
本県の中山間地域には、自然と共生した生活の営みや、地域に根付いた文化、脈々と

引き継がれてきた固有の歴史や伝統など、何物にも代えがたい価値を有しています。ま

た、都市住民にとっても重要な国土の保全や水源のかん養等、多面的な機能を有し、美

しい景観や豊かな食文化など多くの魅力を持っています。

一方で、急速な人口減少・少子高齢化によって中山間地域を取り巻く状況は今後20年

から30年間で大きく変化し、様々な課題に直面することが考えられます。

中山間地域では、急峻な地形や厳しい自然環境といった不利な条件の中にあっても、

助け合いの精神で強固なコミュニティや農村社会が築かれてきました。また、都市部へ

の人口や経済の集中が進みましたが、近年では経済的な尺度だけでは計ることができな

い豊かさを求めて、若い世代が都市部から農村地域に移住する「田園回帰」と呼ばれる

流れも生まれています。

さまざまな恩恵をもたらし、また、多くの県民にとってかけがえのない生活の場であ

る中山間地域を、今後とも持続可能なものとしていくために、この計画では、次のよう

な将来の姿を目指し、取り組んでいくこととします。

人口減少下においても、将来にわたって安心して住み続けられ

るよう、「ひと」「くらし」「なりわい」の維持・確保に取り組み

ながら、創意工夫により地域が一体となって、長年にわたって築

いてきた固有の文化や歴史を引き継いでいける中山間地域

第３章 施策の展開

第１節 目指す将来像
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*1 ＵＩＪターン：Ｕターンはふるさとを出て都市圏等へ就職・就学し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。

*2 人財：人材は地域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、本計画の一
部では「人材」を「人財」と表記している。

*3 関係人口：自分のお気に入りの地域を頻繁に訪問する、ふるさと納税による寄付や特産品を定期的に購入するなど、
何らかの形でその地域を応援するような、「観光以上、移住未満」の動きをする人たち。

【主な課題】

本県の中山間地域は、今後、人口が急激に減少し、高齢者の割合が高くなると見込ま

れています。このため、これまで地域の産業や集落活動を支えてきた世代が少なくなり、

地域の活力が失われたり、場合によっては地域の維持・存続が難しくなることが懸念さ

れます。

また、人口が減少し続けることで、将来に対する不安や、若者の定住意欲の低下、ひ

いては若年層の流出につながるといった負の連鎖を生み出すことにもなりかねません。

【施策の方向性】

日本全体で人口減少が進む中、本県の中山間地域においても一定の減少は避けられま

せんが、少子高齢化の進行を少しでも低減するために、若者の県外流出を抑制し、ＵＩ

Ｊターン
*1
希望者を本県に呼び込むとともに、子どもを生み育てやすい環境づくりに取

り組みます。

また、交流人口の拡大や外部人財
*2
の活用、様々な形で地域に関わる「関係人口

*3
」

の創出等を通じた地域活性化の取組を推進します。

① 戦略的な移住・定住の促進

住まいや雇用といったＵＩＪターン希望者のニーズを的確に捉えた移住の促進を図

るとともに、移住後の着実な定住に向けた取組を支援します。

② 地域を担う次世代の育成

地域特性を生かした魅力ある子育て・教育環境の充実に取り組むとともに、ふるさ

とに対する愛着を育む取組や、県内で働くことの魅力を発信し、若者が定着しやすい

環境づくりを推進します。

③ 外部人財の活力の取り込み

域外との交流人口の拡大や、地域活動のボランティア、特産品の定期購入など、さ

まざまな形で地元を応援してくれる人財の獲得・活用を促進します。

１ 「ひと」
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*4 地域運営組織：地域の生活や暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域課題の解決に向
けた取組を持続的に実践する組織とされ、従来の自治・相互扶助活動から一歩踏み出し、生活支援や子育支援、地
域産業の振興や財産管理等を実施している組織。地域運営組織の立ち上げに関しては、自治会等の地縁的な組織だ
けでなく、婦人会や、高齢者クラブ、消防団、ＰＴＡ、ＮＰＯ、商工団体などの様々な地域団体や、多様な能力・
経験を持つ人材が参画することがポイントとなる。

*5 デマンド交通：路線やダイヤをあらかじめ定めないなど、利用者のニーズに応じて柔軟に運行する輸送サービス。

【主な課題】

人口減少に伴う市場規模の縮小が加速する中、商店やガソリンスタンド、交通・物流、

金融などのサービスを担ってきた事業者の撤退が進むことが懸念されています。また、

各分野で人材の確保が困難となり、安全・安心なくらしを支える土台がゆらぐ恐れがあ

ります。

【施策の方向性】

日常生活に必要なサービスや機能を維持していくため、地域住民や企業、ＮＰＯなど、

多様な主体がそれぞれの役割の中で連携・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必要がありま

す。

このため、地域や市町村等と連携しながら、「宮崎ひなた生活圏づくり」を進め

ていきます。

① 住民の内発的議論・多様な主体の参加と協働の促進

地域住民自らによる将来人口の見通しや地域課題を踏まえた話し合い、課題解決に

向けた地域の取組事項（地域計画）の策定、地域運営組織
*4
の形成等を市町村ととも

に支援します。

② 基幹的集落への機能集約と生活圏内のネットワーク化

基幹的集落、周辺集落、小規模集落など、それぞれの現状を踏まえつつ、基幹的集

落において買い物や移動、医療・介護などの日常生活に必要な機能・サービスを確保

していくとともに、周辺集落・小規模集落との間をコミュニティバスやデマンド交通*5

といった地域内交通等で結ぶことで、集落同士が相互に連携・補完し合いながら、生

活圏全体を守るネットワーク化を図ります。

③ 「合わせ技」による効率化

例えば、乗客と宅配便をコミュニティバスで同時に運んだり、買い物支援と農産物

の庭先集荷を一度に行うといったように、分野や業種の違いを超えてつなぎあわせる

ことにより、限られた人手や設備などの資源で小規模かつ多様なニーズに応える取組

を促進します。

２ 「くらし」

12



④ くらしを守るセーフティネットの確保
安全・安心なくらしを確保するために必要な、医療・介護や福祉サービス、公共交

通等の維持・確保を図ります。
また、特に山間部の交通アクセスの悪い地域においては、今後、このようなサービ

スを十分に受けることが困難になることも想定されることから、生活圏内の基幹的集
落で必要な支援・サービスを受けながら生活を続けることができる受け皿づくりを進
める市町村を支援します。

「基幹的集落」
小売、金融、燃料供給、介護サービス等、日常生活に必要な機能やサービスが集積
し、圏域内の複数の集落同士、あるいは圏域の外との結節点となる集落

「周辺集落」
基幹的集落の周辺にあり、小学校区程度の区域を単位として、自治会や公民館等に
よる地域活動が行われている集落

「小規模集落」
周辺集落の中で、地形的に末端にあり、世帯数の減少や高齢化の状況が著しい集落
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【主な課題】

中山間地域の主要産業である農林水産業をはじめとして、担い手不足がより顕著にな

ってきています。商工業やその他の中小企業・事業者においても、後継者を見つけるこ

とができずに、やむを得ず廃業・清算を迫られるケースが増加することが予想されます。

また、これまで集落等で行われてきた地域活動や、長年にわたって築かれてきた伝統

芸能や食といった固有の文化等の継承が難しくなっている地域があります。

【施策の方向性】

産業を支える担い手の確保や稼ぐ力の向上を図るとともに、豊かな自然や歴史、伝統

文化などの地域資源、時代の変化に応じた新たな経営・就業形態や技術等を最大限に組

み合わせることにより、中山間地域の「なりわい」を守り、次の世代に引き継いでいく

ことができる環境づくりに取り組みます。

① 農林水産業に就業しやすい環境づくり

中山間地域の主要産業である農林水産業の担い手を確保していくため、就業しやす

い環境づくりに取り組む市町村を支援します。

② 地域資源や新技術等を生かした稼ぐ力の向上

優れた景観や農村文化、食など、地域資源の更なる有効活用により地域の活性化を

図ります。また、近年、実用化が進む新しい技術や手法の導入により作業の効率化や

省力化を図る取組を促進します。

③ 里地里山の保全と集落活動の維持・活性化

農地や森林、集落の伝統文化等、先人から受け継がれてきた「なりわい」を守り、

次の世代へ継承する取組を推進します。

３ 「なりわい」
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*6 空き家バンク：自治体が住民から空き家の登録を募り、移住者等の空き家利用を希望する人にホームページ等を通
じて物件情報を提供する仕組み。

○ 移住・ＵＩＪターン希望者が必要とする生活と仕事の情報を一元的に提供する「宮
崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンター」を運営し、本県出身者など潜在的な移住希望
者を含めた都市部住民等に対し、より直接的な働きかけを行います。また、ホームペ
ージなどのインターネットを活用した情報発信や各種媒体を活用した戦略的なＰＲを
行うなど、相談対応体制・情報発信を強化し、都市部から人の流れの増加を図ります。

○ 移住希望者登録制度「宮崎ひなた移住倶楽部」を運営し、移住希望者の把握と的確
な情報発信を図ります。

○ 移住者の住まいに係る多様なニーズに対応できるよう、市町村や関係団体と連携し、
空き家バンク

*6
への物件登録促進を図ります。また、空き家対策に関する国の制度や

先進事例等の情報提供を行うなど、空き家の利活用に取り組む市町村を支援します。

○ 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。

○ 移住・ＵＩＪターン者を受け入れる県内の企業の開拓やマッチングを行うととも
に、外部人財のスキルを活用することにより地域・産業の活性化を図ります。また、
市町村が実施する取組について、国の制度等も活用しながら必要な支援を行います。

○ 移住・ＵＩＪターン者が円滑に中山間地域に溶け込み、移住を定住に結びつけられ
るよう、地域と移住者とを繋ぎ、架け橋となる機能の充実など、市町村と連携し、移
後のフォローアップの充実を図ります。

○ 県、市町村に加え、「住まい」「仕事」など、各分野の関連団体で構成される宮崎県
移住・ＵＩＪターン促進協議会を通じ、移住・ＵＩＪターンに係る関係機関相互の連
携を強化し、官民一体となった移住・定住の促進を図ります。

第２節 ４年間に取り組む重点施策

１ 「ひと」

（１） 戦略的な移住・定住の促進
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*7 ＩＣＴ：Information and Communications Technology (情報通信技術)の略で、情報や通信に関する技術一般の総
称。

*8 ふるさと学習：地域の自然・環境、歴史・伝統、産業・生活・文化など、地域の持つ豊かで多様な教育資源を活用
しながら、地域の良さや課題について理解を深め、地域に対する誇りや愛着を育む学習。

① 子育て支援等の充実

○ 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。

○ 出会いや結婚を希望する独身者に対し、希望にかなう相手と出会える機会を創出す
るとともに、地域で結婚支援に取り組むサポーターを支援することにより、出会いの
場づくりと結婚支援を推進します。

○ 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。

② 教育環境の整備等

○ 小規模校のメリットを生かし、学習指導の充実を図るための研修会や協議会を実施
するとともに、参考となる指導資料の提供に努めます。

○ 高等学校等の進学環境の充実と家庭の経済的負担の軽減を図るため、地区生徒寮や
奨学金制度の充実を図ります。

○ 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

*7
環境の整備を通じ、地域特性を生かした子ども達の教育環境の充

実などに取り組みます。

③ ふるさとへの愛着、県内で働く魅力の発信

○ ふるさと学習
*8
や体験活動等の充実、地域の人財や文化財の活用等を通して、子ど

もたちに、地域に対する理解を深めさせるとともに、地域への関心を高めさせ、ふる
さとへの誇りや愛着を育みます。

○ 県内への就職を促進するため、県内の企業情報・採用情報が県内の学生やその保護
者等に届く仕組みづくりを進めるとともに、企業等に対する雇用条件の改善等を働き
かけ、若者の県外流出の抑制を図ります。

○ 県内に就職した若者に対し、県内企業等と連携しながら奨学金の返還支援を行うこ
とにより、宮崎の将来を担う産業人財の確保を図ります。

（２） 地域を担う次世代の育成
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*9 中山間盛り上げ隊：中山間地域において、人口減少・高齢化等により困難となった集落活動を支援するボランテ
ィアを隊員として登録し、集落等の要請に応じて派遣する本県独自の取組。中山間地域の集落活動を支援すると
もに、中山間地域と都市住民との交流を推進することを目的としている。

*10 地域おこし協力隊：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
公共団体が「地域おこし協力隊員」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・定着を図るもの。

*11 緑のふるさと協力隊：農山漁村に興味を持つ若者が、地域再生に取り組む地方自治体に１年間住民として暮らし
つつ、地域密着型の活動に携わるプログラム。特定非営利活動法人地球緑化センターが実施している。

*12 関係人口：11ページの脚注を参照。

○ 高齢化等により困難となった集落活動をボランティアで支援する「中山間盛り上げ
隊

*9
」の派遣を通じ、中山間地域における地域活動を支えるとともに、都市住民との

交流を促進します。

○ 「地域おこし協力隊*10」や「緑のふるさと協力隊*11」等を活用した外部からの人財
の誘致について、市町村と連携を図りながら取り組みます。

○ 外部専門家のアドバイスによる地域資源の掘り起こしや磨き上げを行い、それらを
活用した地域活性化を図ります。

○ さまざまな形で地域に関わる「関係人口
*12
」を創出し、将来的な移住希望につなが

るよう、関わりの深化を促すとともに、地域が外部からの応援を得て地域活性化を図
る取組を後押しします。

○ 中山間地域が有する多面的かつ公益的な機能と魅力について理解を深めてもらうた
め、マスコミやインターネット等、様々な媒体を活用して県民に広く情報を発信しま
す。

（３） 外部人財の活力の取り込み
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【目標指標】

項目名 設定 現況値 目標値
エリア

県外からの移住世帯数（累計） Ⅱ 482世帯 740世帯
(平成26年度～平成29年度) (令和元年度～令和４年度)

宮崎県や自分が住んでいる市町村など、 Ⅱ 91.5% 95.0%
ふるさとが「好き」だという児童生徒の割合 (平成30年度) (令和４年度)

中山間盛り上げ隊の派遣人数（実数） Ⅰ 105名 200名
(平成30年度) (令和４年度)

設定エリア Ⅰ=条例上の中山間地域 Ⅱ=現在の市町村全域が中山間地域となっている18市町村 Ⅲ=県内全域
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*13 ひなたまちづくり応援シート：住民による地域の将来像や課題に関する話し合いを促進するため、県中山間・地
域政策課が作成した各地域の将来推計人口等をわかりやすく提示するツール。

*14 地域運営組織：12ページの脚注を参照。
*15 集落支援員：地方自治体が、地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関して知見を有した人材を委嘱し、集落へ

の「目配り」として、集落の状況把握、集落点検、住民の話し合い促進等を行う制度。

○ 「ひなたまちづくり応援シート
*13
」を活用した、住民による将来人口見通しの把握、

集落の現状、今後の課題やあるべき姿等を把握するために実施する「話し合い」を市
町村と連携して促進します。また、「話し合い」の結果を踏まえ、今後の目標や取組
等をまとめた計画の策定を促進します。

○ 地域住民がＮＰＯや企業等の多様な主体と連携・協働しながら、地域課題解決のた
めに活動する「地域運営組織

*14
」の設立を市町村とともに促進します。

○ 集落での合意形成や取組を円滑にするため、市町村への情報提供等を通じ、集落支
援員

*15
の配置や活用を促進します。

○ 地域運営組織等による買い物や移動、福祉サービスといった、日常生活に必要なサ
ービスの提供等について、他団体のモデルとなり得る取組を支援するとともに、先進
的取組を行っている団体や市町村の事例について横展開していきます。

○ 日常生活に必要なサービスや機能が集積した拠点を結節点とし、周辺の集落を結ぶ
交通・物流網の形成に取り組む市町村に対し、先進的な取組事例や補助事業等の必要
な情報提供等を通じて支援します。

○ 買い物弱者の支援のために、国の施策等も活用し、地域住民や市町村、民間事業者
等の連携した取組を促進します。

○ 中山間地域における日常生活の利便性向上や災害時対応の観点から、市町村等と連
携して、携帯電話サービス未提供地域の解消など情報通信格差の是正に取り組みます。
また、くらしや産業を支える基盤である行政間のネットワークを確保します。

２ 「くらし」（宮崎ひなた生活圏づくり）

（１） 多様な主体の参画・住民との協働

（２） 生活を支える機能の維持と連結

19



*16 へき地診療所：地域住民の医療を確保することを目的として、無医地区等において都道府県、市町村、日本赤十
字社、医療法人等が実施主体となって整備、運営する診療所のこと。

*17 みやざき地域見守り応援隊：民間事業者と県社会福祉協議会や県等の関係機関が協定を締結し、ひとり暮らしの
高齢者など、支援が必要な方への見守りを民間事業者の協力を得て行うもの。

○ 自治医科大学卒業医師の配置や、へき地診療所
*16
の施設・設備の整備、運営費に対

する補助、県歯科医師会による巡回診療等を計画的に実施します。

○ 市町村、大学、医師会等と密接に連携を図りながら、医師の養成・確保に積極的に
取り組みます。

○ 防災救急ヘリの有効活用やドクターヘリの運航支援など、関係機関と連携を図りな
がら中山間地域における救急医療の確保に取り組みます。

○ 二次医療圏における中核的な医療機関の充実と市町村立病院・診療所との機能分担
・連携強化に努めます。

○ ＩＣＴを用いた遠隔医療支援などの活用により、へき地における良質な医療の提供
を行うとともに、医師の教育環境の改善を図ります。

○ 高齢者が、できる限り住み慣れた地域で自分らしい生活をすることができるよう、
「介護」「予防」「医療」「生活支援」「住まい」が一体的に提供される地域包括ケアシ
ステムの推進を図ります。

○ 要支援・要介護高齢者については、そのニーズに応じた介護保険サービス等が受け
られるよう、市町村計画に基づき、地域の実情を踏まえたサービス基盤の計画的な整
備・充実に努めます。

○ 介護事業者、養成機関、学校、一般企業、県教育委員会など、幅広い関係者と連携
をしながら、介護人材の参入・定着を図ります。また、外国人介護人材及び介護ロボ
ットの導入等について、国等における検討や研究開発の動向を注視し、各事業所にお
ける活用促進に向けた支援に努めます。

○ 地域コミュニティが持っている共助による助け合いの機能を補完するため、ライフ
ラインや宅配サービス等、直接県民を訪問する民間事業者の協力による「みやざき地
域見守り応援隊

*17
」などの見守り体制の充実や、社会福祉法人の地域における取組の

充実を図ります。

○ 特に山間部では、今後、これまでのようなサービスを十分に受けることが困難にな
ることも想定されることから、生活圏内の基幹的集落で必要な支援・サービスを受け
ながら生活を続けることができる仕組みを構築するため、受け皿づくりを進める市町
村を支援します。

（３） 医療・介護の確保と地域で支え合う仕組みづくり
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*18 自主防災組織 ：災害対策基本法第５条第２項に規定する地域住民（町内会や自治会等）における自発的な組織。
地域の住民同士が話し合い、いざというときに避難の呼びかけ・誘導、救出・救助、初期消火、避難所運営など
を行うために自主的に組織する。

*19 洪水浸水想定区域：近年の全国的な水災害の激甚化を受け、平成27年に改正された水防法に基づき、概ね1,000年
に１回の確率で発生する、想定最大規模の降雨を対象として指定するもの。予想される浸水範囲、浸水の深さ、
浸水の継続時間等を公表し、市町村におけるハザードマップの見直し等での活用を図っている。

○ 広域的・幹線的バス路線について、バス事業者等への助成により路線の維持に努め
ます。

○ 地域公共交通に関する専門知識の習得や自動運転などの先進事例に関する情報の共
有を目的とした研修会の開催等により、持続可能な地域公共交通ネットワークの確立
を図る市町村を支援します。

○ 離島航路について、離島と本土を結ぶ唯一の交通手段であることから、その維持に
努めます。

○ 地域の防災力向上のため、市町村と連携しつつ、自主防災組織
*18
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材の育成・
確保を図ります。

○ 災害時に自ら避難することが困難な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等の市町村の取組を支援します。

○ 河川水位や土砂災害警戒情報などの防災情報について、住民への迅速・的確な提供
に努めるとともに、想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域

*19
の指定を推進します。

○ 河川、海岸では地域住民やＮＰＯ、企業等、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。

○ 地域に根差した建設業者等が、地域住民の安全で安心な暮らしを支える社会資本の
整備だけでなく、災害の予防や災害時の応急業務、早期の災害復旧にも対応できる環
境づくりを推進します。

（４） 地域公共交通の確保

（５） 防災・減災のための体制づくり
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【目標指標】

項目名 設定 現況値 目標値
エリア

地域の課題や将来像に関する「話し合い」 Ⅰ 21.5% 40.0%
を行っている地域の割合 (平成30年度) (令和４年度)

新たに生活支援サービスに取り組む地域 Ⅰ －団体 ８団体
運営組織数等の数 (平成30年度) (令和４年度)

へき地における常勤医師数 Ⅲ 71人 74人
(※1) (平成30年度) (令和４年度)

訪問看護ステーション事業所数 Ⅱ 26事業所 33事業所
(平成30年度) (令和４年度)

自主防災組織カバー率 Ⅱ 85.6% 89.0%
(平成30年度) (令和４年度)

県管理河川における洪水浸水想定区域の Ⅰ 15区域 26区域
指定区域数（累計） (※2) (平成30年度) (令和４年度)

設定エリア：Ⅰ=条例上の中山間地域 Ⅱ=現在の市町村全域が中山間地域となっている18市町村 Ⅲ=県内全域

※1 「第７次宮崎県医療計画」(平成30年3月)において、地理的条件から医療に恵まれない地域として、「へき地市
町村」に該当する19市町村における数値。

※2 「県管理河川における洪水浸水想定区域の指定区域数」は、一部でも中山間地域となっている現行の市町村域
が指定区域を構成していれば１区域と算定。
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*20 就農トレーニング施設：県内で就農を目指す者が就農に必要な基礎知識や栽培技術を学ぶ研修施設。
*21 みやざき林業大学校：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習得、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、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
人材を総合的に育成する研修の場。

*22 農商工連携：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。

*23 ６次産業化：産出された生産物を、付加価値をつけ流通・販売まで業務展開すること。生産（第１次産業）、製造
・加工（第２次産業）、流通・販売（第３次産業）を併せて行うため、全てを足して（又は乗じて）６次産業と称
される。

○ 県内外での就農相談会・講座における情報発信やみやざき農業実践塾等の就農トレ
ーニング施設

*20
との連携などにより、就農意欲の喚起に取り組みます。

○ 女性・青年農業者の活躍の場づくり、高齢農業者や定年帰農者が農業を営む環境づ
くりと集落営農への参画を促進するとともに、法人化に向けた取組の促進や他産業と
の連携及び農業参入の支援に取り組みます。

○ 林業との複合経営など地域特有の経営形態に即した担い手の育成に取り組むととも
に、担い手が不足する中山間地域については、平野部の法人等が支援するネットワー
ク体制を構築し、広域連携や産地間連携を推進します。

○ 中山間地域総合整備事業等を活用した農業の生産性と生活環境の維持・向上によ
り、担い手の地域への定着を図ります。

○ 「みやざき林業大学校*21」において、森林・林業の知識や技術をはじめ、林業・木
材産業に精通した人材を幅広く、各段階で総合的に育成します。

○ 漁業の後継者や新たな担い手の育成により漁業の承継を円滑に行う仕組みづくりを
推進するなど、漁業の担い手や経営体を確保・育成します。

○ 新規就業者等の地域を支える人々の確保や活動促進を行うとともに、農商工連携
*22

と６次産業化*23による収益性の向上を図ります。

○ 宮崎県事業承継ネットワークの構成機関と連携・協力して、円滑な事業承継の推進
を図るとともに、中山間地域での多様な働き方や魅力の発信等を通して、後継者のい
ない事業者と移住者・求職者とのマッチングを促進します。

○ 意欲ある多様な農業者が集落ぐるみで農業に取り組む集落営農組織を育成するな
ど、担い手の減少や高齢化の進展に対応した地域農業を守る仕組みづくりに取り組み
ます。

３ 「なりわい」

（１） 担い手の確保

（２） 時代に合った経営形態の創出
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*24 農商工連携：23ページの脚注を参照。
*25 ６次産業化：23ページの脚注を参照。
*26 フードビジネス：食関連産業。本県においては、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総合した産業分野をいう。

○ ゆず、くり等の中山間地域果樹産地を維持するため、集落での話し合い活動に基づ
く優良園地の継承や共同作業及び受託作業の組織化等に取り組む果樹版の集落営農組
織を育成します。

○ 漁業における収益性の高い経営体を育成するため、新たな操業体制への転換などの
収益性向上の取組を加速し、厳しい経営環境下にも耐えうる漁業モデルの普及を行う
とともに、ＩＣＴを活用した漁業モデルや、生産性の高い養殖システムの開発など、
新たな取組を推進します。

○ 漁業経営体を支え、収益性の向上に貢献できるよう漁協及び系統組織全体の基盤強
化と合理化を推進します。

○ 中山間地域の経済と雇用を支え、災害時等にも重要な役割を果たす建設産業につい
て、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、その育成を図るとともに、経営基盤強化への取組を支援します。

○ 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、円滑な事業資金の供給、
事業承継の支援、支援事業の活用等、国や金融機関と連携した支援に取り組みます。

○ 中小企業・小規模事業者の新事業や新分野進出等を支援するため、(公財)宮崎県産
業振興機構や商工団体等の産業支援機関の支援体制の充実を図ります。

○ 地域の特性や地域資源を有効に活用しながら、農商工連携
*24
や６次産業化

*25
をはじ

めとして、フードビジネス
*26
の取組をさらに進めることにより、地域の新たな成長産

業を創出し、所得向上や雇用機会の確保を促進します。

○ 中山間地域の特性を生かした収益性の高い園芸作物（カラーピーマン、トマト、き
んかん、ラナンキュラス等）の生産拡大や特徴ある地域特産物等の導入を推進します。

○ 中山間地域の観光地としての魅力向上を図るため、海や森林、神話といった地域資
源を生かし、中山間地域ならではの新たな観光資源の開発や既存の観光資源の更なる
磨き上げを行うとともに、これらの観光資源を生かした地域間の交流を促進します。

○ グリーン・ツーリズムや森林セラピー、マリンスポーツなどの体験・滞在型観光の
取組、各種の体験メニュー等を取り入れた教育旅行の誘致や農家民泊受入等を推進し
ます。

○ 農山漁村地域における経済的な効果の創出や活性化を図るため、農林漁家が経営す
る民宿等の取組を促進することで、都市住民等との交流を推進します。

（３） 地域資源を生かした稼ぐ力の向上
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*27 木質バイオマス：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。

*28 小水力発電：中小河川、用水路等、さまざまな水流を利用して行う、数十kW～数千kW程度の比較的小規模な発電
（一般的には2,000kW以下)の総称。

*29 ジビエ(gibier 仏語)： 狩猟で得られた天然の野生鳥獣の食肉。
*30 世界農業遺産：伝統的な農業・農法と、それによって育まれた文化や土地景観、生物多様性に富んだ世界的に重

要な地域の農業システムを保全することを目的として、国際連合食糧農業機関(FAO)が認定するもの。
*31 ユネスコエコパーク：生態系の保全と持続可能な利活用の調和を目的として国際連合教育科学文化機関(UNESCO)

が実施する「ユネスコ人間と生物圏計画」における一事業として実施し、「生物圏保存地域」として登録するもの。
*32 ジオパークの世界認定：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」により、世界各国で推進されている。
*33 中山間地域等直接支払制度：8ページの脚注を参照。
*34 多面的機能支払制度：農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の砂利補充、水路の補修等などの協働活動に対す

る国の支援制度。
*35 齢級：森林の年齢を５年の幅でくくったもの。人工林は、苗木を植栽した年を１年生とし、１年生から５年生を

１齢級、６年生から10年生を２齢級と算定する。

○ 多様な分野での木材利用を推進し、県産材の需要拡大に努めるとともに、しいたけ
や木炭等の特用林産物の生産振興を図ります。

○ 木質バイオマス
*27
や小水力発電

*28
等、中山間地域に多く賦存する資源を活用した再

生可能エネルギーの利活用を促進します。

○ 捕獲によって得られた野生鳥獣について、ジビエ
*29
として利活用を図る取組を促進

します。

○ 「高千穂郷・椎葉山地域世界農業遺産
*30
」や「綾ユネスコエコパーク

*31
」、「祖母・

傾・大崩ユネスコエコパーク」など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

*32
に向けた取組などを地元自治体等と連携しながら推進し、自然と人

が共生する宮崎をアピールすることにより、交流人口の増加による地域活力の向上を
図ります。

○ 中山間地域等直接支払制度
*33
や多面的機能支払制度

*34
の取組を推進することにより、

農業生産活動を継続させ、耕作放棄地の発生を防止し、国土保全や水源かん養などの
多面的機能の維持を図るとともに、多様な主体との連携による農業を基軸とした地域
づくり活動を支援します。

○ 中山間地域特有の用水路形態である「山腹用水路」の維持・保全を図るため、ため
池等整備事業などによる整備を推進します。

○ 「伐って、使って、すぐ植える」という資源循環型林業の確立や天然林の保全など、
森林の公益的機能が高度に発揮できるよう適正な森林管理を推進し、災害に強い森林
づくりを県民一体となって進めます。

○ 齢級
*35
構成の平準化に向け、伐採後の確実な再造林による「森林の若返り」を進め、

森林資源の循環利用を図ります。

（４） 里地里山の保全
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*36 新たな森林管理システム：平成31年４月に施行された森林経営管理法に基づくもの。

○ 森林情報を的確に把握し、森林所有者が経営管理できない森林について、市町村が
権利を取得した上で、経営管理を自ら実施又は、意欲と能力のある林業経営者に委ね
る「新たな森林管理システム

*36
」に取り組む市町村を支援します。

○ 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等の被害防止対策、名木等の保全活動など安全・
安心な森林づくりを推進します。

○ 鳥獣被害対策について、庁内に設置した鳥獣被害対策特命チームにより、鳥獣被害
対策プロジェクトの進行管理、県民への啓発等を行うとともに、鳥獣被害対策ビジョ
ンに基づく各集落の取組支援等により、地域が一体となった鳥獣被害対策の推進を図
ります。

① 新技術による作業の効率化

○ ブロードバンドや５Ｇ（第５世代移動通信システム）等の情報通信網及びＩＣＴに
ついて、今後の動向を注視しながら、医療や福祉、教育、防災、産業等の多様な分野
での積極的な利活用を図ります。

○ 下刈等森林作業の省力化技術の開発や、森林施業を効率化するためのＩＣＴ等最新
技術導入の実証を行い、林業現場における先端技術の実用化を図ります。

○ 中山間地域の労働力不足や生産性向上等の課題に対応したスマート農業に取り組み
ます。

○ 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資するため、経営革新や農商工連携等の取
組を促進します。

② 分野・業種を横断した「合わせ技」の推進

○ 住民の移動手段の維持・確保と物流の効率化を図るため、人と貨物をいっしょに運
ぶ貨客混載を促進します。

○ 住民の小規模かつ多種にわたる需要に応えるため、また、単体の事業では不足する
収益性や雇用力を補うため、従来は別々に実施していた事業を複合化し、分野や業種
を超えて商品やサービスを提供する取組を促進します。

（５） 新しい技術や手法の導入
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*37 いきいき集落：中山間地域の集落の活性化を図るため、住民主体による元気な集落作りに取り組む集落について、
平成20年度より「いきいき集落」として本県が独自に募集・認定しているもの。

*38 中山間盛り上げ隊：17ページの脚注を参照。

○ 元気な集落づくりに取り組む集落を「いきいき集落
*37
」として認定し、研修交流会

等を通じて集落間の情報共有や連携を深めることで、各集落の取組の活性化を促進し
ます。

○ 「中山間盛り上げ隊
*38
」の派遣により、人口減少や高齢化等により難しくなった単

独での集落活動を支援するとともに、都市住民との交流を促進します。

○ 地域住民による伝統芸能等の保存・継承を進めるとともに、地域で守り伝えられた
有形・無形の文化財を活用する環境づくりを推進します。

（６） 集落ぐるみのなりわい維持
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【目標指標】

項目名 設定 現況値 目標値
エリア

農林水産業の新規就業者数 Ⅲ 637人 700人
(平成29年･年度) (令和３年･年度)

６次産業化・農商工連携計画認定等数 Ⅱ 102 121
（累計） (平成30年度) (令和４年度)

経営管理権設定森林面積(累計) Ⅲ － ha 14,160ha
(令和元年度～令和４年度)

中山間地域等直接支払制度協定締結 Ⅰ 5,552ha 5,515ha
面積 (平成30年度) (令和４年度)

鳥獣被害額 Ⅲ 398,540千円 247,813千円
(平成29年度) (令和３年度)

設定エリア Ⅰ=条例上の中山間地域 Ⅱ=現在の市町村全域が中山間地域となっている18市町村 Ⅲ=県内全域
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*39 コントラクター：高能率な農業機械を利用して、飼料作物等の栽培管理や収穫などを行う受託専門の経営体又は
組織。

第２節に掲げる重点施策のほか、中山間地域が生活や生産活動の場として維持・活性化
し、また、水源かん養等の公益的な機能を発揮するよう、引き続き、地域の基盤づくりと
なる以下の施策に取り組みます。

○ 農業の生産性を高める基盤整備を進めるとともに、農業用施設等の適切な保全管
理と防災・減災対策、長寿命化を推進します。

○ 農林水産物の加工・流通体制の改良や付加価値向上を通じて、競争力のある生産
・供給体制への転換を推進します。

○ 中山間地域の畜産生産基盤を強化し、増頭意欲の高い農家の取組を支援するとと
もに、県内全域における家畜防疫レベルの向上を図ります。また、放牧やコントラ
クター

*39
を活用した粗飼料の広域的流通を推進するとともに、農業団体や関連企業

等も加えた地域ぐるみでの担い手の確保と生産性向上に向けた取組を推進します。

○ 循環型の力強い林業・木材産業づくりのため、森林作業道等の適切な配置や高性
能機械の導入等、森林施業や木材生産の効率化・合理化を図ります。

○ 水産物の生産及び流通の基盤となる漁港施設の整備や防災・老朽化対策を推進す
るとともに、水産資源の回復と適切な利用管理を促進し、持続的な水産業を構築し
ます。

○ 中山間地域が有している豊富な農林水産資源等の地域資源を生かしたフードビジ
ネス関連産業や情報サービス産業など、今後の成長が期待できる産業について、各
地域の特性に応じた立地活動を展開します。

○ 自然災害による被害を防止・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保全に取
り組みます。

○ 土砂災害に備え、要配慮者利用施設等を保全対象とする緊急度の高い箇所につい
て重点的に施設整備を推進します。

○ 広域的な交通・物流ネットワークの基盤となる高速道路・地域高規格道路の早期
整備に取り組むとともに、これと一体となって機能する国県道の整備を進めます。

第３節 継続して行う基盤づくり

１ 産業の振興

２ 県土づくり
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*40 緊急輸送道路：災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保す
べき重要な路線で、高速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路。

*41 国土強靱化：いかなる災害等が発生しようとも、①人命の保護が最大限図られること、②国家及び社会の重要な
機能が致命的な障害を受けずに維持されること、③国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化、④迅速な復旧
復興を基本として、「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な国道・地域・経済社会を構築すること。

*42 ストック：ここでは、道路、農業用水利施設など、公共的な財産のこと。
*43 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。

○ 災害時の道路機能の確保及び集落の孤立化防止のため、緊急輸送道路
*40
等の整備

や道路防災対策、橋梁の耐震対策を推進します。

○ 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
整備を進めることにより、国土強靱化

*41
や防災力の強化を図ります。

○ 既存の社会資本ストック
*42
について、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トンネル、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

*43
の取組を推進します。

○ 森林づくりや環境保全活動等に関心の高い住民や企業・団体の活動を支援し、“森
林を県民全体で守っていく”という意識の醸成を図ります。

○ 水道施設や営農飲雑用水施設等の整備や下水道事業・浄化槽整備事業を行う市町
村に対して、技術的・財政的な支援を行うとともに、関係機関等と連携して水環境
の保全を推進します。

○ 本県の豊かな水環境を守るため、森林の水源かん養機能を維持する植栽等を進め
るほか、家庭、学校、地域等における「環境教育」を推進します。

３ 環境の保全
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人口減少下においても中山間地域のかけがえのないくらしや資源を守っていくために
は、県、市町村、住民等の多様な主体が、適切な役割分担と更なる連携・協働のもと、一
体となって中山間地域の振興に取り組んでいくことが重要です。

○ この計画に基づき、中山間地域の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進する
とともに、地域間の総合調整を行います。

○ 中山間地域が有する公益的機能等について広く理解の促進を図るとともに、中山間
地域での住民の取組を支援します。

○ 地域の実情や課題の把握に努め、それらに即した横断的な施策について、住民や市
町村、関係団体等と連携した取組を支援します。

○ 国に対して、本計画の施策を着実に展開することができるよう、総合的かつ計画的
な対策の推進についての提案・要望等を行っていきます。

○ 地域振興の中核を担う行政組織として、県、他市町村、住民等と連携して、地域の
実情に応じた施策の推進に努めます。

○ 住民に最も近い立場にあることを踏まえ、地域の実態や住民ニーズの把握に努めま
す。

○ 住民の主体的かつ意欲的な取組や地域づくり団体への支援等、住民やＮＰＯ、民間
企業等、多様な主体と連携した地域づくりに努めます。

○ 中山間地域が有する公益的・多面的機能や、中山間地域と都市部との共生・互恵の
関係についての理解を深めるよう努めます。

○ 中山間地域の住民は、集落の将来像や課題等について自ら考えるとともに、多様な
主体がそれぞれの特技やマンパワーを持ち寄り、創意工夫のもと、一体となって地域
課題の解決に努めます。

○ 中山間地域と都市部との交流活動に参加するなど、中山間地域への関心や関わりを
深め、さまざまな形で地域を支える行動を起こすよう努めます。

○ 民間企業は、中山間地域の資源を見つめ直し、事業化に向けた取組を進めるととも
に、企業活動として積極的に中山間地域との交流を図ります。

第４節 計画の推進

（１） 県の役割

（２） 市町村の役割

（３） 住民、ＮＰＯ、民間企業等の役割

１ 県、市町村、住民等の連携・協働
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私たちの貴重な財産である中山間地域を次の世代に引き継いでいくため、「中山間地域

をみんなで支える県民運動」のさらなる展開として、次のとおり取り組んでまいります。

○ 中山間地域が有する水源かん養等の多面的かつ公益的機能や、都市部との共生・互

恵の関係について、県民一人ひとりが認識し、共有するため、あらゆる場面での理解

促進に努めます。

○ 毎年１０月を「中山間地域をみんなで支える県民運動」推進月間とし、中山間地域

についての関心と理解を促進し、その価値や大切さを再認識していただく取組を行い

ます。

○ 中山間地域の活性化のため、積極的・主体的に活動している個人や団体等の情報を

発信し、地域づくりの輪を広げていきます。

○ 中山間地域の特性や地域資源を生かした商品やサービスの提供を後押しするととも

に、地域内外に広くＰＲし、県民はこれらの消費や利用に努めます。

○ 「みやざき元気！“地産地消”県民運動」、「宮崎を知ろう！100万泊県民運動」等

を展開するとともに、中山間地域の自然や伝統行事など様々な地域資源について活用

を推進することで、中山間地域の経済活性化を支援します。

○ 「中山間盛り上げ隊」の活動を通し、中山間地域における集落活動を支援するとと

もに、都市住民との交流や連携を促進します。

○ お気に入りの地域への頻繁な訪問やふるさと納税による寄付、定期的な特産品の購

入など、さまざまな形で中山間地域を応援する「関係人口」の創出を図ります。

２ 「中山間地域をみんなで支える県民運動」の展開

（１） 中山間地域を「知る」

（２） 中山間地域の「魅力に触れる」

（３） 中山間地域に「関わる」
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この計画に基づき、中山間地域の振興を図るため、各部局が認識を共有し連携して全庁
的に施策を推進します。
また、厳しい財政状況の中、中山間地域が本県にとって重要な地域であることを踏まえ、

その振興施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めます。

知事を本部長、副知事を副本部長、各部局長を本部員とする「宮崎県中山間地域対
策推進本部」のもと、全庁的な連携を図りながら本県の中山間地域対策を総合的に推
進します。

県や市町村、地域住民等で構成する中山間地域振興協議会を通じて、県内各地域の
現状や意見等を把握するとともに、県民運動の展開を図り、地域の実情に応じた中山
間地域対策の積極的な推進に努めます。

中山間地域の現状を十分に把握し、中山間地域の振興に関する施策の充実を図るた
め、中山間地域に関する調査研究に努めます。

３ 県における推進体制

（１） 宮崎県中山間地域対策推進本部

（２） 中山間地域振興協議会

（３） 調査研究体制
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