
平成28年度日向・東臼杵市町村振興協議会　専門部会取組概要一覧表                    　　　　　　　　　　　　　　                  平成29年3月31日現在

1 防災
第１回　H28.8.4
（部会を兼ねる）

圏域防災体制の強化・
充実

継続
(H24～)

災害時相互支援体制の構築 全域
・熊本地震レベルを想定した各市町村の避難者の受入体制等の確認
・日向東臼杵郡市町村における災害時相互支援に関する協定内容の再確
認

2 救急医療
第１回　H28.10.17
第２回　H28.11.21
第３回　H28.12.15

圏域救急医療体制の
強化・充実

継続
(H25～)

救急医療に関する情報交換 全域
・県消防保安課、日向市、美郷町、諸塚村及び椎葉村で消防担当者会議
・H28.12.15　入郷3町村消防常備化検討協議会発足
　構成：1町2村(美郷町、諸塚村、椎葉村)　会長：美郷町長

3 人材育成
第１回　H28.8.22
第２回　H28.11.1～2　BSR
第３回　H29.2.10　BSR

効率的な人材育成体制の構築
継続

(H26～)
圏域で連携した職員等の人材育成 全域

・宮崎県市町村振興協会の出前研修制度の活用について協議
・平成21年度から圏域の人材育成の取組の一環として実施しているBSR研
修（ビジネス・シュミレーション・ラリー研修）をさらに充実させるこ
とについて協議
・今年度からは通常のフィールドワーク研修に加え、その後のフォロー
アップ研修も実施することとし、これにより研修効果の持続性が高ま
り、成果の検証もより正確に行うことが可能となった。

4 移住

第１回　H28.5.25
（森林再生専門部会と同時）
セミナー　H28.10.1（大阪）
セミナー　H28.11.27（福岡）
ワークステイ　H29.2.3～5

圏域への定住移住促進 新規

・山の仕事と暮らし情報発信・ＰＲ
・山と暮らす耳川流域移住セミナー等
の開催
・山の暮らしワークステイ体験

全域

・林業を中心とした山の暮らしに焦点を当てて移住者に向けた各種PR活
動を実施（地方創生加速化交付金を活用）
・圏域での山の仕事と暮らしの様子をHP「日向・入郷 山ごこち」を作成
し、9月16日より公開・都市部での移住セミナーを以下のとおり開催し、
累計10組12名の参加があった。
　山ごこち・ひなたみやざき/山暮らしセミナーin大阪（10月1日）
　場所：大阪ふるさと暮らし情報センター
　山ごこち・ひなたみやざき/山暮らしセミナーin福岡（11月27日）
　場所：天神ビル
・本圏域でのワークステイ体験として、「山ごこち 体感ワークステ
イ」（2月3日～5日）を開催し、17名（県外10人、県内7人）の参加が
あった。
・この取組を通じて大阪府から日向市に1組2名が移住した。
・平成28年度のみの取組みとする予定であったが、一般財団法人地域活
性化センターの補助金を活用し、平成29年度も情報発信やワークステイ
を継続して実施する予定

5 情報通信 第１回　H28.12.19（TV会議） 広域電子自治体の確立
廃止（Ｈ24
～Ｈ28）

マイナンバー制度に関する情報共有 全域
・マイナンバー制度に関する自治体間の情報連携や、ネットワークの強
靭化に関する情報交換を行った。

6 公共交通

第１回 H28.8.5
第２回 H28.11.18
第３回 H28.12.27
第４回 H29.3.22

圏域内バス路線の維持・確保
継続

(H24～)

・圏域の公共交通確保維持対策
・日向・東臼杵地域公共交通網形成計
画の推進

全域

・平成27年度に策定した日向・東臼杵地域公共交通網形成計画に基づ
く、公共交通網の再構築を実行に移していくため、日向・東臼杵地域公
共交通再編実施計画の策定に向けた協議を行った。
・今後運行赤字の増大が見込まれる山間部幹線系統の一体的再編のた
め、道の駅とうごうを核とした長大路線の集約を中心として、コミュニ
ティバスも含めた日向・東臼杵地域全ての公共交通網体系を一体的に見
直す方針
・平成29年中に国土交通省に対して日向・東臼杵地域公共交通再編実施
計画の認定申請を行い、10月には再編の実施に向けた幹線系統のダイヤ
改正等を実施する。
・また、これにあわせて、関連するコミュニティバスの路線の路線・ダ
イヤの変更や、圏域市町村の共同運行による快速型のミニバスの導入に
ついても調整を進める。

7
医療介護
連携

第１回　H28.6.27
第２回　H28.12.27

高齢者福祉の向上 新規 医療・介護の連携 全域

・圏域が一体となった在宅医療・介護連携の推進へ向けて、日向・入郷
地域退院調整ルールを策定
・また、在宅医療・介護連携の推進に関する医療・介護関係者の研修と
地域住民への普及啓発についても連携して取り組んでいくこととし、10
月7日に認知症関連の講演会、１月29日に在宅医療に関する講演会を開催
した。
・来年度は、「在宅医療・介護連携に関する支援相談事業」、「地域医
療・介護サービス資源の把握事業」について、圏域で連携して取り組ん
でいく。

8 虐待対策
第１回　H28.7.20
（部会を兼ねる）
研修会　H28.12.16

虐待事例の減少と対応力の向上
継続

（H26～)
共同での勉強会や事例検討 全域

・12月16日に「日向市障がい者虐待防止研修会」を開催し、圏域にも参
加を呼び掛け、延べ52名の参加があった。
　日向市34名　門川町14名　美郷町　2名　椎葉村2名　計　52名

協議結果及び今後の取組予定

総務
H28.8.4
(TV会議)

企画
H28.7.22
(TV会議)

番号 検討（実施）内容 取組範囲目　　的
継続・
新規等

福祉
H28.7.20
(TV会議)

部会 専門部会 専門部会開催状況



協議結果及び今後の取組予定番号 検討（実施）内容 取組範囲目　　的
継続・
新規等

部会 専門部会 専門部会開催状況

9
ごみ処理
広域化

第１回　H28.7.22
（部会を兼ねる）

ごみの減量化及び廃棄物行政の
効率化

継続
(H24～)

・広域連合への廃棄物行政の集約化
（分別品目の統一化）

全域

・平成26年4月より門川町にてプラスチック製容器包装の分別収集を開始
・平成26年10月より美郷町西郷の一部及び椎葉村のモデル地区において
プラスチック製容器包装の分別収集を開始
・平成27年10月より諸塚村の中央部及び美郷町西郷全域・北郷全域でプ
ラスチック製容器包装の分別収集を開始
・平成28年10月より美郷町南郷全域でプラスチック製容器包装の分別収
集を開始
・平成29年度までには圏域全ての市町村でプラスチック製容器包装の分
別を開始する方向で調整中（美郷町・諸塚村は平成29年4月から、椎葉村
は平成29年10月から管内全域で分別収集を開始予定）

10
消費生活相談
連絡会議設置
検討

第１回　H28.6.1
第２回　H28.7.20
第３回　H29.2.15
先進地視察　H28.11.17～18日

消費生活相談体制の強化
廃止

（Ｈ28）
消費生活相談連絡会（仮称：日向地区
広域消費生活センター）の設置検討

全域

・消費生活相談の相談業務について、消費生活センターを設置していな
い門川町、美郷町、諸塚村及び椎葉村が、日向市消費生活センターで相
談できるようにするため、広域の連携体制について検討を行った。
・福岡県宇美町、飯塚市への先進地視察も行いながら相談体制、負担金
等について協議を行い、「消費生活相談の広域対応に関する協定書」
を、平成29年3月28日に締結
・平成29年4月1日から「日向地区広域消費生活センター」として、圏域
の住民が日向市で消費生活相談をすることが可能となった。

11 広域観光
日向・東臼杵広域
観光推進協議会
幹事会 H28.5.31

広域観光の振興
廃止（Ｈ24
～Ｈ28）

・広域観光ルートの企画、開催
・観光情報発信の手法

全域

・平成28年10月16日にちゃちゃタウン小倉店においてTV等も活用した観
光物産PRイベントを実施。当日来場者約24,000人
・広域観光の体制が整っている、広域DMO組織「豊の国千年浪ロマン観光
圏」の構成市町村である、大分県日出町に５市町村合同での視察を行っ
た。
・広域観光の取組みを行っている観光圏が集う全国観光圏シンポジウム
2016in阿蘇に参加し、広域観光圏の取組身を行っている観光関連団体等
の関係者と意見交換を行った。
・体験・交流・滞在型ツーリズム「ひゅうが奥日向“旅”博覧会（タビ
ハク）」を開催
平成29年3月23～25日に、タビハクFAMツアー編として、５市町村全域を

回るタビハクを開催

12
鳥獣被害
対策

第１回　H28.8.4
（部会を兼ねる）

鳥獣被害の抑制
継続

(H24～)

・美郷町、諸塚村、椎葉村で構成する
鳥獣被害に関する広域協議会と日向
市、門川町との連携
・捕獲した鳥獣肉の処理

全域

13
医療関連
産業振興

宮崎県北部医療関連産業
振興等協議会
総会 H28.5.13

医療関連産業の振興
継続

(H24～)

延岡市、門川町、日向市において締結
された「医療産業振興等連携協定」に
基づいた医療関連産業の振興

延岡市
日向市
門川町

・専門的な知見を有するアドバイザーによる個別相談を21件実施
・医工連携まなびの広場in日向（２回開催　計6社参加）
・東九州メディカルバレー構想（大分県・宮崎県）ものづくり企業と
医療機器メーカーとの技術展示・マッチング会in 本郷（東京：平成28年
11月9日）

14 森林再生
第１回　H28.5.25
（移住専門部会と同時開催）

森林・林業の活性化
廃止（Ｈ24
～Ｈ28）

林業の担い手対策 全域
・林業の専門的な分野の情報提供や関係機関、関係者の紹介を中心に移
住専門部会に協力

15
ひむか-Biz
広域化検討

第１回 H28.10.27
第２回 H29.2.7
第３回 H29.3.21

圏域の産業支援 新規 ひむか-Bizの広域化検討 全域

・1月に開設した日向市産業支援センター ひむか-Bizの取組内容や相談
状況について報告
・ひむか-Bizは中小企業の新商品開発や売り上げ増、販路拡大などを支
援することが目的であり、相談対象は会社に限らず農家等、幅広く受け
入れている。
・開設から3月末までの相談件数は249件で、このうち25件は東臼杵地域
からの相談であった。
・今後はひむか-Bizの広域化に対する課題等について、圏域町村と具体
的な協議を進めていく方針

16 土木 第1回 H29.1.21 魅力ある景観の形成
継続

(H25～)
広域景観形成指針の策定 全域

平成29.1.21 平成28年度 日向市景観講演会及び第5回日向市景観賞表
彰式
　景観づくりへの意識の向上を目的に専門部会に案内
　参加人数：56名（内、専門部会職員5名参加）

17
公共施設
維持管理

第1回　H29.2.16 効率的な公共施設の保守管理 新規
道路・公営住宅の維持管理に関する情
報共有

全域

・公共施設は幅広のため道路施設に限定して議論することとする。
　道路パトロール支援サービス事業　(H29.3.14～3.24　デモ実施)
・施行令等で定められる調査事項や橋梁等の長寿命化について、効率的
な調査方法を模索、検討する。

建設
H28.7.21
(TV会議)

住民
環境

H28.7.22
(TV会議)

産業
H28.8.4
(TV会議)



協議結果及び今後の取組予定番号 検討（実施）内容 取組範囲目　　的
継続・
新規等

部会 専門部会 専門部会開催状況

18
校務情報
共有化

第１回　H28.7.21
（部会を兼ねる）

校務の効率化による
きめ細かな教育の実現

廃止（Ｈ25
～Ｈ28）

広域でのクラウド型校務支援システム
の導入

全域

19
キャリア
教育

第１回　H28.7.21
（部会を兼ねる）

子どもたちが社会を生き抜くた
めの基礎となる能力や職業観の
育成

継続
(H25～)

キャリア教育の推進に向けた広域的な
体制づくり

全域
よのなか教室を実施

各種団体から講師を招き、小中高校等を対象に子どもの自立を促す講
演を実施

20 生涯学習 第1回　H29.2.22 生涯学習の更なる推進
継続

(H26～)
テレビ会議システム等を利用した、広
域的な生涯学習講座の開催

全域
・子どもが地域で活躍し社会貢献している内容について意見交換
　Teenage teaching(中学生が小学生へ指導)
・読書推進活動の内容について意見交換（読ませたい本100冊選抜）

教育
H28.7.21
(TV会議)


