定例記者会見資料（令和 2 年１0 月 1 日）

「がんばろう都城！ふるさと応援券」の配布実績
９月に配布をスタートした当市独自事業「がんばろう都城！ふるさと応援券」。本事業で
は、ふるさと納税の寄附金を財源に、新型コロナウイルス感染拡大の影響下にある各世帯
の生活支援と併せて、消費喚起による地域経済の活性化を目的に全ての市民１人当たり５
千円分の応援券を交付。さらに、子育て世帯には子ども（高校３年生以下）１人当たり５
千円を上乗せして交付しています。
●配布実績
応援券は、配布対象世帯が約８万世帯であること、金券であるため受け取り時のサイ
ンも必要となり、１日当たりの配達件数に限りがあることから、一月の時間を要しまし
たが、配送を完了しました。なお、実績は次のとおりです。
◎対象世帯

７９,７１７件

◎配達済み

７４,８２１件（９３.８６％）

◎不在票等対応

４,８９６件（ ６.１４％）

【問い合わせ】がんばろう都城！ふるさと応援券事務局 電話 23－8078（直通）

「都城市プレミアム付スマイル商品券」購入申込が始まります！
当市は、
「都城市プレミアム付スマイル商品券（プレミアム率 30％）」を発
行し、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている地域経済活動の回
復を図るとともに、市民の家計と地元商店や飲食店を応援します。
なお、本日（10 月１日）から、市内全世帯を対象に商品券購入申し込み往
取扱店など
の情報

復はがきを郵送します。

●購入対象者 令和２年８月１日時点で住民基本台帳に記録
されている市民で世帯主が申し込み
●発行数 10 万セット（13 億円分）
●販売額 １セット１万円（1,000 円券 13 枚綴り商品券
１万３千円分）※申込上限は世帯員数
●販売方法

市が発送した往復はがきに必要事項を記入し返

送（申込期限：10 月 30 日）
。その後、申込多数の場合は抽選
を行い、11 月中旬以降、当選者に商品券購入引換券を送付
予定。当選者は、販売窓口（郵便局を予定）で、免許証等の
身分証明書を提示し、購入引換券と引き換えに商品券を購入
※全ての申込世帯に対して、必ず１セット以上割り当てます
●取扱店舗

ポスターを掲示する市内 1,074 店（９月 30 日時点）で、
「がんばろう都城！ふ

るさと応援券」と同じ店舗
【問い合わせ】都城市プレミアム付スマイル商品券事務局 電話 23-8078（直通）

定例記者会見資料（令和 2 年 10 月 1 日）

令和２年度都城市成人式
当市では、成人の日を迎えた青年を祝い励ますと
ともに、社会人としての自覚を促すため、
「令和２年
度都城市成人式」を下記のとおり開催します。
なお、例年は、成人式を青年教育の一環と捉え、
次世代の担い手となる新成人が地域づくりに参画す
るきっかけをつくることを目的に、各地区での分散
開催をしていますが、今年度は新型コロナ対策のた
め、各地区での開催が出来ない地区については総合
文化ホール等での開催となります。
※会場は、各成人式実行委員会が決定

●対象者
平成 12 年４月２日～平成 13 年４月１日生（都城市在住及び出身）の人
●日時
令和３年１月３日（日）～１月 11 日（月・祝）を「都城市における新成人者を祝う期
間」とし、各成人式実行委員会が決定
●場所
各成人式実行委員会が決定
●新型コロナウイルス感染拡大防止のための防疫対策を徹底して開催します
・ソーシャル・ディスタンスの確保等、最大限配慮し
ます
・会場入口に消毒液を設置し、手指消毒を徹底します
・非接触型体温計で検温を実施します
・プログラムを縮小し、式典時間を 30 分程度に短縮し
ます
・事前に配布する案内に記載するバーコードを読み取ることで、受け付け時の密を解消し
ます
●その他
感染状況によっては来場者の安全を第一に考え、開催を中止とする場合があります。

【問い合わせ】 生涯学習課

電話：23-9545

定例記者会見資料（令和 2 年 10 月 1 日）

庄内地区公民館・市民センターが完成しました！
令和元年 12 月から建設工事を進めていた、庄内
地区公民館・地区市民センターが完成しました。
平屋造りで全館バリアフリーの同施設。多目的
ホールや会議室、たまり場エリアなどを備えてい
て、今後、同地区の社会教育、生涯学習の拠点と
しての活用の期待が高まります。

●事業概要
整備事業名：庄内地区公民館建設事業
事 業 年 度：平成 30 年度～令和２年度
事 業 費：約 6 億円
財源：合併特例債約 5 億 1,700 万円
構
造：鉄筋コンクリート造平屋建て
延 床 面 積：958.55 ㎡

※対象経費の充当率 95％、ほか一般財源

●間取りと用途
◎多目的室（多目的ホール） ※２室に分割可
多人数の会議や式典、各種イベント会場として利用できます。各部屋を仕切ること
により、ヨガや舞踊などのサークル活動にも利用できます。
◎小会議室・中会議室
会議室として利用できます。それぞれの部屋の間仕切りを格納することで、２部屋
を合わせ大会議室としても利用できます。
◎調理室
ガスコンロを備えた調理台を４台設置。調理教室などで利用できます。
◎たまり場エリア
無料で利用できるスペース。図書コーナーや授乳室を備え、子ども達の遊び場とし
て、休息や談笑の場としてあらゆる世代の人たちが利用できます。
◎和室
お茶やお花などの教室に利用できます。
●供用開始

10 月 26 日（月）

●落成式
◎日時 10 月 25 日（日）10 時 30 分～11 時
◎場所 庄内地区公民館（庄内町 12692 番地 2）
◎内容 テープカット
【問い合わせ】 生涯学習課

電話：23-9545
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都城市美術展（市美展）を WEB 開催します！
当市では、例年、圏域の芸術文化の向上と
情操教育の振興及び、近隣市町との交流を図
ることを目的に都城市美術展を開催していま
すが、本年度は新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため開催を中止しました。
このため、市美展の目的に加え、これまで
出展いただいた皆さんに対し創作活動継続を
奨励するとともに、市民への美術作品鑑賞機
会を提供するため、新たな試みとしてインタ
ーネット上で「都城市美術 WEB 展（市美 WEB
展）」を開催します。

昨年度大賞（絵画）「ひとつの青い照明」
宇都 雅大さん（三股町）

●公開期間
11 月 1 日（日）～30 日（月）
●公開場所
特設サイト（https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/artmuseum/）
●出品者
高校生以上
●部門
◎平面：作品（横 200cm 縦 250cm 以内）を撮影した写真
◎立体：作品（底面積４㎡以内で高さ２m 以内、重量 100kg 以内）を撮影した写真４枚
※作品を代表するメインの写真のほか､正面・側面・上面又は背面の写真
◎映像：動画投稿サイト YouTube にアップロードした動画
●募集締切
10 月 11 日（日）
●審査
運営実行委員会が入選作品を決定し、サイトに掲載。但し、デジタル画像データにより
審査を行うため、入賞作品の選考は行いません。

【問い合わせ】 市立美術館

電話：25-1447

定例記者会見資料（令和２年１０月１日）

LINE スマートシティ推進パートナープログラム公募事業
窓口での順番待ち予約のための LINE ミニアプリ導入！
当市では、よりきめ細かい情報発信と市民ニーズの高い分野の課題解決を図るため、昨
年 10 月 31 日から都城市公式 LINE アカウントを開設しました。
さらに、当市は、LINE㈱がスマートシティの実現に向けた情報の収集や共有、相談及び
PR の機会を提供する場となることを目的に設置した「LINE スマートシティ推進パート
ナープログラム」に入会しています。
今回、当市は、同プログラム内で公募された「市役所窓口での順番待ち予約のための
LINE ミニアプリ事業」に応募。
本事業では、導入に係る当市負担の一部が無償提供されるものであり、今後、LINE㈱よ
り、講演依頼などの広報に関する協力要請が予定されています。
●サービス概要（株式会社ブレイブテクノロジー matoca ）※発券フロー図は裏面
 窓口にタブレットとレシートプリンタを配置し、紙の整理券を発券
 利用者が、整理券の QR コードをスマートフォンで読み込むことで、LINE ミニアプ
リで順番待ちの状況がわかるとともに、順番が近くなった際に LINE に通知
 事前に LINE ミニアプリにアクセスすれば、どこからでも窓口の混雑状況がわかり
ます。また、市役所の駐車場等から、LINE ミニアプリ上でデジタルの整理券を取得
することができます。（市役所から半径 300m 以内）
 上記により、３密を避け、車中等で順番待ちをすることが可能
●利用場所
 本庁舎地下１階市民課マイナンバー分室
マイナポイント等によりマイナンバーカード申請・交付事務等で混雑が生じている
ことに加え、今後もマイナンバーカードの健康保険証利用等により来客数の増加が
見込まれるため
【参考：市全体のマイナンバーカード申請・交付件数 ※支所等も含む】
令和元年４月～８月 申請
3,008 件 交付
2,825 件
令和２年４月～８月 申請 16,841 件 交付 11,129 件
※暗証番号再設定、電子証明書更新、紛失対応等の事務も分室で並行して実施
【参考：LINE ミニアプリ】
「LINE ミニアプリ」の詳細は以下の公式サイトをご覧ください。
https://www.linebiz.com/jp/service/line-mini-app/
【 問い合わせ 】総合政策課・市民課 電話：23-7161（直通）

発券フロー図
QRコード読み込み

権限を許可
初回のみ

情報入力

発券完了

発券通知が届く

定例記者会見資料（令和 2 年 10 月 1 日）

さらに便利に、使いやすく！都城市公式ＬＩＮＥをリニューアル！
昨年 10 月 31 日にスタートした都城市公式 LINE。
「友だち」登録数は 25,741（９月
29 日現在）に達し、COVID-19 感染症に関する情報や大雨などの避難情報のほか、暮
らしに役立つさまざまな情報を適時発信することで、支持を集めています。
●利用者目線でリニューアル
都城市公式 LINE のトップ画面は、トーク画
面とその下に位置する「基本メニュー」から
構成されています。
今回のリニューアルではこの「基本メニュ
ー」に加え、至急の情報発信には欠かせない
「コロナ関連情報」とプレゼント企画やイベ
ント情報などに特化した「お楽しみ」を新設
したことで、検索性が大幅に向上。
ほしい情報を見つけやすく、たどりつきや
すくなりました。
●各メニュー画面のボタン構成
◎基本メニュー
市ホームページ、火災･防災、都市整備（新設：
公共事業の進捗がわかる市 HP へ遷移）、さる
などの目撃情報、ごみの出し方、移住・Ｕタ
ーン、公共交通（機能拡充：チャットボット
で電車、バス、コミバス等の情報へ誘導）
◎コロナ関連
コロナ特設サイト、感染者情報、支援策、学
校・施設の状況、市長メッセージ、よくある
質問
◎お楽しみ
プレゼント、イベント、Mallmall、今が旬おすすめスポット（新設）、
投稿募集（拡充）、ふるさと納税、公式オンラインショップ、ミートツーリズム
●運用開始

10 月１日（木）

※本日新メニュー画面を公開

ますます充実プレゼント企画。提供事業者も大募集！
都城市公式 LINE では、牛肉や豚肉、鶏肉のほか、市内の商業者自慢の加工品な
どが当たるプレゼントを企画。好評を博しています。商業者のアピールにも貢献
する同企画。プレゼントを提供していただける皆さんも募集中です！
【問い合わせ】秘書広報課

電話 23－3174（直通）

