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１ 本県経済の現状（付加価値構成比、労働生産性等）



１ 本県経済の現状（平均賃金、１人当たりの県民所得）

平均賃金（平成２５年） １人当たりの県民所得（平成２４年度）

○ 「平均賃金」及び「１人当たりの県民所得」とも、全国下位の状況。

順位 都道府県 金額（月額）

１６ 福岡県 ２９６．１千円

３３ 熊本県 ２７４．２千円

３６ 佐賀県 ２７２．１千円

３９ 大分県 ２６２．３千円

４４ 長崎県 ２５０．５千円

４５ 鹿児島県 ２５０．０千円

４６ 宮崎県 ２４６．０千円

４７ 沖縄県 ２４２．２千円

全国 ３１４．０千円

出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査地方調査」 出典：平成２４年度県民経済計算

順位 都道府県 金額（年額）

２１ 福岡県 ２，７９５千円

３３ 大分県 ２，４８９千円

３７ 熊本県 ２，４４２千円

３９ 佐賀県 ２，４１９千円

４０ 長崎県 ２，４００千円

４２ 鹿児島県 ２，３８７千円

４４ 宮崎県 ２，２８１千円

４７ 沖縄県 ２，０３５千円

全国 ２，７５４千円



社会減を抑制し、施策群を大きく
展開するための端緒となる取組

５年間で実施する施策群と主な数値目標

２　　宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略 （概要）

①パターン１…国立社会保障・人口問題研究所推計
②パターン２…日本創成会議推計
③ケース１ …本県の現状維持
④ケース２ …2030年までに合計特殊出生率2.07、

若年層流出30％抑制を段階的に実現

本県の人口推計（平成72年（2060年）まで）
【自然動態】合計特殊出生率と出生数 （人・率） 【社会動態】年齢階級別人口移動の状況 （人）

高い合計特殊出生率と若年層の大幅な転出超過

（基本目標） 人口減少に対応した社会づくりと「新しいゆたかさ」の実現

基本目標と数値目標

（数値目標） 平成72年（2060年） ■県人口80万人超 ■29歳以下の若者人口割合30％以上 ■合計特殊出生率2.07

目標 ① しごとを「興す」

目標 ④ 資源を「呼び込む」

目標 ② 人を「育てる」

目標 ③ まちを「磨く」

目指す姿と推進の考え方
（推進の考え方）

高い合計特殊出生率や恵まれた子育て環境など本県の
潜在力を軸に、産業活性化・雇用確保などの効果的な社
会減対策と若者世代の増加による自然減対策との相乗効
果で、人口増加に向けた好循環を生み出す。

強みを軸にした対策の相乗効果

高い出生率と恵まれた子育て環境

合計特殊出生率1.69 （Ｈ26全国第２位）

温暖な気候、豊かな自然、低廉な生活費

地域で子育てを支える環境

社会増対策

産業振興による地域雇用創出

移住促進、若者定着促進

自然増対策

結婚サポート、子育て支援、女性就労支援

自然増
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世界ブランドの
ふるさとみやざき

プロジェクト

２つの
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プロジェクト

みやざき新時代
チャレンジ産業
プロジェクト

中山間地域対策
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新しいゆたかさを実感し、４つの願いをかなえる県づくり

(1) みやざきに住み続けたい (3)みやざきに育ち、役立ちたい

(2) みやざきで子どもを生み、育てたい (4)みやざきに戻り、移り住みたい
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• 15歳以上人口に占める就業者の割合…60.0％（H31）
• 29歳以下の若者人口の割合…26.7％ （H31）

出生率は改善傾
向だが、出生数は
減少傾向

15～24歳の世代
で大幅な社会減

ケース２に近づけ
ていくことが必要

• 総人口…108.6万人（H31）
• 合計特殊出生率…1.84 （H31）

• 集落支援活動を行う交流人口（延べ）…1,100人（H31）
• 都市部の県外自治体との連携事業数…30件 （H31）

• 県内への移住世帯数…1,200世帯（H27～31）
• 新規企業立地…190件（ H27～31 ）

単位：千人

始動プロジェクトを
先行的に推進し、
４つの施策目標を
着実に展開



３ 中山間地域の現状と課題

１ 中山間地域の現状と課題

（１） 中山間地域の現状

本県において人口の約４割、面積の約９割を占め、本県にとって重要な地
域である中山間地域は、次のような現状にある。

① 人 口
ア 中山間地域では、それ以外の地域よりも早く人口減少が進行しており、
平成26年から平成52年までの間に約33％減少することが、また、県全体に

【 】占める割合も約31%にまで減少することが それぞれ予測される、 。 図表１

イ 中山間地域では、特に10代から20代の年齢層が、県内他地域及び県外へ
【図表２】流出している。

【図表１】中山間地域と中山間地域以外の人口の推移と推計

資料：平成22年までは総務省統計局「国勢調査結果 、平成23年及び平成26年は県統計調査課「宮崎県の推」

計人口 、平成27年以降は国の「まち・ひと・しごと創生本部」の資料をもとに県が独自推計」

【図表２】中山間地域（全域が該当する18市町村）の年齢階層別社会動態

資料：県統計調査課「宮崎県の推計人口と世帯数（年報）平成 年」より県中山間・地域政策課作成25
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（２） 中山間地域づくりを進める上での主要な課題

今後の中山間地域において、最優先に取り組むべき課題である「人口減少

問題」に、あらゆる方向から向き合い、解決を目指す必要がある中、今後の

中山間地域づくりを進めていくためには、次の４つの課題が挙げられる。

① 地域での雇用・所得の確保

少子高齢化・人口減少が進行する中、本県の基幹産業である農林水産業

をはじめとする各種産業の振興や、農商工連携、６次産業化、フードビジ

ネスなどの新たな産業の創出、あるいは、地域経済循環の促進等を図るこ

とを通じて、中山間地域において雇用と所得が確保される必要がある。

② 人口の自然減・社会減対策の推進

中山間地域においては、特に少子高齢化や人口流出が進行する中、自然

減及び社会減に対して、いかに歯止めをかけるかが、大きな課題となって

る。

、 、 、課題解決のためには 自然減対策として 出生率の向上を図るとともに

社会減対策として、転出人口の抑制及び転入人口の拡大を目指した施策に

取り組むことを通じて、中山間地域を支える担い手となる人口を確保する

ことが必要である。

③ 集落の維持・活性化のための仕組みづくり

中山間地域における住民の多くが、これからも住み慣れた地域に暮らし

ていくことを望んでいる一方、少子高齢化が進行していくことで、今後の

集落機能の維持等について懸念されることから、住民自らによる主体的か

つ意欲的な、将来を見据えた取組の促進や、地域間交流・連携を図るため

の仕組みづくり等を通じた、集落機能の維持・活性化が求められる。

④ 安全・安心に暮らしていくための機能の維持・充実

中山間地域においては、買物や交通、病院等、暮らしに欠かすことので

きない様々な生活機能について問題が生じているとされる集落があるほ

か、現状の改善等を図ることが求められる分野もあるなど、今後も少子高

齢化等の進行が想定される中、安全・安心な暮らしを実現するための基礎

となる、あらゆる生活機能の維持・充実が必要とされている。



４ 本県の農林業の担い手の推移
（１）総農家数及び農業人口の推移

H25※

農業就業人口

人44,747

（２）森林組合作業班員の推移等

（資料　農林業センサス）
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H22  雇用人口
54,334 人



 

 

 

世界農業遺産チャレンジ事業 

１ 事業の背景・目的 

○ 高千穂郷・椎葉山地域（高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町・諸塚村・椎葉村）は、険しい
山間地の環境を反映した伝統的な農林業と、神楽などの伝統文化を維持している。 

○ 過去、当該地域は、昭和６３年からのフォレストピア構想など、それら農林業資源の保
全と地域振興に一体的に取り組み、成果を上げてきた。 

○ しかし、過疎化、高齢化等の従来の課題に加え、国の農政の転換、国際競争の進展な
ど、新たな課題に直面している。 

○ これらの課題に対応し、さらなる農林業と地域の振興を図るために
は、今一度、農林家を含む地域住民が、地域資源の価値を再評価し、磨
き上げ、世界に広く発信することで、地域内外との人・モノ・情報の交
流を進めることが必要。 

○ ＦＡＯが認定する世界農業遺産は、まさに千載一遇のチャンス！ 
 
 

２ 具体的な事業内容 （事業実施主体：高千穂郷・椎葉山世界農業遺産推進協議会） 

Step.1 
 地域の伝統的な農林業に関する調査研究 

Step.2 
 世界農業遺産認定を審議する国際
フォーラムで発表し、世界農業遺産の
認定を受ける。 
 また、世界に広く情報発信を行う。

Step.3 
 世界農業遺産を活用した地域振興策
等の調査研究 

（例）・地域農林産物のブランド化 

   ・農業遺産体験ツアーなど都市
農村交流の拡大 

   ・世界農業遺産を触媒に、地域
農林家と日本国内外との交流
を進め、人材育成を図る。 

農業遺産チャレンジ事業 国際フォーラムチャレンジ事業 

Step.4 
 シンポジウム開催等による情報発信 

国際フォーラム（石川県：平成25年5月） 

世界農業遺産へのチャレンジを通じ、地域内外との人・モノ・情報の交流を進
め、地域資源の保全と地域活性化を図る。 

   ５ 世界農業遺産関連事業  



・豊富な農林水産資源とそれを
利用した産業技術
・温暖な気候、豊富な自然 など

・首都圏の中央に位置する立地優位
性と交通・生活環境の高い利便性

・高度研究開発機関・ものづくり企業
等の集積 など

【宮崎県の特性・強み】 【川崎市の特性・強み】

好循環化

時代の一歩「さき」を行く 「崎・崎モデル」

互いの特性と強みを活かした連携・協力による新しい価値の創造モデルを構築

・ 国産木材等による豊かなまちづくり

・ 活力や魅力のある産業づくり

・ 新しい未来を創造する人づくり

それぞれの地域の活性化と持続的成長に向けた取組を推進

人・モノ・金・情報等

川崎市との連携・協力の取組イメージ

６ 川崎市との連携



みやざき産業振興戦略（骨子）案について
～地方創生のトップランナーを目指して～

・ 「地方創生のトップランナーを目指して」をスローガンに、宮崎県の強みを
活かし、ポテンシャルを最大限に引き出すため、産学金官が一体となって
重点的に取り組むプロジェクトの推進計画として策定します。

１ 策定の考え方

・目標を実現するため、計画期間中に最優先で取り組むテーマを「基本方針・
戦略」として位置づけ、戦略ごとに具体的なプロジェクトを掲げます。
・また、全体を下支えする「産学金官のサポートシステム」を構築します。

４ 基本方針・戦略とプロジェクト

プロジェクトの概要
Ｉ 中核企業育成プロジェクト

【取組の方向性】
□製造業をはじめ、観光・ＩＴ、サービス業など
幅広い産業分野において、「外貨」を稼ぎ、
県内経済循環に寄与することが期待できる企
業を育成します。

戦略１ 「外貨」を稼ぐ中核企業とこれに関連する中小企業・小規模企業の育成

【具体的な取組(例)】
□本県経済を牽引する中核企業候補を地域で選び、
成長を促進するため、関係機関が一体的・集中的に
支援を行う「みやざきモデル」を構築

□国内にとどまらず、世界に羽ばたき、海外から外貨を稼
ぐ「輸出型企業」や「グローバルニッチトップ企業」を育成

Ⅱ 小規模企業支援プロジェクト

【取組の方向性】
□本県経済の活性化や、事業の持続的発展
を図るため、創業や需要を見据えた経営を
促進します。

□若手経営者や社員、企業を支える経営指
導員など、小規模企業に関係する全体の
人材の確保・育成を行います。

【取組の方向性】
□商業・サービス業の生産性を高めるための取組、
まちの機能としての中心市街地・商店街の活性
化等を推進します。

□地域資源を活用した魅力ある取組や中核人材
の育成等により、観光産業の振興を図ります。

戦略２ 中小企業・小規模企業全体の競争力・経営力の強化

戦略３ 商業・サービス業の振興

【取組の方向性】
□フードビジネス、医療機器、自動車、ICT、
環境・エネルギーを重点５分野に定め、産業
集積等により県内企業の活性化を図ります。

□高速道や航空路線の新規開設といったイン
フラ整備を追い風に、重点分野を中心とし
た企業誘致や本社機能移転など、戦略的
な企業立地を推進します。

戦略４ 成長期待産業の振興（Ⅳ・Ⅴ）

【具体的な取組(例)】
□商工会等への「経営発達支援計画」の策定支援や、経
営指導員をはじめとする人材育成など、小規模企業の
支援体制を強化

□明確なビジョンを持った若手経営者等の養成や、新事
業・新分野にチャレンジする企業への重点的支援

□創業への積極的な促進・支援により、他県を一歩リード
する「スタートアップの聖地 みやざき」を確立

【具体的な取組(例)】
□インターネット販売市場への参入を促進するとともに、物
流の効率化等を図るため、共同配送の取組を支援

□若手リーダーやタウンマネージャーの育成、空き店舗と起
業家とのマッチング、インバウンドによる活性化等により、
まちの活性化を促進

□ナイトメニューやモーニングメニュー等、宿泊を伴うメニューの
開発により、観光消費額を増加

【具体的な取組(例)】
□フードビジネス
JETROとの連携による北米やEU市場への積極的な展開、病院・
福祉施設向けのシニア食市場への参入促進、低次・高次の多様な
食品加工による食品加工産業の強化

□医療機器
製造業許可の取得・研究開発・販路拡大までの一貫的な支援、
世界の大規模な展示会への出展支援、県下全域への拡大

□自動車
次世代自動車に取り組む企業支援、宮大や都城高専と連携した
自動車人材の育成、部品共同納入による物流システムの確立

□ＩCＴ
ＩＯＴを活用して労働生産性の向上を図る企業の支援、宮崎市
中心部への集積促進による「みやざきＩＴバレー」の確立

□環境・エネルギー
産業分野におけるエネルギーの地産地消と、本県の環境･エネル
ギー技術を活用した海外展開の促進

□企業立地による成長産業の集積促進
企業立地、本社機能の移転や、公設試・産業振興機構を活用した
県内企業の技術力向上による立地企業との取引拡大

【取組の方向性】
□社会情勢の変化により、新たな産業として萌
芽しつつある産業への取組を促進します。

□特に、今後成長が期待され、本県においても
参入の動きが出つつある航空機産業と、本
県の強みを生かしたスポーツ・ヘルスケア産業
の振興を図ります。

「付加価値の高い産業の振興」と「良質な雇用の確保」を目指します。

２ 目 標
・ 平成28年度（2016年度）から平成30年度（2018年度）までの３
年間の計画とします。

５ 計画期間

６ 推進体制
・関係機関等で構成する全体会議の下、戦略推進会議と５つの推進プ
ロジェクトチームを庁内に置き、PDCAサイクルにより進行管理を行います。
・推進にあたっては、産学金官の地域力を結集するとともに、国に対しても
必要な制度改正や制度創設等を積極的に要望していきます。

基本方針１ 企業による経済活動の活性化

Ⅲ 商業・サービス業活性化プロジェクト

Ⅳ 産業集積プロジェクト

Ⅴ 未来産業（夢）プロジェクト

【具体的な取組(例)】
□航空機産業への新規参入の条件となっている認証（JISQ9100
及びNadcap）の取得促進や参入を目指す企業向けの「航空機
産業セミナー」の開催による機運醸成

□スポーツ産業と関連産業（観光、食、医療・健康、ITなど）との
融合による本県独自のスポーツ産業の確立

基本方針２ 本県の特性や強みを生かした成長産業の育成

産学金官のサポートシステム
【産業人財育成】
将来の宮崎を担う産業人財の定着・確保

【イノベーション】
新たな付加価値を生み出すイノベーションの創出

【企業成長促進】
企業の成長促進や本県の特性・強みを生かした成長産業の育成支援

・ 国内外から稼ぐ外貨はもとより、できるだけ県内で調達することにより、そこから生まれる利益をしっかりと地域循環させることにより、本県経済の活性化と県民所得の向上を図る。

３ 理 念

７ みやざき産業振興戦略（骨子）案



８ 地産外商に向けた地域アクションプランの主な取組

( )高知県



県外調査資料 高知県産業振興計画）より抜粋）( （



９ 本県の高校生の就職状況





１０ 新規学卒者の３年以内の離職率



１１ みやざきＪＯＢパーク＋の業務実績
（県内調査資料より抜粋）

u みやざきＪＯＢパーク＋全体の利用実績

月～ 月までの７ヶ月間の実績＜平成２６年度累計＞ H26.9 H27.3

利用者数 相談件数 就職者数 職場定着

支援件数（電話相談含む） （自己就職を含む）

年度目標数 １２，７７０ ３，８５０ ４００

実績数 ６，１８７ ２，４７０ ３１３

進捗率 ４８．４％ ６２．５％ ７８．３％

月～ 月までの７ヶ月間の実績＜平成２７年度累計＞ H27.4 H27.10

利用者数 相談件数 就職者数 職場定着

支援件数（電話相談含む） （自己就職を含む）

年度目標数 １６，８９０ ７，１４８ ８５０

実績数 ６，８９１ ３，２１０ ３５４ １３

進捗率 ４０．８％ ４４．９％ ４１．６％

＜ 月・ 月の２ヶ月間と 月・ 月の２ヶ月間の実績数の対比＞H26.9 10 H27.9 10

利用者数 相談件数 就職者数 職場定着

支援件数（ ）（ ）電話相談含む 自己就職を含む

年 ・ 月実績数計 １，２５１ ５４５ ７２ －H26 9 10

年 ・ 月実績数計 ２，０７０ ８６３ １３４ ５H27 9 10

増減率 ６５．５％ ５８．３％ ８６．１％



１２ 本県における中小企業振興策

Ⅰ 中小企業振興策の体系

本県における中小企業振興策 ※○は主な取組

１ 企業の経営支援及び経営基盤の強化

○経営指導員等による経営支援

商工会議所、商工会、宮崎県中小企業団体中央会等に配置されている

、 、 、経営指導員等が 中小企業・小規模事業者への巡回訪問等を行い 金融
税務、経理など各事業者が抱える課題に対し、きめ細やかな指導を実施

○「経営支援チーム」による経営基盤の強化

中小企業等の経営基盤強化を図るため、商工会議所や商工会連合会な
ど県内１４か所に経営支援チームを設置し、事業強化、新分野進出、創

業等の支援をワンストップで実施

○宮崎県中小企業融資制度
厳しい経営環境にある企業や新事業に積極的に取り組む企業に対し、

長期・固定・低利の事業資金を安定的に、かつ、円滑に供給することに

より、中小企業の活性化と経営の安定を促進

○地域中核的企業の育成・強化

地域の経済循環に寄与することが期待できる中核的な企業がパワーア

ップするために必要な支援を総合的かつ重点的に行い、活力ある地域経
済の牽引役として育成

２ 創業及び新たな事業活動の促進

○「みやざきスタートアップセンター」による一貫した支援

中小企業の新規創業・新事業創出により、本県の中小企業の活性化を
図るため、宮崎商工会議所に設置した「みやざきスタートアップセンタ

ー」を通じて、新規創業者やベンチャー企業が持っている商品・サービ

スのブラッシュアップから販路開拓まで、一貫した支援を実施

○企業のステップアップ支援

新商品や新技術の開発、販路開拓等に意欲的にステップアップしよう

とする中小企業・小規模事業者を各ステージに応じて総合的に支援する
ことにより、その底上げを図り、将来の地域における中核的企業候補と

して育成



３ 成長産業の育成

○フードビジネスの推進

県内食品産業の底上げを図るため、県内外の専門家を食品関連企業に
派遣するとともに、フードオープンラボにコーディネーターを配置し、

商品開発や衛生管理・品質管理等についての指導を実施

○医療機器関連産業の販路拡大
「東九州メディカルバレー構想」に基づき、新たな医療関連機器の商

品化や販路開拓等を支援するため、メーカー等とのマッチングツアーや

医療関係者向けの技術展示会を開催するとともに、製品改良や輸出拡大
のため海外市場可能性調査等を行う企業を積極的に支援

○自動車産業関連企業の取引拡大

東九州自動車道開通の機会を生かして県内自動車産業関連企業の取引
を拡大するため、福岡県豊前市に拠点施設（北部九州フロンティアオフ

ィス）を設置するとともに、自動車産業アドバイザー・取引開拓アドバ

イザーによる情報収集や取引拡大を支援

４ 新製品の研究開発等の促進

○公設試験研究機関による研究開発及び技術移転

企業の新製品開発等を支援するため、工業技術センターにおいて先端

技術を応用した新製品の開発やデザインの研究等を行うほか、食品開発

センターにおいて県内の農林畜水産物を有効利用するための製品開発等
を行い、企業への迅速な技術移転を実施

５ 中小企業・小規模事業者からの相談対応

○「宮崎県よろず支援拠点」による相談対応

宮崎県産業振興機構に専門のコーディネーター等を配置する「宮崎県
よろず支援拠点」を設置し、関係機関との連携等により、企業それぞれ

が抱える経営相談に対応

６ 人財の育成及び確保

○「みやざき経営者養成塾」の開催

県内中小企業の若手経営者等を対象に、県内外から招聘した講師の経
営理念等を学ぶ「みやざき経営者養成塾」を開催し、中小企業の経営力

の強化や、地域の中核となるリーダーを育成



１３ 県内高齢化の推移





１４ 医療費及び介護費の現状と将来推計



１５ 本県の健康長寿社会づくりに向けた取組


