
若年層対策【転出抑制、転入促進、魅力ある仕事づくり、若者が移住・定住したくなる地域づくり】の主な取組状況

転出抑制 転入促進 魅力ある仕事づくり 若者が移住・定住したくなる地域づくり

○大分市
【保護者のための中小企業研究セミナー】
・子どもの就職活動をより良くサポートでき
るよう、保護者に就職活動への関わり方や
市内中小企業で働くことのメリット等の理解
を深めてもらうためのセミナー、中小企業
との情報交換会を開催

<実績>　H29：セミナー参加者90人、ブー
ス参加23社

○佐伯市
【保育園等就職準備支援事業】
・待機児童対策と連動した取組として、新
卒保育士が市内の保育園等に就職する
場合、就職準備金として50万円を貸付
・市内に居住し3年間勤務した場合、返還
を免除

<実績>　採用予定者数　H30：6人、H31：7
人

○大分市
【企業誘致促進への取組】
・自動運転、医療関連産業、ロボット関連
産業等の成長産業に関連した実証実験
及び企業誘致
・H27に情報通信関連産業支援助成金、
H28に本社機能移転促進助成金等の新
規助成制度を創設

<実績>　H30.9末時点：立地件数17件、雇
用人数：約142人

○別府市
【別府市学生大同窓会】
・県外・海外へ流出した市内大学・短大卒
業生へ呼びかけ、再び別府へ戻ってきて
もらうため、シンポジウム等を開催し、市の
地域課題の提起、企業とのマッチングイベ
ントを実施

<予定>　H31.3開催予定（卒業生の市内
就職や起業、Uターンに期待）

○中津市
【子どもの郷土愛の醸成】
・ふるさとの歴史・文化を直接見て学ぶ授
業「まちなみ歴史探検」を全小学校で実施
・こども向けご当地検定「中津学びんぴっ
く」開催、郷土の偉人を学ぶマンガ本制作

<実績>　H29：18歳市内在住者の5年後定
着率58.9％、学びんぴっく参加者62名

○臼杵市
【若年単身者向けの住宅施策】
・若年単身者（40歳以下）に対し、家賃（上
限1万円/月×24ヶ月）を補助
・若者向け民間賃貸住宅建設支援として、
1戸当たり上限50万円×最大10戸分を補
助

<実績>　家賃補助　H29：6人、H30.9末時
点：8人、住宅建設支援補助　H30.9末時
点：相談2件

○別府市
【一般社団法人別府産業連携・協働プラッ
トフォームＢ-ｂｉｚ ＬＩＮＫ】
・起業創業支援、移住定住事業等の諸施
策を行政と連携して実施するプラット
フォーム
・創業起業等に必要な人材育成、地元定
着率向上、学生と企業のマッチングのため
の企業誘致戦略策定等の取組を実施

<実績>　H29:創業支援セミナー開催6回、
参加者69名

○中津市
【フィールドワークを通した大学等との連
携】
・大学等のフィールドワークを誘致するた
め、市内で行う調査研究活動に要する経
費をH30から補助

<実績>　H30.10時点：宿泊延べ人数169
人

○日田市
【ひたを担う人材育成事業～キャリア教育
プログラム～】
・小学4年生から高校生までを対象に、日
田市での起業・就業者、市出身者を「おと
な先生」（ボランティア講師）として派遣し、
キャリア教育授業を実施
・中学生の職場体験を①事前座学、②現
場実習、③振り返り授業を１セットとして組
み、受入可能企業一覧も含め各学校へ
パッケージ提供

<実績>　H30：市内おとな先生数57人、実
施後アンケート「地元の仕事に興味を持っ
た子」の割合98％

○豊後高田市
【子育て支援の取組による若年層対策】
・高校生までの子ども医療費を無料化、幼
稚園・小中学校の給食費を無償化
・真玉地域、香々地地域に地域子育て支
援拠点施設を整備）
・学びの21世紀塾、放課後児童クラブによ
る学習支援

<実績>　H26～H29：社会増計248人

○津久見市
【企業立地促進条例、創業支援事業補助
金の新設】
・社宅整備助成金、雇用促進助成金、設
備投資助成金を柱とした「津久見市企業
立地促進条例」をH30新設
・意欲ある若者等の起業・創業を支援する
創業支援事業補助金をH30新設

<実績>　H30.10時点：企業立地条例関連
の助成金（社宅整備等）相談3件、創業支
援事業補助金　相談3件

○臼杵市
【有機農業に特化した「地域おこし協力
隊」制度の運用】
・化学合成肥料や農薬等を使用せずに栽
培した野菜を「ほんまもん農産物」として市
長が認証
・ほんまもん農産物のブランド化、新たな
有機農家の確保を図るため、地域おこし
協力隊制度を活用

<実績>　H28：2名（大阪府）、H29：1名（東
京都）、H30：3名（兵庫県・大阪府・埼玉
県）

資料４
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○国東市
【創業・起業支援事業】
・市内に定住する者に対し、飲食業や食
品加工業の創業・起業を行う際の経費の
一部を補助（対象経費の1/2、上限150万
円）
・市内創業支援センターを拠点とした窓口
相談や創業セミナーの開催
・道の駅隣接施設にサテライトオフィス空
間を整備し、企業誘致を促進

<実績>　創業支援金を活用した創業実績
H28～H29：16件、H30（予定）：10件、
H30.9：サテライトオフィスへIT企業（ディー
スタンダード（株））進出発表

○杵築市
【杵築市チャレンジ人材支援プロジェクト】
・児童養護施設入所者（中高生）を対象
に、農福連携・農業体験を通じたキャリア
教育を実施し、若者の定住・自立や農業
の担い手育成を推進

<実績>　H28～H29：市内13の農業法人
に県内9施設等から約60名参加（→高校
農業科、農業大学校進学や市内農業法
人勤務等の成果）

○由布市
【雇用環境の充実】
・市内企業（（株）デンケン）の工場新設、
包括連携協定（年内予定）の締結による若
者向け就労支援
・市内在住者で創業希望者に対し、創業
支援事業補助金（最大100万円）を交付

<実績>　創業支援補助　H29：3件、H30：8
件（申請中）、（株）デンケンH31.3操業見
込

○日田市
【看護師等人材確保推進事業】
・市内看護師等養成機関（昭和学園・日田
准看護学院）に対し、市内医療機関への
就職者数に応じて助成（行政・養成機関・
医師会の三者連携により人材を確保）

<実績>　市内病院等就職者数　H28：30
人、H29：18人

○佐伯市
【地域産業教育促進事業】
・佐伯市地域産業教育促進協議会を組織
し、地場企業と学校等をつなぎ地元志向
の若者を育てるコーディネーターを配置
・企業・職場体験学習、最先端技術体験
講演会、産業講演会、地元企業における
大学生インターンシップの旅費補助等を
実施

<実績>　企業・職場体験学習　H29：38事
業所・17校910名参加、最先端技術体験
講演会　H29：2事業所・2校116名参加

○宇佐市
【企業合同説明会及びバスツアー】
・雇用拡大推進員を配置し、中津市と連携
した企業説明会及び高校1～2年生や就
活前の大学生等を対象とした市内企業見
学バスツアーを実施
・参加促進のため、市出身の県外在住者
には交通費を補助し、正規雇用で採用さ
れた場合は就職祝を贈呈

<実績>　H26～H29：採用21名、H30：合
同説明会への参加企業29社・参加者78
名、バスツアー参加者　H29：23名、H30：
20名

○津久見市
【公募型補助金（まちづくり推進事業補助
金）の取組推進】
・市内各種団体が行う、まちづくりを目的と
した自主的かつ主体的な取組に対し、申
請団体のプレゼンテーションによる審査を
行い、補助金を交付

<実績>　H28～H29：16件、H30：12件

○竹田市
【農村回帰宣言・地域おこし協力隊の活
用】
・市農村回帰支援センター（H22～）を拠
点に、移住定住相談、田舎暮らし体験、空
き家・空き店舗の改修費補助等の移住支
援を実施
・地域おこし協力隊の積極的な受け入れ、
任期後の起業のための助成、定住支援員
を中心とした人的フォロー

<実績>　地域おこし協力隊39名（H30.10
時点）、農村回帰センター設立後395人（う
ち地域おこし協力隊家族含め118人）が市
内移住

○竹田市
【県立三重総合高校久住校の単独校化】
・来年度から単独校となる久住高原農業
高校の県内公立高校初となる全国公募を
実施予定(県）
・生徒の受入体制を整備するための宿泊
棟（寮）の建設(竹田市）

<予定>　H31：農業科定員40名（うち県外
12名以内）

○豊後高田市
【農業振興の取組による若年層対策】
・新規就農希望者の研修期間中に、家賃
の半額助成（上限2万5千円/月）及び生活
支援金の交付（2万5千円／月）
・新規放牧繁殖経営希望者の受入、研修
を実施

<実績>　家賃助成等の支援　H28：11件
16名、H29：11件15名、放牧研修生移住
人数5世帯19名（20～40代）

○宇佐市
【奨学金返還支援事業】
・宇佐市に移住後、企業に就職し、日本学
生支援機構の奨学金を返済している場
合、年間返済額の1/2を補助

<実績>　H28～H29：利用者11名（市内就
職）

○豊後大野市
【婚活支援事業】
・婚活イベント及び婚活のスキルアップ等
に資するセミナー、結婚相談会を開催
・友好都市（東京都台東区）との連携によ
る、都市部の若年女性を迎えた婚活ツ
アーを実施

<実績>　婚活ツアーでのカップル成立
H28：4組、成婚数　H27～H29：3組
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○九重町
【農業と教育による地方創生事業（玖珠町
との連携）】
・玖珠美山高校の研究成果である「バーク
栽培」を活かして就農、起業を促進するた
め、産学官の連携による機材の設備導入
等の支援を実施

<実績>　玖珠美山高校進学率　H26：
45.3％→H29：48.2％

○姫島村
【ＩＴアイランド構想推進事業】
・離島での企業誘致を促進するため、サテ
ライトオフィス等の島内環境の整備を実施
・遠隔地でも連携して業務のできるＩＴ関連
企業の進出促進、新しい雇用の場を創出

<実績>　H29：姫島ITアイランドセンター竣
工、企業誘致2社、雇用2名、H30：コワー
キングスペース供用開始予定

○国東市
【官×商×学連携　地方ソーセイProject】
・国東市、国東市商工会、国東高校双国
校が連携し、高校生を対象に、商業実践
力育成のための地域資源を活用した商品
開発を推進

<実績>　試作品名「赤・青鬼バーガー」
「鬼オンチップス」、H30：生徒による試験
販売（大分市内）

○玖珠町
【玖珠美山高校の魅力づくり事業（九重町
との連携）】
・高校の魅力向上と将来の地域や故郷を
担う人材育成を図るため、公設民営塾で
ある「志学塾」を開設し、学力向上や進路
達成のための支援を実施

<実績>　志学塾利用者数約150名、玖珠
美山高校進学率　H26：45.3％→H29：
48.2％

○日出町
【空き工場利活用促進事業】
・川崎工業団地（旧日本テキサス・インスツ
ルメンツ日出工場跡地）の空き工場を中小
企業が参入しやすいように基盤整備を行
い、製造業を主とする企業誘致を推進

<実績>　H28～H29：操業2社、56人の従
業者数増、H30.11予定：ロボット製造・販
売企業の操業

○玖珠町
【地域力くすデザイン会議】
・住民参加型のワークショップを開催し、若
者をはじめ、住民からの意見を幅広く聴取
し、次年度以降の政策立案に反映
・｢Uターン｣｢子育て｣｢観光｣｢農業｣｢地域
資源発掘｣の5つのテーマでワークショップ
を実施

<実績>　H30.9に「Uターン」をテーマに第
1回ワークショップを開催（高校生から70代
まで住民約30名参加）

○豊後大野市
【定住促進事業】
・新規就農者、子育て世代、若者等の定
住を促進するため、旧大野高校跡地を活
用し、敷地が広く、安価で購入しやすい宅
地として分譲
・大学と協働して設計した、地域を特性を
活かしたオリジナルの住宅設計書を無料
で提供

<予定>　H30.10から分譲開始（全26区画）
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