祭への選手派遣等を実施する

とともに、老人クラブなどが行う地域におけるスポーツ活動を通じた仲間づく

りやリーダーの養成を進め、高齢者の生きがい・健康づくりや社会参加を促進

します。

<県民の主な役割>

○ １週間に１回以上、３０分以上の運動・スポーツをしましょう。

○ 積極的にスポーツ活動に参加し、交流を広げましょう。

○ 健康や生きがいづくりのために、総合型地域スポーツクラブ等で運動・

スポーツに親しみましょう。

取組２－３ 競技スポーツの振興

<実施内容>

○ 国民スポーツ大会の本県開催に向けて、競技力向上対策を効果的に実施する

ため、アスリート雇用の受け皿づくりや会場地市町村、競技団体、学校体育団

体等との連携強化を図ります。

○ 国民スポーツ大会開催時に少年種別の主力となる世代の強化や、未普及競技

の育成・強化、有望選手の確保などの取組を推進し、全国大会や国際大会等で

活躍できるトップアスリートを育成します。

○ ジュニアから成年までの一貫した指導体制を確立するため、優秀指導者の確

保や指導者間のネットワークの構築、全国トップレベルの指導者を招へいする

などの取組を推進し、指導体制の充実・強化に努めます。また、「スポーツラ

ンドみやざき」の取組と連携し、合宿等で来県するトップレベルの選手・指導

者との交流等を通して、本県の選手・指導者の競技力・指導力向上を図ります。

○ 競技力向上対策を円滑かつ効果的に進めるため、スポーツ医・科学サポート、

体育施設・競技用具の整備などの取組を推進し、練習環境の整備・充実に努め

ます。

○ 民間団体等が行う障がい者スポーツに関する取組を支援し、競技力向上を図

ります。
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<県民の主な役割>

○ 企業・団体等をはじめ県民を挙げて、スポーツ選手の育成と強化を支援

しましょう。

○ おもてなしの心をもって、各種スポーツイベントを応援しましょう。

118



３ 観光・スポーツ・文化振興プログラム

重 点 項 目 ３ 文化資源を生かした地域活性化や県民の文化活動・交

流の促進

取組３－１ 世界ブランドを活用した地域づくりと交流人口・関係人口の拡大

<実施内容>

○ 世界農業遺産やユネスコエコパーク、日本遺産、国立公園等の世界ブラン

ド、日本ブランドを地域の宝として次世代へ継承するとともに、国内外に効果

的に発信し、関係人口の創出や観光等による交流人口の拡大に取り組み、地域

活力の向上につなげます。

○ 新たな地域資源の掘り起こしや学術調査・研究による再評価等を行い、将来

的な世界ブランド・日本ブランドの認定を目指した取組を推進します。

○ 県内神楽の調査・研究や映像等による記録保存を行い、その成果を発信する

とともに、他県の保存団体とも連携し、神楽のユネスコ無形文化遺産登録を目

指す取組を推進します。

○ 日本遺産に認定された古墳景観を形成する西都原古墳群をはじめとする南九

州の古墳群の調査・研究を推進するとともに、世界文化遺産登録も視野に入れ、

その魅力を国内外へアピールします。

<県民の主な役割>

○ 県内の世界ブランド、日本ブランドが県民の宝であることを知り、発信

しましょう。

○ また、県内の地域資源のブランド化に向け、気運を盛り上げる取組に参

加しましょう。

○ 自然と人間社会の関わりや、地域の歴史文化資源について学び、伝えて

いきましょう。

取組３－２ 文化振興による心豊かな暮らしの実現

<実施内容>

○ 県民が様々な芸術文化に親しむことができるよう、宮崎国際音楽祭など質の

高い優れた公演や美術展の開催、学校や福祉施設等におけるアウトリーチ活動

など、多様な形で公演等を鑑賞する機会を提供します。

○ 実技の講習会や講座、参加・体験型のワークショップやイベントなど、文化

に「触れ」「学ぶ」様々な機会の提供と、その内容充実に努めるとともに、広

域的なアウトリーチ活動により、広く県民が文化に親しむことができる環境づ

くりに努めます。
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○ 本県在住またはゆかりがある歌人等による講演会や短歌大会など、日本一の

短歌県を目指して、短歌に親しみ、その魅力を発信する機会の充実を図るとと

もに、県民芸術祭など文化活動の成果を発表する場や創作活動を支える環境づ

くりを進めます。

○ 県民の活発な文化活動の促進のため、文化を育む拠点としての文化施設の機

能充実を図るとともに、専門家による文化活動へのアドバイスや各種研修事業

の実施、情報発信、文化団体相互の交流促進等に取り組みます。

<県民の主な役割>

○ 鑑賞や創作などの文化活動に積極的に参加しましょう。

○ 文化施設を積極的に利用しましょう。

○ 企業・団体等においては、地域の文化活動を積極的に支援しましょう。

取組３－３ 特色ある文化資源の保存・継承と活用

<実施内容>

○ 県内各地域の豊かな自然や歴史、神話や伝承、伝統芸能等の民俗文化、伝統

的建造物など、その地域ならではの文化資源を大切に保存・継承しながら、市

町村等と連携して、その魅力を国内外に発信する取組を推進します。

○ 古事記や日本書紀にまつわる多くの神話や伝承、神楽等の伝統文化やゆかり

の地・景観など県内各地に息づく「神話の源流みやざき」の魅力を情報発信す

るとともに、誘客につなげる取組を展開します。

○ 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の文化プログラム等を

通して、県民一人ひとりが多様な芸術文化に触れる機会を提供するとともに、

本県の神話をはじめとした歴史や伝統文化、県民がこれまで培ってきた本県の

優れた文化資源を国内外に発信します。

<県民の主な役割>

○ 自分の住む地域ならではの文化資源について理解を深め、地元の特色を
生かした個性的で魅力ある地域づくりに取り組んでいきましょう。

○ 地域の文化行事等に積極的に参加し、地域ならではの自然や歴史、民俗
文化などについて理解を深めましょう。

○ 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に行われる
文化イベントに参加しましょう。
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取組３－４ 国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭の開催

<実施内容>

○ 「山の幸 海の幸 いざ神話の源流へ」をキャッチフレーズとして、市町村

や文化団体等とも連携し、国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭を成功させる

とともに、神話・神楽や短歌、豊かな食など、本県が有する文化資源の魅力を

国内外に発信します。

○ また、大会の開催等を契機として、各地域の文化資源の掘り起こしや磨き上

げ、新しい文化の創造、障がい者芸術文化活動などを促進するとともに、その

成果を生かしながら、開催後もより一層文化活動が活発化し、本県の文化力向

上につながるよう取り組みます。

<県民の主な役割>

○ 鑑賞や創作などの文化活動に積極的に参加しましょう。

○ 文化施設を積極的に利用しましょう。

○ 国文祭、芸文祭で行われるイベントに積極的に参加しましょう。

○ 企業・団体等は、地域の文化活動を積極的に支援しましょう。
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現 状 と 課 題

平均寿命の延伸に伴い、人生100年時代が到来しようとしており、社会で活躍で

きる期間が長くなることが期待される一方、本県では、医療や福祉、介護ニーズが

増大、多様化する中で、その担い手不足も懸念されているところです。

加えて、生活スタイルや食生活の変化に伴う生活習慣病等の増加はもとより、

単身世帯やひとり親世帯の増加、人間関係の希薄化などによる貧困や孤立等から、

心身の健康の維持が困難となることが懸念されています。

また、本格的な少子高齢化・人口減少が進む中で、今後も地域社会を維持して

いくためには、多様な個性や価値観が認められ、生涯にわたってその能力を生かす

ことができる環境を整えていく必要があります。

今後も人生を豊かで充実したものとするためには、年齢を重ねても健やかに安心

して生活を送ることができる地域づくりとともに、県民一人ひとりの個性が尊重

され、誰もが活躍し続けられる社会を構築していくことが不可欠となっています。

取 組 方 針

○ 地域における福祉・医療に関わる人財の育成・確保を図るとともに、地域包括

ケアシステムの構築など地域や関係機関が一体となったサービス提供体制の充実

を図ります。

また、健康寿命日本一を実現するため、若い世代からの自主的な健康づくりの

促進や働く世代に向けた健康経営の推進等に取り組みます。

○ 関係機関や民間団体等とのネットワークを活用し、貧困や孤立等の状況に置か

れた人を支援するとともに、障がい者の自立や社会参加を促進します。

また、施設のバリアフリー化、犯罪や交通事故の発生抑制、消費者保護などに

取り組み、安全で安心して暮らせる社会づくりを進めます。

○ 女性や高齢者の活躍促進、障がいの有無や国籍等に対する差別・偏見の解消等

を図るとともに、生涯学習の機会充実、外国人財の受入れ拡大や共生に向けた環

境整備などを通じて、個性が尊重され、誰もが活躍できる多様性を持った社会づ

くりを進めます。

４ 生涯健康・活躍社会プログラム
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プ ロ グ ラ ム の 構 成

重点項目１ 地域における福祉・医療の充実と健康寿命の延伸

取組１－１ 福祉・医療人財の育成・確保

取組１－２ 地域における福祉・医療の充実

取組１－３ 多様な主体による健康づくりの推進

重点項目２ 生きる喜びを実感し、安心して暮らせる社会づくり

取組２－１ 貧困や孤立などの困難を抱える人への支援

取組２－２ 障がい者の自立と社会参加の促進

取組２－３ 安全で安心な社会づくり

重点項目３ 一人ひとりが活躍できる多様性を持った社会づくり

取組３－１ 誰もが尊重され、活躍できる社会づくり

取組３－２ 生涯を通じて学び続けられる環境づくり

取組３－3 外国人財の受入れ・共生に向けた環境整備

重点指標：プログラム全体の成果や達成度を見るための指標

指 標 現況値 目標値（R4） 測定の目的

医療満足度 43.3％ 50.0％ 県民の医療体制への

（H31.2） 満足度が向上してい

るか

健康寿命の全国順位 男性：23位 男性：15位 心身ともに健康で自

女性：25位 女性：16位 立した生活を送るこ

（H28） とができているか

健康寿命の延伸 男性：72.05歳 男性：73.35歳

女性：74.93歳 女性：76.03歳

（H28）

性別によって役割を固定 56.1％ 65.9％ 固定的な性別役割分

化することにとらわれな （H31.2） 担意識が解消に向か

い人の割合 っているか

４ 生涯健康・活躍社会プログラム
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４ 生涯健康・活躍社会プログラム

関連する施策の柱（長期ビジョン「分野別施策」）

Ａ－１－（１） 子育て支援の充実

Ａ－１－（２） 子ども・若者の権利擁護と自立支援

Ａ－２－（１） 県民が生涯を通じて学び、教育に参画する社会づくり

Ａ－４－（１） 男女共同参画社会の推進

Ａ－４－（２） 高齢者が活躍する社会の推進

Ａ－４－（４） 国際化への対応

Ａ－４－（５） 人権意識の高揚と差別意識の解消

Ｂ－１－（１） 健康づくりの推進

Ｂ－１－（２） みんなで支え合う福祉社会の推進

Ｂ－１－（３） 医療提供体制の充実

Ｂ－３－（１） 安心で快適な生活環境の確保

Ｂ－３－（２） 快適で人にやさしい生活・空間づくり

Ｂ－３－（３） 地域交通の確保

Ｂ－４－（３） 安全で安心なまちづくり

Ｂ－４－（４） 交通安全対策の推進

Ｃ－５－（２） 職場環境整備と就業支援
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４ 生涯健康・活躍社会プログラム

重 点 項 目 １ 地域における福祉・医療の充実と健康寿命の延伸

取組１－１ 福祉・医療人財の育成・確保

<実施内容>

○ 福祉人財を確保するため、教育機関や社会福祉協議会等と連携して福祉教育

に取り組み、福祉の仕事に対する理解の促進を図ります。

○ 高齢者や国の受入基準を踏まえた外国人など多様な人財の介護分野への就業

促進、事業所における介護ロボット導入支援・処遇改善加算の取得促進など、

離職防止に向けた労働環境の整備、関係機関と連携した介護職員の資質向上を

図り、介護人財の育成・確保に取り組みます。

○ 宮崎大学、県医師会、市町村、県教育委員会等、関係機関と一体となって、

中高生からの地域医療への関心を高めるとともに、医学部の推薦入試枠の設置

や修学資金・研修資金の貸与等を行い、地域医療を担う若手医師の育成・確保

に取り組みます。また、医師の配置調整を通じて、医師のキャリア形成と医師

が不足する地域や診療科の充足を一体的に図るとともに、女性医師の就労環境

の整備や医師の勤務負担の軽減等の施策を推進します。

○ 看護職員の確保を図るため、県看護協会や県教育委員会等と連携し、中高生

や保護者の看護職への関心を高め、養成所等への受験者確保に取り組むととも

に、修学資金貸与により県内の医療機関等への就職を促進します。また、就業

中の看護職員に対する処遇改善や離職防止を図るとともに、現在就業していな

い看護職資格所持者の復職支援を促進します。

○ 歯科医師、薬剤師、その他の医療人財についても、関係団体や養成施設等と

連携を図りながら、在宅医療など新たなニーズに対応できるよう、その育成・

確保に努めます。

<県民の主な役割>

○ 福祉施設との交流や、見守り・訪問活動などの福祉ボランティア等に積

極的に取り組み、福祉の仕事の重要性ややりがい等についての理解を深め

ましょう。

○ オールみやざきで福祉・医療人財を育てていくという気運の醸成を図り

ましょう。
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４ 生涯健康・活躍社会プログラム

取組１－２ 地域における福祉・医療の充実

<実施内容>

○ 地域の居場所づくりや地域生活を支える人財の育成、関係機関等との連携を

通じて地域が抱える様々な課題を解決し、地域共生社会の実現を図っていくた

め、「我が事」・「丸ごと」の主体的な取組を促進します。

○ 適切な医療や介護サービスが切れ目なく提供されるよう、入退院支援ルール

の効果的な運用、訪問看護ステーションの設置促進等を通じて、地域における

在宅医療・介護連携体制の構築を支援するとともに、地域包括支援センターを

はじめ、その連携体制を支える人財の育成と資質の向上に努め、地域包括ケア

システムの構築を進めます。また、認知症の早期発見・早期対応のための取組

を推進するとともに、成年後見制度の普及促進に努める等、できる限り住み慣

れた地域で暮らすことができるよう、医療・介護及び生活支援体制の充実に取

り組みます。

○ 関係団体と連携を図りながら、地域医療構想のもと、病床の機能分化・連携

や在宅医療の推進等による切れ目のない医療提供体制の整備を図ります。

○ 関係機関と連携し、へき地医療の確保やドクターヘリの運航支援、救急医療

従事者の資質の向上など、県民が安心できる救急医療体制の確保に取り組むと

ともに、県民の救急医療に対する意識の啓発等に努めます。また、県民に良質

な高度・急性期医療等を安定的に提供するため、県立病院の機能強化及び県立

宮崎病院の再整備を行います。

○ 県薬剤師会と連携し、服薬情報の一元化・継続的な把握とそれに基づく薬学

的管理・指導を行う「かかりつけ薬剤師・薬局」や「お薬手帳」の活用及び普

及・啓発に取り組みます。

○ 障がい者などが安心して適切な歯科保健医療を受けることができるよう、宮

崎歯科福祉センターと協力歯科医療機関等との連携の強化や診療体制の充実を

図ります。

○ 生活習慣病の予防など県民の健康への意識を高めるとともに、限られた医療

資源を有効に活用し、質の高い医療を適切かつ効率的に提供するため、各医療

保険者、市町村、医療機関及びその他関係者との連携により、特定健康診査・

特定保健指導の実施率向上や適正な受診・服薬など、医療費適正化に向けた取

組を推進します。

126



４ 生涯健康・活躍社会プログラム

<県民の主な役割>

◯ 住民同士のつながりを深め、地域の実情に応じて身近な生活課題を解決

する意識を持ちましょう。

○ 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、地域全体

で支え合いましょう。

○ 認知症に対する正しい知識と理解を深め、地域全体で認知症高齢者の見

守りや声かけなど行いましょう。

○ 医療資源（医療従事者の数や医療機関の受入能力等）には限りがあるこ

とを理解し、適正受診に努めましょう。

○ 健康状態について、身近に相談できる「かかりつけ医・かかりつけ薬剤

師」を持つとともに、お薬手帳を活用し、健康管理に努めましょう。

取組１－３ 多様な主体による健康づくりの推進

<実施内容>

○ 若い世代からの自主的な健康づくりを促進するため、地域や、保育・教育等

の関係機関と連携し、野菜摂取量の増加を目指す「ベジ活」をはじめ、正しい

食生活や運動習慣、口腔ケア、がんに関する知識などの情報提供を行い、県民

の健康づくり（健康長寿日本一）に取り組みます。

○ 働く世代の健康づくりを促進するため、協定締結企業をはじめとする民間企

業や各団体等と連携し、健康経営の推進等に取り組みます。

○ 市町村や保険者等が行う高齢者の保健事業や生活習慣病の発症予防・重症化

予防、介護予防等の事業が効果的かつ効率的に実施できるよう支援し、保健事

業と介護予防の一体的な実施を推進します。

○ 喫煙及び受動喫煙が健康に及ぼす影響等について、県民の理解を促すととも

に、県民や施設管理者による自主的な受動喫煙防止の取組を推進します。
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４ 生涯健康・活躍社会プログラム

<県民の主な役割>

○ 子どもから大人まで一人ひとりが健康づくりの意識を持ち、家庭、職場、

地域等で、周囲の人々と一緒に健康づくりを進めましょう。

○ 健康づくりに関する正しい知識の習得に努め、特定健康診査、がん検診、

歯科健診等の機会を活用しながら、自己の心身の状態に応じた健康づくり

に取り組みましょう。

○ 喫煙及び受動喫煙が健康に及ぼす影響について理解を深めるとともに、

子どもや妊産婦等、望まない受動喫煙をなくしましょう。
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４ 生涯健康・活躍社会プログラム

重 点 項 目 ２ 生きる喜びを実感し、安心して暮らせる社会づくり

取組２－１ 貧困や孤立などの困難を抱える人への支援

<実施内容>

○ 全ての子どもが将来に夢や希望を持って成長できるよう、保護者の就労や教

育の支援など子どもの貧困対策に総合的に取り組むとともに、ひとり親家庭等

の生活の安定と向上を図るために必要な支援を行います。また、生活に困窮す

る世帯の自立を促進するため、それぞれの抱える課題について、きめ細かな支

援を行います。

○ 学校教育においては、市町村や関係機関、福祉の取組などと広く連携し、子

どもの教育機会を保障するとともに、きめ細かな学習指導等による学力の定着

・向上、進路の希望に対応した指導や相談体制の充実、放課後等の居場所づく

りなど、様々な支援を行います。また、経済的支援が必要な高校生等に対して

給付金等の支給や育英資金の貸与等により、教育にかかる経済的負担の軽減を

図ります。

○ 家庭での養育において支援を必要とする子どもが健やかに育っていけるよ

う、地域における相談支援体制やネットワークを強化するとともに、児童相談

所の専門性の向上や体制の充実を図ることにより、児童虐待の未然防止、早期

発見、早期対応に努めます。また、総合相談窓口の設置等により、ひきこもり

や無就学・無就業状態にある子どもや若者を支援します。

○ 関係機関等との連携強化により、相談体制を充実させ、県民の心の健康増進

を図るとともに、専門機関等と連携し、普及啓発・人財養成、相談対応、自殺

未遂者・自死遺族の支援、さらにはＳＮＳの活用など世代の特性に応じた対策

等、総合的な自殺対策に取り組みます。また、市町村や民間団体等との自殺対

策ネットワークを活用し、住民相互の気づき・声かけや住民主体の居場所づく

りなど、地域に密着した自殺予防の取組を促進します。

<県民の主な役割>

○ 子ども食堂や学習支援などの子どもの貧困対策の取組に関心を持ちましょう。

○ 児童虐待を発見したり子どもの様子が変だと感じたりした場合は市町村
窓口や児童相談所（児童相談所全国共通ダイヤル「１８９」）へ連絡しま
しょう。

○ 困難を抱える子ども・若者を支援し、社会生活への円滑な移行を促しま
しょう。

○ 一人ひとりが地域福祉の担い手としての意識を持ち、高齢者や子どもた
ちに対する声かけや見守りなど、地域住民同士の交流を積極的に行いましょう。
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４ 生涯健康・活躍社会プログラム

取組２－２ 障がい者の自立と社会参加の促進

<実施内容>

○ 障がい者が地域の中で自立し安心して暮らせるよう、在宅サービスの充実や

相談機能の強化、地域生活に必要となる情報の提供など支援体制の充実を図る

市町村の取組を支援します。

○ 施設入所者や退院可能な精神障がい者の地域生活への移行を推進するため、

地域社会における理解促進や居住の場の確保、在宅サービスの充実等に取り組

みます。

○ 障がい者の就労を促進するため、関係機関と連携し、就業や生活に関する相

談対応や職場定着支援の充実等を図るとともに、農福連携の推進や障がい福祉

サービス事業所への専門家派遣、さらに、企業等への普及啓発の強化等により

雇用の場の確保や工賃向上に取り組みます。

○ 県立こども療育センターの療育、短期入所等の機能強化に努めるとともに、

医療・保健関係機関と連携し、人財養成を含めた受入環境の向上に取り組み、

重症心身障がい児（者）、医療的ケア児の支援の充実を図ります。

○ 全国障害者芸術・文化祭みやざき大会の2020年開催を契機に、芸術文化活動

に取り組む障がい者とその活動を支援する家族や団体へのサポート体制を構築

し、障がい者芸術文化活動の普及に努めます。また、障がい者の健康増進や社

会参加を促進するため、体験教室や本県でのスポーツ大会等の開催、全国大会

への選手派遣等を通じて、障がい者スポーツのさらなる普及を図ります。

<県民の主な役割>

○ 障がい者が安心して社会参加できるよう、思いやりの心で積極的に支援

しましょう。

○ 企業等においては、働く意欲のある障がい者が、その能力を十分発揮で

きるよう、障がいへの理解を深めるとともに、雇用環境の整備に努めまし

ょう。
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４ 生涯健康・活躍社会プログラム

取組２－３ 安全で安心な社会づくり

<実施内容>

○ 誰もが安心して快適に暮らせる社会の実現のため、ユニバーサルデザインの

普及・啓発に取り組むとともに、「人にやさしい福祉のまちづくり条例」に基

づき、全ての人が住み慣れた地域で安心して暮らし、積極的な社会参加ができ

るよう、多くの人が利用する商業施設、病院、道路、公園等の公共的施設及び

県営住宅のバリアフリー化を推進します。

○ 誰もが安心して暮らせる住まいを確保するため、公共と民間の双方による住

宅セーフティネットの充実、市町村が行う空き家対策の円滑な推進に向けた技

術的な助言など必要な支援を行います。

○ 犯罪発生状況に応じた効果的な犯罪抑止対策や地域社会が一体となった地域

安全活動を行うなど、犯罪の起きにくい社会づくりを推進します。

○ 女性に対する暴力の防止と根絶に向け、関係機関・団体と連携しながら、広

報・啓発活動を推進するとともに、犯罪被害者等に対する理解を深めるための

広報啓発や犯罪被害者等が平穏な生活を営むための支援施策を推進します。

○ うそ電話詐欺の被害防止やＤＶ・ストーカー事案への対応、少年の非行防止

や健全育成など、高齢者・女性・子どもを守る取組を推進するとともに、消費

生活に関する啓発及び相談受付の充実・強化を図ります。また、インターネッ

トを利用した犯罪から県民を守るための広報啓発活動など、サイバー空間の安

全確保に向けた対策を推進します。

○ 関係機関等と連携した交通安全運動や交通安全教育のほか、悪質性・危険性

・迷惑性の高い違反の交通指導取締り等により、県民の交通安全意識の高揚と

交通マナーの向上を図るとともに、年齢や個々の特性に応じた効果的な交通安

全教育を推進します。

○ 高齢運転者の交通事故を防止するため、高齢者講習及び運転適性相談の充実

強化を図るとともに、運転免許証を自主返納しやすい環境づくりを推進します。

○ 交通事故や通学路等の交通実態、県民の要望などを踏まえた歩道や交通安全

施設など、安全で快適な人にやさしい交通環境を整備し、交通の安全と円滑を

図ります。

○ 動物愛護施策の中核的施設である動物愛護センターを活用し、人と動物の共

生する社会づくりに取り組みます。
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４ 生涯健康・活躍社会プログラム

<県民の主な役割>

○ 暴力は絶対に許されないということを家族や職場、友人等で話し合い、

子どもたちにも伝えていきましょう。また、被害に遭ったときは、相談窓

口を利用しましょう。

○ 消費者被害に遭ったときは、被害の救済や拡大防止のため、最寄りの消

費生活センター等に相談しましょう。

○ 地域ぐるみの防犯活動に積極的に参加し、防犯意識や地域の連帯感を高

めましょう。

○ 普段の暮らしの中で、子どもや高齢者等を見守る「ながら見守り」活動

に取り組むなど、地域の安全を守りましょう。

○ スマートフォンやパソコンの利用によるインターネット空間の危険性に

ついて学び、被害に遭わないようにしましょう。

○ 誰もが犯罪被害を受ける可能性があることを意識し、犯罪被害者等の置

かれた状況や心情に理解を深め、県民全体で支えましょう。

○ 交通安全運動への参加等を通じて、交通安全意識を高め、交通マナーを

向上させましょう。

○ 子どもや高齢者の交通事故を防止するため、思いやり運転に心がけると

ともに、見守り活動など地域ぐるみで交通安全に取り組みましょう。

○ 高齢運転者の交通事故を減らすため、運転免許証を自主返納しやすい環

境づくりや安全運転サポート車の普及啓発等に取り組みましょう。

○ 空き家の適切な管理や利活用に努めましょう。

○ 飼い主は、ペットがその命を終えるまで、責任を持って適切に飼育しま

しょう。
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４ 生涯健康・活躍社会プログラム

重 点 項 目 ３ 一人ひとりが活躍できる多様性を持った社会づくり

取組３－１ 誰もが尊重され、活躍できる社会づくり

<実施内容>

○ 「障がいのある人もない人も共に暮らしやすい宮崎県づくり条例」に基づき、

障がいを理由とする差別の解消や県民への理解の一層の促進に努めます。また、

子どもや高齢者、障がい者、外国人、性的マイノリティ等、様々な人権問題に

関する意識の高揚を図り、多様な生き方が尊重され、差別や偏見のない社会づ

くりを推進します。

○ 性別によって役割を固定化する意識の解消に向けた広報・啓発活動を推進す

るとともに、仕事と生活の両立支援に取り組む企業の募集・登録や、働きやす

い職場づくりで優れた成果が認められる企業の認証、事業主等への法制度や県

施策の情報提供等を行うことにより、女性が働きやすい職場環境づくりを推進

します。

○ 企業、関係団体、行政で構成する「みやざき女性の活躍推進会議」のより一

層の活性化を図るため、参加企業の拡大をはじめ、女性の多様な働き方に向け

た講演会や研修会を実施します。また、県内の様々な分野で活躍する女性に関

する情報提供や女性の活躍に関する相談対応、さらには就労支援に関するセミ

ナーの開催等により、就職・起業、キャリアアップなど女性の活躍を支援しま

す。

○ 政策や方針決定過程への女性の参画促進に向けて、県の管理職・審議会等委

員への女性の登用促進を図るとともに、市町村や民間企業、各種団体等への働

きかけを行います。

○ 本県の男女共同参画社会づくりの推進拠点である宮崎県男女共同参画センタ

ーにおいて、情報提供や研修会等の啓発事業、相談や交流事業等の一層の充実

を図ります。

○ 高齢者が、長年培ってきた知識や経験、技能、意欲などのシニアパワーを活

かし地域社会の担い手として活躍できるよう、老人クラブ活動を支援するとと

もに、ボランティア活動、スポーツ・文化活動などの多様な社会参加を促進し

ます。また、高齢者の就業機会の確保や技能講習等を実施し、その知識や経験

を生かして働き続けることができる生涯現役社会を推進します。
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４ 生涯健康・活躍社会プログラム

<県民の主な役割>

○ 日頃から様々な人権問題に関心を持ち、お互いの違いを認め合い、一人

ひとりの人権を大切にしましょう。

○ 家庭や職場、地域等において「男性は外で働き、女性は家庭を守るべき

である」といった性別によって役割を固定化する意識を無くすように努め

ましょう。

○ 企業・団体等においては、女性や高齢者の能力を十分に生かせるよう、

また、多様な働き方が選択できるようにしたり、働きやすい職場環境を整

えるなど、より良い雇用・就業環境づくりに努めましょう。

○ 「生涯現役」の気持ちで、生きがい・健康づくりや地域活動等に積極的

に参加しましょう。また、高齢者も含め誰もが参加できる地域活動などの

企画、運営に取り組みましょう。

取組３－２ 生涯を通じて学び続けられる環境づくり

<実施内容>

○ 多様化する県民の学習ニーズに応えるため、関係機関や市町村、企業・高等

教育機関、ＮＰＯ等と連携しながら、「みやざき学び応援ネット」等を活用し

た県民への情報提供の充実を図ります。

○ 住民の地域活動に対する積極的な参画を促すともに、様々な取組や関係団体

・世代間をコーディネートする人財の育成と資質向上を図ります。

○ 県民の生涯学習をさらに推進するため、より多くの県民が、自然・歴史・文

化・芸術に親しむとともに、主体的に学べるように、社会教育施設等における

機能の充実とサービスの向上に計画的に取り組みます。

○ 日本一の読書県を目指し、県立図書館を中心として、その他の図書館等との

ネットワーク充実や相互のサービス向上、課題解決につながる情報サービスや

学習機会の提供による「知の共有・創造」の場づくりに努めるとともに、全県

的な読書環境の整備・充実に取り組みます。また、学校図書館が持つ機能を有

効に活用しながら、子どもたちの自主的・自発的な学習活動の促進や読書活動

の充実に努めます。

○ 経済団体や金融機関のほか、市町村や大学等ともしっかりと連携し、人財育

成プログラム「ひなたＭＢＡ（みやざきビジネスアカデミー）」の活用促進を

図ること等により、社会人に対するリカレント教育の充実に取り組みます。
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４ 生涯健康・活躍社会プログラム

<県民の主な役割>

○ 社会教育施設を活用するなど、日頃から生活の充実や自己啓発等のため

の学習に取り組みましょう。

○ 日頃から読書に親しみ、日本一の読書県を目指しましょう。

取組３－３ 外国人財の受入れ・共生に向けた環境整備

<実施内容>

○ 外国人財の受入れ・共生に向けて、雇用、医療・福祉、教育等、行政・生活

全般の情報提供や相談を多言語で行う一元的な相談窓口（ワンストップセンタ

ー）の整備や日本語講座の実施等により、外国人住民の生活支援を行います。

○ 県民の国際理解を深め国際感覚豊かな人づくりを推進するとともに、外国人

住民が地域の一員として活躍できる多文化共生社会づくりを推進します。

○ 交流協定締結都市等との交流や、在外県人会との連携強化に取り組むなど、

海外とのネットワークの拡大を図り、経済、教育、文化、スポーツ等の様々な

分野、主体による国際交流を促進します。

○ 日本語指導が必要な帰国・外国人児童生徒について調査を行い、その結果を

踏まえて、学校に支援員等を配置するなどの対応に努めます。

<県民の主な役割>

○ 外国人が増えていく中で、生活習慣や考え方の違いを認め、お互いを尊

重し合う意識を持ちましょう。

○ 経済・教育・文化・スポーツなど様々な分野の国際交流に積極的に取り

組みましょう。
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５ 危機管理強化プログラム

現 状 と 課 題

本県では、台風等による風水害や霧島山の噴火による火山災害などが発生してい

ますが、全国でも自然災害は激甚化しており、今後も様々な自然災害が住民生活や

地域経済に大きな影響を及ぼすことが懸念されます。

特に、高い確率で発生が懸念されている南海トラフ地震は、本県を含む西日本太

平洋側を中心に甚大な被害を及ぼすと考えられます。

また、我が国では、高度成長期以降に集中的に整備されたインフラが一斉に更新

時期を迎えつつあり、本県においてもインフラの老朽化対策が重要になってきてい

ます。

さらには、グローバル化の進展や気候変動等に伴い、人や動物の感染症の発生リ

スクが高まっており、特に近年、近隣諸国で家畜伝染病が続発するなど、一層の防

疫対策の強化が求められます。

このように多様化する危機事象の発生を抑制するとともに、発生した場合でも被

害を最小限にとどめ、迅速な復旧復興が図られるよう、自助・共助・公助が連携し

た危機事象に強い社会づくりを進める必要があります。

取 組 方 針

○ 国・県・市町村や防災関係機関等との連携を図り、様々な自然災害等の発生に

備えるとともに、県民一人ひとりや企業、学校、地域などの様々な主体による危

機対応能力の強化を図るなど、ソフト・ハード両面からの防災・減災対策を推進

します。

○ 災害時の円滑な緊急輸送や救急医療に不可欠な道路等の整備と維持管理、防災

対策や耐震化の促進など、災害に強い県土づくりを進めるとともに、アセットマ

ネジメントやファシリティマネジメントに民間の資本やノウハウの活用も検討し

ながら取り組み、安全・安心の基盤となるインフラの機能強化を図ります。

○ 国内外で発生するおそれのある感染症に対し、関係機関が一体となった予防対

策に取り組むとともに、大規模な流行に備えた危機管理体制の強化を図ります。

○ 口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等のまん延が過去に多大な影響をもたらし

たことを踏まえ、二度と同様の事態を招くことのないよう、飼養衛生管理基準の

遵守徹底や、地域防疫体制の強化などを図ります。

５ 危機管理強化プログラム
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プ ロ グ ラ ム の 構 成

重点項目１ ソフト・ハード両面からの防災・減災対策

取組１－１ 危機に対して的確に行動できる人づくり・地域づくり

取組１－２ 危機対応の機能強化

取組１－３ 災害に強い県土・まちづくりの推進

重点項目２ 緊急輸送や救急医療の観点による社会資本整備と適正な維持管理

取組２－１ 地域に必要な道路等の整備・維持管理

取組２－２ 社会資本の適正なマネジメント

重点項目３ 人への感染症に対する感染予防・流行対策強化

取組３－１ 関係機関が一体となった感染症予防対策の構築

取組３－２ 大規模な流行を想定した県民生活の維持

重点項目４ 家畜伝染病に対する防疫体制の強化

取組４－１ 関係者が一体となった家畜防疫対策の強化

重点指標：プログラム全体の成果や達成度を見るための指標

指 標 現況値 目標値（R4） 測定の目的

県内の防災士の数 4,196人 6,475人 地域防災リーダーの

（H29） 育成が進んでいるか

緊急輸送道路の防災対策 58.6％ 63.0％ 災害時の輸送道路の

進捗率 （H30） 確保は進んでいるか

農場の飼養衛生管理基準 91.9％ 100％ 農場における衛生防

の遵守状況 （H29） 疫体制が向上してい

るか

関連する施策の柱（長期ビジョン「分野別施策」）

Ｂ－１－（１） 健康づくりの推進

Ｂ－４－（１） 多様化する危機事業に的確に対応できる体制づくり

Ｂ－４－（２） 安全で安心な県土づくり

５ 危機管理強化プログラム
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５ 危機管理強化プログラム

重 点 項 目 １ ソフト・ハード両面からの防災・減災対策

取組１－１ 危機に対し的確に行動できる人づくり・地域づくり

<実施内容>

◯ 災害時に住民が的確に行動できるよう、防災知識の普及及び防災意識の啓発

を行うとともに、地域において多様な主体が取り組む防災活動を支援します。

また、企業ＢＣＰ（事業継続計画）策定支援のノウハウ等を有する民間企業

等との協働により、中小企業等の実情に応じたＢＣＰ策定を支援します。

◯ 南海トラフ地震や豪雨災害をはじめとする自然災害から県民の命を守るた

め、市町村が行う指定緊急避難場所や指定避難所の指定、避難経路の確保及び

住民への周知や避難訓練等の取組を支援します。

◯ 地域の防災力向上のため、市町村や多様な主体と連携しつつ、自主防災組織

の活性化、消防団員の確保や防災士の養成・能力向上に取り組み、地域防災の

中核となる人財の育成・確保を図ります。

◯ 災害時に自ら避難することが困難で、特に支援を必要とする避難行動要支援

者について、一人ひとりの避難に関する個別計画の策定や避難訓練の実施など

市町村の取組を支援します。

◯ 自分の命を守り、地域を守る人財を育成するため、学校と地域、関係機関が

連携した防災教育を推進します。

<県民の主な役割>

○ 最低３日分の食料や飲料水を備蓄しましょう。また、家具の固定や配置

の工夫を含む家屋の耐震化を行いましょう。

○ 地域で実施する防災教室や避難訓練などに積極的に参加しましょう。

○ ハザードマップ等により危険箇所や避難場所等を事前に確認し、早めの

避難を心がけましょう。

○ 災害時に高齢者、障がい者などの避難行動要支援者を支援できるよう、

日頃から地域の絆を大切に協力しあいましょう。

○ 災害が発生したり、発生しそうなときの情報の入手方法や適切な行動に

ついて、日頃から家族や身近な人と話し合い、確認しましょう。
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５ 危機管理強化プログラム

取組１－２ 危機対応の機能強化

<実施内容>

◯ 様々な災害に対し、迅速かつ的確に対応できるよう、知事をトップとする危

機管理体制や、国・市町村、防災関係機関等と「顔の見える関係」を強化し、

広域連携体制を確保するなど、総合的な防災力強化を図ります。

◯ 様々な災害を想定し、職員等を対象とした危機管理に関する研修や防災関係

機関等と連携した訓練等を充実・強化するとともに、危機管理マニュアルやＢ

ＣＰの見直し・充実を図るなど、職員及び組織の危機管理意識・能力の向上に

取り組みます。

○ 南海トラフ地震の想定震源域（高知県沖～日向灘）における海底地震・津波

観測システムの早期整備及び段階的な運用開始の実現に向けて、国への要望等

を行っていきます。

◯ 大規模災害が発生し、県外からの広域的な人的・物的支援を必要とする場合

の受援体制を確立し、迅速かつ効率的な被災者支援につなげるため、市町村や

関係機関との間で受援・応援の内容や方法を確認するための訓練を実施すると

ともに、研修の実施や「宮崎県災害時受援・応援計画」の適時の見直し・充実

を図ります。

○ 災害拠点病院をはじめとする医療機関の災害対応機能の充実を図るととも

に、関係機関と連携した災害時の医療体制の構築及び定期的な訓練の実施によ

り、迅速かつ的確な災害医療活動ができるよう体制整備を進めます。

○ ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）等の養成・確保や保健医療活動を行う専門

職との連携を進め、災害時の保健医療提供体制の確保を図るとともに、受援体

制を構築するなど、被災者支援のための機能強化に努めます。

○ 災害時要配慮者に対する福祉支援を行うため、福祉関係団体等と連携し体制

整備を進めます。

○ 実際の災害場面を想定した図上演習等を実施することにより、災害廃棄物へ

の対応力を身に付けた人財の育成と処理体制の整備を図ります。

<県民の主な役割>

○ 日頃から「お薬手帳」を持ち、災害時には避難所等に持参しましょう。

また、応急手当のできる救急セット等を準備しておきましょう。

○ 国、自治体、職場などで行われる防災訓練や研修に参加しましょう。
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５ 危機管理強化プログラム

取組１－３ 災害に強い県土・まちづくりの推進

<実施内容>

○ 災害から県民の生命及び財産を守るため、甚大な浸水被害を受けた地域にお

ける重点的な河川改修や、侵食が著しい砂浜の再生などのハード対策とともに、

雨量や河川水位などの防災情報の提供や市町村が行う水防活動の支援、さらに、

住民自らの迅速かつ確実な避難を促すなどのソフト対策を併せて推進します。

また、避難場所や要配慮者利用施設等が位置する土砂災害危険箇所から優先的

に砂防施設等の整備を進めるとともに、土砂災害警戒区域等の指定を推進しま

す。

◯ ため池等の農業水利施設の適切な維持、補強に向けたハード対策を実施する

とともに、周辺地域において、緊急時の迅速な避難行動につながるソフト対策

を支援します。

○ 森林の持つ公益的機能を高度に発揮させるため、治山事業を実施し、災害に

より荒廃した渓流や山腹崩壊地の早期復旧を図ります。

また、荒廃のおそれのある山地災害危険地区の被害を未然に防止するため、

治山事業等による防災・減災にも努めます。

○ 災害等の応急対策業務を迅速かつ円滑に進めるため、防災対策の体制構築に

不可欠な建設業者の育成を図り、防災協定を締結した建設団体等と大規模災害

発生を想定した訓練を行うなど連携強化に努めます。

○ 地震発生時において、災害応急対策の実施拠点や避難場所等となる市町村庁

舎をはじめとする公共建築物の耐震化を促進するとともに、建物倒壊による人

的被害を抑制するため、木造住宅や不特定多数が利用する大規模民間建築物等

に対して、市町村を通じた耐震改修工事費の助成などを実施し耐震化を促進し

ます。

また、家屋等の浸水被害が発生するおそれのある箇所において、堤防等の河

川・海岸施設整備を推進するとともに、既存施設の耐震化対策等を推進します。

○ 大規模地震等の災害時に、県民の生命や財産を守る司令塔として災害応急対

策や復旧・復興対策を円滑に実施するため、十分な耐震性能を有する「防災拠

点庁舎」を整備します。

◯ 改正活動火山対策特別措置法に基づき、鹿児島県や周辺市町と共同で設置し

た霧島山火山防災協議会において、警戒避難体制の整備を推進するとともに、

硫黄山の火山ガス濃度を測定・監視するなど、火山防災対策の強化を図ります。
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５ 危機管理強化プログラム

また、降灰等の発生時には、国や市町村と連携しながら、河川や渓流等の監

視・観測態勢を強化し、河川・砂防・治山等における土石流対策や、道路等に

おける迅速な降灰除去に努めます。

○ 霧島山（硫黄山）の噴火活動に起因する河川白濁への対応として、水質改善

対策の検討を進めるとともに、水質監視による情報提供や農業用水確保のため

の対策に取り組みます。

<県民の主な役割>

○ ハザードマップ等により危険箇所や避難場所等を事前に把握しましょう。

○ 災害や防災情報の入手方法やどのような行動をとることが良いのかなど

について日頃から確認し、防災訓練に参加しましょう。また、早めの避難

を心がけましょう。

○ 所有する住宅や建築物等について、耐震性の向上に努めましょう。
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５ 危機管理強化プログラム

重 点 項 目 ２ 緊急輸送や救急医療の観点による社会資本整備と適正

な維持管理

取組２－１ 地域に必要な道路等の整備・維持管理

<実施内容>

○ 災害時における広域的な救命・救助活動及び緊急物資輸送ルートの確保や救

急医療への対応に必要不可欠な高速道路ネットワークの早期整備を促進しま

す。

○ 災害時に備え、市町村役場や公園、道の駅など各地域の防災拠点等を結ぶ

緊急輸送道路を構成する国県道の改良及び、法面等の防災対策や、橋梁の耐震

対策を推進します。

○ 災害時のみならず、通勤や通学、買い物など日常生活の利便性の向上や都市

部における渋滞の緩和、地域間の交流も支える道路の整備を進めるとともに、

適切な維持・管理を行います。

○ 港湾機能の維持・確保対策として、緊急物資の海上輸送拠点となる重要港

湾の岸壁耐震化を図るとともに、津波に対して防波堤の効果を粘り強く発揮

するための改良を進めます。また、港湾で事業に従事する企業や利用者の津

波避難対策として、津波避難施設を整備します。

<県民の主な役割>

○ 道路に陥没箇所や危険箇所を発見した場合は、速やかに国、県、市町村

の担当部署へ連絡しましょう。

取組２－２ 社会資本の適正なマネジメント

<実施内容>

○ 損傷時の社会的影響が大きい橋梁やトンネル、ダム、大規模な水門などの公

共土木施設について、定期的な点検により施設の状態を把握しながら、長寿命

化を図るアセットマネジメントの取組を推進します。

○ 老朽化が進む公共施設等について、財政負担の軽減・平準化や公共施設等の

最適な配置の実現を図るため、民間の資本やノウハウの活用を検討するととも

に、「宮崎県公共施設等総合管理計画」に基づく個別施設計画を策定し、ファ

シリティマネジメントに取り組みます。
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５ 危機管理強化プログラム

<県民の主な役割>

○ 学校関係施設や体育・文化施設、福祉施設などの公共施設を大切に使用

するとともに、地域の将来の公共施設の在り方などについて、みんなで考

えましょう。
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*1 サーベイランス：感染症の流行状況を把握することであり、①全体の発生動向を的確に把握する

ためのもの、②感染の拡大状況を早期に探知するためのもの、③患者の重症化の度合い及びウイル

スの性状変化の監視を行うためのものの３つがある。

５ 危機管理強化プログラム

重 点 項 目 ３ 人への感染症に対する感染予防・流行対策強化

取組３－１ 関係機関が一体となった感染症予防対策の構築

<実施内容>

○ 国内外で発生する感染症に対して、サーベイランス
*1
体制等を強化するとと

もに、県民への正しい知識の普及啓発や情報提供を行います。

○ 感染拡大を抑制し、健康被害の最小化を図るため、医療機関の体制強化及び

関係機関との連携強化に取り組みます。

○ 医療機関をはじめ関係機関と連携して、患者発生を想定した訓練の実施に取

り組みます。

<県民の主な役割>

○ 感染症の予防のために積極的に予防接種を受けましょう。

○ 手洗いや咳エチケットを習慣化しましょう。

○ テレビ、ラジオ、新聞、県庁ホームページ等で提供される感染症に関す

る情報に関心を持ちましょう。

取組３－２ 大規模な流行を想定した県民生活の維持

<実施内容>

○ 「宮崎県新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、市町村や関係機関

と連携し、感染症危機管理体制の強化を図ります。

○ 新型インフルエンザ等の発生に備えて、計画的かつ安定的な医薬品等の備蓄

を行います。

○ 県民生活及び県民経済への影響を最小限にするために、市町村や事業者等の

業務継続に向けた体制整備を支援するとともに、必要な情報提供等を行います。

<県民の主な役割>

○ 流行の長期化に備えて、自然災害への備えと同じく食料品・生活必需品
等の備蓄をしましょう。

○ 家庭、地域、職場で感染症予防等について話し合うなど、日頃から感染
症に関心を持つようにしましょう。
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５ 危機管理強化プログラム

重 点 項 目 ４ 家畜伝染病に対する防疫体制の強化

取組４－１ 関係者が一体となった家畜防疫対策の強化

<実施内容>

○ 家畜防疫対策の４つの柱である「水際防疫」、「地域防疫」、「農場防疫」及び

「迅速な防疫措置」について、関係者一体となって取組を進めます。

○ 国や防疫協定締結団体等と連携し、空港、港湾等の関連施設における水際防

疫体制の強化を図ります。

○ 県内の市町村自衛防疫推進協議会を核とした地域防疫体制の強化を図りま

す。

○ 飼養衛生管理基準の遵守徹底等による農場防疫体制の強化を図ります。

○ 発生を想定した防疫演習等の継続実施により、迅速な初動防疫体制の維持強

化を図ります。

<県民の主な役割>

○ 海外からの家畜伝染病の侵入防止（畜産物の持込禁止、畜産関連施設や

生鳥マーケット等への立入制限、空港等での靴底消毒）に協力しましょう。

○ 家畜の所有者は、消毒等の飼養衛生管理基準の遵守とともに、家畜の健

康観察をしっかり行い、異常家畜の早期通報を徹底しましょう。
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（参考資料）
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１ 重点指標の解説
プログラム 重点指標 重点指標の解説・算出方法、出典等 現況値[年次]

１ 総人口＊ ○県内の総人口 110.4万人

105.5万人 ○国勢調査（総務省） [H27年]

人 合計特殊出生率＊ ○15歳から49歳までの女性の年齢別

口 1.81 出生率を合計したもので、１人の 1.73

問 女性が一生の間に何人生むかを推 [H29年]

題 計したもの

対 ○人口動態統計（厚生労働省）

応 県内新規高卒者の県内就 ○県内の新規高卒者の就職者のう

職割合＊ ち、県内に就職した者の割合 56.8％

60.3％ ○学校基本調査（文部科学省） [H30年3月卒]

県内大学・短大等新規卒 ○県内の大学・短大における新規卒

業者の県内就職割合＊ 業者の就職者のうち、県内に就職 43.1％

53.9％ した者の割合 [H30年3月卒]

２ 売上高が新たに30億円以 ○県内企業において売上高が新たに

上へ成長した企業 30億円以上に成長した企業 ―

産 ３社 ○県企業振興課調べ

業 就業者１人当たり農・水 ○農業・水産業の県内総生産（名目）

成 産業の生産額 ／就業者数 265万円

長 314万円 ○宮崎県県民経済計算 [H23-27年度平均]

・ （県統計調査課）

経 就業者１人当たり食料品 ○製造業(食料品)の県内総生産(名目)

済 等の生産額 ／就業者数 886万円

活 931万円 ○宮崎県県民経済計算 [H23-27年度平均]

性 （県統計調査課）

化 工業統計調査（経済産業省）

県際収支 ○財貨・サービスの移出額と移入額

△4,500億円 の差 △5,048億円

○宮崎県県民経済計算 [H23-27年度平均]

（県統計調査課）

３ 観光入込客数＊ ○本県の観光地を訪れた観光客数 1,532万人

1,610万人 ○宮崎県観光入込客数統計調査 [H29年]

観 （県観光推進課）

光 観光入込客数のうち、訪 ○本県の観光地を訪れた訪日外国人数 29万人

・ 日外国人観光入込客数 ○宮崎県観光入込客数統計調査 [H29年]

ス 60万人 （県観光推進課）

ポ 観光消費額＊ ○国内外の観光客が県内で消費した 1,551億円

ー 1,660億円 金額を推計したもの [H29年]

ツ ○宮崎県観光入込客数統計調査

・ （県観光推進課）

文 成人の週１回以上の運動 ○県民意識調査で週１回以上の運動 42.9％

化 ・スポーツ実施率 ・スポーツを行っていると答えた [H31年2月]

振 50.0％ 人の割合

興 ○県総合政策課調べ

※項目に＊が付されているものは、宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略から継承した指標
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プログラム 重点指標 重点指標の解説・算出方法、出典等 現況値[年次]

３ 日頃から文化に親しむ県 ○県民意識調査で日頃から文化に親 50.9％

民の割合 しんでいると答えた人の割合 [H31年2月]

77.0％ ○県総合政策課調べ

４ 医療満足度 ○県民意識調査で「本県の医療体制 43.3％

50.0％ 全般に満足している」又は「ある [H31年2月]

生 程度満足している」と答えた人の

涯 割合

健 ○県総合政策課調べ

康 健康寿命の全国順位＊ ○日常生活に制限のない期間の平均 男性：23位

・ 男性：15位 ○厚生労働省研究班 女性：25位

活 女性：16位 [H28年]

躍 健康寿命の延伸 ○日常生活に制限のない期間の平均 男性：72.05歳

社 男性：73.35歳 ○厚生労働省研究班 女性：74.93歳

会 女性：76.03歳 [H28年]

性別によって役割を固定 ○県民意識調査で固定的性別役割分 56.1％

されることにとらわれな 担意識にとらわれない人の割合 [H31年2月]

い人の割合 ○県総合政策課調べ

65.9％

５ 県内の防災士の数 ○県内で防災士の資格を有する者の 4,196人

6,475人 数 [H29年]

危 ○県危機管理課調べ

機 緊急輸送道路の防災対策 ○県が管理する緊急輸送道路におけ 58.6％

管 進捗率 る落石等危険箇所の防災対策整備 [H30年]

理 63.0％ 進捗率

強 ○県道路保全課調べ

化 農場の飼養衛生管理基準 ○家畜伝染病の発生・まん延防止の 91.9％

の遵守状況 ために定められた基準が遵守され [H29年]

100％ ている農場の割合

○県家畜防疫対策課調べ

※項目に＊が付されているものは、宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略から継承した指標
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２ その他の指標

アクションプランの重点施策（新しい「ゆたかさ」前進プログラム）

に掲げた重点項目を着実に実施していくため、その実施過程を明らかに

する工程表を作成し、重点指標に加え、具体的な取組内容や以下に記載

する指標を掲げて進行管理を行います。

この工程表を踏まえた施策の実施状況について、県総合計画審議会

（県地方創生推進懇話会）による検証等を行い、次年度以降の施策展開

に生かすとともに、工程表は必要に応じて毎年度見直しを行い、公表します。

※ なお、記載している内容は、令和元年５月現在のものであり、今後の検討

や取組、社会経済情勢の変化などを踏まえて見直すことがあります。

プログラム 指標名 現況値[年次] 備 考

ふるさと宮崎人材バンク登録企 495 県雇用労働政策課調べ

１ 業数（年度末時点・社） [H29年度]

ふるさと宮崎人材バンクを通じ 105 県雇用労働政策課調べ

人 た県内就職者数（人） [H29年度]

口 説明会、マッチング等により就 1,000 県雇用労働政策課調べ

問 職した人数（人） [H29年度]

題 県内高校生の県内大学・短大へ 29.9 学校基本調査

対 の進学割合＊（％） [H30年3月卒] （文部科学省）

応 大卒・高卒初任給水準の全国平 大卒：▲9.9 県産業政策課調べ

均との乖離率（％） 高卒：▲7.0

[H29年]

奨学金返還支援事業における認 62 県産業政策課調べ

定企業数（社） [H30年度]

新規学卒者の就業後３年以内の 高卒：43.7 宮崎労働局調べ

離職率＊（％） 大卒：37.1

[H27年3月卒]

「宮崎ひなた暮らしUIJターンセ 5,256 県中山間・地域政策課、雇

ンター」の相談件数（累計・件） [ H 2 7～ 3 0年度 ] 用労働政策課調べ

自治体の施策を通じて県外から 1,096 県中山間・地域政策課調べ

移住した世帯数＊（累計・世帯） [ H 2 7～ 2 9年度 ]

宮崎県移住情報サイト｢あったか 150,354 県中山間・地域政策課調べ

宮崎ひなた暮らし｣アクセス数 [H30年度]

(件)

将来の夢や目標を持ち職業や生 88.2 みやざきの教育に関する調査

き方を考えている中学３年生の [H27～30年度平均] （県教育庁教育政策課）

割合（％）

「みやざきインターンシップNAVI」 45 県雇用労働政策課調べ

を使ったインターンシップ受入 [H29年度]

企業数（社）

※項目に＊が付されているものは、宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略から継承

した指標（以下同様。）
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プログラム 指標名 現況値[年次] 備 考

「みやざきインターンシップNAVI」 160 県雇用労働政策課調べ

１ を使ったインターンシップ参加 [H29年度]

者数（人）

人 キャリア教育センター又はセン 6 県教育庁高校教育課調べ

口 ター的機能を有する協議会等の [H30年度]

問 設置市町村数（市町村）

題 地域人財や産業界等と連携・協 93.0 みやざきの教育に関する調査

対 働したキャリア教育に取り組む [H27～30年度平均] （県教育庁教育政策課）

応 学校の割合（％）

産業人財育成カリキュラムの受 1,263 県産業政策課調べ

講者数＊（人） [H30年度]

農林水産業の新規就業者数＊（人） 637 県農業経営支援課、山村・木

[H29年･年度] 材振興課、漁村振興課調べ

外国人技能実習生の技能検定基 396 県雇用労働政策課調べ

礎級及び随時級の合格者数（人） [H29年度]

これからも住み続けたいと思う 80.8 県民意識調査

人の割合（％） [H31年2月] （県総合政策課）

１日当たり乗合バス利用者数（延 27,042 県総合交通課調べ

べ利用者数／日・人） [H29年]

介護職員数（人） 21,154 県長寿介護課調べ

[H29年]

へき地における常勤医師数（人） 69 県医療薬務課調べ

[H29年度]

「都市計画に関する基本方針」 4 県都市計画課調べ

又は「都市計画区域マスタープ [H30年度]

ラン」に即した市町マスタープ

ランの策定数（市町）

ＮＰＯ法人登録数（法人） 444 県生活・協働・男女参画課調

[H30年度] べ

ボランティア登録団体数（団体） 2,124 県生活・協働・男女参画課調

[H30年度] べ

地域づくりリーダー研修会等の 9 県中山間・地域政策課調べ

受講者数（累計・人） [H30年度]

中山間地域で新たに生活支援サ － 県中山間・地域政策課調べ

ービスに取り組む地域運営組織 [H30年度]

数等の数（団体）

鳥獣被害額（県全体・千円） 398,540 県農政企画課調べ

[H29年度]

自治体の施策を通じて把握した 482 県中山間・地域政策課調べ

県外から中山間地域（全域が中 [H26～29年度]

山間地域の18市町村）に移住し

た世帯数（累計・世帯）

「自分には良いところがある」 75.1 みやざきの教育に関する調査

と思う児童生徒の割合（％） [H27～30年度平均] （県教育庁教育政策課）
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プログラム 指標名 現況値[年次] 備 考

全国学力・学習状況調査におけ 98.9 全国学力・学習状況調査

１ る本県の「平均正答数（教科合 [H27～30年度平均] （文部科学省）

計）」／全国の「平均正答数（教

人 科合計）」×100（％）

口 全国体力・運動能力、運動習慣 73.6 全国体力・運動能力、運動習

問 等調査での、平均値が全国水準 [H27～30年度平均] 慣等調査

題 以上の調査項目の割合（％） （文部科学省）

対 外国人教育に関して、学習到達 52.1 英語教育実施状況調査

応 目標を設定し、その達成状況を [H30年度] （文部科学省）

把握している学校・学科の割合

（％）

ふるさと学習の充実に関して、 92.9 みやざきの教育に関する調査

地域素材や人財を活用した教育 [H27～30年度平均] （県教育庁教育政策課）

活動に取り組んでいる学校の割

合（％）

地域活動に積極的に参加した児 56.9 みやざきの教育に関する調査

童生徒の割合＊（％） [H27～30年度平均] （県教育庁教育政策課）

学校支援ボランティアに取り組 73.4 みやざきの教育に関する調査

んでいる県民の割合（％） [H27～30年度平均] （県教育庁教育政策課）

ライフデザイン講座の受講者数 747 県こども政策課調べ

（累計・人） [H29～30年度]

子育て世代包括支援センター設 ９ 県健康増進課調べ

置市町村数（市町村） [H30年]

保育所の待機児童数（人） 63 厚生労働省調べ

[H30年]

病児保育事業実施施設数（箇所） 24 県こども政策課調べ

[H30年8月]

「仕事と生活の両立応援宣言」 1,145 県雇用労働政策課調べ

を行う事業所数＊（件） [H30年度]

25～44歳の育児をしている女性 72.8 就業構造基本調査

の有業率＊（％） [H29年] （総務省）

育児休業取得率＊（％） 男性：5.6 労働条件等実態調査

女性：82.7 （県雇用労働政策課）

[H30年度]
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プログラム 指標名 現況値[年次] 備 考

６次産業化・農商工連携計画認 212 県企業振興課、農業連携推進

２ 定等数（件） [H29年度] 課調べ

食品製造業出荷額（飲料、たば 5,369 工業統計調査

産 こ、焼酎含む）（億円） [H28年] （経済産業省）

業 食品関連産業生産額＊（億円） 14,473 県産業政策課調べ

成 [H27年度]

長 食品関連産業付加価値額（億円） 3,278 県産業政策課調べ

・ [H27年度]

経 医療関連機器の開発案件数（通 12 県企業振興課調べ

済 算・件） [H30年度]

活 新規企業立地件数＊（累計・件） 184 県企業立地課調べ

性 [H27～30年年度]

化 公設試験研究機関における研究 261 県企業振興課調べ

成果の技術移転件数（累計・件） [ H 2 7～ 2 9年度 ]

輸出額（億円） 1,845 貿易企業実態調査

[H29年] （県オールみやざき営業課）

輸出企業・団体数（社） 172 貿易企業実態調査

[H29年] （県オールみやざき営業課）

農業法人数（法人） 778 県農業経営支援課調べ

[H29年度]

みやざき林業大学校研修受講者数（人） － 県森林経営課調べ

競争力強化に取り組む漁業経営 37 県水産政策課調べ

体数（経営体） [H29年度]

農業産出額＊（億円） 3,524 生産農業所得統計

[H29年] （農林水産省）

林業産出額＊（億円） 282 生産林業所得統計

[H29年] （農林水産省）

漁業・養殖業産出額＊（億円） 458 海面漁業生産統計

[H28年] （農林水産省）

繁殖雌牛頭数（頭） 80,600 県畜産振興課調べ

[H29年]

担い手への農地集積率（％） 47.1 農林水産省調べ

[H29年度]

資源回復計画対象魚種の資源増 100 県水産政策課調べ

加率（％） [H29年度]

製材品出荷量（千㎥） 969 木材統計調査

[H29年] （農林水産省）

（木材）素材生産量（千㎥） 1,964 木材統計調査

[H29年] （農林水産省）

再造林面積（ha） 2,124 県森林経営課調べ

[H29年度]

木質バイオマス燃料利用量（千 476 県山村・木材振興課調べ

生t） [H29年度]

農村における地域住民活動の取 24,568 県農村整備課調べ

組面積（ha） [H29年度]
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プログラム 指標名 現況値[年次] 備 考

栄養・機能性に着目した商品数 1 県農業連携推進課調べ

２ （商品） [H29年度]

農林水産物輸出額＊（億円） 63.1 県農業連携推進課、山村・木

産 [H29年度] 材振興課調べ

業 製造品出荷額等＊（億円） 16,166 工業統計調査

成 [H28年] （経済産業省）

長 中核企業育成に向けて新たに支 － 県企業振興課調べ

・ 援する企業（企業）

経 経営革新承認件数（通算／件） 621 県商工政策課調べ

済 [H30年度]

活 プロ人材と県内企業のマッチン 42 県商工政策課調べ

性 グ成約数（通算／件） [H30年度]

化 事業承継診断件数（通算／件） 2,533 県商工政策課調べ

[H31.2月]

地産地消を意識し、できる範囲 76.4 県民意識調査

で利用している人の割合（％） [H31年2月] （県総合政策課）

延べ宿泊者数のうち県内宿泊者 1,088 宿泊旅行統計調査

数（千人） [H29年] （観光庁）

再生可能エネルギー総出力電力 2,107,301 県環境森林課調べ

（kW） [H29年]

温室効果ガス排出量の削減率（％ 7.7 県環境森林課調べ

削減） [H27年]

廃棄物のリサイクル率（％） 一般：17.1 県循環社会推進課調べ
産業：67.1
[H29･28年度]

大気環境基準達成率（％） 84.6 県環境管理課調べ

［H29年度］

水環境基準達成率（BOD・COD） 100 県環境管理課調べ

（％） ［H29年度］

高速道路の整備率＊（％） 74 県高速道対策局調べ

[H30年度]

地域高規格道路の整備率＊（％） 61.3 県道路建設課調べ

[H30年度]

重要港湾の防波堤整備（ｍ） 7,743 県港湾課調べ

[H29年度]

海外からのクルーズ船寄港数（回 9 県観光推進課調べ

／年） [H30年]

日豊本線（延岡～都城）の平均 5,175 九州旅客鉄道(株)

通過人員（人／日） [H29年度]

日南線の平均通過人員（人／日） 774 九州旅客鉄道(株)

[H29年度]

吉都線の平均通過人員（人／日） 474 九州旅客鉄道(株)

[H29年度]

フェリーの利用者数＊（人） 177,872 県総合交通課調べ

[H29年度]

宮崎空港発着の航空路線の利用 318 県総合交通課調べ

者数＊（万人） [H29年度]
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プログラム 指標名 現況値[年次] 備 考

観光みやざき創生塾の修了者数 91 県観光推進課調べ

３ （人） [H29年度]

本県の認知度・魅力度（位） 認知度：36位 ブランド総合研究所地域ブラ

観 魅力度：20位 ンド調査

光 [H30年]

・ 延べ宿泊者数（人泊） 4,194,130 宿泊旅行統計調査

ス [H29年] （観光庁）

ポ 景観計画策定市町村数（市町村） 15 県都市計画課調べ

―

[H30年度]

ツ 訪日外国人延べ宿泊者数（人泊） 296,670 宿泊旅行統計調査

・ [H29年] （観光庁）

文 観光消費額のうち訪日外国人宿 96 宮崎県観光入込客数統計調査

化 泊客消費額（億円） [H29年] （県観光推進課）

振 ＭＩＣＥ延べ参加者数（人） 216,321 県観光推進課調べ

興 [H29年度]

キャンプ受入市町村数（市町村） 22 県観光推進課調べ

[H29年度]

県外からのキャンプ・合宿延べ 196,835 県観光推進課調べ

参加者数（人） [H29年度]

みやざき県民総合スポーツ祭参 16,304 県教育庁スポーツ振興課調べ

加者数（人） [H30年度]

60歳以上の高齢者のうち、週１ 54.4 県民意識調査

回以上運動・スポーツを行って [H31年2月] （県総合政策課）

いる人の割合（％）

宮崎県障がい者スポーツ大会の 1,514 県障がい福祉課調べ

参加者数（人） [H30年]

国民体育（スポーツ）大会総合 39 日本体育協会調べ

成績（位） [H30年]

宮崎県や自分が住んでいる市町 89.1 みやざきの教育に関する調査

村など、ふるさとが「好き」だ [H27～30年度平均] （県教育庁教育政策課）

という児童生徒の割合（％）

世界ブランド等の取組に関する 38.7 県民意識調査

認知度（％） [H31年2月] （県総合政策課）

県立芸術劇場入場・利用者数 254,725 県みやざき文化振興課調べ

（人） [H29年度]

宮崎国際音楽祭入場者数（人） 20,734 県みやざき文化振興課調べ

[H29年度]

県立美術館、総合博物館及び民 455,515 県教育庁生涯学習課、文化財

家園、西都原考古博物館の年間 [H26～29年度平均] 課

入館（入園）者数及び講座の受

講者数（人）

文化プログラムイベント数（累 132 県みやざき文化振興課調べ

計・件） [H28～30年度]
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プログラム 指標名 現況値[年次] 備 考

臨床研修医数及び専攻医（県内 臨床研修医：59人 県医療薬務課調べ

４ 専門研修開始者）数（人） 専攻医：37人

[H30年度]

生 医師偏在指標 210.6 厚生労働省調べ

涯 [H30年]

健 看護職員数（人） 20,928 衛生行政報告例

康 [H28年12月] (厚生労働省)

・ 介護職員数（人） 21,154 県長寿介護課調べ

活 [H29年]

躍 訪問看護ステーション事業所数 115 県長寿介護課調べ

社 （事業所） [H30年度]

会 特定健康診査の実施率（％） 44.8 特定健康診査・特定保健指導

[H28年度] の実施状況（都道府県一覧）

（厚生労働省）

メタボリックシンドロームの該 県：28.9 特定健康診査・特定保健指導

当者及び予備群の割合（％） 国：26.2 の実施状況（都道府県一覧）

[H27年度] （厚生労働省）

１人当たりの野菜の平均摂取量 278 県健康増進課調べ

（ｇ） [H28年度]

健康経営優良法人（中小規模法 3 健康経営優良法人認定制度

人部門）認定数（法人） [H30年] （経済産業省）

生活保護世帯の子どもの高等学 92.1 県福祉保健課調べ

校等進学率（％） [H29年度]

自殺死亡率（10万人当たり自殺 18.4 人口動態統計

者数）（人） [H29年] （厚生労働省）

自立支援協議会を設置する市町 24 県障がい福祉課調べ

村数（市町村） [H30年度]

福祉施設から一般就労に移行す 205 県障がい福祉課調べ

る障がい者数＊（人・年） [H29年度]

交通事故死者数（人） 34 県警察本部調べ

[H30年]

刑法犯認知件数（件） 4,205 県警察本部調べ

[H30年]

通学路の歩道整備率（％） 72.8 県道路保全課調べ

[H29年度]

60歳以上70歳未満の就業率＊（％） 53.5 国勢調査

[H27年] （総務省）

みやざき女性の活躍推進会議会 316 県生活・協働・男女参画課

員企業数＊（社） [H30年度] 調べ

宮崎県は人権が尊重されている 45.6 県民意識調査

と思う人の割合（％） [H31年2月] （県総合政策課）
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プログラム 指標名 現況値[年次] 備 考

日頃から生涯学習（自分の生活 53.8 県民意識調査

４ の充実や仕事の技能の向上、自 [H27～30年度平均] （県総合政策課）

己啓発等のための学習）に取り

生 組んでいる県民の割合（％）

涯 県内公共図書館の年間貸出総数 3,918,881 県教育庁生涯学習課調べ

健 （冊） [H29年度]

康 読書が好きな小中学生の割合 77.5 学校図書館及び読書に関する

・ （％） [H27～30年度平均] 調査（県教育庁義務教育課）

活 国際理解講座等の延べ実施箇所 56 県オールみやざき営業課調べ

躍 数（箇所） [H30年度]

社 日本語講座の延べ受講者数（人） 385 県オールみやざき営業課調べ

会 [H30年度]
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プログラム 指標名 現況値[年次] 備 考

災害に対する備えをしている人 43.7 県民意識調査

５ の割合（％） [H31年2月] （県総合政策課）

自主防災組織活動カバー率＊（％） 86.8 消防防災・震災対策現況調査

危 [H30年] （消防庁）

機 県内の女性防災士の数（人） 894 県危機管理課調べ

管 [H29年]

理 避難タワー等設置箇所数（箇所） 20 県危機管理課調べ

強 [H30年度]

化 市町村災害時受援計画の策定数 8 県危機管理課調べ

（市町村） [H30年度]

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ） 28 県医療薬務課調べ

数（チーム） [H30年度]

災害派遣福祉チーム（ＤＣＡＴ） ０ 県福祉保健課調べ

登録者数（人） [H30年度]

河川改修が必要な区間の河川整 49.3 県河川課調べ

備率（％） [H29年度]

土砂災害防止法に基づく土砂災 77.2 県砂防課調べ

害警戒区域の指定率（％） [H30年度]

不特定多数の者が利用する公共 98.3 県建築住宅課調べ

建築物の耐震化率（％） [H30年度]

緊急輸送道路の改良率（％） 83.6 県道路建設課調べ

[H30年度]

県内重要港湾における耐震強化 3 県港湾課調べ

岸壁整備箇所数（箇所） [H29年度]

アセットマネジメントによる計 56.8 県道路保全課調べ

画に基づき補修を講ずべき橋梁 [H30年度]

の対策率（％）

保健所における医療機関等との 8 県健康増進課調べ

訓練等の実施回数（回） [H30年度]

市町村や関係機関との連携強化 40 県健康増進課調べ

のための訓練等への参加機関数 [H30年度]

（機関）
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３ 宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略との相関関係 
 

平成２７年９月に策定した「宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略」の内

容は、次ページの表に掲げるとおり、宮崎県総合計画アクションプランに継承

していきます。 

また、１及び２に掲げた目標に加え、宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略

に掲げた以下の項目も適宜フォローアップしていきます。 

 

Ⅰ しごとを「興す」 

  ○１５歳以上人口に占める就業者の割合 

  ○２９歳以下の若者人口の割合 

  ○農商工連携・６次産業化の事例数 

  ○新たに売上高５～10 億円へ成長した製造業企業数 

  ○新たに売上高 10 億円以上へ成長した製造業企業数 

  ○新規企業立地件数のうち県外からの新規立地企業数 

  ○製造品出荷額 

  ○県が実施する創業支援事業により創業等を行った事業者 

  ○ファンドの支援を受けた企業・法人数 

  ○県内重要港湾（内航）及び鉄道における貨物取扱量 

 

Ⅱ ひとを「育てる」 

 ○各産業での高等学校卒業生の県内新規入職者数（建設業／製造業／医療・福祉） 

  ○技能検定合格者数 

  ○常用労働者に占める 60 歳以上の割合（31 人以上の企業） 

○みやざきＮＰＯ・協働支援センター来場者数（延べ） 

 

Ⅲ まちを「磨く」 

  ○集落支援活動を行う交流人口（延べ） 

  ○都市部の県外自治体との連携事業数 

  ○定住自立圏構想等の市町村間連携に取り組む地域数 

 

Ⅳ 資源を「呼び込む」 

  ○ＵＩＪターン希望者向け職業訓練プログラム開発等による就職件数 
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1-1
社会減の抑制と移住・
UIJターンの促進 ○ ○ ○

1-2
産学金労官言の連携に
よる地域や産業を支え
る人財の育成

○ ○ ○

1-3
地域の暮らしの確保や
中山間地域の振興 ○ ○ ○ ○

1-4
本県の未来を担う子ど
もたちの育成 ○ ○ ○ ○

1-5
合計特殊出生率の向上
に向けた環境づくり ○ ○

2-1
本県経済をけん引する
成長産業の育成と新事
業の創出

○ ○ ○ ○ ○ ○

2-2
本県の基幹産業である
農林水産業の成長産業
化

○ ○ ○ ○ ○

2-3
地域経済を支える企
業・産業の育成 ○ ○ ○ ○ ○

2-4
資源・エネルギーの循
環促進と低炭素社会の
実現に向けた取組

○

2-5
交通・物流ネットワーク
の整備及び効率化の推
進

○ ○

3-1
魅力ある観光地づくりと
誘客強化 ○

3-2

「スポーツランドみやざ
き」の構築と県民のス
ポーツ活動・交流の促
進

○ ○

3-3
文化資源を生かした地
域活性化や県民の文化
活動・交流の促進

○ ○ ○

4-1
地域における福祉・医
療の充実と健康寿命の
延伸

○

4-2
生きる喜びを実感し、安
心して暮らせる社会づ
くり

○ ○ ○ ○

4-3
一人ひとりが活躍でき
る多様性を持った社会
づくり

○ ○

5-1
ソフト・ハード両面から
の防災・減災対策 ○

5-2
緊急輸送や救急医療の
観点による社会資本整
備と適切な維持管理

○

5-3
人への感染症に対する
感染予防・流行対策強
化

○

5-4
家畜伝染病に対する防
疫体制の強化 ○

Ⅱ　ひとを「育てる」 Ⅲ　まちを「磨く」 Ⅳ　資源を「呼び込む」
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宮崎県総合計画

アクションプラン
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分野別施策の方向性（平成３１年３月改定）

第６章 分野別施策
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第１節 分野別施策の基本的考え方

○ 基本目標や将来のあるべき姿の実現のため 「人づくり 「くらしづくり 「産、 」 」
業づくり」の３つの分野において、それぞれ将来像を示すとともに、県が着実に
推進していく幅広い分野の施策を体系化し、施策の基本的方向性を明らかにして
います。

○ この計画に記載する施策の具体的な展開及び数値目標などについては、４年間
の実行計画である「アクションプラン」や部門別計画で明らかにしています。

第２節 分野別施策の体系

分野 将来像 施策の柱
１ 安心して子どもを生み、 (1)子育て支援の充実
育てられる社会 (2)子ども・若者の権利擁護と自立支援

Ａ ２ 未来を担う人財が育つ社 (1)県民が生涯を通じて学び、教育に参画する社会づ
人づくり 会 くりの推進
(164ページ) (2)社会を生き抜く基盤を培い、未来を担う人財を育

む教育の推進
(3)教育を支える体制や環境の整備・充実

３ 文化・スポーツに親しむ (1)文化の振興
社会 (2)スポーツの推進

４ 多様な主体が参加し、一 (1)男女共同参画社会の推進
人ひとりが尊重される社 (2)高齢者が活躍する社会の推進
会 (3)ＮＰＯや企業、ボランティア等多様な主体による

社会貢献活動の促進
(4)国際化への対応
(5)人権意識の高揚と差別意識の解消

１ 生き生きと暮らせる健康 (1)健康づくりの推進
・福祉の社会 (2)みんなで支え合う福祉社会の推進

(3)医療提供体制の充実
２ 自然との共生と環境にや (1)低炭素・循環型社会への転換
さしい社会 (2)良好な自然環境・生活環境の保全

Ｂ (3)環境にやさしい社会の基盤づくり
３ 安心して生活できる社会 (1)安心で快適な生活環境の確保くらしづくり

(185ページ) (2)快適で人にやさしい生活・空間づくり
(3)地域交通の確保
(4)ＩＣＴの利活用及び情報通信基盤の充実
(5)持続可能な中山間地域づくり
(6)連携・絆の構築による魅力ある地域づくり

４ 安全な暮らしが確保され (1)多様化する危機事象に的確に対応できる体制づくり
る社会 (2)安全で安心な県土づくり

(3)安全で安心なまちづくり
(4)交通安全対策の推進

１ 様々な連携により新たな (1)産業間・産学金労官連携による新事業・新産業の
産業が展開される社会 展開

２ 魅力ある農林水産業が展 (1)農業の成長産業化への挑戦
開される社会 (2)持続可能な森林・林業の振興

Ｃ (3)水産業の振興
産業づくり ３ (1)工業の振興創造性のある工業・商業・

(212ページ) (2)商業・サービス業の振興サービス業が営まれる社会

４ 活発な観光・交流による (1)観光の振興
活力ある社会 (2)県境を越えた交流・連携の推進

５ 経済・交流を支える基盤 (1)地域や企業を支える産業人財の育成・確保
が整った社会 (2)職場環境整備と就業支援

(3)交通・物流ネットワークの整備・充実
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第３節 分野別施策の内容

施策の体系

Ａ 人づくり

A-1 安心して子どもを生み、育てられる社会

施策の柱 基本的方向性

A-1-(1)子育て支援の充実 1 地域全体での子育て支援の充実

（168ページ）

2 ライフステージに応じた子育て支援の

充実

3 仕事と生活の調和の推進

A-1-(2)子ども・若者の権利擁護と自 1 子どもを守るための取組の推進

立支援

（169ページ） 2 社会的養育の推進

3 困難を抱える子ども・若者の自立や成

長を支援する取組の推進

4 貧困の世代間連鎖の解消に向けた支援

の推進
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A-2 未来を担う人財が育つ社会

施策の柱 基本的方向性

A-2-(1)県民が生涯を通じて学び、教育 1 生涯学習推進体制の充実

に参画する社会づくりの推進

（170ページ） 2 社会教育の充実

3 家庭教育の充実

4 地域と学校の連携・協働の推進

5 読書県づくりの推進

A-2-(2)社会を生き抜く基盤を培い、未 1 幼児期の教育の充実

来を担う人財を育む教育の推進

(172ページ） 2 確かな学力を育む教育の推進

3 人権を尊重し豊かな心を育む教育の推進

4 特別支援教育の推進

5 郷土を愛し、地域社会に参画する態度を

育む教育の推進

6 キャリア教育・職業教育の推進

7 社会の変化に対応した多様な人財を育む

教育の推進

A-2-(3)教育を支える体制や環境の整備 1 教職員の資質向上と学校業務の改善

・充実

（174ページ） 2 安心・安全な教育環境の整備・充実

3 魅力ある多様な教育の振興・支援

4 私立学校の振興

5 高等教育環境の充実
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A-3 文化・スポーツに親しむ社会

施策の柱 基本的方向性

A-3-(1)文化の振興 1 県民だれもが文化に親しむ機会の充実

（176ページ）

2 文化活動を支え育む環境の整備

3 文化資源の保存・継承

4 特色ある文化資源の活用

5 全国的文化イベントの開催を契機とした

文化力の向上

A-3-(2)スポーツの推進 1 スポーツ参画人口の拡大

（178ページ）

2 アスリートの育成

3 学校体育の推進

4 障がい者スポーツの推進

5 スポーツによる地域活性化
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A-4 多様な主体が参加し、一人ひとりが尊重される社会

施策の柱 基本的方向性

A-4-(1)男女共同参画社会の推進 1 あらゆる分野における女性の活躍の推進

（180ページ）

2 男女共同参画社会の実現に向けた基盤

の整備

3 女性に対するあらゆる暴力の根絶

A-4-(2)高齢者が活躍する社会の推進 1 シニアパワーの活用促進

（181ページ）

2 生きがいづくりの支援

A-4-(3)ＮＰＯや企業、ボランティア 1 ボランティア活動の促進

等多様な主体による社会貢献

活動の促進 2 ＮＰＯ等の活動環境整備

（182ページ）

3 多様な主体による協働の推進

4 県民、ＮＰＯ、企業等の社会貢献活動

への参加意識の醸成

A-4-(4)国際化への対応 1 国際感覚豊かな人づくりの推進

（183ページ）

2 多文化共生社会づくりの推進

3 多様で身近な国際交流・国際協力の

促進

A-4-(5)人権意識の高揚と差別意識の 1 あらゆる場における生涯を通じた人権

解消 教育・啓発の推進

（184ページ）

2 同和行政の推進
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施策の柱 Ａ－１－(１) 子育て支援の充実

１ 将来予測と課題
○ 核家族化の進展や地域のつながりの希薄化、さらには、未婚・晩婚化等により、

少子化が進んでいます。本県の合計特殊出生率は、平成１７年（２００５年）の１．

４８を底に上昇に転じ、全国平均に比べても高い水準にありますが、人口維持に必

要とされる水準（２．０７）には及んでいません。

○ 少子化に歯止めをかけるためには、「地域」、「ライフステージ」、「仕事と生活の

調和」という視点から子育て支援の充実を図ることが必要です。

２ 目指す将来像
「子どもの育ち」と「子育て」をみんなで支え、「子どもの最善の利益」が実現

できるみやざきづくり

３ 基本的方向性
１ 地域全体での子育て支援の充実

県民全体で子どもと子育てを応援する気運の醸成や、地域の絆づくりを推進す

るなど、地域の「子育て力」の強化を図るとともに、子育て支援事業の拡充や子

育てに適した安全安心なまちづくりを推進します。

２ ライフステージに応じた子育て支援の充実

安心して結婚、妊娠、出産ができる環境の整備や質の高い幼児教育・保育等の

提供を図るとともに、小児医療体制や母子保健対策等の充実による子どもの健康

の確保に努めます。

３ 仕事と生活の調和の推進

職場環境の改善など、仕事と家庭の両立に向けた働き方の見直しを促進すると

ともに、男女が共に子育てに参加しやすい環境づくり、性別役割分担意識の解消

等のための広報・啓発活動を推進します。

A-1 安心して子どもを生み、育てられる社会
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施策の柱 Ａ－１－(２) 子ども・若者の権利擁護と自立支援

１ 将来予測と課題
○ 少子化や核家族化、都市化等により地域や家庭における教育や子どもの養育機能

が低下しています。また、経済的不安を抱えるひとり親家庭等に対する自立のため

の就業支援や子育て・生活支援等も必要です。

○ 児童虐待をはじめ子どもが被害者となる事件の増加、スマートフォン等のインタ

ーネットを介した性や暴力・自殺の助長といった青少年の健全な育成を阻害するお

それのある有害情報の氾濫など、子どもを取り巻く環境の一層の悪化が懸念されま

す。地域全体で子どもの保護や困難を抱える若者の自立支援に取り組んでいくこと

が求められています。

２ 目指す将来像
○ 多様な家族スタイルに対する支援が行われ、子どもが健やかに育つための環境が

整った社会

○ 地域のネットワークによる児童虐待の未然防止・早期発見・早期対応、社会生活

を円滑に営む上で困難を抱える若者への自立支援など、子ども・若者の保護と自立

支援に社会全体で取り組む社会

○ 子どもの成長段階に応じた切れ目のない支援が行われ、子どもの将来がその生ま

れ育った環境によって左右されず、貧困が世代を超えて連鎖することのない社会

３ 基本的方向性
１ 子どもを守るための取組の推進

地域ネットワークによる児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応、青少年の

非行防止・有害環境浄化活動、スマートフォン等のインターネットの適正利用の

推進など、子どもが犯罪被害や非行に関わることなく健やかに育つ環境づくりに

取り組みます。

２ 社会的養育の推進

家庭における養育が困難又は適当でない要保護児童に対し、家庭における養育

環境と同様の養育環境で養育がなされるよう里親等委託の推進に取り組みます。

また、できる限り良好な家庭的環境で養育がなされるよう、児童養護施設の小

規模化かつ地域分散化等の取組を推進します。

３ 困難を抱える子ども・若者の自立や成長を支援する取組の推進

修学や就業のいずれもしていないなど、社会生活を円滑に営む上で困難を抱え

る子どもや若者が社会の一員として自立し成長できるよう、社会全体による支援

の取組を推進します。

４ 貧困の世代間連鎖の解消に向けた支援の推進

子どもの養育や就業、経済的不安等の様々な問題を抱えているひとり親家庭等

に対し、市町村等関係機関と連携し、自立のための就業支援や子育て・生活支援

等に取り組みます。

A-1 安心して子どもを生み、育てられる社会
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施策の柱 Ａ－２－(１) 県民が生涯を通じて学び、教育に参画する

社会づくりの推進

１ 将来予測と課題
○ 人生100年時代が到来しようとする中、人口構造の変化や女性・高齢者等の活躍

の進展、雇用環境の変化などが予想されており、県民一人ひとりが生涯にわたって

質の高い学びを重ねて成長し、様々な分野や場所で活躍し続ける力を身につけてい

くことが求められています。

○ このため、多様な学習機会の充実や、県民が学びで得た成果を地域や社会の中

で生かすことができるよう、環境の整備・充実を進める必要があります。

○ また、少子化や核家族化、都市化等の社会の変化に伴い、地域と子どもとの関わ

りの希薄化、家庭や地域の教育力の低下などが進み、社会全体で子どもたちを育む

力の低下が懸念されます。

○ このため、子どもたちが将来の夢や目標を持ち、たくましく生きていけるよう、

家庭や学校、地域の大人一人ひとりが、地域社会の一員としての自覚を高め、また

子どもたちのよきモデルやよき支援者として、それぞれの役割をしっかり果たすな

ど、子どもたちの教育に、これまで以上に積極的に関わり、社会全体で子どもたち

を育むことが必要となっています。

２ 目指す将来像
○ 県民の多様なニーズに対応した学習機会が提供され、一人ひとりが学びで得た成

果を生かすことのできる社会

○ 子どもたちを取り巻く大人一人ひとりが、それぞれの役割をしっかりと果たしな

がら積極的に子どもたちの教育に関わるとともに、保護者や地域住民、教職員をは

じめ、地域や企業、市民団体等が連携・協働し、県民総ぐるみで教育を進める社会

３ 基本的方向性
１ 生涯学習推進体制の充実

県民が求める様々な学習情報をいつでもどこでも入手でき、多様な学習機会が

提供できるように努めるとともに、県民が学びで得た成果が社会で発揮できるよ

うな環境の整備・充実を図ります。

２ 社会教育の充実

県民個々の趣味・教養を充足させるだけでなく、地域の課題解決に取り組む学

習や活動を促進するため、社会教育関係団体やＮＰＯ、企業等の連携強化や、指

導者の養成・確保、社会教育施設の機能の充実等を図ります。

３ 家庭教育の充実

家庭教育の重要性についての啓発や情報提供、学習機会の充実や子育てに関す

る相談・支援体制等の整備などにより、家庭教育の充実を図ります。

A-2 未来を担う人財が育つ社会
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４ 地域と学校の連携・協働の推進

家庭や学校、地域の住民や企業、市民団体等が連携・協働した地域学校協働活

動による学校を核とした地域づくりを推進するとともに、学校評価の実施やコミ

ュニティ・スクール導入等、学校運営の工夫・改善を図るなど、地域とともにあ

る学校づくりを推進します。

５ 読書県づくりの推進

各ライフステージにおける県民の読書活動を促進し、家庭や学校、地域・職場

で多様な読書活動が展開されるよう、家庭や地域における読書の普及や学校での

一斉読書の推進、公立図書館・学校図書館の読書環境の整備・充実を図ります。

また、学校と公立図書館の連携強化や全県的な図書館ネットワークの構築、多様

な主体と協働した推進体制づくりなど、県民が生涯にわたって読書に親しむ読書

県づくりを推進します。

A-2 未来を担う人財が育つ社会
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A-2 未来を担う人財が育つ社会

施策の柱 Ａ－２－(２) 社会を生き抜く基盤を培い、未来を担う人

財を育む教育の推進
１ 将来予測と課題
○ 人口減少の進行や産業構造の変化、グローバル化や技術革新の急速な進展など、

社会が大きく変化し、今後の予測が困難な中、子どもたちに確かな学力や、夢や目

標を持って可能性に挑戦する力をしっかり育んでいく必要があります。

○ 地域や家庭の環境、情報環境等が大きく変化し、子どもたちの健やかな成長に対

する懸念が生じており、豊かな情操や規範意識、コミュニケーション能力の育成な

ど、豊かな心を育む教育の充実が求められています。

○ 同和問題をはじめ、障がいのある人、性的マイノリティなどに関する様々な人権

問題の解消に向け、人権教育を積極的に推進し、共生社会の実現を目指して取り組

む必要があります。

○ 特別支援教育の対象となる子どもが増加し、障がいの内容も多様化しているため、

一人ひとりの障がいの状態や発達の段階、教育的ニーズに応じた適切な指導や支援

の充実を図る必要があります。

○ 本県の地域や産業の将来を担う人財の不足が懸念される中、郷土への誇りや愛着

を持ち地域社会に参画する態度等の育成、社会的・職業的自立に向けたキャリア教

育の充実、社会の変化に対応できる多様な人財の育成を図る必要があります。

２ 目指す将来像
○ 未来を担う子どもたちが、夢や希望、目標をしっかりと持ち、その実現に向けて

挑戦し、力強く成長する社会

○ 子どもたちが、社会的・職業的自立に必要な力を身につけ、社会の変化に対応し、

これからの地域や産業を担う多様な人財が育つ社会

３ 基本的方向性
１ 幼児期の教育の充実

生涯にわたる人格形成の基礎を培う時期にある幼児期の子どもたちに望ましい

教育環境を提供するため、認定こども園、幼稚園や保育所における教育・保育の

充実や、職員の資質の向上を図るとともに、地域の子育て家庭への支援体制の充

実や小学校教育との円滑な接続の推進などに取り組みます。

２ 確かな学力を育む教育の推進

子どもたちの学力や学習の状況を踏まえ、基礎学力や学習習慣の定着、進学支

援の充実、教員の教科指導力の向上、実態に応じた授業改善等を推進することに

より、本県で学ぶ全ての子どもたちの確かな学力を育みます。

３ 人権を尊重し豊かな心を育む教育の推進

子どもたちが人権について正しい理解を深め、互いの人権を尊重する共生社会

づくりの担い手となるよう人権教育の一層の充実を図るとともに、いのちを大切

にする教育や道徳教育の推進・充実、地域・家庭等と連携・協働した自然体験や

社会体験活動、文化・芸術体験活動の充実を図り、子どもたちの豊かな心を育みます。
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A-2 未来を担う人財が育つ社会

４ 特別支援教育の推進

特別支援学校において、一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細かで専門性

の高い教育を推進するとともに、小・中・高等学校等の障がいのある子どもたち

が、実態や特性に応じて早期から一貫した支援を受けることができるよう、多様

なニーズに応じた教育の提供や支援体制の構築・充実を図ります。

５ 郷土を愛し、地域社会に参画する態度を育む教育の推進

学校と地域、企業、各種団体・施設等が連携・協働し、学校における多様な「ふ

るさと学習」の実施、地域課題等に関する各学校での学習活動や主権者教育の充

実、地域活動への参加促進などを通じて、子どもたちに郷土への誇りや愛着を育

み、地域に対する理解と関心を高め、地域社会に参画しようとする意識や態度を

育てる教育の推進・充実に取り組みます。

６ キャリア教育・職業教育の推進

発達の段階に応じた体系的・系統的なキャリア教育の推進や、地域や産業界等

と連携・協働した実践的で体験的なキャリア教育・職業教育の推進により、子ど

もたちのキャリア意識を高め、社会的・職業的自立の基盤となる力や、職業人と

して必要な知識・技能等の育成に取り組みます。

７ 社会の変化に対応した多様な人財を育む教育の推進

ＡＩ等の技術革新や超スマート社会（Society5.0）の到来、グローバル化の進

展など、社会の変化に対応し、科学技術教育や情報教育の充実、外国語教育の改

善・充実や国際的素養の育成、環境教育の推進などに取り組み、これからの社会

で必要となる多様な人財を育む教育の推進・充実を図ります。
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A-2 未来を担う人財が育つ社会

施策の柱 Ａ－２－(３) 教育を支える体制や環境の整備・充実

１ 将来予測と課題
○ 教職員の大量退職と若手教職員の増加が進む一方、学校では様々な教育課題への

対応が求められており、優れた教職員の確保と育成がより重要になるとともに、複

雑化・多様化した教職員の業務を整理・改善し、子どもたちと向き合う時間を十分

に確保することが必要となっています。

○ 学校は、子どもたちの学びや生活の場として、安心で安全な場所・環境であるこ

とが不可欠であるため、事件や事故から子どもたちを守るとともに、老朽化が進む

学校施設・設備等への適切な対応に加え、予想される大規模災害等に備えたハード

・ソフト両面の防災・減災対策等を進めていく必要があります。

○ いじめは、疑わしい事案も含めて積極的に認知し、重大な事態に至らないよう適

切に対応する必要があり、インターネット上のいじめや、近年増加傾向が見られる

不登校などの課題に対応するため、相談体制の充実や専門家の活用など、学校の対

応力の強化・充実に努める必要があります。

○ 子どもたちの教育環境は、地域や家庭環境等により様々で、多様な教育的ニーズ

があるため、地域性を踏まえた魅力と特色のある学校づくりや、きめ細かな指導が

できる体制の整備、就学支援の充実などに取り組む必要があります。

○ 高等教育機関においては、高度情報化や科学技術の一層の進展の中で、人財育成

や教育研究機能の充実はもとより、卒業者の地元就職率の向上による産業人財の確

保が求められており、こうした多様なニーズに応える魅力ある高等教育環境の整備

を促進する必要があります。

２ 目指す将来像
○ 教職員が自己研さんにより資質・能力の向上を図り、各々が能力を発揮して学校

の教育力を高め、将来を担う子どもたちが健やかに成長する社会

○ 子どもたちが安全・安心な教育環境の中で健やかに成長し、多様な教育的ニーズ

に対応した教育環境の整備や支援が行われ、魅力ある教育の振興が図られる社会

○ 建学の精神に基づく個性豊かな教育を行う私立学校の振興により、子どもたちが

多様な教育を受けることができる社会

○ 高等教育機関における人財育成、教育研究機能の充実が図られ、その卒業者が地

域の社会・産業の活性化を支える社会

３ 基本的方向性
１ 教職員の資質向上と学校業務の改善

優れた教職員の確保・育成に向けて、採用選考や教職員研修の工夫・改善など

に取り組み、教職員の資質・能力の向上を図るとともに、複雑化・多様化した学

校・教職員の業務の整理・改善を進め、教職員一人ひとりがその能力を発揮しや

すい環境を整えるなどして、学校の組織力と教育力の向上に努めます。
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A-2 未来を担う人財が育つ社会

２ 安全・安心な教育環境の整備・充実

学校安全体制の整備・充実や学校施設等の老朽化対策などを推進するととも

に、様々な災害や危険等への学校の対応力を高めるため、ハード・ソフト両面の

備えを進め、子どもたちが主体的に判断し行動できる態度等を育む実践的な防災

教育や安全教育を推進します。また、いじめや不登校等への対応力を高めるため、

相談体制の整備・充実、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等

の専門家の活用などに取り組みます。

３ 魅力ある多様な教育の振興・支援

県内各地の地域性や子どもたちの家庭教育の違いなどから、多様な教育的ニー

ズがあるため、魅力と特色のある県立学校づくりや、小・中・高等学校・大学等

の連携の推進、定時制・通信制教育の振興、きめ細かな指導を行うための少人数

学級の実施や、へき地校・小規模校の振興、学校におけるＩＣＴ環境の整備を進

めるとともに、子どもたちの就学支援の充実などに取り組みます。

４ 私立学校の振興

私立学校の自主性を尊重しつつ、教育環境及び経営の健全性の向上を支援する

とともに、保護者負担の軽減に努めます。

５ 高等教育環境の充実

高等教育コンソーシアムとの連携・協力や運営支援による人財育成・教育研究

機能の充実、及び高等教育機関が実施する地元就職率向上のための取組に対する

支援などにより、高等教育環境の充実に努めます。
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施策の柱 Ａ－３－(１) 文化の振興

１ 将来予測と課題
○ 文化は、人間の創造力を高めるとともに、個性豊かで活力ある地域づくりにつな

がるものです。

社会が成熟化し価値観が多様化する中で、人々は「心の豊かさ」をより一層求め

るようになっており、文化芸術の鑑賞や活動等を通じて、生涯にわたり豊かな感性

と教養を育むことができる環境づくりが求められます。

○ 県内各地に数多く存在している特色ある有形・無形の文化資源を将来に向けて保

存・継承していくため、文化資源の担い手の育成・確保や環境整備、これらに資す

る文化資源の活用などに努める必要があります。

２ 目指す将来像
県民が様々な機会を通じ文化に親しみ、生涯にわたり豊かな感性と教養を育むと

ともに、県内各地の多様な文化資源が保存・継承され、積極的に活用されている社

会

３ 基本的方向性
１ 県民だれもが文化に親しむ機会の充実

県民一人ひとりが文化に親しむことができるよう、文化芸術鑑賞や学習の機会、

創作や発表の機会の充実や、子どもたちが学校や地域の中で文化に触れる機会の

充実を図るとともに、国、地域や世代、ジャンルを超えた文化交流を推進します。

２ 文化活動を支え育む環境の整備

文化施設の機能の充実や文化団体等への活動支援、担い手の育成などを通じて、

文化活動を支え育む環境整備を推進します。

３ 文化資源の保存・継承

長い歴史と豊かな風土に培われ、守り伝えられてきた有形・無形の文化資源を

保存・継承していくため、担い手の育成や新たな文化財指定等の推進するととも

に、積極的に活用を図る環境づくりを推進します。

また、神楽のユネスコ無形文化遺産登録や西都原古墳群をはじめとする南九州

の古墳群の世界文化遺産登録を目指した活動を推進します。

４ 特色ある文化資源の活用

本県ならではの文化資源を掘り起こして、情報発信する取組を推進し、観光振

興など地域づくりをはじめ様々な分野において、多様な文化資源の活用が図られ

るよう市町村等と連携して取組を進めるとともに、貴重な文化資源の次世代への

継承にも努めます。

A-3 文化・スポーツに親しむ社会
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５ 全国的文化イベントの開催を契機とした文化力の向上

国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭の開催等を契機として、文化を通した交

流を図るとともに、国内外に本県の様々な魅力を発信します。

また、開催後も引き続き文化活動が活発化するような体制を構築することによ

り、地域における文化力の向上を図ります。

A-3 文化・スポーツに親しむ社会
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A-3 文化・スポーツに親しむ社会

施策の柱 Ａ－３－(２) スポーツの推進

１ 将来予測と課題
○ 県民の多様なスポーツニーズに対応し、誰もが生涯にわたってスポーツに親しむ

ことができるよう、その機会の充実や環境づくりに取り組む必要があります。

○ 全国大会等における本県の競技スポーツの成績は、十分な成果を収めていると言

えず、競技人口の減少やアスリート雇用の受皿不足等が懸念される中、２巡目国ス

ポの本県開催に向け、選手の発掘と育成・強化や指導体制の強化、環境条件の整備

等に取り組み、競技力向上に努める必要があります。

○ 子どもたちの体力・運動能力は、全国比較でも概ね良好な状況にあるものの、運

動への取組には二極化の状況が見られ、生活習慣の乱れや食に起因する健康問題も

少なくないことから、体力つくりの推進、食育や健康教育の充実に取り組み、子ど

もたちの健やかな心身の育成に努める必要があります。

○ 障がい者スポーツを推進するためには、今後とも、各種スポーツ大会や教室等の

イベント開催を促進するとともに、様々な機会を通じた指導者や審判の養成確保な

どの支援体制の充実が必要となっています。

○ 高齢者が生き生きと毎日を送るためには、年齢や体力に応じて誰でもスポーツを

楽しめる環境づくりを進め、健康を維持するとともに、人と人との豊かな人間関係

を培うことで、社会参加を促進していくことが必要です。

○ 毎年大勢の人が本県を訪れることから、「スポーツランドみやざき」の全県化な

どとの連携を図りつつ、スポーツによる地域活性化に取り組む必要があります。

２ 目指す将来像
○ 県民の誰もが、それぞれの体力や年齢、技術、趣味・目的に応じて、いつでも、

どこでも、いつまでもスポーツに親しむことができる社会

○ 本県で育ったトップアスリートが、社会人や大学生として活動する環境が整い、

全国大会や国際大会、さらには、オリンピックやパラリンピックで活躍し、県民を

元気づけ、子どもたちがスポーツに夢を抱くことができる社会

○ 障がい者が気軽にスポーツに親しみ、スポーツ活動が生活の一部となる社会

○ 高齢者がスポーツを通じて交流を深め、生きがいを感じられる社会

３ 基本的方向性
１ スポーツ参画人口の拡大

「する」「みる」「ささえる」の観点から広くスポーツの推進に取り組み、１１

３０（いちいちさんまる）県民運動や各種大会の開催・支援など、様々な形での

スポーツ参加を促進するとともに、総合型地域スポーツクラブの育成・支援やこ

れを支える人財の育成を図りつつ、若年期から高齢期までライフステージに応じ

た多様なスポーツ活動を推進します。
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A-3 文化・スポーツに親しむ社会

２ アスリートの育成

ジュニア段階からの有望選手の発掘と育成・強化や、優秀な指導者等の養成・

確保、アスリート雇用の受皿づくり、練習環境等の整備・充実を進めるとともに、

競技団体等の支援や一貫指導体制の構築・強化などにより全県的な競技力強化の

体制整備を図り、全国大会や国際大会等で活躍できるトップアスリートを育成し

ます。

３ 学校体育の推進

幼児期からの体力つくりを推進し、学校における体力向上対策の充実に取り組

むとともに、家庭や地域等と連携しながら、子どもたちが自分で弁当を作る「み

やざき弁当の日」の取組や食に関する指導の充実、子どもたちの様々な健康問題

に対応した相談体制づくりや健康教育の改善・充実を推進します。

４ 障がい者スポーツの推進

障がい者スポーツ指導員やスポーツ推進委員等との連携を図りながら、各種ス

ポーツ大会や教室を計画的に開催するとともに、障がい者スポーツクラブの活動

を活性化させ、また、指導者や審判の育成・確保に取り組むことにより、より多

くの障がい者がスポーツに親しむことができる環境づくりを推進します。

５ スポーツによる地域活性化

プロチーム等のスポーツキャンプ・合宿の実施や各種スポーツイベントの開催

の機会を活用し、市町村や関係団体・機関等と連携して、スポーツツーリズムの

拡大を図るなど、スポーツによる地域活性化を推進します。
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施策の柱 Ａ－４－(１) 男女共同参画社会の推進

１ 将来予測と課題
○ 時代の変化に対応し、豊かで活力ある社会を築いていくためには、性別にかかわ
りなく個人の個性と能力を十分に発揮できる環境づくりが不可欠です。あらゆる分
野における女性の参画や固定的な性別役割分担意識の解消など、男女共同参画社会
の実現に向けた取組を積極的に推進する必要があります。
○ 人口減少・少子高齢化の進展により社会を支える世代の人口割合が減少していく
中で、社会経済を維持していくためには、積極的な女性の社会参画が不可欠です。
就業環境の整備や仕事と生活の両立を支援するなど、男女の多様な働き方を可能
にする環境整備が急務であります。
○ 女性に対する暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、男女共同
参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題であることから、女性に対する
暴力の根絶に向けての一層の取組が必要です。

２ 目指す将来像
男女が互いに人権を尊重し、性別にかかわりなく、その能力を十分に発揮でき、
一人ひとりのライフスタイルに合わせて自分の望む生き方・働き方が選択できる社
会

３ 基本的方向性
１ あらゆる分野における女性の活躍の推進

就業環境の整備や男性中心型の働き方等の見直し、ワーク・ライフ・バラン
スの実現、地域等における男女共同参画を促進し、あらゆる分野における女性
の活躍を推進します。

２ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備
男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、

その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向けた教育・学習
機会の充実や広報・啓発活動を推進します。

３ 女性に対するあらゆる暴力の根絶
暴力を容認しない社会環境整備を進めるとともに、被害女性の支援体制の充実

を図り、女性に対する暴力の防止と根絶に向けた取組を推進します。

A-4 多様な主体が参加し、一人ひとりが尊重される社会
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施策の柱 Ａ－４－(２) 高齢者が活躍する社会の推進

１ 将来予測と課題
○ 労働力人口が減少していく中で、高齢者の大幅な増加に伴い、介護や医療などの

社会保障費が大きな負担になることが懸念されます。その一方で、健康で知識や経

験等が豊富な高齢者が増加していくことが期待されます。

○ 地域社会の活力を維持・増進していくためには、高齢者がそれぞれの体力や能力

に応じて社会活動や経済活動に積極的に参加する環境や仕組みを構築することが求

められます。

２ 目指す将来像
高齢者が社会を支える一員として、その能力や知識・経験を十分に発揮し、生き

生きと活躍する社会

３ 基本的方向性
１ シニアパワーの活用促進

高齢者の豊富な知識や経験を生かした社会参加・社会貢献活動を促進するた

め、高齢者団体と多様な主体との連携による活動等により、高齢者自身の生きが

い・健康づくりはもとより、地域・社会全体の活性化を図ります。

２ 生きがいづくりの支援

老人クラブによる健康づくり、社会奉仕等の活動や、高齢者が自主的に取り組

むスポーツ・文化イベントの開催を支援することにより、高齢者の生きがい・健

康づくりや社会参加活動を促進します。

A-4 多様な主体が参加し、一人ひとりが尊重される社会
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A-4 多様な主体が参加し、一人ひとりが尊重される社会

施策の柱 Ａ－４－(３) ＮＰＯや企業、ボランティア等多様な主体

による社会貢献活動の促進

１ 将来予測と課題
○ 人口構造や価値観の変化等に伴い、住民ニーズや地域課題はますます複雑化、多

様化していくと考えられます。

○ このため、ＮＰＯや企業、ボランティア等がそれぞれの特長を生かし、社会の構

成員として主体的に社会貢献活動に参画していくことが求められます。

２ 目指す将来像
ＮＰＯや企業、ボランティア等、多様な主体が積極的に社会貢献活動に参画する

社会

３ 基本的方向性
１ ボランティア活動の促進

県民が気軽にボランティア活動に参加できる環境づくりに努めるとともに、ボ

ランティアに関する啓発や、活動支援、ボランティアセンター機能の充実等に取

り組み、多様なボランティア活動の促進を図ります。

２ ＮＰＯ等の活動環境整備

社会貢献活動の重要な担い手であるＮＰＯ等に対して、組織・運営や資金等の

活動基盤の強化、団体間のネットワークづくりへの支援を図ることにより、ＮＰ

Ｏ等が自立的、継続的に活動していく環境整備を進めます。

３ 多様な主体による協働の推進

協働について理解を深める研修会、モデル的な協働事業の実施等により、地域

課題の解決や地域活性化を図る活動において、ＮＰＯをはじめとした多様な主体

が協働で行う取組を推進します。

４ 県民、ＮＰＯ、企業等の社会貢献活動への参加意識の醸成

県民に対して、協働やボランティア活動への理解を深め、参加する意識を高め

るための取組を進め、また、ＮＰＯや企業等と行政による協働を推進するなど、

県民等の社会貢献活動に関する意識の醸成に努めます。
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A-4 多様な主体が参加し、一人ひとりが尊重される社会

施策の柱 Ａ－４－(４) 国際化への対応

１ 将来予測と課題
○ 少子高齢化の進展による深刻な人手不足から、国においては、外国人の新たな在

留資格制度が真剣に議論されています。また、人の動きや経済の動きがこれまで以

上に活発となり、グローバル化がますます進展していくことが見込まれます。

○ このため、国際感覚豊かな人財を育成していくとともに、増加する外国人住民と、

地域で共に生活していくことができるような社会づくりを推進していく必要があり

ます。

２ 目指す将来像
一人ひとりがグローバルな視点で物事を考え、多様な文化や価値観等を受け入れ

ており、外国人住民にも暮らしやすい社会

３ 基本的方向性
１ 国際感覚豊かな人づくりの推進

県民の国際化に対する意識や関心を高め、国際理解の醸成を図るとともに、将

来を担う子どもたちへの国際理解教育、外国語教育等を充実させることなどによ

り、国際感覚豊かな人づくりを進めます。

２ 多文化共生社会づくりの推進

国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を

築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくような多文化共生社

会づくりを進めます。

また、今後の外国人の受け入れ拡大を見据え、コミュニケーション上の問題を

抱える外国人住民を支援するための取組や、安心して地域生活を送ることができ

るよう住居、教育、防災など生活面での様々な支援を進めます。

３ 多様で身近な国際交流・国際協力の促進

アジアをはじめとした地域との相互交流や、留学生をはじめとした外国人住民

との身近な国際交流を進めるとともに、関係団体と連携した国際協力を進めます。

※外国人の生活支援のような視点はないか
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A-4 多様な主体が参加し、一人ひとりが尊重される社会

施策の柱 Ａ－４－(５) 人権意識の高揚と差別意識の解消

１ 将来予測と課題
○ 今後、本格的な少子高齢・人口減少時代を迎え、また、人、モノ、情報などが国

境を越えて自由に行き交うボーダレス化・グローバル化も進展することに伴い、県

民一人ひとりが個性や違いを尊重し合う意識がますます重要となります。

○ また、社会全体の人権意識の高まりとともに人権問題はますます複雑化・多様化

しており、人権教育・啓発の一層の充実が必要となります。

２ 目指す将来像
年齢や、性別、障がいのあるなし、国籍、性的指向・性自認など、一人ひとりの

個性や違いを尊重し合い、一人ひとりが夢や目標を持ち、その力を伸ばし、活躍で

きる社会

３ 基本的方向性
１ あらゆる場における生涯を通じた人権教育・啓発の推進

家庭や学校、地域社会などあらゆる場を通じて、効果的な人権教育・啓発活動

を総合的に推進します。

２ 同和行政の推進

同和問題の解決に向けて、県民一人ひとりが同和問題について正しい理解と認

識を深めるための県民啓発などを推進します。
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施策の体系

Ｂ くらしづくり

B-1 生き生きと暮らせる健康・福祉の社会

施策の柱 基本的方向性

B-1-(1)健康づくりの推進 1 社会全体で支える自主的な健康づくり
（189ページ） の推進

2 生活習慣病対策の推進

3 介護予防の推進

4 感染症対策の推進

5 難病対策・臓器移植の推進

6 こころの健康づくり

7 薬物に関する危機管理体制の充実

B-1-(2)みんなで支え合う福祉社会の 1 高齢者保健福祉サービスの充実

推進

（191ページ） 2 障がい者(児)の自立と社会参加の促進

3 共に支え助け合い安心して暮らせる環
境づくり

4 福祉社会を支える人づくり

5 自殺のない地域社会づくり

6 安定した生活の確保

B-1-(3)医療提供体制の充実 1 地域を支える医療体制の整備・充実

（192ページ）

2 救急・災害医療体制の整備

3 医療従事者の養成・確保

4 医療・福祉と連携した在宅医療・介護
体制の整備

5 医薬品等の安全確保・安定供給の推進

6 国民健康保険・高齢者医療制度の安定
的運営

7 医療費の適正化
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B-2 自然との共生と環境にやさしい社会

施策の柱 基本的方向性

B-2-(1)低炭素・循環型社会への転換 1 低炭素社会の構築

（194ページ）

2 循環型社会の形成

B-2-(2)良好な自然環境・生活環境の 1 地球環境、大気・水環境等の保全

保全

（195ページ） 2 生物多様性の保全

B-2-(3)環境にやさしい社会の基盤づ 1 環境保全のために行動する人づくり

くり

（196ページ） 2 環境にやさしい地域・社会づくり
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B-3 安心して生活できる社会

施策の柱 基本的方向性

B-3-(1)安心で快適な生活環境の確保 1 消費者の安全・安心の確保と自立支援

（197ページ）

2 消費者被害の防止・救済

3 食の安全・安心の確保

4 安全・安心な生活衛生の確保

B-3-(2)快適で人にやさしい生活・空 1 人にやさしいまちづくりの推進

間づくり

（199ページ） 2 豊かな自然環境と共生する持続可能な
都市づくりの推進

3 個性的で良好な景観と調和した地域づ
くりの推進

4 豊かな住生活空間づくりの推進

5 調和のとれた県土利用の推進

6 動物愛護の普及啓発及び適正飼養の推進

B-3-(3)地域交通の確保 1 地域公共交通の維持・確保

（201ページ）

2 住民の安全・安心を確保する道づくり

の推進

B-3-(4)ＩＣＴの利活用及び情報通信 1 ＩＣＴやデータの利活用による豊かな

基盤の充実 県民生活の実現

（202ページ）

2 情報通信基盤の充実

B-3-(5)持続可能な中山間地域づくり 1 宮崎ひなた生活圏づくり

（203ページ）

2 地域産業の育成と経済活性化

B-3-(6)連 携 ・ 絆 の 構 築による 1 市町村連携による定住・自立の促進

魅力ある地域づくり

（204ページ） 2 住民主体の地域づくり活動の推進

3 世界農業遺産やユネスコエコパークなどの

ブランド力を生かした地域づくりの推進

4 戦略的な移住等の促進
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B-4 安全な暮らしが確保される社会

施策の柱 基本的方向性

B-4-(1)多様化する危機事象に的確に 1 地域防災力の強化

対応できる体制づくり

（206ページ） 2 防災・減災体制の強化

3 防災関係機関の災害対応力の強化

4 感染症の感染拡大防止及び健康被害の

最小化

5 家畜防疫体制の強化

6 復興支援の推進

B-4-(2)安全で安心な県土づくり 1 風水害・土砂災害への的確な対応

（208ページ）

2 地震や津波等災害発生時に備えた社会

資本整備の推進

3 社会資本の総合的かつ計画的な管理に

よる施設の機能維持

4 災害等に迅速に対応できる環境づくり

5 建設産業の担い手の育成・確保

B-4-(3)安全で安心なまちづくり 1 犯罪の起きにくい安全で安心なまち

（210ページ） づくりの推進

2 非行少年を生まない社会づくりの推進

3 被害者支援活動の推進

B-4-(4)交通安全対策の推進 1 交通安全意識の高揚

（211ページ）

2 安全な交通環境の整備
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施策の柱 Ｂ－１－(１) 健康づくりの推進

１ 将来予測と課題
○ 高齢化に伴い、高齢者に多い慢性疾患などの疾病の増加による医療費の増加等が

懸念されます。また、生活スタイルや食生活の変化に伴い、若年層でも生活習慣病

が増加することが考えられることから、疾病の予防を重視した取組と、食生活の改

善や運動による健康づくりが重要となります。

○ 一人暮らし高齢者の増加や人間関係の希薄化等により、心の健康を保つことが難

しくなることが懸念されます。

○ グローバル化により人やモノの交流が拡大する中で、新たな感染症への対応など

は、ますます重要となります。

○ 危険ドラッグ等の不正薬物による薬物汚染の若年層への広がりが懸念され、また、

毒物劇物等を原因とする事故等による健康被害防止が重要となります。

２ 目指す将来像
○ 健康に対する意識が高まり、食生活の改善や運動等を通して、一人ひとりが健康

で生き生きと暮らせる社会

○ 県民一人ひとりが気付きと見守りの意識を高め、つながりや豊かな人間性を通し

て、誰もが孤立せずに、心豊かに暮らせる社会

○ 感染症等への十分な対応が確保され、みんなが安心して暮らせる社会

○ 薬物乱用問題に対する認識が高まり、薬物乱用のない社会

○ 毒物劇物を原因とした危害発生の未然防止が図られ、事故発生時には危機管理体

制が整備されている社会

３ 基本的方向性
１ 社会全体で支える自主的な健康づくりの推進

県民一人ひとりが自主的に行う健康づくりを支援するとともに、「自分の健康

は自分でつくる」という「予防」の重要性への理解を深めるよう、健康経営の推

進など、社会全体で健康づくりを支える環境を整備します。

２ 生活習慣病対策の推進

医療費の３割、死亡原因の６割を占めるがん、心疾患、脳血管疾患などの生活

習慣病について、発症予防と重症化予防の啓発・対策に取り組むとともに、健康

寿命の延伸と健康長寿社会の実現を目指した取組を進めます。

３ 介護予防の推進

高齢者の生活機能全体の維持・向上が図れるよう、心身機能の改善だけでなく、

生活環境の調整や地域の中での社会的役割を持つなど、「心身機能」「活動」「参

加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかける効果的な介護予防の取組を進め

ます。

B-1 生き生きと暮らせる健康・福祉の社会
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４ 感染症対策の推進

感染症の予防やまん延防止に対する県民の意識を高め、新型インフルエンザ等

の新たな感染症や再興感染症に対応できる体制づくりに努めます。

５ 難病対策・臓器移植の推進

原因不明で治療方法が確立していない難病対策を推進するとともに、臓器及び

骨髄移植に関する普及啓発を行います。

６ こころの健康づくり

県民のこころの健康の保持増進や精神保健福祉の普及を図るための地域づくり

や人財育成、相談事業等を推進します。

７ 薬物に関する危機管理体制の充実

薬物乱用を防止するための様々な対策を推進するとともに、毒物劇物を原因と

した危害発生の未然防止及び事故発生時における危機管理体制の整備充実を図り

ます。

また、有害物質が含有しやすい家庭用品の安全を確保します。

B-1 生き生きと暮らせる健康・福祉の社会
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B-1 生き生きと暮らせる健康・福祉の社会

施策の柱 Ｂ－１－(２) みんなで支え合う福祉社会の推進

１ 将来予測と課題
○ 人間関係の希薄化や少子高齢化による地域を支える人財不足などから、家庭や地
域の相互扶助機能が低下していくことが懸念されます。
○ 高齢化の進展に伴い福祉・介護ニーズが増大、多様化することが見込まれるため、
人財の育成・確保やサービスの充実等を図る必要があります。
○ 障がいの多様化や、重度化・重複化などを踏まえ、障がいの特性や多様なニーズ
に応じたサービスの充実等を図る必要があります。
○ 不透明な経済情勢や高齢化の一層の進展に伴い、子ども・高齢者等の生活困窮世
帯が増加することが懸念されるため、支援の充実が課題となります。

２ 目指す将来像
必要な福祉・介護サービスが確保されるとともに、高齢者や障がい者をはじめ、
誰もが住み慣れた地域や家族の支え合いの中で安心して暮らせる社会

３ 基本的方向性
１ 高齢者保健福祉サービスの充実

介護予防対策や認知症高齢者支援を推進し、介護サービスの質的向上や基盤整
備などの充実を図るとともに、医療・介護・福祉サービスが連携し、高齢者が住
み慣れた地域で安心して生活できるよう地域全体で支える地域包括ケアシステム
の構築を図ります。

２ 障がい者（児）の自立と社会参加の促進
障がい者の地域生活への移行を進め、就労支援の強化や居住の場の確保など、

障がい者の自立した生活を支援するとともに、スポーツや文化活動などの社会参
加を促進します。
また、障がい者（児）が障がいの特性やライフステージに応じ、より身近な地

域で必要なサービスを受けられるよう、サービスの量の確保及び質の向上に努め
ます。
さらに、医療・保健分野と連携しながら、重症心身障がい児（者）や医療的ケ

ア児への支援を強化します。

３ 共に支え助け合い安心して暮らせる環境づくり
地域福祉の推進役となる社会福祉協議会を中心に、公的な福祉サービスと地域

住民の自主的な活動の連携の推進など、地域福祉推進体制の整備・充実を図ります。
また、県民誰もが福祉サービスを必要に応じて利用できるように、利用者本位

の福祉サービスを推進するとともに、子ども、高齢者や障がい者などが、地域の
中で安心して暮らしていけるよう、地域コミュニティが本来持っている「共に支
え合い、助け合う」機能を支援する仕組みの構築を図ります。

４ 福祉社会を支える人づくり
福祉ニーズの増大や多様化に対応できる幅広い資質を持った人財の育成や安定

的な確保、福祉関係従事者の資質向上に取り組むとともに、技術革新を取り入れ
た従事者の負担軽減や外国人財の活用も検討していきます。

５ 自殺のない地域社会づくり
地域における絆づくりや見守り体制の強化などを市町村や関係団体と一体とな

って取り組むことにより、「自殺のない地域社会づくり」を推進します。

６ 安定した生活の確保
生活困窮者に対して、必要な保護を行い、生活保護制度の適正な実施を図ると

ともに、生活困窮者自立支援制度による支援を行い、自立に向けた取組を強化し
ます。
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B-1 生き生きと暮らせる健康・福祉の社会

施策の柱 Ｂ－１－(３) 医療提供体制の充実

１ 将来予測と課題
○ 高齢化の進展に伴い医療需要が増大する一方、医療の担い手の不足が懸念される

ことから、限られた医療資源の中で、どの地域においても、質の高い医療サービス

をより効率的に提供する体制の整備が重要となります。

○ また、慢性疾患を有する高齢者の増大に対応する在宅医療の充実が課題となりま

す。

○ 安全で安心できる医療サービスを確保するため、医薬品や血液の安全確保と安定

供給が重要です。

２ 目指す将来像
○ 医師をはじめ必要な医療人財が確保されるとともに、関係機関・関係者の連携に

より、いつでも、どこでも必要な医療サービスが受けられる社会

○ 医薬品等の有効性及び安全性が確保され、医療に必要な血液が安定して供給され

る社会

３ 基本的方向性
１ 地域を支える医療体制の整備・充実

へき地医療の充実や、安全・安心で質の高い医療を提供できるよう県立病院の

機能強化を図るとともに、各医療機関の機能分担や連携、遠隔診療支援等ＩＣＴ

を活用した医療情報のネットワーク化により、切れ目のない医療提供体制の確立

を図ります。

２ 救急・災害医療体制の整備

救命救急センターや災害拠点病院の整備、ドクターヘリの運航支援など、県民

が緊急時や災害発生時においても、適切な医療サービスを受けられる体制の整備

を図ります。

３ 医療従事者の養成・確保

県民が安心して必要な医療サービスを受けられるよう、自治医科大学卒業医師

及び宮崎大学地域枠等医師の計画的な配置や宮崎大学「地域医療・総合診療医学

講座」の運営支援に取り組むとともに、医療従事者全体を網羅した就労環境の整

備や、医学生・看護学生に対する修学資金の貸与などにより、宮崎の医療を担う

強い意志のある医療従事者の養成・確保を図ります。

４ 医療・福祉と連携した在宅医療・介護体制の整備

在宅医療に対する県民ニーズの増大に対応するため、「かかりつけ医」や地域

の在宅療養支援診療所及び訪問看護・介護サービス事業者等との連携強化を図

り、在宅で必要な医療と介護サービス等の総合的・効果的な提供体制の整備を進

めます。
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B-1 生き生きと暮らせる健康・福祉の社会

５ 医薬品等の安全確保・安定供給の推進

定期的に医薬品等の製造・販売についての監視指導を行い、医薬品等の安全確

保・安定供給を図り、被害発生の未然防止等に努めます。

また、高齢化や医療技術の進歩に伴う血液の需要が高まる一方で、少子化に伴

う献血可能人口が減少していることから、安定的な献血者の確保に努めます。

６ 国民健康保険・高齢者医療制度の安定的運営

国民健康保険の被保険者となっている県民が安心して医療サービスを受けられ

るように、県が財政運営の責任主体として健康国民保険運営の中心的な役割を担

い、市町村と連携して安定的な財政運営や効率的な事業の確保などに努めます。

また、高齢者が安心して医療サービスを受けられるように、後期高齢者広域

連合と連携して後期高齢者医療制度の安定的な運営に努めます。

７ 医療費の適正化

医療保険者、市町村、医療機関及びその他の関係者と連携して、県民の健康の

保持及び医療の効率的な提供を推進することにより、医療費の適正化を進めます。
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*1 グリーン購入：商品やサービスを購入する際に、購入の必要性を十分に考慮し、品質や価格だけ

でなく環境のことを考え、環境負荷ができるだけ小さい製品やサービスを優先して購入すること。

施策の柱 Ｂ－２－(１) 低炭素・循環型社会への転換

１ 将来予測と課題
○ 地球温暖化その他の気候の変動に起因する自然災害の増加や激甚化、生態系や農
林水産業への影響等が懸念されます。また、大量生産・大量消費型の社会経済活動
により、世界的な資源のひっ迫や環境汚染が懸念されます。

○ このため、省エネルギーや二酸化炭素吸収源としての森林の整備・保全を進める
とともに、再生可能エネルギーの普及拡大等を進め、社会経済活動の低炭素化を促
進する必要があります。

○ また、気候変動の影響に対応して、これによる被害の防止又は軽減、その他生活

の安定、社会若しくは経済の健全な発展又は自然環境の保全を図る必要があります。

○ さらに、４Ｒ（リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル）を進め、環境
への負荷の少ない循環型社会に転換していく必要があります。

２ 目指す将来像
○ 環境に対する意識が高まり、省エネルギーの実践や再生可能エネルギーの導入、
水素の利活用、二酸化炭素吸収源としての森林の適正管理が行われ、社会経済活動
の低炭素化が進んだ社会

○ 気候変動の影響への適応策の推進を通じて、県民の生命、財産及び自然環境等へ

の被害が防止又は軽減され、安全・安心で持続可能な社会

○ 暮らしや産業などのあらゆる場面で４Ｒの取組が実践されるとともに、廃棄物の

適正処理や不法投棄対策が進んだ社会

３ 基本的方向性
１ 低炭素社会の構築

県民、団体、事業者、行政等が一体となり、二酸化炭素をはじめとする温室効
果ガスの排出量の削減を図るとともに、太陽光、バイオマス及び小水力等による
再生可能エネルギーの導入拡大や水素の利活用、次世代自動車の普及などエネル
ギーを有効に活用するための取組を推進します。
また、二酸化炭素吸収源として、森林整備等を促進します。
さらに、気候変動及びその影響に関する継続的な情報収集やモニタリング体制

を整えるとともに、県民や市町村等に対する啓発を通じて、適応の取組の促進を
図ります。

２ 循環型社会の形成

食品ロスの削減に向けた活動や、使い捨てプラスチックの利用抑制など、県民
一人ひとりのライフスタイルや事業者の事業活動を見直し、資源の循環利用を基
調とした営みが行われるよう、４Ｒの取組と廃棄物の適正処理を推進するととも
に、積極的な木材利用やグリーン購入*1等を通して環境にやさしい製品やサービ
スの利用促進を図ります。

B-2 自然との共生と環境にやさしい社会
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施策の柱 Ｂ－２－(２) 良好な自然環境・生活環境の保全

１ 将来予測と課題
○ 東アジア地域の経済発展等による越境汚染、気候変動の影響による大雨・渇水の

増加、社会経済活動に伴う河川や地下水の汚染などが懸念されることから、これら

を防止し、良好な生活環境を維持していく必要があります。

○ 厳しい林業経営環境により植栽未済地や管理の行き届かない森林の増加、地球温

暖化やボーダレス化に伴う生態系の変化・崩壊など自然環境の悪化が懸念されま

す。

○ このため、水源かん養や生物多様性の保全のほか、癒しや憩いの空間として自然

環境の果たす役割・機能を維持するため、森林・河川等の適正な管理・保全が求め

られます。

２ 目指す将来像
○ 環境に対する県民の意識が高まるとともに、環境監視や大気汚染物質の排出源対

策が適切に行われ、大気や水質が良好で安心・安全な生活環境が保たれる社会

○ 森林や河川、海などの豊かな自然環境や、生物の多様性が保たれ、癒しや憩いの

場、環境教育・学習の場として、誰もがこれらの自然に親しんでいる社会

３ 基本的方向性
１ 地球環境、大気・水環境等の保全

大気汚染防止対策や有害大気汚染物質等の対策などの大気環境や、水質汚濁防

止対策や公共下水道など生活排水対策、河川浄化等の県民活動など水環境の管理

・保全を推進します。

また、化学物質に関する情報を的確に県民に提供し、安全・安心な生活環境づ

くりを進めます。

２ 生物多様性の保全

希少野生動植物の保護等を通じて生物多様性を保全するとともに、多面的な機

能を発揮する森林づくり、自然豊かな水辺の保全、自然とふれあう場の確保に努

めます。

B-2 自然との共生と環境にやさしい社会
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B-2 自然との共生と環境にやさしい社会

施策の柱 Ｂ－２－(３) 環境にやさしい社会の基盤づくり

１ 将来予測と課題
○ 持続可能な社会に転換していくためには、環境に配慮した地域社会づくりや産業

づくりを進め、循環型社会や自然共生社会の基盤を構築する必要があります。

○ 低炭素・循環型社会や自然共生社会への転換を進めるため、環境教育を推進し、

県民の環境に対する意識を高める必要があります。

２ 目指す将来像
○ 県民一人ひとりが環境に対し十分な理解と高い関心を持ち、豊かな自然に触れな

がら暮らしと環境の関わりや自然の役割について学び、環境にやさしい暮らしを実

践する社会

○ 美しい景観やまちなみ、文化財等の快適環境が保全された地域づくりが行われる

とともに、環境に配慮した産業振興が実現し、県民みんなが快適でやすらぎのある

生活を享受する社会

３ 基本的方向性
１ 環境保全のために行動する人づくり

環境教育を担う人財の養成・確保や環境教育拠点の整備・機能充実、環境教育

に関する情報の提供等により、環境教育の取組を支援します。また、県民、団体、

事業者、行政等が連携・協働して行う環境保全活動を推進します。

２ 環境にやさしい地域・社会づくり

国土保全機能の維持・向上を図るため、環境にやさしい魅力ある農山漁村等づ

くりを地域ぐるみで進めるとともに、環境を保全・活用した循環型の農林水産業

等の産業づくりを進めます。
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施策の柱 Ｂ－３－(１) 安心で快適な生活環境の確保

１ 将来予測と課題
○ 情報化や経済取引の多様化等により、特に高齢者の消費トラブルや被害が増加す

ることが懸念されるため、各種消費者事故情報の集約・迅速な情報提供をはじめ、

相談体制の充実やトラブルに巻き込まれない消費者教育などが求められており、特

に、成人年齢の引き下げに伴う消費者被害の防止に向けた若年者の消費者教育が重

要となっています。

○ 健康や食に対する関心が高まる中で、安全・安心な食や水の確保はますます重要

になることから、食品の流通、製造・加工、消費の各段階における衛生監視体制強

化や水質管理の徹底はもとより、食料供給基地として、より一層の検査体制の充実

や事業者による自主管理体制の確立が必要となります。

○ 理容、美容、クリーニング、公衆浴場等の生活衛生関係営業は、今後も県民生活

に密着した必要不可欠な業態であるので、経営の健全化と衛生水準の向上を実現さ

せるとともに、消費者及び利用者の利益擁護の確保に努める必要があります。

２ 目指す将来像
○ 消費者の意識が高まり、全ての消費者が自己の意思と責任で行動するとともに、

消費生活の相談体制が整い、必要に応じ適切な支援を受けられる社会

○ 食品に対する監視や検査体制が充実するとともに情報の共有化が図られ、安全・

安心な食生活を送ることができる社会

○ 生活衛生関係営業の経営健全化と施設の衛生水準の向上が図られ、消費者に安全

・安心なサービスが提供される社会

３ 基本的方向性
１ 消費者の安全・安心の確保と自立支援

消費者の利益の擁護・増進のため、表示制度の周知や事業者の監視活動の強化

を図るとともに、各種消費者事故情報の集約・迅速な提供に努めます。

また、消費者が自主的かつ合理的に行動できるよう、消費生活に必要な知識・

情報を随時提供するなど、啓発の推進に努めるとともに、市町村や教育機関など

多様な主体の取組と連携しながら、幼児期から高齢期までの各世代に応じた消費

者教育を一体的かつ総合的に推進します。

２ 消費者被害の防止・救済

迅速な消費者被害の救済のため、消費生活相談窓口の機能強化を図るとともに、

弁護士会や司法書士会等関係機関との連携を強化しながら被害の未然防止に取り

組みます。

B-3 安心して生活できる社会
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*1* HACCPシステム：Hazard Analysis and Critical Control Point（危害分析・重要管理点）

の略称。最終製品の抜き取り検査を中心とする品質管理方法とは異なり、原材料から加工・包装・

出荷に至る全ての段階で発生する可能性のある危害を検討し、その発生を防止又は減少させる重要

管理点を設定して継続的に監視・記録するとともに、異常が認められたらすぐに対策をとり解決し

不良製品の出荷を未然に防ぐシステム。

３ 食の安全・安心の確保

安全で安心な本県産の農林水産物を全国に提供するとともに、県民の健康で安

全な食生活の確保に向け、全国トップクラスの残留農薬検査体制の強化を図ると

ともに、トレーサビリティ並びにＧＡＰ（農業生産工程管理）等の推進、食品に

対する衛生監視及び検査体制の強化、水質管理の徹底、情報の共有化及び事業者

によるＨＡＣＣＰシステムなどの自主管理体制の確立を図る取組の推進など、生

産から流通・消費に至る一貫した食の安全・安心確保対策を総合的に推進しま

す。

また、安全・安心な食肉・食鳥肉を提供するため、食肉検査体制の充実や処理

施設におけるＨＡＣＣＰシステム
*1
導入・定着などによる総合衛生管理体制の整

備に努めます。

４ 安全・安心な生活衛生の確保

生活衛生関係営業施設に対する監視体制の充実及び営業者の自主衛生管理体制

の強化を図り、衛生水準の向上に努めるとともに、経営の安定化を図る取組を推

進します。

B-3 安心して生活できる社会
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*1 ノーマライゼーション：障がい者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れる

ような条件を整えるべきであり、障がいのあるなしにかかわらず、共に生きる社会こそノーマルな

社会であるとの考え方。

*2 ユニバーサルデザイン：年齢、性別、障がいの有無、国籍などにかかわらず、はじめからできる

だけ多くの人が利用しやすい製品や環境のデザイン。

B-3 安心して生活できる社会

施策の柱 Ｂ－３－(２) 快適で人にやさしい生活・空間づくり

１ 将来予測と課題
○ 少子高齢化やグローバル化、ノーマライゼーション

*1
の進展等に伴い、ユニバー

サルデザイン
*2
の考えをもとにした誰もが使いやすい空間づくりが求められます。

○ また、快適で潤いのある空間を創出するため、周辺環境や景観に配慮し、都市と
田園地帯との共存・共生を図りながらまとまりのある都市づくりを推進することが
必要となります。

○ 一方、長期にわたって利用できる建築物の整備や既存ストックの有効活用などに
よる計画的なまちづくりが必要となります。

○ 動物と共生していくために、飼養者のモラルの向上や動物の適正な取扱いを行う
など愛護の思想を持ち続けていくことが必要となります。

２ 目指す将来像
○ 環境負荷が少なく長期に利用できる効率的で機能的な集約型の都市構造が形成さ
れ、ユニバーサルデザインを取り入れた誰もが快適に暮らせる社会

○ 都市、農山漁村等における良好な景観の形成が促進され、住民が愛着や誇りを持

つ個性的で活力のある地域社会

○ 動物の適正飼養が徹底されて、人と動物が真に共生する社会

３ 基本的方向性
１ 人にやさしいまちづくりの推進

年齢や性別、障がいの有無、国籍など個人の特徴にかかわらず、全ての人が一
人の人間として尊重され、また、誰もが自らの意思で行動し、ユニバーサルデザ
インを取り入れた快適に暮らせる思いやりに満ちた社会づくりに取り組みます。

２ 豊かな自然環境と共生する持続可能な都市づくりの推進
広域的に影響の大きな都市機能の郊外拡散を抑制し、既存の社会資本ストック

を有効活用するとともに、公共交通と連携し大小様々な拠点がネットワークで結
ばれた集約型の都市構造の構築を促進します。また、都市緑化を推進するととも
に、郊外に広がる自然的環境との調和に留意しつつ、既存集落における居住環境
の確保やコミュニティ維持に努めます。
県立都市公園については、県民の利便性に配慮するとともに、県民等との協働

による公園の管理運営を進めます。

３ 個性的で良好な景観と調和した地域づくりの推進
地域の自然、歴史、文化等と人々の暮らしが調和した宮崎らしい「まちなみ」

や「沿道景観」の創出・保全を行うほか、河川や水辺の整備による良好なまちと
水辺が融合した空間形成を推進するなど、官民が一体となり良好な景観形成を図
ることで、住民が愛着や誇りを持ち、重要な観光資源ともなる個性的で活力ある
地域づくりを推進します。
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B-3 安心して生活できる社会

４ 豊かな住生活空間づくりの推進
住宅や居住環境の質の向上を図るとともに、良質な住宅の円滑な流通の確保や

既存住宅の有効活用、ニーズに応じた住宅セーフティネットの充実など、市町村
や関係団体等と連携し、豊かな住生活空間づくりに取り組みます。
また、公営住宅等については、施設の特性に応じた適切な維持管理や長寿命化

に向けた取組を推進します。

５ 調和のとれた県土利用の推進
国土利用計画等の地域の土地利用に関する計画を基本として、土地利用の計画

的な調整を推進し、適正な土地利用の確保と地価の安定を図ります。
また、一般の土地取引の指標として、県内の標準的な土地の価格の調査を行い

ます。

６ 動物愛護の普及啓発及び適正飼養の推進
狂犬病予防対策として予防注射の実施率の向上に努めるとともに、動物愛護施

策の中核的施設である動物愛護センターを活用し、動物愛護の普及啓発及び動物
の適正飼養管理を推進します。
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B-3 安心して生活できる社会

施策の柱 Ｂ－３－(３) 地域交通の確保

１ 将来予測と課題
○ 人口減少に伴い地域公共交通の利用者が減少し、その維持が困難になる一方で、

通勤時に利用する方や、自ら運転することができない学生及び高齢者などの移動手

段として、地域公共交通の維持・確保が重要となります。

○ また、今後ますます厳しい財政状況が予想される中で、新たな社会資本整備が困

難になることも考えられるため、事業の重点化やコスト縮減を図るとともに、国・

県・市町村道や農林道など既存のインフラを最大限に活用した道路網の構築と効果

的な維持管理が必要です。

２ 目指す将来像
通勤、通学、通院など日常生活に必要な地域公共交通や道路網が、県内どこでも

確保された社会

３ 基本的方向性
１ 地域公共交通の維持・確保

広域的・幹線的なバス路線の運行等を支援するとともに、客貨混載など生産性

向上の取組を促進します。

あわせて、バスや鉄道などの利用促進や利便性の向上に取り組むことにより、

自家用車への過度の依存から脱却し、地域公共交通を利用しようという県民意識

の醸成を図ります。

２ 住民の安全・安心を確保する道づくりの推進

通勤、通学、買い物など日常生活の利便性の向上や都市部における交通混雑及

び渋滞の緩和、地域間の交流活動などを支える道路の整備を進めます。

また、救急医療施設へのアクセス改善に資する道路整備などを進めます。
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B-3 安心して生活できる社会

施策の柱 Ｂ－３－(４) ＩＣＴの利活用及び情報通信基盤の充実

１ 将来予測と課題
○ 都市部では、情報通信基盤の整備や情報通信サービスの提供が進んでいますが、

中山間地域などでは十分ではない地域もあり、今後、情報通信格差だけでなく、Ｉ

ＣＴ等の利活用の面においても地域間格差が拡大することが懸念されます。

○ 近年、ＡＩなど生活の質向上に貢献する技術やビッグデータの活用が注目されて

おり、ＩＣＴやデータをいかに県民生活の豊かさやゆとりにつなげていくかが課題

となっています。

２ 目指す将来像
医療や福祉、教育、防災、産業など様々な分野でＩＣＴやデータが有効に活用さ

れ、便利さやゆとりを実感できる社会

３ 基本的方向性
１ ＩＣＴやデータの利活用による豊かな県民生活の実現

県民生活の安全・安心の確保や利便性の向上等を図るため、ＩＣＴやデータの

有効な利活用を促進するとともに、行政手続きや行政事務の一層のデジタル化に

努めます。

２ 情報通信基盤の充実

行政、教育、防災などの基盤となる広域行政ネットワークの充実及び有効活用

を図ることにより、安全・安心な県民生活の提供に努めます。

また、県民が等しく情報通信サービスを享受できるよう、引き続き、携帯電話

をはじめとした情報通信格差の解消促進に努めます。
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B-3 安心して生活できる社会

施策の柱 Ｂ－３－(５) 持続可能な中山間地域づくり

１ 将来予測と課題
○ 中山間地域は、森林の整備や農業生産活動等を通じた県土の保全、水源のかん養、

食料の供給など、多面的・公益的な機能を持ち、県民の生活を守る重要な役割を果

たしていますが、今後更なる人口減少や少子高齢化が進む中、住民生活、地域経済、

集落活動等さまざまな面において環境が大きく変化し、これまでのような地域活力

や多面的機能の発揮が困難になることはもとより、くらしに必要なサービスの維持

が困難になることも考えられます。

○ 特に山間部の小規模集落においては、維持・存続が困難となる集落が出てくるこ

とが危惧されることから、住民自らが集落の将来について考え、問題解決に向けて

主体的に取り組むことにより、集落機能を維持していくことが、今後ますます重要

となります。

２ 目指す将来像
重要な機能・役割を持つ中山間地域が、将来にわたって維持・活性化され、地域

住民が安心して暮らすことができるよう、県民全体で中山間地域を支えていく社会

３ 基本的方向性
１ 宮崎ひなた生活圏づくり

人々が地域に安心して住み続けるため、医療・福祉や介護、地域公共交通の確

保等、くらしを支えるセーフティネットの確保を図るとともに、日常生活に必要

なサービスや機能が集積した拠点となる集落を中心に、周辺の集落を交通・物流

のネットワークで結び、多様な主体が連携・協働しながら地域全体の生活を守る

「宮崎ひなた生活圏づくり」に取り組みます。

２ 地域産業の育成と経済活性化

中山間地域の基幹産業である農林水産業をはじめとする産業の振興を図るとと

もに、鳥獣被害対策、地域資源の更なる活用や域内循環、ドローンやテレワーク

など新たな技術や手法を活用した産業・経済の活性化を地域と共に推進します。
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施策の柱 Ｂ－３－(６) 連携・絆の構築による魅力ある地域づくり

１ 将来予測と課題
○ 若年層などの大都市圏への流出が主な原因となった人口減少、少子高齢化、社会

保障費の増大、集落機能の低下など、経済社会情勢がより厳しさを増し、地域活力

の低下が助長されることが懸念されます。

○ また、これまでのような行政サービスの提供が困難になる一方、各地域において

は、その地域固有の課題への対応が必要となるなど、これまで以上にきめ細かな対

応が求められています。

○ 一方、地域づくり団体や企業等の活動領域も多様化・高度化し、私的な利益にと

どまらない、公共的な役割を果たす新しい仕組みや活動が広まっています。

〇 魅力ある地方部への移住を希望する都市部の住民が増える傾向にありますが、こ

うした住民をより多く迎え入れようとする地域間での競争が激化しています。

２ 目指す将来像
○ 市町村の相互補完や拠点となる都市と周辺市町村との広域的な役割分担により、
持続可能な地域圏が形成され、人々が安心して住み続けられる社会

○ 地域活力を維持する機能を果たすために、多様な主体が協働して地域づくり活動
に取り組む社会

〇 住民一人ひとりが地域資源を最大限に活用しながら誇りを持って生き生きと暮ら
し、その暮らしに魅力を感じて県外から移り住む人が増える社会

３ 基本的方向性
１ 市町村連携による定住・自立の促進

各市町村の相互補完を促進し、各地域を取り巻く課題に、より迅速に対応する

ために、これらの圏域を構成する市町村の役割分担を進め、将来にわたって定住

・自立できる広域的な圏域づくりを推進します。

また、個々の市町村だけでは対応が困難な課題については、県による補完・支

援を進め、持続可能な行政サービスの提供体制の構築に取り組みます。

２ 住民主体の地域づくり活動の推進

地域の資源・魅力を再発見し、これを生かしながら、住民と市町村が連携して

取り組む地域づくり活動を推進するとともに、地域づくり団体相互の交流促進や

ネットワークの強化に取り組みます。

また、地域の課題を住民自らが解決する地域づくり活動に積極的に参加する人

財の育成や協働意識の醸成を図ります。

３ 世界農業遺産やユネスコエコパークなどのブランド力を生かした地域づくりの推進

世界に認められ、日本に誇れる全県的な宝である県内各地の地域資源ブランド

の価値を国内外に発信します。

また、その魅力を生かした地域づくりをブランド間の連携も図りながら推進し、

自然や歴史、文化等の貴重な地域資源の次世代への確実な継承や人財育成、地域

住民の誇りの醸成を図るとともに、交流人口の増加による地域活力の向上に取り

組みます。
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４ 戦略的な移住等の促進

移住等に関する気運を醸成し、情報の一元化を図るため、市町村や民間団体等

とより連携した全県的な取組を行うとともに、農林水産業を含めた仕事、住まい、

子育て環境などの移住等に必要な情報や自然、人、食などの本県の豊かな魅力に

ついて、大都市圏において効果的な情報発信に取り組みます。

また、受入体制の整備、移住・定住の促進を行う市町村への支援を行うなど、

ＵＩＪターンや移住等の一体的で戦略的な促進を図ります。
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施策の柱 Ｂ－４－(１) 多様化する危機事象に的確に対応できる

体制づくり

１ 将来予測と課題
○ 地球温暖化、その他の気候の変動に起因する自然災害の増加や激甚化、グローバ

ル化に伴う新型インフルエンザ等の感染症、さらには口蹄疫や鳥インフルエンザ等

の家畜伝染病の危険性、火山活動に伴う噴火や河川の水質悪化など想定すべき危機

事象が増加、多様化すると見込まれます。

○ 一方で、少子高齢化の進展による地域の防災力の低下が予想され、高齢者などの

要配慮者が増加することから、行政や自主防災組織等、多様な主体が連携して、様

々な危機事象を想定した防災意識、危機管理意識の啓発や防災体制の強化、情報収

集・伝達体制の確保、被災者への支援体制の確保等を図ることが求められます。

○ なお、南海トラフ地震については、最大で建物被害８万９千棟、人的被害３万５

千人を想定しており、今後、これらの被害を軽減するために、「新・宮崎県地震減

災計画」に基づき、ハード・ソフトの対策に総合的に取り組んでいく必要がありま

す。

２ 目指す将来像
県民一人ひとりの防災意識、危機管理意識が高まるとともに、自助・共助・公助

が連携した情報収集・伝達から被災者支援までを含む防災・減災体制の整った社会

３ 基本的方向性
１ 地域防災力の強化

｢宮崎県防災の日｣などにおいて、県民や企業の防災意識、危機管理意識の啓発

に取り組みます。

また、地域防災力の要となる消防団員の確保をはじめ、自主防災組織の更なる

活性化や防災士の養成・能力向上に引き続き取り組むとともに、市町村と連携し

つつ、それぞれの地域の多様な主体が「顔の見える関係」を構築し、有機的に連

携した地域防災力の強化に取り組みます。

２ 防災・減災体制の強化

想定規模を超える災害に対応するため、ハード対策とソフト対策を組み合わせ

た多重防御に取り組むとともに、危機管理マニュアルの作成・見直しや防災訓練

・研修を通じて危機管理能力の強化を図ります。

また、南海トラフ地震などの大規模災害やその他の重大な危機事象により、県

庁非常時体制に移行した場合は、いち早く体制が確立できるよう、ＢＣＰに基づ

く「事前の備え」に取り組みます。

B-4 安全な暮らしが確保される社会
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３ 防災関係機関の災害対応力の強化

自然災害等に備えるため、県総合防災訓練等の各種訓練などを通して、市町村、

警察、消防、自衛隊、ライフライン関係機関等、防災関係機関相互の連携強化に

努めます。

特に、南海トラフ地震をはじめとした大規模災害対策や火山活動に伴う被害対

策等については、円滑な受援・応援が実施できるよう、九州及び全国の関係機関

や県内市町村と広域連携体制を構築します。

また、災害時に自ら避難することが困難で、特に支援を必要とする避難行動要

支援者の避難が円滑かつ迅速に行われるよう、市町村等の取組を支援します。

このほか、市町村の消防・防災活動資機材の整備を支援します。

４ 感染症の感染拡大防止及び健康被害の最小化

関係機関との共通認識を深めるとともに、可能な限り感染拡大を抑制し、健康

被害を最小限に抑え、県民生活等の安定を図るため、医療体制等の整備及び普及

啓発の強化に努めます。

５ 家畜防疫体制の強化

口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病については、水際・地域・

農場防疫の徹底を図るとともに、万一の発生に備え迅速な防疫措置ができるよう、

情報共有や演習等を通じて更なる家畜防疫体制の強化に努めます。

６ 復興支援の推進

大規模災害が発生した場合には、災害救助法や被災者生活再建支援法などの的

確な適用による被災者支援を図るとともに、大規模災害からの復興に関する法律

などに基づき、被災地域の迅速な復旧、復興に努めます。

また、復興支援が迅速・円滑に実施できるよう、市町村や市町村社会福祉協議

会、ＮＰＯ法人等との連携強化に努めます。

B-4 安全な暮らしが確保される社会
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B-4 安全な暮らしが確保される社会

施策の柱 Ｂ－４－(２) 安全で安心な県土づくり

１ 将来予測と課題
○ 地球温暖化、その他の気候の変動に起因する自然災害が増加、激甚化する一方、

今後厳しい財政状況が想定される中で事業の重点化やコスト縮減等を図りながら効

率的・効果的な社会資本の整備や維持管理が一層求められます。

このため、森林や河川、海岸、道路、都市、農山漁村等、各分野が共通認識のも

と、連携した防災対策や減災対策がますます重要となります。

○ 災害の予防や災害時の対応等を担う存在として、地域に根ざし、技術と経営に優

れた建設業者を育成する必要があります。

○ 高度成長期以降に集中的に整備されたインフラが今後一斉に更新時期を迎えるた

め、その老朽化対策が課題となっています。

２ 目指す将来像
各分野が連携し、防災や減災のための効率的・効果的な社会資本の整備や維持管

理が行われ、災害に強い地域づくりが実現した社会

３ 基本的方向性
１ 風水害・土砂災害への的確な対応

風水害・土砂災害による被害を未然に防止・軽減するため、治山・治水及び海

岸の保全対策をはじめ、山地から海岸までの一貫した総合的な土砂管理の取組や

森林の適正管理を推進し、流域全体での対策を推進します。

また、土砂災害等に備え、要配慮者利用施設などを保全対象としている緊急度

の高い箇所から施設整備を計画的に進めるとともに、土砂災害警戒区域等の指定

を推進し、土地利用の規制や市町村による警戒避難体制の強化を図ります。

さらに、都市部における浸水被害の軽減を図るため、河川や下水道（雨水対策）

整備の連携をはじめ、ハザードマップ活用などのソフト対策を推進します。

２ 地震や津波等災害発生時に備えた社会資本整備の推進

地震や津波等による被害を軽減するため、建築物の耐震化を促進し、河川・海

岸施設の整備を推進するとともに、災害時における集落孤立化の防止や救助・支

援活動及び緊急物資輸送等を円滑かつ安全に確保できるよう、緊急輸送道路等の

整備や橋梁の耐震対策を推進します。

また、大災害発生時に復旧・復興の拠点として機能する防災公園等の整備を進

めます。
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*1 アセットマネジメント：橋梁や大規模な水門等の公共土木施設を維持管理・更新するに当たり、

その費用の最小化と平準化を目的とした管理手法。具体的には、既存の構造物における現時点での

健全度を客観的に把握・評価し、将来の状態を予測するとともに、いつどのような対策をどの構造

物に行えば、最適であるかを考慮して、今後増大が予測されている土木構造物を計画的かつ効率的

に維持管理していく手法。

B-4 安全な暮らしが確保される社会

３ 社会資本の総合的かつ計画的な管理による施設の機能維持

道路や河川、港湾、漁港、公園、県有建物などの社会資本の総合的かつ計画的

な管理を推進し、施設の特性に応じた適切な維持管理や長寿命化などを行うこと

により、その機能維持を図ります。その中でも、損傷時の社会的影響が大きい橋

梁やダム、大規模な水門などの施設については、維持管理費の最小化と平準化を

目的とするアセットマネジメント
*1
の取組を推進します。

また、地域住民やＮＰＯ、企業等など多様な民間主体と連携し、県民協働によ

る維持管理に取り組みます。

４ 災害等に迅速に対応できる環境づくり

地域に根ざした建設業者等が、県民の安全で安心な暮らしを支える社会資本の

整備を担うとともに、災害の予防や災害時の応急業務、早期の災害復旧に対応で

きる環境づくりを推進します。

５ 建設産業の担い手の育成・確保

インフラの品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保のため、建設団体等

と連携を図りながら、建設産業の役割や魅力を若い世代へ広くアピールするとと

もに、産業開発青年隊による若手技術者の育成や建設技術推進機構による専門技

術取得のための研修等の充実・強化に取り組みます。
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施策の柱 Ｂ－４－(３) 安全で安心なまちづくり

１ 将来予測と課題
○ 県内の刑法犯認知件数は、地域住民、事業者、行政等が連携した犯罪抑止対策の
推進により、平成１４年（２００２年）をピークに減少を続けています。
しかし、子供・女性を対象とした犯罪や高齢者等を狙った特殊詐欺（うそ電話詐

欺）が後を絶たないほか、インターネットを利用した犯罪等サイバー空間における
脅威が深刻化するなど、依然として厳しい犯罪情勢となっています。

○ 安全で安心して暮らせる社会を実現するためには、県民一人ひとりが自らの安全
は自ら守るという意識を持つことはもとより、地域住民、事業者、行政等との間に
きめ細かな防犯ネットワークを整備し、これを有効活用して、地域の安全に役立つ
情報の共有を図ることが必要です。また、軽微な犯罪や犯罪の兆しとなるような行
為等を見逃さないよう地域住民の規範意識の向上を図るとともに、少年の居場所づ
くりや高齢者世帯への支援など地域社会の連帯感を高める取組も必要です。

○ 事件や事故による被害者等が、直接的な被害だけでなく、精神的・経済的負担等
の二次的被害に遭っていることを踏まえ、早期の被害回復・軽減を図るための支援
を充実させるとともに、社会全体で被害者等を支える気運や犯罪を許さない気運を
醸成することが必要です。

２ 目指す将来像
県民一人ひとりが防犯意識を高めるとともに、地域住民、事業者、行政等が地域

の安全に必要な情報を共有し、連携協働することにより犯罪の未然防止が図られ、

安全で安心して暮らすことができる社会

３ 基本的方向性
１ 犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくりの推進

県民一人ひとりの防犯意識の醸成や地域住民、事業者、行政等との間にきめ細

かな防犯ネットワークを整備するなど、地域社会が一体となった活動を推進しま

す。また、地域住民の規範意識や連帯感を高めるとともに、県民生活に一層密接

に関わるようになったサイバー空間における被害防止を含め良好な治安を確保す

るための環境整備に努めるなど、犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくりを推

進します。

２ 非行少年を生まない社会づくりの推進

少年を見守る社会気運を高めるため、学校その他関係機関等と連携し、サイバ

ー空間の脅威を含む少年を取り巻く現状等について幅広く情報発信を行うととも

に、少年警察ボランティア等の協力を得て、街頭補導活動や社会奉仕体験活動を

通じた立ち直り支援活動を行うなど、非行少年を生まない社会づくりを推進しま

す。

３ 被害者支援活動の推進

関係機関・団体が相互に連携し、被害者等の視点に立った途切れることのない

支援活動を推進するとともに、社会全体で被害者等を支える気運や犯罪を許さな

い気運を醸成するための広報啓発活動を展開するなど、広く県民の理解と共感の

得られる取組を推進します。
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B-4 安全な暮らしが確保される社会

施策の柱 Ｂ－４－(４) 交通安全対策の推進

１ 将来予測と課題
○ 本県では、脇見や安全不確認など運転者自身のわずかな不注意を原因とする交通

事故が多く発生しており、交通事故の総量を抑制するためには、県民一人ひとりが

交通事故に対する危機意識を高めるとともに、お互いが思いやりの心を持って運転

する気運を醸成する必要があります。

○ また、近年の急速な高齢化の進展に伴い、高齢者が当事者となる交通事故の割合

が高くなっており、歩行中・自転車乗車中の高齢者の保護を図るとともに、高齢運

転者の特性等に応じたきめ細かな対策を重点的に講ずる必要があります。

○ さらに、道路の整備や歩道の段差改善及び信号機の整備、交通規制標識の高輝度

化など交通安全施設の充実を図り、安全で快適な人にやさしい交通環境を実現する

ことが求められています。

２ 目指す将来像
県民一人ひとりの交通安全意識の高揚が図られるとともに、安全で円滑・快適な

交通環境が整備されること等により交通事故のない安全で安心な社会

３ 基本的方向性
１ 交通安全意識の高揚

全ての道路利用者に対する交通安全教育の充実はもとより、特に高齢者に対し

ては、加齢に伴う身体機能の変化等を踏まえた効果的な交通安全教育を推進する

とともに、官民一体となった交通安全運動を積極的に推進することにより、交通

安全思想の普及や交通安全意識の高揚を図ります。

２ 安全な交通環境の整備

見やすく分かりやすい信号機や交通規制標識等の交通安全施設整備を継続して

いくとともに、交通量の多い市街地や通学路における安全確保対策として、歩道

等の整備や交通規制の見直し等を図り、安全で快適な人にやさしい交通環境の実

現を目指します。
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施策の体系

Ｃ 産業づくり

C-1 様々な連携により新たな産業が展開される社会

施策の柱 基本的方向性

C-1-(1)産業間・産学金労官連携によ 1 産業間連携による地域産業の競争力

る新事業・新産業の展開 強化

（215ページ）

2 産学金労官連携による新たな産業づくり

C-2 魅力ある農林水産業が展開される社会

施策の柱 基本的方向性

C-2-(1)農業の成長産業化への挑戦 1 「儲かる農業」の実現

（216ページ）

2 責任ある安全な食料の生産・供給体制

の確立

3 連携と交流による農村地域の再生

4 環境に優しく気候変動に負けない農業

の展開

C-2-(2)持続可能な森林・林業の振興 1 人と環境を支える多様で豊かな森林

（219ページ） づくり

2 循環型の力強い林業・木材産業づくり

3 森林･林業･木材産業を担う山村・人

づくり

C-2-(3)水産業の振興 1 水産資源の適切な利用管理

（222ページ）

2 地域を担う漁業経営体づくり

3 漁港施設等の防災対策の強化と機能の

保全
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C-3 創造性のある工業・商業・サービス業が営まれる社会

施策の柱 基本的方向性

C-3-(1)工業の振興 1 地域発の成長産業の創出

（224ページ）

2 競争力のある地域企業の育成

3 新技術の開発と技術移転の促進

4 グローバル市場に挑戦する地場企業へ

の支援

5 中小企業等経営の活性化・安定化の支援

C-3-(2)商業・サービス業の振興 1 地域の豊かな暮らしの実現

（226ページ）

2 情報通信技術の進展への対応

3 県産品のブランド力向上と定番・定着

化の推進

4 アジア等への輸出促進

5 中小企業等経営の活性化・安定化の支援
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C-4 活発な観光・交流による活力ある社会

施策の柱 基本的方向性

C-4-(1)観光の振興 1 戦略的な観光地域づくりの推進

（228ページ）

2 「スポーツランドみやざき」の更なる

展開

3 訪日外国人の誘客とＭＩＣＥ誘致の推進

4 戦略的な誘致プロモーションの展開

C-4-(2)県境を越えた交流・連携 1 県境を越えた観光誘客の推進

の推進

（230ページ） 2 県境を越えた地域づくり

C-5 経済・交流を支える基盤が整った社会

施策の柱 基本的方向性

C-5-(1)地域や企業を支える産業人財 1 産学金労官連携による人財の育成
の育成・確保

（231ページ） 2 県内企業の魅力発信等による若者の県
内定着化の促進

3 技術系人財の育成・確保

4 職業能力開発の推進

5 技能振興

C-5-(2)職場環境整備と就業支援 1 働きやすい職場環境づくりの推進

（233ページ）

2 地域における雇用・就業機会の確保

3 多様な就労ニーズに応じた就業支援

C-5-(3)交通・物流ネットワークの整 1 高速道路ネットワーク等の早期形成
備・充実

（234ページ） 2 県内拠点と高速道路を連絡するアクセ
ス道路の整備推進

3 港湾の利便性向上と利用促進

4 陸・海・空の交通ネットワークの維持
・充実

5 物流網の維持と効率化
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*1 イノベーション：これまでのモノ、仕組みなどに対して、全く新しい技術や考え方を取り入れて新たな価値

を生み出し、社会的に大きな変化を起こすこと。

施策の柱 Ｃ－１－(１) 産業間・産学金労官連携による新事業・

新産業の展開

１ 将来予測と課題
○ 社会経済活動が高度化、多様化し、消費者のニーズも大きく変化する中で、新た

な産業や高付加価値産業の展開を図るためには、地域の資源・特性を踏まえた科学

技術の振興によるイノベーション*1の創出が重要であり、従来の産業分野の枠にこ

だわらない新しい視点から、様々な産業間や産学金労官が連携した取組を促進する

必要があります。

○ 本格的な少子高齢・人口減少時代を迎え、労働力人口の減少による地域間におけ

る労働力の確保競争の激化が懸念される中で、本県産業を持続的に発展させ雇用の

維持・拡大を図っていくには、市場や時代ニーズに対応しながら、地域の資源や特

性を活用した内発型の産業構造を構築し、新たな産業づくりに取り組むことが重要

です。

２ 目指す将来像
時代のニーズや地域の資源・特性を踏まえた科学技術の高度化と、様々な産業間

や産学金労官の連携により、イノベーションの創出や地域産業の競争力が強化され

るとともに、得意分野を生かした新たな産業の展開が図られ、本県産業が活性化し

ている社会

３ 基本的方向性
１ 産業間連携による地域産業の競争力強化

農商工連携によるフードビジネスの創出、農工連携、医工連携による新技術の

開発など、産業間が連携した取組を強化し、地域産業の競争力の強化を図ります。

２ 産学金労官連携による新たな産業づくり

本県の基幹産業である農業・食品関連分野、今後の需要拡大が見込まれる医療、

福祉・介護関連分野や航空機関連分野、豊かな地域資源や「スポーツランドみや

ざき」の取組を生かしたスポーツ・ヘルスケア関連分野などにおいて、産学金労

官が連携した企業成長促進プラットフォームや産業人財育成プラットフォーム、

イノベーション共創プラットフォームなどを活用しながら、研究開発や事業化・

産業化に向けた取組を推進します。

C-1 様々な連携により新たな産業が展開される社会
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施策の柱 Ｃ－２－(１) 農業の成長産業化への挑戦

１ 将来予測と課題
〇 本県農業を取り巻く情勢は、本格的な担い手の減少や高齢化など構造的課題に加

え、ＴＰＰ１１や日ＥＵ・ＥＰＡ等に代表される国際貿易交渉の進展、消費ニーズ

の多様化・高度化など大きく変化しています。

このため、農業の担い手が将来の展望を持って営農できる力強い産地づくりに向

けて、「人財の育成」、「生産力の向上」及び「販売力の強化」の３つの視点から重

点的かつ横断的な施策を展開し、新たな時代の変化に対応した農業の成長産業化を

目指していく必要があります。

○ 農業の担い手が年々減少・高齢化していく中、生産力の低下や農地の荒廃、集落

機能・多面的機能の衰退も懸念されることから、農業生産の核となる認定農業者や

農業法人等の意欲ある担い手の育成・確保を図るとともに、ＵＩＪターンや新規参

入など多様な人財を受け入れる環境づくりを進め、新たな労働力の確保を進める必

要があります。

○ あわせて、省力化や収益性向上につながる技術革新、農地の集積・集約化による

作業効率化、産地・産業間の連携や生産工程の分業化等による生産力の維持・強化

に取り組んでいく必要があります。

○ 国際貿易交渉の進展や産地間競争の激化、食の安全・安心に加えて機能性食品、

加工・業務用野菜等に対する消費ニーズの高まりにより、農業を取り巻く環境は大

きく変化していることから、品質や生産性の向上等による所得の確保に取り組みな

がら、マーケットインの視点に基づき、契約生産等ニーズを捉えた安定的な農業経

営へ転換するとともに、販路開拓により海外からの新たな需要を取り込み、農畜産

物等の輸出拡大に取り組んでいく必要があります。

○ 農村地域の人口減少による活力低下に伴い、耕作放棄地や鳥獣被害の増加、景観

や伝統文化等の消失などが懸念されるため、特産物等の地域資源を活用した６次産

業化や農商工連携等を進め、他産業とも連携した雇用の創出・所得の確保により農

村地域の活性化に取り組む必要があります。

○ 平成２２年（２０１０年）に本県で発生した口蹄疫は、農業のみならず多くの県

内産業に多大な影響を及ぼしたことから、再発防止に向けた取組を徹底するととも

に、世界的にも鳥インフルエンザ等の発生が継続している状況等を踏まえ、家畜防

疫体制の強化に引き続き取り組む必要があります。

また、県民や消費者の農業・農村に対する信頼の確保や理解を得るため、安全な

食料の生産・供給に向けた取組などを進める必要があります。

２ 目指す将来像
○ 次世代へ引き継ぐ「人財の育成・確保」や、生産技術の高度化・省力化等による

「生産力の向上」、魅力ある商品づくりや販路拡大による「販売力の強化」で目指

す儲かる農業

○ 食の安全・安心の推進や農業セーフティネットの強化による責任ある食料の生産

・供給体制

○ 他産業との様々な連携や都市と農村の交流で築く活力ある農村地域

○ 地域資源の利活用や技術開発などによる環境に優しく気候変動に負けない農業

C-2 魅力ある農林水産業が展開される社会
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３ 基本的方向性
１ 「儲かる農業」の実現

○ 次世代へ引き継ぐ人財の育成・確保

農業を取り巻く環境の変化に、柔軟かつ迅速に対応できる人財の育成や、女

性農業者が輝ける環境づくりを進めるとともに、強い農業経営体の育成に向け

た法人化等の支援体制の強化に取り組みます。

また、ＵＩＪターンや新規参入など様々な分野や地域からの担い手確保を進

めるとともに、産地が有する経営資源（農地・施設・技術等）の担い手への承

継を促進します。

さらに、今後新たな労働力を確保するため、他産地・他産業との連携や、障

がい者や高齢者、女性、外国人労働者など多様な人財が農業分野で活躍できる

環境づくりに努めます。

○ 生産技術の高度化・省力化等による生産力の向上

ＩＣＴやＡＩ、ロボット技術などを活用したスマート農業など生産性を向上

させる技術開発や、天敵等を利用したＩＣＭ（総合的作物管理）技術の推進な

どにより、産地の生産力向上を図ります。

また、農地中間管理機構などによる担い手への農地の集積・集約化や、生産

基盤（農地の大区画化、汎用化、畑地かんがい施設等）の整備、施設園芸や畜

舎の団地化等により生産性・効率性を高める取組を推進します。

さらに、集落営農組織や大規模繁殖センター、コントラクターなど農作業受

託・分業化により産地生産力の強化を図ります。

○ 魅力ある商品づくりや販路拡大による販売力の強化

マーケットニーズに基づいた加工・業務用野菜等の産地形成や加工機能の強

化など、需要を起点とした生産・供給体制への転換を推進します。

また、本県の強みである「安全・安心」を支える産地づくりや、「機能性」

や「おいしさ」に着目した新たな商品価値の創出を強化し、地理的表示保護制

度（ＧＩ制度）への登録などにより、みやざきブランド力の向上を図ります。

さらに、東京オリンピック、パラリンピック等を契機として日本食の情報発

信などを進めながら、アジアに加えて北米やＥＵ等新たな販路開拓による農畜

産物等の輸出拡大や、輸出に対応した産地づくりに取り組み、海上輸送等の活

用によるモーダルシフトを進める等、長距離輸送に対応した効率的な物流体制

の構築を推進します。

２ 責任ある安全な食料の生産・供給体制の確立

○ 食の安全・安心と消費者の信頼確保の推進

全国トップクラスの残留農薬検査体制の強化に加え、トレーサビリティやＧ

ＡＰ（農業生産工程管理）の推進、ＨＡＣＣＰシステムの導入、食品表示制度

の普及啓発、監視体制を強化し、食の安全・安心確保に向けた取組を進めてい

きます。

また、産地や教育機関、民間企業、団体並びにＮＰＯ法人等との協働による

食育・地産地消運動を推進するとともに、農業・農村の役割や貢献度等につい

て情報発信し、｢食｣と｢農｣の結びつきの強化と県民理解の醸成に取り組みます。

C-2 魅力ある農林水産業が展開される社会
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C-2 魅力ある農林水産業が展開される社会

○ 農業セーフティネットの強化

農業経営安定のために、収入保険制度などの経営・価格安定制度や、経営負

担軽減のための金融支援の活用を推進します。

また、近年の様々な災害発生の影響を最小限にするため、農地・農業用施設

の防災対策・長寿命化等により国土強靭化に努め、災害に強い農業・農村づく

りを推進します。

さらに、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病を発生させない

ため「水際防疫」、「地域防疫」、「農場防疫」、万が一の発生に備えた「迅速な

防疫措置」を柱とする家畜防疫体制の強化を推進します。

３ 連携と交流による農村地域の再生

地域特産物など農村地域が有する地域資源を核に、他産業等との様々な連携や

参入を促進し、農村地域における６次産業化や農商工連携の取組拡大、農泊など

都市と農村の交流促進による農村地域の活性化を進めます。

また、中山間地域では立地条件を生かした農業生産の振興を図るとともに、農

業・農村の多面的機能の維持・発揮に向けた取組や鳥獣被害対策の推進、県民理

解の醸成、地域資源など地域が持つ魅力の情報発信を推進します。

４ 環境に優しく気候変動に負けない農業の展開

家畜排せつ物から生産される堆肥の利用拡大や土壌診断に基づいた土づくり、

適正施肥、化学農薬に頼らない防除など、環境負荷の低減につながる技術を開発

するとともに、温暖化に適応した品種の育成や安定生産技術の確立を推進します。
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C-2 魅力ある農林水産業が展開される社会

施策の柱 Ｃ－２－(２) 持続可能な森林・林業の振興

１ 将来予測と課題 ※森林環境税には触れないのか？

○ 本県の森林資源は、スギを中心に充実してきており、林道等の生産基盤の整備が

進んでいることから、今後ますます素材生産量は増大するものと予想されます。

一方、森林資源齢級構成は８齢級以上が７５％と偏った構成となっていることか

ら、今後、急激に大径材が増加していくものと見込まれます。

○ このような中、グローバル化の進展に伴う輸入材との競争、また、将来的には人

口減少に伴う住宅着工戸数の減少等により厳しい森林経営が予想され、担い手の減

少、植栽未済地や管理の行き届かない森林の増加が懸念されます。

○ また、中山間地域においては、地域の担い手の減少に加え、耕作放棄地や鳥獣被

害の増加等が集落の維持や森林経営の意欲を失わせる要因となり、地域活力の低下

につながることが懸念されます。

○ このため、森林施業の集約化や、効果的な路網配置、高性能林業機械の活用、効

率化・省力化に向けたＩＣＴ等の最新技術導入等による合理的で安定した森林経営

の確保、大径材にも対応した木材の生産・加工・流通体制の整備による低コスト安

定供給システムの構築、県産材の需要拡大等を推進し、林業・木材産業の成長産業

化、地域経済の活性化を図る必要があります。

また、資源を循環して林業・木材産業を持続的に発展させるためには、成熟した

森林資源の伐採・活用・再造林による「森林の若返り」を図るとともに、木質バイ

オマス資源を有効利用した新たなビジネス展開など森林・林業の価値を高めること

が重要です。

２ 目指す将来像
○ 森林資源の循環システムが確立し、森林の持つ多面的機能が持続的に発揮される

とともに、森林から生み出される資源が無駄なく有効に活用され、林業の成長産業

化と森林資源の適切な管理が実現された社会

○ 効率的な施業や生産基盤の整備が進み、木材、特用林産物等の生産性の向上や就

労環境の改善が図られ、安定した所得と担い手が確保された魅力ある林業と山村

○ 木材の加工・流通の合理化が図られ、品質・性能が確かな製材品等の安定的供給

及び木材のエネルギー利用など様々な分野での利用促進に貢献できる木材産業の成

長産業化が実現された社会

３ 基本的方向性
１ 人と環境を支える多様で豊かな森林づくり

○ 多面的機能を発揮する健全で多様な森林づくりの推進

再生可能な資源としての森林づくりはもとより、自然条件や森林の機能に応

じた整備・保全を推進し、人が自然とふれあい、多様な動植物が生息・生育で

きる生物多様性に配慮した森林づくりを進めます。
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C-2 魅力ある農林水産業が展開される社会

○ 適正な森林管理の推進

適正な森林管理の推進や高齢級人工林の伐採・活用・再造林により齢級構成

の平準化に向け「森林の若返り」を進め、森林資源の循環利用を図るとともに、

森林情報を的確に把握し、新たな森林管理システムによって、経営管理が行わ

れていない森林について、市町村自らによる公的管理や意欲と能力のある林業

経営者による委託管理など、国の森林環境譲与税等を活用した適切な森林管理

に取り組みます。

○ 安全・安心な森林づくりの推進

保安林制度等の適正な運用に努めるとともに、治山事業の実施と森林の適正

な管理に加え、林野火災対策や森林病虫害、獣害等の被害防止対策、巨樹等の

保全活動など安全・安心な森林づくりを推進します。

２ 循環型の力強い林業・木材産業づくり

○ 環境や社会経済に配慮した効率的な森林経営の推進

施業の集約化や自然条件を考慮した計画的な路網整備、ＩＣＴ等の最新技術

を活用した省力化等による効率的な森林経営を進めるとともに、森林の二酸化

炭素吸収・固定機能や木材のエネルギー利用などを通して、再生産可能な資源

の循環利用システムの確立等に向けた取組を進めます。

○ 合理的な原木供給体制の整備

施業の集約化や林業事業体の協業化等により素材生産の更なる効率化、低コ

スト化を図るとともに、今後増加する大径材にも対応した伐採・搬出等、合理

的で安定的な原木供給体制の整備を推進します。

○ 競争力のある木材産業の構築

製材品の加工・流通体制の更なる効率化・合理化に加え、大径材を梁や桁、

板材はもとよりＣＬＴなど新たな需要につなげる取組、林地残材の効率的な収

集・運搬方法の確立や加工体制の整備を通じた未利用木質バイオマス産業の創

出等により、競争力のある木材産業の構築を推進します。

○ 県産材の需要拡大の推進

木材・住宅業界の連携によるスギ大径材を活用した家づくりや、公共施設等

の木造化・木質化、また、化石燃料の代替としての木質バイオマスのエネルギ

ー利用促進、さらには木材輸出に関わる活動支援などを通じて、県産材の需要

拡大を推進します。

○ 特用林産の振興

生産体制の強化や品質の向上と併せて、安全・安心な商品づくりのためのト

レーサビリティの定着やブランド産地づくり、獣虫害防止対策などを進め、生

産量の増大と販路の拡大を図り、林家収入の向上に努めます。

○ 未来を拓く新たな技術開発・普及指導

産学金労官連携による現場ニーズを踏まえた研究開発はもとより、新たな分

野との連携や、高度な技術開発・普及指導体制の整備を推進します。
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C-2 魅力ある農林水産業が展開される社会

３ 森林・林業・木材産業を担う山村・人づくり

○ 山村地域の活性化

定住基盤の整備や鳥獣被害防止対策の推進など、安全で快適な生活環境の確

保を図るとともに、地域資源を活用した商品づくりや新たな視点から森林に経

済的価値を与えるなど、市町村と連携して山村の活性化を図ります。

○ 林業・木材産業を支える担い手の確保・育成

みやざき林業大学校が中心になって地域林業のリーダーとなる担い手や意欲

ある林業事業体、木材産業をリードする担い手を総合的に育成するとともに、

移住者やＵターン者などの新たな担い手の確保・育成や林業事業体の就労環境

の改善にも努めます。

○ 森林づくり応援団の育成

宮崎県森林環境税等を活用して、次代を担う子どもたちを対象にした森林環

境教育や「木育」の実践に取り組むとともに、県民やボランティア団体、企業

など多様な主体が参画した森林づくり活動を支援します。
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C-2 魅力ある農林水産業が展開される社会

施策の柱 Ｃ－２－(３) 水産業の振興

１ 将来予測と課題
○ 水産資源の減少や魚価の低迷により収入が減少する中で、燃料など生産コストの

増大傾向が続いており、漁業経営はなお一層厳しさを増すことが懸念されます。ま

た、ＴＰＰ１１や日ＥＵ・ＥＰＡに代表される新たな国際環境下でも、安定した収

益を確保できる経営体を育成していく必要があります。

○ カツオ・マグロ類やニホンウナギについては、国際的に資源管理の機運が高まっ

ており、科学的・効果的な資源評価や管理方法など国際水準の資源管理に対応して

いく必要があります。

○ 漁業経営体や漁業就業者の減少がこのまま進むこととなれば、水産物の安定供給

はもとより、漁村地域の衰退につながることも懸念されます。

○ 漁協や系統団体においても現在の態勢を維持することが困難な状況となってお

り、組合事業の将来を見据えた体制づくりが喫緊の課題となっています。

○ このため、操業の効率化、魚価向上や付加価値向上の取組を加速し、収益性の向

上を図るとともに、これらの取組を通じ、漁村地域や漁協等が一体となって担い手

の確保・育成を進め、本県漁業を支える必要があります。

２ 目指す将来像
○ 適切な資源管理等によって、資源回復の兆しが見えるとともに、コスト削減や魚

価アップ等により、儲かる産業として再生している水産業

○ 漁業後継者あるいは新規参入者によって経営が継承されるとともに、生産基盤施

設の機能保全並びに地域を支える人々の活動等により活性化している漁村・地域

３ 基本的方向性
１ 地域を担う漁業経営体づくり

○ 漁業の抜本的な収益性の向上

これまでの漁業経営の安定化に加え、漁船の小型化や新たな操業体制への転

換、生産性の高い養殖システムの開発などの収益性向上の取組を加速し、厳し

い経営環境にも耐えうる漁業モデルの普及促進を強力に進めます。

また、ＩＣＴ等を活用したスマート漁業など生産性を向上させる技術開発等

新たな取組も積極的に行うとともに、系統団体や水産物流通関係者による販売

力の強化により、持続可能な宮崎の漁業を再構築します。

○ 漁業の起業や転換の支援体制の構築

漁業は計画生産が困難であり、意欲の高い漁業者や新規就業者による起業や

漁法転換が進まないため、これらの取組への支援を関係機関や団体が一体とな

って強力に推し進めることにより、次代の宮崎を担う漁業経営体をつくります。
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C-2 魅力ある農林水産業が展開される社会

２ 水産資源の適切な利用管理

○ 水産資源の回復と適切な利用管理

資源水準の高い魚種については、マーケットのニーズに対応するための生産、

販売などの行政施策の最適化などにより、積極的な利用を促進し所得の向上を

図ります。

また、引き続き水産資源の科学的・客観的な評価に基づく資源管理を推進す

るとともに、世界的な資源管理への動きに対応し、持続的な水産業の構築や生

産者としての責任ある取組を推進します。

○ 水域環境の保全と環境変化への対応

漁業者の環境に配慮した漁業生産活動や内水面の生態系保全活動への取組を

推進・強化するとともに、これらの活動を広く周知し、県民への理解促進を図

ります。

３ 漁港施設等の防災対策の強化と機能の保全

○ 漁港の防災・安全対策の強化

南海トラフ地震などの大規模災害による被害を軽減するため、漁港施設の機

能強化や海岸保全施設の地震津波対策などの漁村地域の防災・安全対策を強化

します。

○ 漁港・漁村の多面的機能の保全強化

漁業の生産基盤としての漁港機能の保全や作業環境の向上対策のほか、遊漁

船対策や、水産物の安全・安心のための高度衛生化による機能強化を図るとと

もに、漁村環境の整備や水産業への理解促進の取組を推進します。
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施策の柱 Ｃ－３－(１) 工業の振興

１ 将来予測と課題
○ 人口減少に伴う産業人財の不足、グローバル化の進展に伴う国際競争の激化等に

より、県内企業を取り巻く経営環境がますます厳しくなることが予想されることか

ら、最先端の技術や経営力を有する地場企業や誘致企業等による産業を集積してい

くとともに、農林水産資源など地域の特性を生かした地場産業の拡大・強化が求め

られます。

○ 大学や公設試験研究機関等の研究シーズや人財等の資源を地場企業等の発展に生

かすため、産学金労官の一層の連携強化のもと、更なる新技術の開発や企業の技術

力向上が求められます。

２ 目指す将来像
○ 本県経済を担う先端技術分野の成長産業及び本県の地域資源や地域特性を生かし

た産業が集積し、アジアの経済成長とともに発展する社会

○ 意欲ある中小企業や起業家等が、付加価値の高い製品・サービスの開発や新事業

の創出・新分野への進出に積極的に挑戦する社会

○ 県内の産学金労官が相互に連携するネットワークが強化され、地域特性や研究シ

ーズ等を生かした共同研究や企業のニーズ等に対応した新技術・新商品の開発、技

術移転等が次々に行われる社会

３ 基本的方向性
１ 地域発の成長産業の創出

○ 次世代成長産業の集積と地域中核企業の育成

自動車関連産業、食品産業、医療機器産業などこれまでの地場企業や誘致企

業の集積、あるいは地域資源等を生かして、本県の産業を牽引する次世代の成

長産業の集積を促進するとともに、県産業の中核として成長が期待される地域

中核企業の育成のため、産学金労官による企業成長促進プラットフォーム等を

中心に企業の事業拡大等を支援します。

○ 戦略的企業立地の推進

企業立地は、産業の集積や雇用の拡大に大きな効果があることから、本県の

豊富な農林水産資源などの地域資源を生かしたフードビジネス関連産業やＩＣ

Ｔを活用した成長性の高い情報サービス産業及び医療機器等の次世代型産業分

野など、今後の成長が期待できる産業について、県内各地域の特性に応じて誘

致活動を展開します。

また、立地企業に対するきめ細かなフォローアップを積極的に行い、立地企

業の県内定着及び県内での事業拡大を支援します。

C-3 創造性のある工業・商業・サービス業が営まれる社会
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２ 競争力のある地域企業の育成

○ 新事業・新分野進出への支援

意欲ある県内中小企業等の新事業や新分野進出等を支援するため、これら企

業が自らの経営資源等を生かして取り組む新商品・新技術の開発や新たな生産

・販売方式の導入など、経営革新や農商工連携等の取組を促進します。

また、販路拡大のため、県内中小企業等の東京での営業拠点確保等の支援や、

展示会等への出展、県内製品に対する認証制度活用や消費拡大の取組を進めま

す。

○ 新規創業の促進とベンチャー企業の育成

起業家や新しいビジネスモデルによる新規創業、第二創業の取組を促進する

ため、起業意識の啓発や新規創業等に対する相談体制を整備するほか、ベンチ

ャー企業の販路開拓や資金調達等を支援します。

○ ものづくり企業の技術力向上と取引拡大への支援

公設試験研究機関や産業支援機関等が持つ技術的な蓄積等を生かし、ものづ

くり基盤技術を有する県内企業からの技術相談や依頼試験に対応するほか、県

内産業の技術力向上を支援します。

下請取引を行う地場企業に対して、取引あっせん、商談会の開催等を通じて、

取引機会の提供を行います。また、生産性向上や提案力強化のための研修、製

品・技術のＰＲ等を行うなど、地場企業の取引拡大を総合的に支援します。

３ 新技術の開発と技術移転の促進

県内の高等教育機関や産業界、公設試験研究機関、産業支援機関などによる産

学金労官連携の体制を充実するとともに、本県の特性や農林水産資源等を生かし

た多様な共同研究開発を推進することにより、本県独自の新技術の創出とそれに

よる産業の振興を図ります。

また、公設試験研究機関における研究成果を社会に還元するため、県内企業へ

の技術移転を促進します。

４ グローバル市場に挑戦する地場企業への支援

アジア地域の経済成長と市場の拡大、一方で国内産業の活力の低下や部品調達

のグローバル化の流れを受け、本県のものづくり企業の海外での販路拡大の取組

を支援します。

５ 中小企業等経営の活性化・安定化の支援

(公財)宮崎県産業振興機構や商工会議所、商工会、中小企業団体中央会などの

経営支援機関により、県内中小企業等の新規創業や新分野進出、事業承継、事業

再生等を支援するとともに、国や金融機関等と連携し、金融と経営支援の一体的

推進や、県中小企業融資制度等による円滑な事業資金の供給等に努めることで、

中小企業等経営の活性化・安定化を図ります。

C-3 創造性のある工業・商業・サービス業が営まれる社会
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C-3 創造性のある工業・商業・サービス業が営まれる社会

施策の柱 Ｃ－３－(２) 商業・サービス業の振興

１ 将来予測と課題
○ 空き店舗の増加、郊外型大型小売店舗の進出等により、中心市街地（商店街等）

の商業機能は低下し、地域コミュニティの担い手としての機能も低下していくこと

が考えられます。

○ 人口減少に伴う需要減少により、事業者が減少していくことが懸念され、地域の
課題や時代のニーズに対応できる新たなサービスが必要になると考えられます。

○ ＩＣＴが飛躍的に進展する中、これを有効に活用した産業の振興やＩＣＴ企業の
誘致による産業の集積、進展する技術に対応できる高度人財の育成が必要です。

○ また、アジアの経済成長を踏まえた県産品の輸出促進等にも積極的に取り組んで
いく必要があります。

２ 目指す将来像
○ 中心市街地がにぎわいを取り戻すとともに、地域の活性化や生活の質の向上をも

たらす商業・サービス業の創出や育成により、地域の暮らしが豊かになる社会

○ ＩＣＴが広く企業活動や日常生活に浸透し、産業の高度化や暮らしの利便性向上
につながる社会

○ 成長するアジアや欧米などの海外市場をターゲットとして、県産品の輸出に向け
た取組が展開される社会

３ 基本的方向性
１ 地域の豊かな暮らしの実現

○ 「まちづくり」の視点に立った中心市街地の再生

物販機能等、商業の枠を超えた新しい「まちづくり」という視点で、関係部
局・市町村等とも連携しながら、地域コミュニティ機能等を重視した中心市街
地の再生に取り組みます。

○ 暮らしを豊かにする商業・サービス業の創出や育成
ＩＣＴを活用した生産性の向上やキャッシュレス化、生活の多様化や社会的
課題に対応した質の高いサービスの提供など、地域での暮らしを豊かにする商
業・サービス業の創出や育成を図ります。

２ 情報通信技術の進展への対応
ＩＣＴ産業の集積やＩＣＴによる各種産業の経営効率化・生産性向上を促進す

るとともに、進展する技術に対応できる高度人財の育成・確保を図ります。

３ 県産品のブランド力向上と定番・定着化の推進

フードビジネス推進構想の推進により、宮崎の素材の持つブランド力の向上を

図るとともに、県のアンテナショップの活用や様々な企業とのコラボレーション

（協働）の推進、商談会、物産展の開催等を通じて、県産品の定番・定着化を図

ります。
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C-3 創造性のある工業・商業・サービス業が営まれる社会

４ アジア等への輸出促進

成長著しいアジアや、人口増を背景に今後も安定した市場拡大が見込める欧米

等の世界市場をターゲットに、意欲ある県内企業や関係団体と連携し、香港事務

所をはじめとする海外拠点機能を活用しながら、農林水産物や加工食品を中心と

した県産品の輸出力強化と販路開拓・拡大に努めます。

５ 中小企業等経営の活性化・安定化の支援

(公財)宮崎県産業振興機構や商工会議所、商工会、中小企業団体中央会などの

経営支援機関により、県内中小企業等の新規創業や新分野進出、事業承継、事業

再生等を支援するとともに、国や金融機関等と連携し、金融と経営支援の一体的

推進や、県中小企業融資制度等による円滑な事業資金の供給等に努めることで、

中小企業等経営の活性化・安定化を図ります。
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施策の柱 Ｃ－４－(１) 観光の振興

１ 将来予測と課題
○ 本格化する人口減少社会の中にあって、宮崎が活力を維持していくためには、県

内外との交流拡大や本県が有している地域資源を産業の枠を超えて活用する取組が

重要であり、観光もそれらの動きと積極的に連携を図っていくことが必要となりま

す。

○ 少子高齢化の進行や環境への意識の高まり、モノからコト体験への需要の変化等、

社会情勢等に応じて多様化する観光ニーズへの的確な対応が必要となります。

○ 東九州自動車道、九州中央自動車道の整備などにより、観光ルートの広域化が進

むと考えられることから、県境を越えた連携がますます重要となります。

○ アジアの経済発展や東京オリンピック・パラリンピック等を契機に訪日外国人旅

行者の大幅な増加が見込まれることから、アジアや欧米豪からの誘客への一層の取

組が必要となります。

２ 目指す将来像
宮崎ならではの観光ブランドが確立されるとともに、常に飽きられない魅力を発

信し活発な観光交流が行われる社会

３ 基本的方向性
１ 戦略的な観光地域づくりの推進

マーケティング分析などにより、観光客のニーズを的確に捉え、本県の強みを

生かしながら、本県ならではの観光資源の開発、既存の観光資源の更なる磨き上

げを行います。また、観光地域づくりに取り組む人財の育成を図るとともに、県

民自らが県内各地の魅力を再発見し地域間の交流を促進する取組を進めます。さ

らに、国内外の旅行者に対する的確な情報の提供や快適な観光客受入環境を整備

します。

２ 「スポーツランドみやざき」の更なる展開

国際水準のスポーツの聖地みやざきへの進化を目指し、国内外のトップアスリ

ート等のスポーツキャンプ・合宿の誘致・受入や国際スポーツイベントの開催な

ど、「スポーツランドみやざき」のブランド力の更なる向上に取り組みます。ま

た、スポーツ誘客による経済効果を県下全域に広げられるよう、「スポーツラン

ドみやざき」の全県化・通年化・多種目化を積極的に推進します。

C-4 活発な観光・交流による活力ある社会
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*1 ＭＩＣＥ：Meeting（企業等のミーティング）、Incentive travel（企業等の報奨旅行）、

Convention（国際会議）、Exhibition/Event（展示会・イベント）の総称

３ 訪日外国人の誘客とＭＩＣＥ
*1
誘致の推進

２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会等を機に増加する外国人旅

行者を本県に呼び込むため、本県の自然・神話や神楽などの文化・食・アクティ

ビティなどの魅力を生かした誘客促進に取り組むとともに、多言語対応など、外

国人旅行者が安心して快適に観光を楽しめる環境整備を進めます。

また、国際会議等のＭＩＣＥの誘致促進を図るとともに、アフターＭＩＣＥや

ユニークベニュー等の発掘、活用も図りながら、経済効果の県内全域への波及を

促します。

４ 戦略的な誘致プロモーション活動の展開

ライフスタイルや旅行ニーズの変化に対応するとともに、増加している外国人

観光客をはじめ、国内外のターゲットを明確にした効果的な誘致宣伝活動を行い

ます。また、これまで以上に官民が連携するとともに、南九州や東九州、さらに

は九州一体となった取組を行います。

C-4 活発な観光・交流による活力ある社会
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C-4 活発な観光・交流による活力ある社会

施策の柱 Ｃ－４－(２) 県境を越えた交流・連携の推進

１ 将来予測と課題
○ 人口減少や少子高齢化の進展の中でも、本県が活力のある地域であるためには、

九州内や隣接県などと連携し、県境を越えた広域的な圏域の中での交流・連携を進

め、地域の持つ資源や機能の有効活用を図ることが重要となってきます。

○ 県民の生活や経済活動が県境を越えて拡大することにより、観光、情報、交通な

どの課題も広域化しており、これらをより効率的・効果的に解決していくために、

行政だけでなく様々な主体が連携する取組の強化が求められています。

２ 目指す将来像
○ 観光をはじめ様々な分野において県境を越えた連携により活発な交流が行われる

社会

○ 県境を越える広域的な地域課題などに対して、様々な主体が交流・連携しながら

解決に向けて取り組む社会

３ 基本的方向性
１ 県境を越えた観光誘客の推進

広域観光ルートの形成や観光情報の発信等に際して、東九州自動車道や九州中

央自動車道の延伸も含めた、南九州や東九州、さらには九州一体となった取組を

行います。

２ 県境を越えた地域づくり

祖母・傾・大崩ユネスコエコパークの世界ブランドを生かした取組や霧島ジオ

パークの世界認定を目指した取組など、市町村やＮＰＯ、企業等が県境を越えて

交流・連携し、地域の資源や貴重な自然環境等を生かした広域の地域づくりを推

進します。

また、広域化する課題に対して、市町村が県境を越えて連携し、解決を図るな

ど、地域の実情に応じた取組を推進します。
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施策の柱 Ｃ－５－(１) 地域や企業を支える産業人財の育成・確保

１ 将来予測と課題
○ 地域や本県産業の振興を図るためには、若者の県内定着を促進し、宮崎の将来を

担う産業人財を確保することが課題であり、「みやざきで暮らし、みやざきで働く」

良さや県内企業の魅力の認知度の向上が重要となっています。

○ また、女性、高齢者、外国人等の多様な人財が活躍できる環境を整備することが

必要となっています。

○ さらに、グローバル化やＩＣＴの進展、技術の高度化等に対応していくため、学

校等における産業教育や就業後のスキルアップ等を図るほか、幅広い視野を持ち国

際的な事業展開を担う人財の育成が一層必要となると考えられます。

○ 特に、製造業では、新しい技術に対応し、自ら新しい事業や産業を作り出してい

ける構造に変わっていくため、理工系の高度な教育を受けた人財や優秀な技能者の

確保が重要です。

○ また、建設産業をはじめとするものづくり分野においても人財不足は深刻であり、

技能労働者の育成・確保が必要となっています。

※「産業別にみてみると」との記述からすると、福祉や農林水産業などの言及も

２ 目指す将来像
産業教育や就業後のスキルアップの機会が充実し、高い職業意識や意欲を持ち、

能力を十分に発揮できる高度かつ多様な人財に支えられ、発展する地域産業

３ 基本的方向性
１ 産学金労官連携による人財の育成

学校や地域において、「宮崎で働くこと」への理解や意識付け、県内企業を知

る機会の提供を行うなど、地域に視点を置いたキャリア教育等を推進します。

また、特色ある人財育成プログラムを実施し、「宮崎で学ぶ場」の魅力向上に

取り組む県内高等教育機関等と連携しながら、県内高校等からの県内進学率を向

上させ、高等教育機関等卒業後の県内定着を促進します。

さらに、県内の大学・大学院と連携し、時代のニーズを踏まえたより高度な専

門性を有する人財育成に努めます。

なお、「ひなたＭＢＡ（みやざきビジネスアカデミー）」等の若者にとって魅力

ある社会人教育の場の提供にも努めるとともに、県内就職の促進や早期離職の抑

制を目的として、学生に県内企業を知る機会を提供するインターンシップについ

て、受入プログラムの多様化や参加企業の拡大に取り組みます。

２ 県内企業の魅力発信等による若者の県内定着化の促進

県内企業の業務内容等を紹介する冊子や動画等の作成等を通じて、県内企業の

魅力を発信するとともに、これらの情報が学生等の若者に直接届く仕組みづくり

を行います。

また、温暖な気候や子育て環境の良さなど、宮崎で暮らすことの魅力そのもの

をＰＲするとともに、都市部在住者に対する移住・求人情報の提供や支援体制を

整備し、県内へのＵＩＪターンを促進します。

あわせて、若者にとって魅力ある就業環境の整備に向けて、女性の就労継続や、

高齢者、ＵＩＪターン希望者及び外国人等の多様な人財が活躍できる労働環境づ

C-5 経済・交流を支える基盤が整った社会
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３ 技術系人財の育成・確保

県内の工業系の高等学校や産業技術専門校において、本県のものづくり産業を

支える基幹的な技能者を育成するとともに、県内企業への就職を促進します。

また、県内の地場企業が理工系の大学生等を技術者として確保できるよう、地

元企業の紹介の場の提供など学生と企業との交流を深めるとともに、在籍する技

術者の技術力向上のため、関係団体や産業支援機関等と連携して、各種研修の機

会を提供します。

さらに、県外企業で活躍している現役の技術者のＵターンを促進するとともに、

大手企業ＯＢ等の技術系人財の導入等を進めます。

４ 職業能力開発の推進

県内企業の人財ニーズを踏まえつつ、行政と民間が役割分担と連携の下、公共

職業訓練や民間での職業訓練等を通じて、人財不足が生じている産業分野での人

財確保、グローバル化及び新技術への対応を図るため、多様な職業能力開発の機

会提供に努めます。

５ 技能振興

技能水準の向上を図るため、技能検定制度の普及や各種表彰の実施、技能競技

大会への参加促進等に努めます。

また、産業界や民間の職業能力開発機関等と連携して、若手技能者の育成・確

保に努めるとともに、技能まつりの開催等を通じて、技能の重要性や魅力につい

て県民の理解を促進します。

C-5 経済・交流を支える基盤が整った社会
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C-5 経済・交流を支える基盤が整った社会

施策の柱 Ｃ－５－(２) 職場環境整備と就業支援

１ 将来予測と課題
○ 働く意欲のある人が、生き生きと働くことができるよう雇用・就業の機会を確保

するとともに、個人個人が置かれている状況や能力、特性に応じた多様な働き方が

できる環境の整備が必要です。

○ 少子高齢化が進行する中で、女性や高齢者、障がい者等の労働参加が進み、働き

方をめぐる環境が変化しており、働き方の見直しが求められています。

２ 目指す将来像
雇用・就業機会が確保され、女性や高齢者、障がい者等、各人の事情に応じた多

様な働き方ができる環境が整い、経済の活力が維持される社会

３ 基本的方向性
１ 働きやすい職場環境づくりの推進

労働に関する最新情報の提供や労働相談等を通じて労働条件向上のための啓発

を行うとともに、健康経営や仕事と家庭の両立、治療と仕事の両立ができる働き

やすい職場環境づくりの推進を図ります。

２ 地域における雇用・就業機会の確保

県内外での就職説明会の開催や宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンターにおけ

る就職情報の提供等により、県内求職者やＵＩＪターン希望者に対する就職支援

に取り組むとともに、関係機関と連携し、地域の特性を生かした雇用・就業機会

の確保に努めます。

３ 多様な就労ニーズに応じた就業支援

○ 若年者の就職と職業的自立への支援

若者向けの就職相談や、国をはじめとする関係機関と連携した若年無業者へ

の支援などにより、若年者の就職と職業的自立を支援します。

また、就職した若年者の早期退職を防止するため、職場定着の向上に取り組

みます。

○ 女性の就業支援

男女雇用機会均等法など関係法令の周知等により、女性の労働参加を支援す

るとともに、育児休業制度等の仕事と家庭の両立を支援する制度の普及啓発な

ど、県内企業のワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を推進します。

○ 高齢者の就業支援

高齢者の多様な就業ニーズに対応するため、長年培ってきた経験や知識など

を持つ高齢者に対し、臨時的、短期的な就業の場を提供するシルバー人材セン

ターへの支援に取り組むとともに、今後一層の進展が見込まれる高齢化の状況

を踏まえながら、高齢者の雇用促進について県民や企業に対する啓発に努めま

す。

○ 障がい者の就業支援

障がい者の雇用について企業等の理解を深めるとともに、障がい者雇用の総

合相談窓口である障害者就業・生活支援センターをはじめとする関係機関の一

層の連携により、障がい者の自立と社会参加を支援します。
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C-5 経済・交流を支える基盤が整った社会

施策の柱 Ｃ－５－(３) 交通・物流ネットワークの整備・充実

１ 将来予測と課題
○ 外国人観光客の増加や経済のグローバル化、高速道路の開通などにより国内外と

の交流が活発になる中、本県においても、円滑な人やモノの交流により、活力ある

経済活動の展開が重要となります。

そのためには、広域的な経済活動を支える交通・物流ネットワークを整備し、充

実を図ることが必要です。

○ 今後、ますます厳しい財政状況が予想される中、経済交流等を支える交通基盤を

整えていくためには、既存施設の活用を図るとともに、地域経済の活性化に向けて、

選択と集中により効果的、効率的な投資を行う必要があります。

２ 目指す将来像
必要な広域交通・物流ネットワークが整備され、地域の強みを生かした活発な経

済活動や交流が行われる社会

３ 基本的方向性
１ 高速道路ネットワーク等の早期形成

本県産業の活性化や観光交流の拡大など地域経済の活性化はもとより、九州全

体が発展するために不可欠となる高速道路・地域高規格道路の早期整備に向けて

官民を挙げて取り組むとともに、広域的な交流・連携をサポートする国県道の整

備を進めます。

２ 県内拠点と高速道路を連絡するアクセス道路の整備推進

高速道路等の整備にあわせ、県内生産拠点や重要港湾等の物流拠点、主要観光

地等と高速道路のインターチェンジ等とを連絡するアクセス道路の整備を推進

し、県内外との物流効率化及び観光交流の一層の強化を図ります。

３ 港湾の利便性向上と利用促進

地域産業の競争力を高めるため、既存施設を有効に活用しながら、荷役作業の

効率化を図るため、港内静穏度の確保に必要な防波堤整備など港湾施設の機能強

化に努めます。また、企業誘致やポートセールス活動等により、港湾の利用促進

とアジアや関東、関西への航路拡充の取組を進めます。

４ 陸・海・空の交通ネットワークの維持・充実

国内外との経済交流等の基盤となる陸上・海上・航空ネットワークの維持・充

実に努めます。

５ 物流網の維持と効率化

大消費地への県産品の安定輸送等を確保するため、貨物の集約化や下り荷の確

保などにより、物流網の維持を図るとともに物流の効率化を推進します。
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主な部門別計画等一覧

部門別計画は、この総合計画の分野別施策を具現化するため、各分野ごとの施策の

具体的な基本的方向性や内容を明らかにするものです。

分野 将来像 施策の柱 主な部門別計画等

１ 安心して子ども (1)子育て支援の充実 みやざき子ども・子育て応援プラ

を生み、育てら (2)子ども・若者の権利擁護と ン

れる社会 自立支援

２ 未来を担う人財 (1)県民が生涯を通じて学び、 みやざき子ども・子育て応援プラ

が育つ社会 教育に参画する社会づくり ン（再掲）

の推進 宮崎県教育振興基本計画

Ａ (2)社会を生き抜く基盤を培い、 産業人財育成・確保のための取組

人 づ く 未来を担う人財を育む教育 指針

り の推進

(3)教育を支える体制や環境の

整備・充実

３ 文化･スポーツ (1)文化の振興 宮崎県教育振興基本計画（再掲）

に親しむ社会 (2)スポーツの推進 みやざき文化振興ビジョン

４ 多様な主体が参 (1)男女共同参画社会の推進 みやざき男女共同参画プラン

加し、一人ひと ＤＶ対策宮崎県基本計画

りが尊重される (2)高齢者が活躍する社会の推 宮崎県高齢者保健福祉計画

社会 進

(3)ＮＰＯや企業、ボランティ みやざき社会貢献活動促進基本方

ア等多様な主体による社会 針

貢献活動の促進

(4)国際化への対応 みやざきグローバルプラン

(5)人権意識の高揚と差別意識 宮崎県人権教育・啓発推進方針

の解消 宮崎県人権教育基本方針

１ 生き生きと暮ら (1)健康づくりの推進 健康みやざき行動計画２１

せる健康・福祉 宮崎県がん対策推進計画

の社会 宮崎県自殺対策行動計画

宮崎県歯科保健推進計画

(2)みんなで支え合う福祉社会 宮崎県高齢者保健福祉計画（再掲）

の推進 宮崎県障がい者計画

Ｂ 宮崎県地域福祉支援計画

くらし 宮崎県子どもの貧困対策推進計画

づくり (3)医療提供体制の充実 宮崎県医療計画

宮崎県医療費適正化計画

２ 自然との共生と (1)低炭素・循環型社会への転 宮崎県環境計画

環境にやさしい 換 (宮崎県地球温暖化対策実行計画

社会 (区域施策編)、宮崎県環境教育行

(2)良好な自然環境・生活環境 動計画及び宮崎県循環型社会推進

の保全 計画を含む)

(3)環境にやさしい社会の基盤 宮崎県再生可能エネルギー等導入

づくり 推進計画

宮崎県生活排水対策総合基本計画
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分野 将来像 施策の柱 主な部門別計画等

３ 安心して生活で (1)安心で快適な生活環境の確保 宮崎県食の安全・安心推進計画

きる社会 (2)快適で人にやさしい生活・ 国土利用計画（宮崎県計画）

空間づくり 都市計画に関する基本方針

宮崎県景観形成基本方針

宮崎県沿道修景美化基本計画

美しい宮崎づくり推進計画

宮崎県公共事業景観形成指針

宮崎県無電柱化推進計画

宮崎県広域緑地計画

Ｂ 宮崎県住生活基本計画

くらし 宮崎県動物愛護管理推進計画

づくり (3)地域交通の確保 宮崎県交通･物流ネットワーク戦略

宮崎県中長期道路整備計画

(4)ＩＣＴの利活用及び情報通 ｅみやざき推進指針（宮崎県電子

信基盤の充実 行政推進指針）

(5)持続可能な中山間地域づく 宮崎県中山間地域振興計画

り 山村振興基本方針

宮崎県過疎地域自立促進方針

宮崎県離島振興計画

大隅地域半島振興計画

(6)連携・絆の構築による魅力 宮崎県市町村間連携促進方針

ある地域づくり

４ 安全な暮らしが (1)多様化する危機事象に的確 宮崎県地域防災計画

確保される社会 に対応できる体制づくり 新・宮崎県地震減災計画

宮崎県国土強靱化地域計画

宮崎県国民保護計画

宮崎県業務継続計画（ＢＣＰ）

宮崎県水防計画書

宮崎県における感染症対策の実施

に関する方針

宮崎県新型インフルエンザ等対策

行動計画

(2)安全で安心な県土づくり 宮崎県地域防災計画（再掲）

新・宮崎県地震減災計画（再掲）

宮崎県国土強靱化地域計画（再掲）

宮崎県水防計画書（再掲）

宮崎県中長期道路整備計画（再掲）

宮崎県無電柱化推進計画（再掲）

宮崎県橋梁長寿命化修繕計画

宮崎県建築物耐震改修促進計画

日向灘沿岸海岸保全基本計画

宮崎県公共施設等総合管理計画

(3)安全で安心なまちづくり 宮崎県犯罪のない安全で安心なま

ちづくり基本方針

(4)交通安全対策の推進 宮崎県交通安全計画

宮崎県中長期道路整備計画（再掲）
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分野 将来像 施策の柱 主な部門別計画等

１ 様々な連携によ (1)産業間・産学官連携による 宮崎県産業科学技術振興指針

り新たな産業が 新事業・新産業の展開 東九州地域医療産業拠点構想

展開される社会 みやざきフードビジネス振興構想

みやざき産業振興戦略

２ 魅力ある農林水 (1)農業の成長産業化への挑戦 宮崎県農業・農村振興長期計画

Ｃ 産業が展開され 宮崎県食の安全・安心推進計画（再掲）

産業 る社会 みやざきフードビジネス振興構想

づくり （再掲）

(2)持続可能な森林・林業の振 宮崎県森林・林業長期計画

興

(3)水産業の振興 宮崎県水産業・漁村振興長期計画

みやざきフードビジネス振興構想

（再掲）

３ 創造性のある工 (1)工業の振興 宮崎県産業科学技術振興指針（再掲）

業・商業・サー (2)商業・サービス業の振興 宮崎県地域産業集積・活性化基本

ビス業が営まれ 計画

る社会 東九州地域医療産業拠点構想（再掲）

みやざきフードビジネス振興構想

（再掲）

みやざき産業振興戦略（再掲）

４ 活発な観光・交 (1)観光の振興 宮崎県観光振興計画

流による活力あ (2)県境を越えた交流・連携の みやざきグローバルプラン（再掲）

る社会 推進 美しい宮崎づくり推進計画（再掲）

５ 経済・交流を支 (1)地域や企業を支える産業人 宮崎県職業能力開発計画

える基盤が整っ 財の育成・確保 みやざき産業振興戦略（再掲）

た社会 (2)職場環境整備と就業支援 産業人財育成・確保のための取組

指針（再掲）

(3)交通・物流ネットワークの 宮崎県交通・物流ネットワーク戦

整備・充実 略（再掲）

宮崎県中長期道路整備計画（再掲）
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用 語 の 説 明

数字・アルファベット

６次産業（FP97,98,153,159,216,218）
１次産業としての農林漁業と、２次産業としての製造業、３次産業としての小売業等の事業との総

合的かつ一体的な推進を図り、農山漁村の豊かな地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組。

１から３次全てを足して（又は乗じて）６次産業と称される。

ＣＬＴ（FP103,220）
Cross Laminated Timberの略で、ひき板を並べた層を、板の繊維方向が層ごとに直交するように重

ねて接着した大判のパネル。

ＣＮＦ（FP11）
Cellulose nanofiber（セルロースナノファイバー）の略で、農林物から科学的・機械的処理により

取り出した繊維状物質で、熱による膨張・収縮が少なく、環境負荷の少ない植物由来の素材であり、

鋼鉄より軽く、さらに強度も大きい。

ＤＭＯ（FP59,113）
Destination Management/Marketing Organizationの略で、日本版DMOは、地域の稼ぐ力を引き出し、

地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多

様な関係者と協働しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策

定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人。

ＤＭＡＴ（FP139,158）
Disaster Medical Assistance Team（災害派遣医療チーム）の略で、災害の急性期（概ね48時間以

内）に活動できる機動性を持った専門的な訓練を受けた医療チームのこと。

ＥＢＰＭ（FP14）
Evidence Based Policy Makingの略で、証拠に基づく政策立案。

ＥＰＡ（FP9,216,222）
Economic Partnership Agreement（経済連携協定）の略で、自由貿易に加え、投資、人の移動、知

的財産の保護や競争政策におけるルールづくり、様々な分野での協力の要素等を含む幅広い経済関係

の強化を目的とする協定のこと。2018年12月現在で18の協定が発効・署名済み。

ＧＡＰ（FP97,103）
Good Agricultural Practice（農業生産工程管理）の略で、農産物の食品安全性や品質確保、環境

負荷低減、農作業安全等を目的に適切な農業生産を実践する取組。

ＨＡＣＣＰシステム（FP97,103,198,217）
Hazard Analysis and Critical Control Point（危害分析・重要管理点）の略称。最終製品の抜き

取り検査を中心とする品質管理方法とは異なり、原材料から加工・包装・出荷に至る全ての段階で発

生する可能性のある危害を検討し、その発生を防止又は減少させる重要管理点を設定して継続的に監

視・記録するとともに、異常が認められたらすぐに対策を取って解決し不良製品の出荷を未然に防ぐ

システム。

ＩＣＴ（FP41,44,51,57,58,69,73,84,89,94,96,98,99,101,104,112,163,175ほか）
Information and Communications Technology（情報通信技術）の略で、情報や通信に関連する技術

一般の総称。
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ＭＩＣＥ（FP111,114,115,155,214,229）
Meeting（企業等のミーティング）、Incentive Travel（企業等の報奨旅行）、Convention（国際会

議等）、Exhibition/Event（展示会・イベント）の総称。

ＮＰＯ（FP42,43,45,80,87,88,90,134,151,159,163,167,170,182,207,209ほか）
Non-Profit Organization（非営利団体）の略。様々な分野で主体的に社会貢献活動を行う民間の非

営利活動団体のこと。「特定非営利活動促進法」によって認証を受けたNPOをNPO法人という。

ＰＰＰ／ＰＦＩ（FP45,63）
それぞれPublic-Private Partnership , Private Finance Initiativeの略。

前者は、「官（Public）」と「民（Private）」が役割を分担しながら、公共施設の整備や公共サー

ビスの実施等に取り組む様々な手法の総称。後者は、民間の資金や経営手法・技術力を活用して公共

施設などの社会資本を効率的かつ効果的に整備する手法。ＰＦＩは、ＰＰＰの中の一つの手法。

ＳＤＧｓ（FP15,73）
資源・環境問題を含む17のゴールと169のターゲットから構成される令和12年（2030年）までの国連

開発目標。最終的には、地球上の誰一人として取り残さない持続可能な世界の実現を目指すこととしている。

Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０（FP11,89,173）
①狩猟社会、②農耕社会、③工業社会、④情報社会に続く、人類史上５番目の新しい社会。先端技

術を活用し、新しい価値やサービスが次々と創出され、社会の主体たる人々に豊かさをもたらしてい

く社会。

ＴＰＰ（FP9,216,222）
Trans-Pacific Partnership（環太平洋戦略的経済連携協定）の略で、多くの国々の間で結ばれてい

る、「ヒト、モノ、カネ」の流れをスムーズにするための経済連携協定の一つ。２００６年に発行し

たＰ４協定（環太平洋戦略的経済連携協定）加盟の４か国（シンガポール、ニュージーランド、チリ、

ブルネイ）に加え、米国、豪州、ペルー、ベトナムの８か国で２０１０年３月から交渉が開始され、

マレーシア、カナダ、メキシコ及び日本を加えた１１か国で２０１８年３月に署名された（米国は途

中離脱）。

ＵＩＪターン（FP71,77,79,81,82,100,159,205,216,217,231,233）
Ｕターンはふるさとを出て都市圏等へ就職・就学していた人がふるさとへ帰り就業すること。Iター

ンは都市圏出身者が地方へ就職すること。Jターンは、大都市に就学・就職していた人がふるさとの近

くの都市で就職すること。

あ 行

－あ－

アウトリーチ（FP110,119）
「手を伸ばす」という原語から転じて、文化面では、日頃、文化に触れる機会の少ない人々や関心

の薄い人々に働きかけて、文化活動を提供していくこと。

アクティビティ（FP229）
リゾート地や旅行先での遊び。

アセットマネジメント（FP136,142,158,209）
橋梁や大規模な水門等の公共土木施設を維持管理・更新するに当たり、その費用の最小化と平準化
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を目的とした管理手法。具体的には、既存の構造物における現時点での健全度を客観的に把握・評価

し、将来の状態を予測するとともに、いつどのような対策をどの構造物に行えば、最適であるかを考

慮して、今後増大が予測されている土木構造物を計画的かつ効率的に維持管理していく手法。

アフターＭＩＣＥ（FP115,229）
会議や展示会等の終了後の催しや観光、アクティビティなどのメニュー。

新たな森林管理システム（FP102,220）
①森林所有者に適切な森林管理を促すため、森林管理の責務を明確化するとともに、②森林所有者

自らが森林管理を実行できない場合、市町村が森林管理の委託を受け、意欲と能力のある林業経営者

に再委託し、③再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林においては、市町村が管理を行

う制度。（森林経営管理法により平成31年４月から施行）

アンテナショップ（FP226）
消費者の反応を調査して商品開発に役立てるため、製造・流通業者などが、新製品などを試験的に

販売する店。ここでは、県が大消費地において物産や観光情報等を発信したり、消費者ニーズを収集

するために設置する店。

－い－

医工連携（FP215）
医療分野と工業分野が連携し、医療や施術、予防医学等に係る新技術開発や新産業創出等を行うこ

と。

医療的ケア児（FP130,191）
医学の進歩を背景として、NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、た

んの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な障がい児のこと。

イノベーション（FP11,15,57,58,95,98,99,215）
これまでのモノ、仕組みなどに対して、全く新しい技術や考え方を取り入れて新たな価値を生み出

し、社会的に大きな変化を起こすこと。

インキュベーション（FP104）
ふ卵器（incubator）に由来しており、新産業の創出等により起業を目指す個人や中小企業に施設

や設備を賃借し、経営や技術の指導を行って自立させることを目指す。

インターンシップ（FP81,84,85,150,151,231）
高校生や大学生が地域の企業等において、学習内容や将来の進路希望に応じた就業体験を行うこと。

実際的な知識や技術に触れることにより学習意欲を喚起するとともに、自己の進路選択に主体的に取

り組む態度と能力の育成を目指す。

インバウンド（FP59）
外国人が訪れてくる旅行のこと。または、訪日外国人旅行者のこと。

インフルエンサー（FP113）
インターネット上の消費者発信型メディア（ＳＮＳやブログ等）の中で、他のユーザーの意思決定

等に大きな影響を与える人のこと。

－う－
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美しい宮崎づくり（FP31,60,72,114）
県民の心豊かな暮らしや活力ある地域社会を実現するため、市町村や県民、事業者の皆様と一緒に

なって、地域の素晴らしい景観を守り、創り、生かすことにより、魅力ある地域をつくること。美し

い宮崎づくり推進条例や景観法などに基づく施策を進めている。

－え－

沿道修景美化条例（FP31,72）
県内の沿道において、優れた自然景観及び樹木その他の植物を保護するとともに、花木類の植栽等

により、沿道の修景を図り、もって郷土の美化を推進することを目的として、昭和４４年に国内で初

めて制定された条例。

－お－

温室効果ガス（FP94,106,154,194）
地球を暖める温室効果の性質を持つ気体のこと。対象とされているガスは、二酸化炭素、メタン、

一酸化二窒素、代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3）の７種類。

か 行

－か－

介護予防（FP61,127,185,189,191）
高齢者ができる限り介護が必要な状態に陥ることなく健康で生き生きとした生活を送れるようにす

るための健康づくりやリハビリテーションなどの取組。

かかりつけ医（FP127,192）
何でも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療機関を紹介で

き、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師。

かかりつけ薬剤師・薬局（FP126）
服薬情報の一元的・継続的な把握の必要性が高い患者からのかかりつけのニーズに応えられるよう、

「服薬情報の一元的な把握」、「24時間対応・在宅対応」及び「医療機関との連携」の３つの機能を

備えている薬剤師・薬局。

－き－

基幹産業（FP77,95,100,160,203,215）
経済活動の中心基盤となる産業のこと。

危機管理体制（FP136,139,144,185,189,190）
人々の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、あるいは生じるおそれがある緊急の事態へ対処す

るとともに、そのような事態の発生を防止するための体制。

基礎的財政収支（FP14）
国や地方自治体の財政を示す指標で、過去の債務に関わる元利払い以外の支出と公債発行などを除

いた収入との収支のこと。

技能検定（FP85,151,159,232）
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労働者が有する技能を一定の基準によって検定し、公的資格として認める国家検定制度で、昭和３

４年から実施されている。特級、１級、２級、３級、単一等級の区分があり、特級、１級、単一等級

は厚生労働大臣名の、２級、３級は都道府県知事名の合格証書が交付され、職種、等級別に「技能

士」と称することができる。

機能性（表示）・機能性食品（FP97,103,154,216,217）
科学的根拠に基づき、健康増進に寄与する食品の機能を、商品のパッケージに事業者の責任で表示

した食品のこと。

キャッシュレス（決済）（FP11,114,226）
クレジットカードや電子マネー、口座振替等を利用して、紙幣硬貨などの現金を使わずに支払い・

受け取りを行う決済方法。

キャリア教育（FP56,78,79,84,92,151,165,172,173,231）
児童・生徒一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てる教育。

九州新幹線鹿児島ルート（FP29）
博多駅から鹿児島中央駅の２５６．８kmを結ぶ九州初の新幹線。平成２３年３月に開通。博多駅か

ら鹿児島中央駅までの所要時間は約１時間２０分。

九州中央自動車道（FP32,71,108,228,230）
熊本県御船町を起点とし、九州中央部を横断する形で高千穂町を経由し、延岡市に至る延長約９５

㎞の高速道路。路線名は、九州横断自動車道延岡線といい、九州縦貫自動車道と東九州自動車道と一

体となって循環型の高速道路ネットワークを形成し、九州の東西軸の強化、さらには九州の一体的発

展と浮揚に貢献する路線として期待される。

協働（FP2,45,55,70,72,84,87,88,90,91,93,101,138,159,165,167,170,171ほか）
NPOや県民、行政等がそれぞれの主体性、自発性のもとに、お互いの立場や特性を認識・尊重しな

がら、共通の目的を達成するために協力・協調すること。

－く－

グリーン購入（FP194）
商品やサービスを購入する際に、購入の必要性を十分に考慮し、品質や価格だけでなく環境のこと

を考え、環境負荷ができるだけ小さい製品やサービスを、環境負荷の低減に努める事業者から優先し

て購入すること。

グローバル（FP1,2,3,9,10,13,15,29,44,45,46,49,50,51,52,55,56,57,71,73ほか）
政治、経済、文化、スポーツ、環境・エネルギー等、様々な分野での活動や課題解決の取組が地球

的規模で行われること。

－け－

経営革新（FP104,105154,225）
中小企業・小規模事業者が自らの経営資源等を生かして取り組む新商品・新技術の開発や新たな生

産・販売方式の導入などに関する経営計画を承認する制度。

健康経営（FP122,127,156,189,233）
従業員等の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管
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理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること。従業員等の活力向上や生産性の向上等の組織活性

化をもたらし、結果的に業績向上や組織としての価値向上へつながることが期待される。

健康寿命（FP11,32,53,61,62,66,77,122,123,125,149,160,189）
健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと。

県際収支（FP52,57,58,65,96,148）
移出額と移入額との差。県外に流出した商品等と県外居住者の県内での消費支出を移出、県外から

流入した商品等と県内居住者の県外での消費支出を移入という。

－こ－

広域連携（FP114,139,207）
事業の効率化・スリム化や広域的な課題に取り組むため、近隣地域と連携して施策を進めること。

合計特殊出生率（FP16,26,27,32,42,52,55,56,65,72,77,78,79,80,92,148ほか）
15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が一生の間に何人の子ども

を生むかを推計したもの。

（公財）宮崎県産業振興機構（FP225,227）
新事業の創出や新分野進出の支援、情報化社会に対応した経営・技術情報の提供、中小企業の設備

導入、取引の円滑化、中小商業の振興等を総合的に支援することを目的に平成１２年４月に設立。

公設試験研究機関（FP99,153,224,225）
地方自治体が設置する研究機関。地域の中小企業に対する技術支援、分析試験、新品種・新技術開

発等の独自の研究等を目的に設置される。

口蹄疫（FP37,46,63,64,73,136,206,207,216,218）
牛、豚、水牛、羊等の偶蹄目（蹄が偶数に割れている動物）などが感染する口蹄疫ウイルスによる

家畜伝染病。感染すると、発熱したり、口の中や蹄の付け根などに水ぶくれができたりするなどの症

状がみられる。強い伝播力を持った伝染病であり、牛や豚等の家畜にまん延すると、畜産業に大きな

経済的損失をもたらす。平成２２年に本県で発生した口蹄疫では29万7,808頭を殺処分した。

高等教育（FP56,82,84,89,134,165,174,175,225,231）
学校教育法第1条に定められる学校のうち、後期中等教育（高等学校）に続く上位の学校を意味し、

具体的には、大学・短期大学・高等専門学校を指す。

高等教育コンソーシアム（FP175）
高等教育機関が相互に連携・協力し、県内高等教育全体の質的向上と地域の教育・学術研究の充実

・発展を図り、もって魅力ある高等教育づくり及び活力ある地域づくりに貢献することを目的として

設立された組織。

（高病原性）鳥インフルエンザ（FP37,46,63,136,206,207,216,218）
鶏、あひる、うずら等の家きんなどが感染すると高い致死率を示すＡ型インフルエンザウイルスに

よる家畜伝染病。海外から渡り鳥が飛来する冬期に発生リスクが高くなり、本県の養鶏農場では、平

成１９年から平成２９年までに20例の発生が見られ、約150万羽を殺処分している。

ゴールデン・スポーツイヤーズ（FP49,59,72,110）
2019～2021年のことで、この間にラグビーワールドカップ2019TM、東京2020オリンピック・パラリ

ンピック競技大会、ワールドマスターズゲームズ2021関西などの国際的なスポーツ大会が連続して開
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催されることを指して名付けられた。

コールドチェーン（FP102）
低温物流体系とも呼ばれ、生鮮食品や医療品等を産地から消費地まで、冷蔵・冷凍した状態で流通

させる仕組み。

国土利用計画（FP200）
国土利用計画法に基づき、国土の利用に関して全国的な見地から必要な基本的事項を定める計画。

国土の安全性を高め、持続可能で豊かな国土を形成する国土利用を目指し、農地、森林、宅地といっ

た国土の利用区分ごとの規模の目標等を定める。

国民スポーツ大会（FP59,110,116,117）
広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して国民の健康増進と体力向上を図り、併

せて地方スポーツの推進と地方文化の発展に寄与するとともに、国民生活を明るく豊かにしようとす

ることを目的に行われ、都道府県対抗で競技を実施する国内最大のスポーツの祭典。現在(2018年度)

は、「国民体育大会」と称しているが、2023年第78回大会以降「国民スポーツ大会」に改称される。

国民文化祭（FP59,60,110,111,121,177）
全国各地で国民一般の行っている各種の文化活動を全国的規模で発表し、競演し、交流する場を提

供することにより、国民の文化活動への参加の機運を高め、新しい芸術文化の創造を促すことを狙い

とした祭典。2020年は宮崎県で開催される。

子育て世代包括支援センター（FP92,152）
妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して総合的相談支援を提供するワンストップ

拠点。

コミュニティ（FP43,71,91,106,171,191,199,226）
自主的、自立的に住民相互の連帯活動が継続的に行われている、概ね自治会、町内会程度の規模を

基本単位とした集まり。

コミュニティビジネス（FP43）
地域の労働力、原材料、ノウハウ、技術などの資源を生かし、地域住民が主体となって自発的に地

域の問題をビジネスの手法を用いて解決する取組。

さ 行

－さ－

災害救助法（FP207）
災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に必

要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする法律。

災害拠点病院（FP139,192）
災害発生時に災害医療を行う医療機関を支援する病院であり、各都道府県内や近県において災害が

発生し、通常の医療体制では被災者に対する適切な医療を確保することが困難な状況となった場合に、

都道府県知事の要請により傷病者の受け入れや医療救護班の派遣等を行う。各都道府県の二次医療圏

ごとに原則１か所以上整備される。

再興感染症（FP190）
既知の感染症で、既に公衆衛生上の問題とならない程度までに患者が減少していた感染症のうち、
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再び流行しはじめ、患者数が増加した感染症。

再生可能エネルギー（FP10,30,43,44,52,58,94,95,106,154,194）
比較的短期間・自発的・定常的に再生される自然資源に由来し、枯渇しないエネルギー。

サーベイランス（FP144）
感染症の流行状況を把握することであり、①全体の発生動向を的確に把握するためのもの、②感染

の拡大状況を早期に探知するためのもの、③患者の重症化の度合い及びウイルスの性状変化の監視を

行うためのものの３つがある。

在宅療養支援診療所（FP192）
在宅医療における中心的な役割を担い、必要に応じて他の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーシ

ョン等との連携を図りつつ、２４時間体制で往診及び訪問看護等を提供することができる診療所。

産学金労官（言連携）（FP52,56,57,58,69,71,77,78,79,84,85,94,97,99,104ほか）
新産業の創出・育成や経済競争力の向上を目的に、共同研究、人材育成、起業などを、企業である

「産」、大学などの「学」、金融機関などの「金」、労働団体などの「労」、国や地方公共団体など

の「官」、マスコミなどの「言」が連携・協力して行う形態。

産業技術専門校（FP84,232）
建築や電気、鉄工、塗装などの専門的な知識や技能の修得、様々な資格の取得が可能な職業能力開

発のための県立の専門校。

産業支援機関（FP84,225,232）
中小企業に対する経営指導や技術指導、新しいビジネスチャンスの開拓やサポート等、総合的に支

援を行う機関。

－し－

シーズ（FP224）
企業、大学、研究機関等の所有している研究開発と核となる特別の技術・材料・アイデアなど。英

語の「Seed（種）」に由来。

シェアリングエコノミー（FP11）
十分に使われていないモノ、空間、知識・知恵、技能等の遊休資産をＩＣＴの活用によって共有す

る幅広いビジネス。

ジェトロ（FP99）
独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）のことで、対日投資の促進、農林水産物・食品の輸出や

中堅・中小企業等の海外展開支援に機動的かつ効率的に取り組むとともに、調査や研究を通じて我が

国の企業活動や通商政策に貢献している。

事業承継診断（FP104,154）
宮崎県事業承継ネットワークの構成機関である商工団体や金融機関が事業者を直接訪問し、ヒアリ

ングを行うことで、事業承継へ向けた準備の必要性について、経営者の意識喚起を促すもの。

自主防災組織（FP51,138,158.206）
地域住民が自分たちの地域は自分で守ろうという連帯感に基づき自主的に結成する組織で、災害時

の被害の防止、軽減のための活動を行う。
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自助・共助・公助（FP12,46,54,63,136,206）
・自助･･･自分の安全は自分で守ること。

・共助･･･地域住民同士で助け合うこと。

・公助･･･国や地方公共団体が行う救助・援助・支援のこと。

自治医科大学（FP192）
へき地医療、地域医療の充実を目的に、各都道府県の共同の出捐によって設立された学校法人。卒

業後は採用枠都道府県の定めにより、キャリア形成プログラムに基づき、公立病院を中心に地域医療

に従事することが求められている。

シニアパワー（FP133,167,181）
高齢者が持つ知恵・技術・知識等の能力のこと。

社会教育（FP134,135,165,170）
社会において行われる教育であり、社会教育法では「学校の教育課程として行われる教育活動を除

き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動（体育及びレクリエーションの活動

を含む）。」と定義される。

社会福祉協議会（FP87,125,191,207）
民間の社会福祉活動を推進することを目的とし、社会福祉法に基づき設置された非営利民間組織。

民生委員や社会福祉施設等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関との連携・協力のもと、

各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力などを通し

て、福祉のまちづくりに資する。

修学資金（FP92,125,192）
医学生への修学資金は、医師免許取得後、キャリア形成プログラムの適用を受け、県が指定する医

療機関等において、医師業務に従事する意思のある学生へ修学のための資金を貸与するもの。看護学

生への修学資金は、卒業後、県内の特定施設等で保健師・助産師・看護師の業務に従事する意思のあ

る学生へ修学のための資金を貸与するもの。どちらも一定の条件を満たせば、返還不要となる。

重症心身障がい児（FP130,191）
重度の知的障がいと重度の肢体不自由が重複している障がい児のこと。

受援（FP12,41,51,54,63,139,158,207）
災害時に国、他の地方公共団体、指定地方行政機関、指定地方公共機関、民間企業、ＮＰＯやボラ

ンティアなどの各種団体から、人的・物的資源などの支援・提供を受け、効果的に活用すること。

住宅セーフティネット（FP131,200）
低額所得者など、市場において自力では適切な住宅の確保が困難な者に対する公営住宅の提供をは

じめ、高齢者や障がい者などの市場で入居が敬遠されがちな世帯など、各世帯が適切な住宅を確保で

きるようにするための支援網。

重要港湾（FP95,108,142,154,158,159,234）
港湾法上で「国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係

を有する港湾」として、国から指定されている港。

集落営農（FP101,217）
集落など地縁的なまとまりのある一定の地域内の概ね過半の農家が、農地の効率的利用のため調整

を図りながら、農業生産過程の一部又は全部について共同化・統一化に関する合意の下に実施される

農業経営。
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飼養衛生管理基準（FP54,64,66,136,137,145,149）
家畜伝染病予防法により、家畜の所有者がその飼養に係る衛生管理に関して最低限守るべき基準と

して遵守が義務づけられているもの。

省エネルギー（FP194）
石油や石炭、天然ガスなど、限りあるエネルギー資源が枯渇するのを防ぐため、エネルギーを効率

良く使うこと。エネルギーの安定供給確保と地球温暖化対策の両面で重要な考え方。

生涯学習（FP15,56,122,134,157,165,170）
学校において行われてる学習のみならず、地域・社会で行われている学習も含めて生涯を通した学

習活動を行うこと。

少年警察ボランティア（FP210）
少年の非行防止・健全育成のために、警察などの行政機関のみならず、地域住民自らが「地域の少

年は地域で育てる」との意識の下、自発的な取組を行うボランティア。警察と協力して街頭補導活動

や相談活動等の諸活動を推進する。

食料自給率（FP35）
国内の食料消費が、国内の農業生産でどの程度賄えているかを示す指標で、主に重さ、カロリー、

生産額の３種類で計られる。

新エネルギー（FP35）
「技術的には普及段階にあるが、経済性の面における制約から普及が十分でないものであって、そ

の促進を図ることが石油代替エネルギーの導入を図るために特に必要なもの」と定義されているエネ

ルギー。具体的には、太陽光発電、太陽熱利用、バイオマス発電、バイオマス熱利用、バイオマス燃

料製造、小水力発電（1,000kW以下）、風力発電、地熱発電（バイナリ方式に限る。）、温度差熱利用

及び雪氷熱利用の10種類とされている。

人財（FP1,3,9,42,44,45,52,55,56,57,59,61,69,71,72,77,78,79,80,81,82ほか）
人材は県づくりの原動力であり、未来を築いていくための貴重な財産であるとの考え方から、本総

合計画においては「人材」を「人財」と表記している。

人生１００年時代（FP3,7,41,49,50,51,61,71,170）
長寿命化によって人生が１００年という長い期間になるという考え方。

森林環境譲与税（FP220）
間伐などの森林整備に加え、森林整備を促進するための人財育成・担い手の確保、木材利用の促進

や普及啓発等の施策に充てるため、市町村や都道府県に配分される国税。（平成31年度から創設）

森林の持つ多面的機能（FP219）
生物多様性の保全、土砂災害の防止、水源のかん養、保健休養の場の提供など森林の生産･管理活動

による木材等の供給機能を含む多面にわたる機能のこと。

－す－

水源かん養（FP195,203）
森林が有する、洪水や渇水を防ぎ水資源を確保する機能。

ストック（FP199）
本来、在庫という意味で、ここではその地域に今ある資源のことを指す。
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スクールソーシャルワーカー（FP175）
児童生徒が抱えている問題を解決するため、家庭や学校など児童生徒を取り巻く環境に、様々な方

法で働きかける社会福祉士や精神保健福祉士の有資格者等。

スポーツ・ヘルスケア産業・関連分野（FP98,215）
食・農産品や観光等、多彩なコンテンツの充実により、スポーツビジター（観戦、合宿等を目的と

する来県者）、健康意識者層等をターゲットとする新たな産業等であり、外貨の獲得、雇用の確保を

狙うもの。

スポーツランドみやざき（FP53,59,77,98,110,111,116,117,160,178,214,215ほか）
スポーツキャンプの誘致や各種スポーツ大会の開催など、温暖な気候や充実したスポーツ施設等の

本県ならではのポテンシャルを生かした本県の観光・交流の柱となる誘客や地域振興の取組。

－せ－

生活習慣病（FP11,122,126,127,185,189）
これまで「加齢」という視点を通して用いられてきた「成人病」を生活習慣という視点で捉えなお

したもので、食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣を改善することにより、その発症や

進行を予防できる病気のこと。

性的マイノリティ（FP62,133,172）
同性愛、両性愛などの性的指向に関するマイノリティ、あるいは身体と心の性とが一致していない

ため身体の性に違和感を持ったり、心の性と一致する性別で生きたいと望むような性自認に関するマ

イノリティ等のことを指す。

生物多様性（FP15,94,95,107,186,195,219）
地球上に生息する生き物の個性とつながりが多様にあること。生態系の多様性・種の多様性・遺伝

子の多様性と３つのレベルの多様性が存在する。

成年後見制度（FP126）
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等の判断能力が十分でない人々の財産管理や日常生活

での様々な契約などを支援する制度。

セーフティネット（FP88,131,200,203,216,218）
安全網という意味で、生活対策や雇用対策として安全・安心を提供する仕組みのこと。

世界農業遺産（FP30,46,59,110,119,187,204）
世界的に重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域（農林水産業システム）を、国際連合食糧農業機

関（FAO）が認定する制度。世界では22ヶ国57地域、日本では11地域が認定されている（平成31年１月

現在）。

世界ブランド（FP59,60,110,111,119,155,230）
世界農業遺産、ユネスコ無形文化遺産、ユネスコエコパーク、世界ジオパーク等、世界的な認証機

関による認定を受けたもの。

全国障害者芸術・文化祭（FP59,60,110,111,121,130,177）
障がい者の芸術及び文化活動への参加を通して、障がい者本人の生きがいや自信を創出し、障がい

者の自立と社会参加を促進するとともに、障がいに対する国民及び県民の理解を深めることを狙いと

した祭典。2020年は宮崎県で開催される。
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全国障害者スポーツ大会（FP59,110,116,117）
障がいのある選手が競技等を通じ、スポーツの楽しさを体験するとともに、国民や県民の障がいに

対する理解を深め、障がい者の社会参加を図ることを目的とした障がい者スポーツの全国的な祭典。

－そ－

総合型地域スポーツクラブ（FP116,117,178）
幅広い世代の人々が、各自の興味関心・競技レベルに合わせて、様々なスポーツ等に触れる機会を

提供する、地域密着型のスポーツクラブ。

た 行

－た－

大径材（FP103,219,220）
丸太の細い方の径が概ね３０ｃｍ以上の素材。

第二創業（FP225）
事業者が異業種へ進出し新事業のチャレンジを行ったり、新商品・サービスの提供等を通した経営

革新を行うこと。

太陽光発電（FP31,58）
半導体に光を当てると電気が発生する現象を利用して、太陽の光エネルギーを直接電気に変換する

発電。

太陽熱利用（FP31）
太陽の熱エネルギーを屋根などに設置した太陽熱集熱器に集め水や空気を暖め、給湯や冷暖房に活

用するシステム。

隊列走行（FP109）
トラックを電子連結技術（車車間通信）により一体的に制御し、数台のトラックが隊列車群を構成

して走行するもので、省エネ効果・省人化（ドライバーの負担軽減）、安全性や運行効率の向上が期

待される技術。

多文化共生（FP135,167,183）
国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、

地域社会の構成員として共に生きていくこと。

男女共同参画社会（FP124,133,163,167,180,）
男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画

する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することが

でき、かつ、共に責任を担うべき社会。

男女雇用機会均等法（FP233）
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して

妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とした法律。

－ち－
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地域医療構想（FP126）
２０２５年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに２０２５年の医療需要

と病床の必要量を推計し定めるもので、本県では平成２８年１０月に策定。

地域おこし協力隊（FP83）
都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動し、生活の拠点を移した者を地方自治体が

「地域おこし協力隊」として委嘱。隊員は、一定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産品の

開発・販売・ＰＲ等の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援などの「地域協力

活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組。

地域学校協働活動（FP90,171）
地域の高齢者、成人、学生、保護者、ＰＴＡ、ＮＰＯ、民間企業、団体・機関等の幅広い地域住民

等の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づく

り」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとなり連携・協働して行う様々な活動。

地域高規格道路（FP154,234）
高規格幹線道路と一体となって、地域発展の核となる都市圏の育成や地域相互の交流促進、空港・

港湾などの広域交流拠点との連結等に資する目的で整備される道路。

地域包括ケアシステム（FP53,61,122,126,191）
高齢者が介護や支援が必要な状態になっても、可能な限り住み慣れた地域で安心して生活を送るこ

とができるように、医療・介護・予防・生活支援・住まいの５つのサービスを一体化して提供し、高

齢者を地域全体で支えていく仕組み。

地域包括支援センター（FP126）
地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行い、

高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、地域包括ケア実現に

向けた中核的機関として市町村により設置され、社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員等が配置

される。

地理的表示保護制度（ＧＩ制度）（FP103,217）
地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物・食品のうち、品質等の特性が産地と結びついてお

り、その結びつきを特定できるような名称（地理的表示）が付されているものについて、知的財産と

して保護する制度。

中山間地域（FP52,55,56,69,77,78,79,80,83,87,88,105,151,160,163,187ほか）
一般的には、山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、生産・経済的条件が

不利な地域を指す。

本県では、宮崎県中山間地域振興条例（平成23年条例第20号）において、地域振興５法（過疎地域

自立促進特別措置法、離島振興法、山村振興法、半島振興法、特定農山村法）による指定地域、農林

水産省が定める農業地域類型の中間・山間農業地域を中山間地域と定義している。

－て－

低炭素・循環型社会（FP10,57,96,186,194,196）
日常生活や社会活動における温室効果ガスの排出抑制や、循環資源の循環的な利用及び適正な処分

の確保により、環境への負荷ができる限り抑制される社会。

定番・定着化（FP213,226）
商品が百貨店やスーパー等の小売店において、物産展等の期間限定ではなく、常時安定的に販

売・取引されること。
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デュアルシステム（FP81）
高校生の実践力の向上や勤労観・職業観の育成を目的として、学校での座学と企業での実習を組み

合わせて行う教育システム。

テレワーク（FP203）
情報通信技術（ICT）を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。

－と－

ドクターカー（FP32）
傷病者のもとへ医師などの医療スタッフを運ぶための車両であり、救命救急センターを中心に運用

され、地域の救急医療の一翼を担っている。

ドクターヘリ（FP32,126,192）
救急医療の専門医及び看護師が同乗して救急現場等に向かい、救急医療を行うための救急医療専用

のヘリコプターのこと。救急医療に必要な機器等を装備している。

特定健康診査（FP126,128,156）
高齢者の医療の確保に関する法律により、医療保険者に義務づけられた生活習慣病の予防のために、

40～74歳の方を対象に実施される健康診査。

特定保健指導（FP126）
特定健康診査の結果、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善効果が見込める者に対し、

そのリスクに応じて行われる保健指導。

特用林産物（FP88,102,219）
林野から産出される木材以外の産物のことで、しいたけ等のきのこ類や木炭等をいう。

土砂災害警戒区域（FP140,208）
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認めら

れる区域。市町村防災会議が策定する市町村地域防災計画に基づき危険の周知や警戒避難体制の整備

が行われる。

また、警戒区域のうち、住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区

域を特別警戒区域といい、一定の開発行為の制限等が行われる。

トップアスリート（FP117,178,179,228）
オリンピック選手等、スポーツ選手の中でも特に一流選手として認められる者。

トレーサビリティ（FP198,217,220）
生産から流通、加工を経て消費者に至るまでのルートをたどることができるような生産、流通等の

履歴を記録し管理するシステム。

な 行

－な－

ナッジ（FP14）
本来、「気づかれるために肘でそっと突く」ことを意味する英単語で、行動経済学の理論に基づき

より良い行動選択を促すことを指し、公共政策への活用が提唱されている。
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南海トラフ地震（FP12,31,51,63,73,16,138,139,206,207,223）
静岡県の駿河湾から日向灘まで延びる南海トラフと呼ばれる海溝で発生する地震で、科学的には考

最大クラス（Ｍ９クラス）の巨大地震も想定されている。

－に－

ニーズ（FP3,13,43,44,45,51,59,61,72,73,83,85,92,98,102,103,110,113ほか）
必要とされる要素・事象のこと。

日本遺産（FP119）
地域の特色や魅力を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定するもの。ストー

リーを語る上で欠かせない魅力あふれる有形・無形の様々な文化遺産群を地域が一体となって総合的

に整備・活用し、国内外に発信することで地域活性化を図ることを目的としている。

認知症（FP126,127,191）
生後いったん正常に発達した種々の精神機能が、慢性的に減退・消失することで日常生活・社会生

活を営めない状態。

－の－

農商工連携（FP97,98,153,159,215,216,218,225）
農林漁業者と商工業者等が通常の商取引関係を超えて協力し、お互いの強みを生かして売れる新商

品・新サービスの開発、生産等を行い、需要の開拓を行うこと。

農地中間管理（FP101,217）
農地中間管理機構（本県では、公益社団法人農業振興公社）が農地の所有者から農地を借り受ける

とともに、地域ごとに農地の借り受けを希望する者を公募・選定し、担い手がまとまりのある形で農

地を利用できるよう貸し付けている。

ノーマライゼーション（FP199）
障がい者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきで

あり、障がいのあるなしにかかわらず、共に生きる社会こそノーマルな社会であるとの考え方。

は 行

－は－

バイオマス（FP30,35,102,106,153,194,219,220）
動植物などから生まれた生物資源の総称。

ハザードマップ（FP138,141,208）
災害により危険が予想される区域や避難経路、避難場所等を示した地図。対象とする災害は、洪水、

土砂災害、津波などであり、それぞれの目的に応じて様々な機関で作成されている。

－ひ－

東九州自動車道（FP29,32,71,108,228,230）
九州の東側を福岡県北九州市を起点として、大分・宮崎・鹿児島の各県を結び、鹿児島市に至る延

長約436kmの高速道路。多くの重要港湾や空港及び北九州市、大分市、延岡市などに代表される生産拠
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点都市が位置しており、これら海・空の交通拠点や生産活動の場などを有機的に結び、東九州はもと

より九州全体の産業、経済、観光、文化等の一体的発展と浮揚に貢献する路線として期待される。

東日本大震災（FP1,12,37,42,46）
平成23年３月11日、三陸沖を震源とする巨大な海溝型地震「東北地方太平洋沖地震」により、東北

地方から関東地方にかけての太平洋沿岸部を中心に甚大な被害をもたらし、多くの尊い命を奪った未

曾有の大災害。

被災者生活再建支援法（FP207）
自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出

した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再

建を支援することを目的とした法律。阪神・淡路大震災がきっかけで平成１０年に制定された。

ビッグデータ（FP11,202）
典型的なデータベースソフトウェアが扱える能力を超えたサイズのデータ。多量性、多種性、リア

ルタイム性といった特性がある。

ひなたＭＢＡ（FP85,86,97,134,231）
宮崎の企業の中核的な存在としてこれからの宮崎をリードする産業人財を育成することを目的に、

県だけでなく、経済団体及び金融機関等の民間が実施するものを含めた産学金労官の連携による人財

育成プログラムの総称。ＭＢＡは、みやざきビジネスアカデミーの頭文字を取ったもの。

ひなたのチカラ林業経営者（FP100,102）
新たな森林管理システムにおける「意欲と能力のある林業経営者」として、県が定める選定基準に

よる審査を経て登録される。森林所有者をはじめ県民から信頼される林業経営者として登録・公表し

ている。

避難行動要支援者（FP138,207）
高齢者、障がい者など、災害時に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難

の確保を図るために、特に支援を必要とする者。

－ふ－

ファーストポート（FP108）
大型クルーズ船などの外国客船が国内で最初に入国できる港湾で、通関と出入国管理に加え、検疫

体制が整った検疫港となる必要がある。

ファシリティマネジメント（FP136,142）
ファシリティ（土地、建物、建築物、設備等）すべてを経営にとって最適な状態（コスト最小、効

果最大）で保有し、賃借し、運営し、維持するための総合的な経営活動のこと。

フードビジネス（FP1,44,49,57,71,72,94,95,97,215,224,226）
食関連産業。農林水産業を中心に、研究開発、資材供給から加工・流通・観光・医療等に至るまで

の食関連部門を縫合した産業分野。

フォローアップ（FP83,98,159,224）
追跡して調査・検証を行うこと。

ブランド（FP46,59,97,102,103,110,111,115,116,119,187,204,213,217,220など）
商品の品質を保証したり、他の商品と差別化したりすること。
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プロモーション（FP102,110,113,115,214,229）
製品、サービスに対する意識や関心を高め、購買を促進する活動。

－へ－

平均消費者物価地域差指数（FP32）
総務省が毎年行う消費者物価に係る調査。都道府県庁所在市及び政令指定都市（川崎市、浜松市、

堺市及び北九州市）の５１市について、５１市の平均を基準（＝１００）とした年平均の消費者物価

の指数を作成し、地域ごとの比較を行う。

ベジ活（FP127）
県民の野菜摂取量は、生活習慣病予防の目安となる１日350ｇに約100ｇ不足していることから、

「野菜を積極的に食べる活動・生活」を推進しているもの。

ベンチャー企業（FP11,225）
高度な知識や技術を駆使して、新しいサービス・ビジネスで起業する中小企業。

－ほ－

保安林制度（FP220）
水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公共目的を達成

するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林のこと。それぞれの公益目的の達

成のために指定され、その種類は１７種類に及び、目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の

伐採や土地の形質の変更等が規制される。

ボーダレス（FP184,195）
国境などの境界がない状態のこと。

ポートセールス（FP95,108,234）
港の管理者が関連企業等に自らの所有する港のメリットを説明し、船舶や貨物を誘致すること。

保護主義（FP9,44）
外国との貿易において、自国の産業保護や国際収支の改善等を目的として、自由貿易に反対し、関

税や輸出制限などの政策を取ろうとすること。

ポテンシャル（FP46,51）
潜在的に持ちうる能力。

ま 行

－ま－

マーケットイン（FP216）
市場や購買者などの買い手の立場に立って、ニーズを十分にくみ上げて、買い手が必要としている

ものを商品にして市場に出すという考え方。

－み－

みやざき家庭教育サポートプログラム（FP90）
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親や将来親になる中学生・高校生の学びの充実に向けて、子育てについて体験的に学ぶ学習プログ

ラム。

宮崎県企業成長促進・産業人財育成・イノベーション共創プラットフォーム
（FP85,99,104,215,224）
本県産業の振興を図るため、産学金労官が一体となって、本県企業の成長支援やイノベーションの

創出を図るとともに、本県産業を担う中核的な産業人財を育成・確保するための基盤となるプラット

フォームで、県を含む１３の機関で構成される。プラットフォームとは、環境・基盤の意味。

宮崎県漁村活性化推進機構（FP85,100）
本県の漁業担い手の確保・育成や漁業の経営指導等、水産業の存続・発展に寄与する事業を総合的

に実施し、本県における漁業の再生及び県民への水産物供給体制の存続を目指すための公益社団法人。

宮崎県森林環境税（FP221）
森林を県民共有の財産として捉え、県民の主体的な参加と協働による森林づくりを進めることとし、

その役割や分担などの基本方向を示した「宮崎県水と緑の森林づくり条例」に基づき、県民の平等、

公平な費用負担を通じて、県民全体で森林を守り育てていくために創設された県税。森林を県民みん

なで守り育てる意識の醸成や、公益的機能を発揮する健全で多様な森林づくりに関する施策に使われ

る。

宮崎県防災の日（FP206）
平成17年の台風第14号による甚大な災害を受けて制定された「宮崎県防災対策推進条例」において、

防災に関する理解を深めること等を目的として設けられたもので、梅雨入り前に全ての県民が災害に

備えるという観点から「５月の第４日曜日」と定められた。

宮崎大学「地域医療・総合診療医学講座」（FP192）
地域医療に関する教育研究を通じて、医学部生に地域医療への関心を喚起するとともに、地域医療

に志を持つ医師のキャリアアップ等について支援することにより、地域医療を担う医師を養成・確保

する。

宮崎大学地域枠等医師（FP192）
本県の地域医療に従事する意思のある者に対し、宮崎大学及び長崎大学と連携し、当該大学の医学

部の推薦入試枠により入学し、医師となった者。医師免許取得後、県の作成するキャリア形成プログ

ラムに基づき、一定期間地域医療に従事することとなる。

宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンター（FP82,150,233）
県の移住相談窓口として相談員が常駐し、住まいや仕事などの各種相談に応じており、宮崎本部

（宮崎市）と東京支部（東京交通会館内）がある。

宮崎ひなた生活圏づくり（FP187,203）
主に中山間地域において、人口減少下でも日常生活に必要なサービスや機能を維持していくため、

多様な主体が連携・協働しながら、複数の集落を交通・物流のネットワークで結ぶことで圏域全体の

生活を守る仕組みづくりや、住み慣れた地域に将来にわたって安心して住み続けるためのセーフティ

ネットの確保に取り組むもの。。

みやざき弁当の日（FP179）
児童生徒の食への関心・意欲、食に対する感謝の気持ちや実践力を高めるために、児童生徒自らが

弁当をつくる取組。

みやざき学び応援ネット（FP134）
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本県の生涯学習に関する情報を総合的・一元的に発信するポータルサイト。

みやざき林業大学校（FP85,100,153,221）
県林業技術センターを拠点に、森林・林業・木材産業の知識や技術の取得、林業就業に必要な資格

等の取得、林業経営の改善や地域活性化などについて、全国有数の林業県である宮崎の将来を担う実

践力のある人財を総合的に育成する研修の場。

－も－

モーダルシフト（FP102,109,217）
貨物輸送の手段をトラックから鉄道・海運などへ転換すること。大量輸送が可能な鉄道や海運を利

用することで、環境負荷の低減、ドライバーの人手不足、道路混雑の解消などに有効。

木質バイオマス（FP30,35,102,153,219,220）
木材からなるバイオマスの総称で、主に樹木の伐採や造材のときに発生した枝、葉などの林地残材、

製材工場などから発生する樹皮やのこ屑などのほか、住宅の解体材や街路樹の剪定枝などの種類があ

る。

や 行

－や－

薬物乱用（FP189,190）
医薬品（麻薬、向精神薬、覚醒剤、鎮痛薬、鎮咳薬など）を本来の医療目的から逸脱して使用した

り、用法・用量を守らずに使用すること。また、医療目的のないもの（危険ドラッグ、シンナー、大

麻など）を不正に使用すること。

－ゆ－

ユニバーサルデザイン（FP62,114,131,199）
年齢、性別、障がいの有無、国籍などにかかわらず、はじめからできるだけ多くの人が利用しやす

い製品や環境のデザイン。

ユニークベニュー（FP115,229）
「特別な会場」（unique venue）の意で、歴史的建造物、文化施設や公的空間等で、会議・レセプ

ションを開催することで特別感や地域特性を演出できる会場のこと。

ユネスコエコパーク（FP30,59,110,119,187,204,230）
生物圏保存地域の国内呼称。

生態系の保全と持続可能な利活用の調和を目的として、１９７６年に国際連合教育科学文化機関

（UNESCO）が開始、UNESCOの自然科学セクターのユネスコ人間と生物圏（MAB：Man and Biosphere）

計画における一事業として実施されている。

「保存機能（生物多様性の保全）」、「経済と社会の発展」、「学術的研究支援」という３つの機

能を果たすため、「核心地域」、「緩衝地域」、「移行地域」の３つの区域を設定する必要があり、

保護・保全だけでなく自然と人間社会の共生を図ること等が認定の条件となる。

ユネスコ世界ジオパーク（日本ジオパーク）（FP30,230）
地球活動の遺産を主な見所とする自然に親しむための公園のことで、国際連合教育科学文化機関

(UNESCO)の正式事業である「国際地質科学ジオパーク計画（International Geoscience and Geoparks
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Program:IGGP）」により、世界各国で推進されている。認定されるためには、地域の地史や地質現象

を通して地球科学や環境問題に関する教育・普及活動を行い、ジオツーリズムなどを通じて、地域の

持続可能な社会・経済発展を育成することが条件となる。

なお、日本ジオパーク委員会が認定する国内版のジオパーク「日本ジオパーク」もある。

－よ－

要配慮者（FP139,140,206,208）
災害時に特別な配慮が必要となる者のことで、高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦、外国人等が想定

される。

ら 行

－ら－

ライフステージ（FP55,56,71,78,164,168,171,178,191）
人間の一生の間で一定の期間で区分されるそれぞれの段階のこと。

（例１）①乳幼児期 ②青少年期 ③成人期 ④高齢期

（例２）①結婚前 ②出会い・結婚 ③妊娠・出産 ④子育て など

ライフデザイン（FP78,79,92,152）
若者が将来、どのように希望に添った結婚・妊娠・出産・子育てを行うかという人生設計を立てる

こと。

ライフプラン（FP7）
就職・結婚・出産・退職などの大きな出来事を節目とした生涯の人生設計。

ライフライン（FP207）
電気・ガス・水道・道路等、人々が日常生活を行う中で必要不可欠なインフラ設備のこと。

－り－

リカレント教育（FP134）
基礎教育を終えて社会人となった後も、改めて就労に生かすために学び直し、また就労するという

サイクルを繰り返すこと。本人の希望により、年齢や時期に関わらず生涯を通して学ぶことができる

という考え方。

林業事業体（FP100,101,102,220,221）
他者からの委託等により素材生産や森林整備等を行う森林組合、造林業者、素材生産業者等のこと。

林地残材（FP220）
立木を丸太にする際に出る枝葉や根元・梢端部分、森林外へ搬出されない間伐材等、林地に放置さ

れた残材。

－ろ－

路網（FP101,219,220）
森林内にある公道・林道・作業道等のこと。これらを組み合わせ森林整備や間伐材の搬出等の森林

施業を面的にカバーする。
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わ 行

－わ－

ワーキングホリデー（FP83）
都市部の人々が、一定期間地域に滞在し、働いて収入を得ながら、地域住民との交流や学びの場な

どを通して、地域での暮らしを丸ごと体感し、地域との関わりを深める機会を提供するもの。
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○アクションプログラムとＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の関係

貧困を
なくそう

飢餓を
ゼロに

すべての
人に健康と
福祉を

質の高い
教育を
みんなに

ジェンダー
平等を実現
しよう

安全な水と
トイレを
世界中に

1 人口問題対応プログラム

● ●

●

● ● ● ●

●

● ● ● ● ●

2 産業成長・経済活性化プログラム

●

● ●

3 観光・スポーツ・文化振興プログラム

●

●

4 生涯健康・活躍社会プログラム

● ●

● ● ● ●

● ● ●

5 危機管理対応強化プログラム

● ●

●

● ● ●

● ●

生きる喜びを実感し、安心して暮らせる社会づくり

一人ひとりが活躍できる多様性を持った社会づくり

ソフト・ハード両面からの防災・減災対策

人への感染症に対する感染予防・流行対策強化

家畜伝染病に対する防疫体制の強化

緊急輸送や救急医療の観点による社会資本整備と適正な維持管理

本県の未来を担う子どもたちの育成

産学金労官言の連携による地域や産業を支える人財の育成・確保

合計特殊出生率の向上に向けた環境づくり

社会減の抑制と移住・ＵＩＪターンの促進

地域の暮らしの確保や中山間地域の振興

本県経済をけん引する成長産業の育成と新産業の創出

本県の基幹産業である農林水産業の成長産業化

地域経済を支える企業・産業の育成

資源・エネルギーの循環促進と低炭素社会の実現に向けた取組

交通・物流ネットワークの整備と効率化の推進

魅力ある観光地づくりと誘客強化

「スポーツランドみやざき」の構築と県民のスポーツ活動・交流の促進

文化資源を生かした地域活性化や県民の文化活動・交流の促進

地域における福祉・医療の充実と健康寿命の延伸
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○アクションプログラムとＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の関係

エネルギー
をみんなに
そして

クリーンに

働きがいも
経済成長も

産業と技術
革新の基盤
をつくろう

人や国の
不平等を
なくそう

住み続け
られる

まちづくり
を

つくる責任
つかう責任

気候変動に
具体的な
対策を

海の豊かさ
を守ろう

陸の豊かさ
も守ろう

平和と公正
をすべての
人に

パートナー
シップで
目標を達成
しよう

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ●
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策 定 経 過

年 月 日 事 項

平成３０年
６月 ７日 総合計画改定に係る「若手県職員ワークショップ」

・基本目標の実現に向けた課題と対応策についてグループ討議

７月 ３日 第１回総合計画審議会
・計画の改定について諮問
・計画改定方針等と時代の潮流について審議

７月１２日 第１回地域別市町村会議、地域別県民会議（８地区）
～２７日 ・現行計画の説明、地域における課題等についてグループ討議

７月３０日 第２回総合計画審議会
・専門部会の設置
・各分野の現状と課題について審議

８月２４日 総合計画審議会第１回専門部会
８月２８日 ・各分野の現状と課題、人口推計、長期戦略の位置づけ、長期
８月２９日 戦略の見直しに向けた論点について審議

１０月 １日 若者との意見交換会
・総合計画の改定、人口減少問題等について意見交換

１０月１２日 総合計画審議会第１回会長・専門部会長会議
・第１回専門部会の概要報告
・長期戦略の見直しについて意見交換

１０月１７日 総合計画審議会第２回専門部会
１０月２２日 ・将来推計と予測、長期戦略の見直しについて審議
１０月２３日

１０月１７日 第２回地域別市町村会議、地域別県民会議（８地区）
～３１日 ・将来推計と予測、長期戦略の見直しについて意見交換

１１月１２日 平成３０年度第２回宮崎県・市町村連携推進会議総会
・総合計画等の改定について市町村長との意見交換

１１月１３日 総合計画審議会第２回会長・専門部会長会議
・第２回専門部会の概要報告
・将来推計と予測、長期戦略の見直しについて意見交換

１２月 ５日 「長期ビジョン」素案に係るパブリック・コメント
～平成３１年

１月 ７日
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年 月 日 事 項

平成３１年
１月１６日 第３回総合計画審議会・専門部会合同会議

・「長期ビジョン」原案について審議
・「アクションプラン」構成案等について

１月２９日 「長期ビジョン」に係る答申

２月２１日 ２月定例県議会「長期ビジョン」議案提案

３月１５日 「長期ビジョン」の議決

平成３１年
３月１９日 総合計画審議会第４回専門部会
３月２２日 ・「アクションプラン」素案について審議
３月２５日

４月 ５日 「アクションプラン」素案に係るパブリック・コメント
～令和元年
５月 ７日

４月１８日 総合計画審議会第３回会長・専門部会長会議
・第４回専門部会の概要報告
・「アクションプラン」案について意見交換

５月 ９日 宮崎県・市町村連携推進会議総会
・「アクションプラン」案について意見交換

５月１３日 第４回総合計画審議会・第５回専門部会合同会議
・「アクションプラン」案について審議、決定

５月２８日 「アクションプラン」に係る答申

６月 ７日 ６月定例県議会「アクションプラン」議案提案

６月２６日 「アクションプラン」の議決
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諮 問 書

写
２０１１０－１１７０

平成３０年 ７月 ３日

宮崎県総合計画審議会会長 殿

宮崎県知事 河野 俊嗣

宮崎県総合計画の改定及び政策評価について（諮問）

現行の県総合計画「未来みやざき創造プラン」（平成27年改定）は、

将来を展望した「長期ビジョン」と４年間の施策展開を示した「アクシ

ョンプラン」で構成されており、本県はこの計画に基づいて県政を推進

しております。

このうち、「アクションプラン」については、本年度で計画期間が終

了することから、まず、現行計画策定後の社会情勢の変化等を踏まえた

「長期ビジョン」の所要の見直しを行った上で、新たな「アクションプ

ラン」を策定することとなりますので、今後の県政運営の指針となる総

合計画の改定及びその推進に関する次の事項について、貴審議会に諮問

いたします。

記

１ 宮崎県総合計画の改定について

２ アクションプランの政策評価について

（文書取扱 総合政策課）
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答 申 書

写
宮 総 審 － １ ２

平成３１年１月２９日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣 殿

宮崎県総合計画審議会

会長 池ノ上 克

宮崎県総合計画「長期ビジョン」の答申について

平成３０年７月３日、当審議会に対して諮問のありました宮崎県総合

計画の改定につきまして、平成４２年（２０３０年）を見据えた基本目

標や目指す将来像、長期戦略等を明らかにする「長期ビジョン」を別冊

のとおり答申いたします。

県においては、この答申に基づいて、速やかに「長期ビジョン」の改

定を行うとともに、このビジョンを実現するための四か年計画となる「ア

クションプラン」の策定に着手されるよう要望いたします。
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答 申 書

写
宮 総 審 － ２

令和元年５月２８日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣 殿

宮崎県総合計画審議会

会長 池ノ上 克

宮崎県総合計画「アクションプラン」の答申について

平成３０年７月３日、当審議会に対して諮問のありました宮崎県総合

計画の改定につきまして、長期ビジョンを実現するための４年間の

実行計画となる「アクションプラン」について、別冊のとおり答申いた

します。

この答申に基づき、県議会に提案する「アクションプラン」の速やか

な決定と、「アクションプラン」に掲げた施策の着実な推進を要望いた

します。
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宮崎県総合計画審議会（宮崎県地方創生推進懇話会）委員名簿 

 

（令和元年５月 28 日現在：五十音順、敬称略） 

区 分 氏  名 役    職    名 備 考 

学識 

経験者 

 池ノ上 克  国立大学法人宮崎大学学長  

 加納 ひろみ   KIGURUMI.BIZ 株式会社代表取締役  

 河野 雅行  公益社団法人宮崎県医師会会長  

 菊池 克賴  宮交ホールディングス株式会社代表取締役社長  

 楠元 洋子  社会福祉法人キャンバスの会理事長  

 佐多 裕之  公益財団法人宮崎県体育協会専務理事  

 平 奈緒美  西諸地区森林組合代表理事組合長  

 出口 近士  国立大学法人宮崎大学地域資源創成学部教授  

 中川 育江  日本労働組合総連合会宮崎県連合会会長  

 中川 美香  株式会社宮崎日日新聞社生活文化部長兼論説委員  

 長友 宮子  株式会社ナチュラルビー代表取締役  

 難波 裕扶子  南日本ハム株式会社管理本部食育広報推進課長  

 新原 とも子  門川町教育長  

 西片 奈保子  国立大学法人宮崎大学産学・地域連携センターコーディネーター  

 平野 亘也  一般社団法人宮崎県銀行協会会長  

 福良 公一  宮崎県農業協同組合中央会会長  

 美根 香奈子  宮崎県ＰＴＡ連合会  

 米良 充典 
 一般社団法人宮崎県商工会議所連合会会頭 

公益財団法人宮崎県観光協会会長 
 

市町村 

代表 

 戸敷 正  宮崎県市長会会長  

 黒木 定藏  宮崎県町村会会長  
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区　分 氏　　名 役　　　　職　　　　名 備　考

加納　ひろみ KIGURUMI.BIZ株式会社代表取締役

佐多　裕之 公益財団法人宮崎県体育協会専務理事

戸敷　正 宮崎県市長会会長

中川　美香 株式会社宮崎日日新聞社生活文化部長兼論説委員

新原　とも子 門川町教育長 副部会長

美根　香奈子 宮崎県ＰＴＡ連合会

足立　佳代 宮崎県男女共同参画審議会委員

石田　達也 ＮＰＯ法人宮崎文化本舗代表理事

川越　良一 前宮崎県立学校長協会会長

興梠　良平 宮崎県ＳＡＰ会議連合理事長

島原　俊英 株式会社日向中島鉄工所代表取締役社長

杉田　英治 ＮＰＯ法人五ヶ瀬自然学校理事長

添田　佳伸 国立大学法人宮崎大学教育学部附属学校園総括長 部会長

土屋　有 国立大学法人宮崎大学地域資源創成学部講師

水永　正憲
宮崎県キャリア教育支援センター
トータルコーディネーター

委　員

専門委員

（令和元年５月28日現在：五十音順、敬称略）

宮崎県総合計画審議会　専門部会（「人づくり」部会）名簿
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区　分 氏　　名 役　　　　職　　　　名 備　考

河野　雅行 公益社団法人宮崎県医師会会長

楠元　洋子 社会福祉法人キャンバスの会理事長

黒木　定藏 宮崎県町村会会長

出口　近士 国立大学法人宮崎大学地域資源創成学部教授 部会長

長友　宮子 株式会社ナチュラルビー代表取締役

難波　裕扶子 南日本ハム株式会社管理本部食育広報推進課長

厚山　善光 公益財団法人宮崎県防犯協会連合会専務理事

牛谷　義秀 一般社団法人宮崎県介護支援専門員協会会長

大迫　恒作
ＮＰＯ法人国際ビフレンダーズ
宮崎自殺防止センター副所長

奥口　一人 宮崎県サイクリング協会理事長

長田　一郎 宮崎県民生委員児童委員協議会会長

中武　郁子 公益社団法人宮崎県看護協会会長

村上　啓介 国立大学法人宮崎大学副学長（国際連携担当） 副部会長

矢方　幸 生目台地区社会福祉協議会会長

山﨑　福男 公益財団法人宮崎県老人クラブ連合会会長

委　　員

専門委員

（令和元年５月28日現在：五十音順、敬称略）

宮崎県総合計画審議会　専門部会（「くらしづくり」部会）名簿
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区　分 氏　　名 役　　　　職　　　　名 備　考

菊池　克賴 宮交ホールディングス株式会社代表取締役社長

平　奈緒美 西諸地区森林組合代表理事組合長

中川　育江 日本労働組合総連合会宮崎県連合会会長

西片　奈保子
国立大学法人宮崎大学産学・地域連携センター
コーディネーター

副部会長

平野　亘也 一般社団法人宮崎県銀行協会会長

福良　公一 宮崎県農業協同組合中央会会長

米良　充典
一般社団法人宮崎県商工会議所連合会会頭
公益財団法人宮崎県観光協会会長

岡田　憲明 スパークジャパン株式会社代表取締役社長

香川　憲一 宮崎県農業法人経営者協会会長

黒木　裕孝 一般社団法人宮崎県工業会専務理事

妹尾　秀彦 宮崎県漁業協同組合連合会代表理事専務

高峰　由美 株式会社ブルーバニーカンパニー代表取締役

根岸　裕孝 国立大学法人宮崎大学地域資源創成学部教授 部会長

牧田　信良 一般社団法人宮崎県トラック協会会長

村岡　浩司 MUKASA-HUB代表

山﨑　司 一般社団法人宮崎県建設業協会会長

委　　員

専門委員

（令和元年５月28日現在：五十音順、敬称略）

宮崎県総合計画審議会　専門部会（「産業づくり」部会）名簿
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