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実施事業一覧(生活機能の強化に係る政策分野：医療)実施事業一覧(生活機能の強化に係る政策分野：医療)実施事業一覧(生活機能の強化に係る政策分野：医療)実施事業一覧(生活機能の強化に係る政策分野：医療) （単位：千円）
事業
NO 事業名 事業概要 実施主体 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 合計 特定財源

1 救急医療拠点施設の整備・更新

圏域の救急医療の拠点施設である都城市郡医
師会病院、都城救急医療センター及び都城健
康サービスセンターについて、圏域の救急医療
の拠点としてふさわしい整備を行う。

都城市 7,323       183,563    1,268,461  1,132,682  1,352,738  3,944,767    

合併特例事業債
医療提供体制推進事業費補助金
医療提供体制施設整備交付金
地域新エネルギー等導入促進事業

1 救急医療拠点施設の整備・更新

圏域の救急医療の拠点施設である都城市郡医
師会病院、都城救急医療センター及び都城健
康サービスセンターについて、圏域の救急医療
の拠点としてふさわしい整備を行う。

三股町 -             3,201       159,135    165,447    192,687    520,470      地域活性化事業債

1 救急医療拠点施設の整備・更新

圏域の救急医療の拠点施設である都城市郡医
師会病院、都城救急医療センター及び都城健
康サービスセンターについて、圏域の救急医療
の拠点としてふさわしい整備を行う。

都城市北諸県郡医師会 -             25,105      804,286    810,003    1,060,606  2,700,000    

地域医療再生基金
医療提供体制推進事業費補助金
医療提供体制施設整備交付金
地域新エネルギー等導入促進事業

2 健康・医療ゾーン整備関連事業

健康・医療ゾーンの基本構想・基本計画の策定
委託料等

都城市 8,142 -             -             -             -             8,142

3
救急医療拠点施設の整備・更新
（補完施設）

補完施設（曽於郡医師会立病院）の整備充実
のために、医療資源の情報化を進めるととも
に、医療機器・施設の整備を行う。 曽於郡医師会 12,250 37,695      -             -             -             49,945

共同利用施設整備補助金
広域救急医療整備事業補助金

4
救急医療拠点施設の整備・更新
（周産期連携）

周産期医療の中核を担う病院として情報化の
推進を図るとともに、周産期医療の機能強化に
より、さらなる医療レベルの向上を図る。 国立病院機構都城病院 13,520 736,445    -             -             -             749,965 地域医療再生基金
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5 休日急患診療事業

休日急患診療事業を都城市北諸県郡医師会
に委託して実施する。

都城市 22,361 22,512 23,053 23,053 23,053 114,032 休日急患診療事業費負担金

5 休日急患診療事業

都城市が実施する休日急患診療事業に対する
負担金。

三股町 (2,844) (2,836) (2,798) (2,798) (2,798) (14,074)

5 休日急患診療事業

都城市が実施する休日急患診療事業に対する
負担金。

曽於市 (1,503) (1,461) (1,569) (1,569) (1,569) (7,671) 過疎対策事業債

5 休日急患診療事業

都城市が実施する休日急患診療事業に対する
負担金。

志布志市 (139) (176) (161) (161) (161) (798)

6 休日歯科急患診療事業

休日歯科急患診療事業を都城市北諸県郡歯
科医師会に委託して実施する。

都城市 2,466 2,460 2,525 2,525 2,525 12,501 歯科休日急患診療事業費負担金

6 休日歯科急患診療事業

都城市が実施する休日歯科急患診療事業に
対する負担金。

三股町 (278) (246) (303) (303) (303) (1,433)
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事業
NO 事業名 事業概要 実施主体 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 合計 特定財源

7
休日及び夜間における一次急患診
療事業

都城救急医療センターにおける休日及び夜間
の一次急患診療事業を都城市北諸県郡医師
会に委託して実施する。 都城市 255,020 260,096 273,338 273,338 273,338 1,335,130 救急医療施設等事業費負担金

7
休日及び夜間における一次急患診
療事業

都城市が実施する休日及び夜間における一次
急患診療事業に対する負担金。

三股町 (28,673) (28,738) (30,313) (30,313) (30,313) (148,350)

7
休日及び夜間における一次急患診
療事業

都城市が実施する休日及び夜間における一次
急患診療事業に対する負担金。

曽於市 (32,506) (32,084) (35,272) (35,272) (35,272) (170,406) 過疎対策事業債

7
休日及び夜間における一次急患診
療事業

都城市が実施する休日及び夜間における一次
急患診療事業に対する負担金。

志布志市 (10,270) (12,573) (11,874) (11,874) (11,874) (58,465)

8
休日及び夜間における二次急患診
療事業

休日及び夜間における二次急患診療事業を実
施するため、都城市北諸県郡医師会に病院群
輪番制補助金を交付。 都城市 82,621 82,414 82,412 82,412 82,412 412,271 救急医療施設等事業費負担金

8
休日及び夜間における二次急患診
療事業

都城市が実施する休日及び夜間における二次
急患診療事業に対する負担金。

三股町 (9,070) (7,396) (9,186) (9,186) (9,186) (44,024)

8
休日及び夜間における二次急患診
療事業

都城市が実施する休日及び夜間における二次
急患診療事業に対する負担金。

曽於市 (11,535) (11,358) (11,942) (11,942) (11,942) (58,719) 過疎対策事業債
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8
休日及び夜間における二次急患診
療事業

都城市が実施する休日及び夜間における二次
急患診療事業に対する負担金。

志布志市 (3,455) (4,755) (3,806) (3,806) (3,806) (19,628)

9 小児科医師充実事業

圏域において不足する小児科部門を充実さ
せ、より高度の小児医療の提供ができる体制
を、救急医療拠点施設の整備に併せ整える。 都城市北諸県郡医師会 -             -             -             37,500      37,500      75,000

10
医師負担軽減（医療クラーク育成）
事業

都城市郡医師会病院に２名の医療クラークを
育成することにより、医師の負担を軽減する。

都城市北諸県郡医師会 265          183          -             -             -             448 広域救急医療整備事業補助金

11 長期的医療従事者の確保事業

中高生等に対する職業（医師、看護師等）とし
ての医療を体験してもらい、その素晴らしさを
伝え、長期的な視点からの医療従事者の確保
を図る。

都城市北諸県郡医師会 200          200          200          200          200          1,000 広域救急医療整備事業補助金

12 救急看護師等育成事業

災害支援看護師を育成するため、都城・北諸
地区の災害看護推進委員会を中心とした災害
時の適切な看護のための研修等を実施し、災
害看護師教育備品等の整備も併せて行う。2年
目以降はより広域的な研修活動に移行する。

都城市北諸県郡医師会 4,200       100          100          100          100          4,600 広域救急医療整備事業補助金
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事業
NO 事業名 事業概要 実施主体 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 合計 特定財源

13 医療情報化推進事業

救急医療拠点施設における電子カルテ等の医
療情報化を効率的に推進するための検討を行
う。 都城市北諸県郡医師会 10,650      5,052       -             15,702 広域救急医療整備事業補助金

14
医療情報電子化事業（フィルムレス
＆電子カルテ）

フィルムレス化による読影環境の高度化と電子
カルテの導入による圏域病院やクリニックとの
連携強化を図る。 都城市北諸県郡医師会 83,632      210,308    130,000    -             -             423,940

広域救急医療整備事業補助金
地域医療再生基金

15 医療情報電子化事業（空床情報）

夜間における空床・医師の情報の共有化シス
テムの構築により、夜間救急時の受入体制の
効率化を図る。 都城市北諸県郡医師会 -             -             -             10,000      -             10,000

16
医療連携の推進（機能別・重症度
別）

都城市北諸県郡医師会及び国立病院機構都
城病院を中心として曽於郡医師会・歯科医師
会・看護師会・薬剤師会等を含んだ検討組織を
立ち上げ、医療連携の推進を図る。また、災害
時における広域相互応援協定についても検討
を行う。

都城市北諸県郡医師会 150          150          50            50            50            450 広域救急医療整備事業補助金

17
医療連携の推進（情報インフラの整
備）

地域間の情報格差是正及び高度情報化に対
応するため、市内全域に光ファイバー回線によ
る情報通信基盤の整備を行う。 志布志市 -             4,317,885  -             -             -             4,317,885

地域情報通信基盤整備推進交付金
地域活性化・公共投資臨時交付金

18
地域災害医療センター機能充実事
業（ＤＭＡＴ含む）

ＤＭＡＴの再編や感染症も含めた対応など地域
災害医療センターにふさわしい機能の充実を
図る。 都城市北諸県郡医師会 514          10,000      -             -             -             10,514 広域救急医療整備事業補助金

防災行政無線のデジタル化等により、情報伝

事業費未確定事業費未確定
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19-① 防災行政無線整備

防災行政無線のデジタル化等により、情報伝
達体制の高度化を図り、災害時に対応できる
体制を構築する。 三股町 -             31,395      12,369      250,000    250,000    543,764

防災基盤整備事業債
地域活性化事業債

19-② 防災行政無線整備

防災行政無線のデジタル化等により、情報伝
達体制の高度化を図り、災害時に対応できる
体制を構築する。 曽於市 13,000      -             -             -             -             13,000 合併特例事業債

19-③ 防災行政無線整備

防災行政無線のデジタル化等により、情報伝
達体制の高度化を図り、災害時に対応できる
体制を構築する。 志布志市 -             -             20,000      223,088    290,824    533,912 合併特例事業債

20-① 救急救命士育成事業

年次計画的に救急救命士を育成し、災害時・
救急時に対応できる高度な救命体制を構築す
る。 都城市 6,173       6,027       5,651       4,719       4,719       27,289

20-② 救急救命士育成事業

年次計画的に救急救命士を育成し、災害時・
救急時に対応できる高度な救命体制を構築す
る。 大隅曽於地区消防組合 6,000       6,000       6,000       6,000       6,000       30,000

21-① 防災センター建設事業

災害等対策の中核施設として消防署や自主防
災組織の訓練等の機能を持つ防災センターを
建設する。 曽於市 17,080      350,000    -             -             -             367,080 合併特例事業債
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事業
NO 事業名 事業概要 実施主体 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 合計 特定財源

21-② 防災センター建設事業

災害等対策の中核施設として消防署や自主防
災組織の訓練等の機能を持つ防災センターを
建設する。 志布志市 76,442      466,567    -             -             -             543,009 合併特例事業債

22 消防連携推進事業

他の広域相互応援協定と連携を図りつつ、県
境を越えた搬送協力体制について検討し、相
互の搬送に関する応援協定を締結し、より広域
の搬送体制を構築する。

全市町
大隅曽於地区消防組合 31            -             -             -             -             31 定住自立圏基金

23-① 高規格救急車等更新事業

より高度な救急搬送機能に対応できるよう高規
格救急自動車等を計画的に更新する。

都城市 32,000      28,350      32,000      33,000      33,000      158,350

合併特例事業債
緊急消防援助隊設備整備費補助金
防災基盤整備事業債
消防・防災施設整備事業債

23-② 高規格救急車等更新事業

救急活動に支障のないよう、老朽化した高規格
救急自動車等を導入する。

大隅曽於地区消防組合 -             57,120      -             -             -             57,120
過疎対策事業債
救急医療ネットワーク構築負担金

24 救急搬送体制強化推進事業

患者等搬送事業による患者搬送の推進と適正
な救急車の利用についての啓発を行う。

都城市 2,315       815          315          315          315          4,075 定住自立圏基金

656,355 6,843,643 2,819,895 3,054,432 3,610,067 16,984,392生活機能の強化に係る政策分野：医療の合計
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実施事業一覧(生活機能の強化に係る政策分野：産業振興)実施事業一覧(生活機能の強化に係る政策分野：産業振興)実施事業一覧(生活機能の強化に係る政策分野：産業振興)実施事業一覧(生活機能の強化に係る政策分野：産業振興) （単位：千円）
事業
NO 事業名 事業概要 実施主体 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 合計 特定財源

1
企業立地のための圏域統一プロ
モーション媒体開発・工業見本市出
展事業

圏域全体の統一的なパンフレットやＤＶＤ等の
プロモーション媒体を開発するとともに、大都市
圏での工業見本市などへの出展等を行う。 都城市 1,977       2,760       2,760       2,760       2,760       13,017 定住自立圏基金

2 企業誘致関連事業

関東及び関西方面で企業家を招き、企業誘致
セミナーを行い、企業誘致に結びつけ、安定的
な雇用機会の拡大を図る。 志布志市 2,314       3,118       1,932       3,000       3,000       13,364

3 都城インター工業団地整備事業

都城志布志道路と宮崎自動車道の結節地域
に、バイオ関連産業や電子・精密関連産業の
集積を目指す雇用創出ゾーンを整備する。 都城市 483,519    122,522    495,629    546,535    109,505    1,757,710

内陸工業用地等造成事業債
広域拠点工業団地基盤施設整備補
助金
公共施設整備等基金

3 都城インター工業団地整備事業

都城志布志道路と宮崎自動車道の結節地域
に、バイオ関連産業や電子・精密関連産業の
集積を目指す雇用創出ゾーンを整備する。 都城市土地開発公社 164,815    6,254       393,855    2,000       -             566,924

4 企業誘致対策事業

企業と迅速に立地交渉を進めるためのトップ
セールスを行う。また、既に立地した大型コー
ルセンターに対しては、オペレーター養成を支
援する。

都城市 2,273       1,200       -             -             -             3,473
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事業
NO 事業名 事業概要 実施主体 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 合計 特定財源

5-① 企業立地促進奨励対策事業

企業立地を推進し、圏域の産業振興を図るた
めに、税制上の優遇や助成等を実施する。 都城市 63,640      90,785      132,530    100,000    100,000    486,955

5-② 企業立地促進奨励対策事業

企業立地を推進し、圏域の産業振興を図るた
めに、税制上の優遇や助成等を実施する。

三股町 11,053      5,378       3,408       3,408       3,408       26,655

5-③ 企業立地促進奨励対策事業

企業立地を推進し、圏域の産業振興を図るた
めに、税制上の優遇や助成等を実施する。

曽於市 300          30,600      22,310      20,000      20,000      93,210

5-④ 企業立地促進奨励対策事業

企業立地を推進し、圏域の産業振興を図るた
めに、税制上の優遇や助成等を実施する。

志布志市 7,366       8,286       16,020      13,000      13,000      57,672

6 企業誘致促進事業

企業誘致アドバイザー、県企業誘致コーディ
ネーター及び宮崎県企業立地推進局からの情
報入手を積極的に行い、企業誘致を促進す
る。

都城市 548          1,540       2,203       1,751       1,751       7,793

7 立地企業及び地場企業育成事業

立地企業及び地場企業を対象に、志布志港活
用の推進及び地域産業の振興をテーマとした
セミナーを開催する。 都城市 -             314          -             -             -             314 定住自立圏基金

8 地域創富力高度化調査事業

農林水産物に関連のある食品関連企業が必
要としている情報に関してアンケート調査を及
びヒアリング調査を行う。また、圏域内の農林
水産業者及び食品関連産業におけるアンケー
ト調査及びヒアリング調査を行う。

都城市 -             5,428       -             -             -             5,428 定住自立圏地域創富力高度化調査事業
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9 前目工業地域雨水対策事業

都城志布志道路を活かした前目地区工業地域
内の企業立地を図るための雨水対策事業を行
う。

三股町 4,637       9,064       10,000      10,000      5,000       38,701 地域活性化事業債

10 志布志港ポートセールス推進事業

「志布志港ポートセミナー」の開催や荷主・船会
社訪問活動等の実施による、志布志港の航路
及び貨物の維持・拡充を図る「志布志港ポート
セールス推進協議会」及び「志布志港湾振興
協議会」の負担金。

志布志市 4,500       3,500       3,815       3,815       3,815       19,445

11 志布志港国際航路利用促進事業

「蘇州號」モニターツアー、食品輸出コンテナ助
成金の交付や荷主等訪問活動により、航路の
維持発展を図る「志布志港国際航路利用促進
協議会」の負担金。

志布志市 2,300       -             -             -             -             2,300 平成23年度で事業終了

12
さんふらわあ志布志航路利用促進
事業

各種利用促進助成金の交付、船舶給水料助成
等により、「さんふらわあ」の利用促進を図る「さ
んふらわあ志布志航路利用促進協議会」への
補助金及び「鹿児島県志布志・大阪航路利用
促進協議会」の負担金。

志布志市 22,493      26,087      24,213      23,000      23,000      118,793

13 志布志港港湾改修事業

志布志港の施設整備を行い、利便性を向上
し、志布志港の利用促進を図るための港湾施
設の整備改修に係る負担金。 志布志市 155,658    78,667      93,920      100,289    41,170      469,704

927,393 395,503 1,202,595 829,558 326,409 3,681,458生活機能の強化に係る政策分野：産業振興の合計
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実施事業一覧(生活機能の強化に係る政策分野：教育・文化実施事業一覧(生活機能の強化に係る政策分野：教育・文化実施事業一覧(生活機能の強化に係る政策分野：教育・文化実施事業一覧(生活機能の強化に係る政策分野：教育・文化
事業
NO 事業概要 実施主体 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 合計 特定財源

1 図書館の相互利用

圏域住民であれば図書館利用者登録ができ、
自由に図書の貸し出しができるように取り扱い
を拡充する。 全市町 -             -             -             0

2 圏域施設の情報発信

図書館等の公共施設の利用を推進するため、
情報を共有し、ホームページ等で紹介する。

全市町 -             -             -             0

3 民俗芸能地域交流事業

南九州各地域に伝わる民俗芸能の保存・伝承
を図るため、都城市民俗芸能祭の開催等を実
施する。 都城市 2,472       2,472       2,472       7,416

地域伝統芸能継承者(青少年等）育成
事業助成

3-2 民俗芸能保存・伝承事業

民俗芸能の保存・伝承を図っている団体への
活動助成を行う。

都城市 6,050       6,050       6,050       18,150

3-3 郷土芸能保存事業

民俗芸能の保存・伝承を図っている団体への
活動助成を行う。

三股町 455          455          455          1,365

3-4 民俗芸能大会支援事業

市内の民俗芸能保存会の保存・伝承を図るた
め、民俗芸能大会を開催し発表の機会を提供
する。（次回開催は、平成27年度の予定。） 志布志市 -             -             -             0

3-5
民俗芸能等保存会連絡協議会支
援事業

市内の民俗芸能等保存会で結成された協議会
を通じて各保存会への活動助成を実施してい
る。 志布志市 909          909          909          2,727
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3-5
援事業 る。 志布志市 909          909          909          2,727

4 弥五郎サミット交流会事業

都城市、曽於市に既存する「弥五郎どん」伝説
により、都城市山之口冨吉小学校と鹿児島県
曽於市岩川小学校の児童の交流を行い、弥五
郎どんについて理解を深め文化伝承を行うとと
もに、両校児童の交流を図る。

都城市・曽於市 33            43            33            109

5 都城市総合文化祭

都城圏域で、芸術文化活動をしている方々に
発表の場とすると共に、都城市民に芸術文化
に触れる場を提供する。

都城市 500          500          500          1,500

5-2 文化の祭典事業

生涯学習及び文化芸能に携わる町民が、一同
に会し、童謡まつり、文化芸能まつり及び元気
まつりと称した3部構成による文化芸術の総合
発表を提供し、学習意欲の向上及び文化芸術
の発展に対し助成を行う事業。

三股町 884          884          884          2,652

5-3 志布志市総合芸術祭

従来どおり各地区文化協会（合併前の市町村
単位）は各地区文化祭を実施している。
会員相互の文化交流を図る目的で、志布志町
文化協会（志布志地区秋の芸術祭）の組織を
基礎に、他の地区も参加した市総合芸術祭を
実施している。

志布志市 400          400          400          1,200
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事業
NO 事業概要 実施主体 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 合計 特定財源

5-4 コロ・フェスタ（都城音楽村）

全国組織である音楽樹が、毎年全国各地で
行っている大会であり、平成24年度は都城開
催（都城芸術文化協会・音楽協会共催）となる。
平成25年度からは、全国から一般・学生の合
唱団体の合宿地及び発表の場として、音楽村
を実施する。

都城市 500          500          500          1,500

6 自主文化事業

都城市民に芸術文化の提供を行い、文化の振
興と向上を図る為の様々な文化事業を行う。

都城市 20,000      20,000      20,000      60,000

6-2 自主文化事業

町民生活に根付いた文化芸術の創造を図り、
文化芸術を通じた交流の促進及び人材育成を
行い、地域に対する愛着の醸成と独創性に溢
れる個性豊かな地域づくりに資する事業。

三股町 11,210      12,000      12,000      35,210

6-3 自主文化事業

学んだことを活かすために自主的な学習グ
ループを結成したり文化協会等に加入し，ボラ
ンティア活動等を通じて参加する団体等に支援
する。

曽於市 23,560      23,560      23,560      70,680

6-4 自主文化事業

コンサートやミュージカル、落語寄席、文化講
演会などの開催により、地域の文化振興や文
化意識の高揚を図り、地域の活性化と市民生
活に潤いを与える事業。

志布志市 27,647      27,647      27,647      82,941

7 市美術展事業

都城地域（都城市、三股町、曽於市、志布志
市、大崎町）から広く美術作品を公募し、地域
住民の作品発表の場と鑑賞の機会を提供す
る。

都城市 3,088       3,088       3,088       9,264

8 吉井淳二記念展事業

絵のまち曽於として，毎年故吉井淳二記念展を
開催し県内外から公募した作品を展示し，絵の

曽於市 4,600       3,300       3,300       11,200
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8 吉井淳二記念展事業
開催し県内外から公募した作品を展示し，絵の
まちを推進する。 曽於市 4,600       3,300       3,300       11,200

9 文化イベント等の情報発信

圏域の文化・伝統芸能を圏域住民に知ってい
ただくため、ホームページ等で文化イベント等
の情報発信を行う。 全市町 -             -             -             0

10 都城市民大学開催事業

自己啓発を目的として住民が積極的に学習す
る場を提供するため、市民大学講座を開設す
る。 都城市 407          407          407          1,221

10-2 志布志創年市民大学開校事業

年間１５回程度のカリキュラムで、全国のまち
づくり実践の第一人者を講師に迎え、その事例
を楽しみながら、まちづくりを調査・研究・実践
する人財づくりを行う。

志布志市 1,350       1,350       1,350       4,050

11 生涯学習機会づくり推進事業

学習機会・情報の提供、学習成果の発表等、
生涯学習の機会づくりを推進する。

都城市 4,120       4,120       4,120       12,360

11-2 さつき学園

町内に居住する高齢者の生き方の質的充実
や、多様化・高度化する学習要求に応じるた
め、幅広い分野にわたる学習機会を提供する。
概ね60歳以上の男女を対象に年間約20回の
講座を開設。

三股町 71            71            71            213
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事業
NO 事業概要 実施主体 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 合計 特定財源

11-3 生涯学習　主催教室

仲間つくり、生きがいつくり、健康維持増進等を
目的に、3歳から80歳くらいを対象とした教室を
開設している。年間20回の教室と年間40回の
教室があり、多種多様化している住民の要望
に対応している。

三股町 2,300       2,300       2,300       6,900

11-4 生涯学習のまちづくり推進事業

生涯学習の観点に立った公民館の活性化事業
に対し補助金を交付し，思いやりと夢・希望に
あふれるまちづくりを推進する。 曽於市 14,107      14,107      14,107      42,321

11-5
志布志市生涯学習講座運営補助
事業

市から市生涯学習推進委員会へ補助金を交付
し、その執行機関として「生涯学習センター」が
講座を開設し、生涯学習フェスティバルや志
エッセイコンテストの開催、情報誌の発行など
を行っている。

志布志市 24,433      24,433      24,433      73,299

12 エバーグリーンセミナー開催事業

都城市・三股町・南九州大学の三者が協働し
て、園芸・造園に関する市民講座を実施する。

都城市・三股町 295          295          295          885

13
都城島津邸関連事業（交流・観光促進
事業）

都城島津家の歴史資源を活用した特色ある教
育・交流事業として、都城島津邸で「郷中教育
体験事業」を実施する。

都城市 136          85            -             221

-             -             149,527    148,976    148,881    447,384

実施事業一覧(結びつきとネットワークの強化に係る政策分野)実施事業一覧(結びつきとネットワークの強化に係る政策分野)実施事業一覧(結びつきとネットワークの強化に係る政策分野)実施事業一覧(結びつきとネットワークの強化に係る政策分野) （単位：千円）
事業
NO 事業名 事業概要 実施主体 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 合計 特定財源

ネットワーク化促進シンポジウム開
都城志布志道路の建設促進大会を圏域住民も
対象としたシンポジウム形式で開催する。

生活機能の強化に係る政策分野：教育・文化の合計
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1
ネットワーク化促進シンポジウム開
催事業

対象としたシンポジウム形式で開催する。
都城市 -             800          -             -             -             800 定住自立圏基金

2 都城志布志道路建設促進事業

都城志布志道路の建設促進の機運醸成を図る
ため看板設置や懸垂幕の掲示を行う。

都城市 1,400       1,000       -             -             -             2,400 定住自立圏基金

3-①
アクセス道路整備事業(神之山・高
木線外１線)

都城志布志道路高木ＩＣへのアクセス向上のた
め、市道神之山・高木線及び高木598号線の改
良工事を行う。
Ｌ=600ｍ、Ｗ=8.0～11.0ｍ

都城市 -                   10,660 20,000      80,000            79,340 190,000
地域活性化事業債
社会資本整備総合交付金

3-②
アクセス道路整備事業(島津紅茶
園・切寄線)

都城ICへのアクセス向上のため、町道　島津紅
茶園切寄線の改良工事を行う。
Ｌ＝2400ｍ　Ｗ＝9.25ｍ

三股町 24,113      24,113      51,900      50,000      50,000      200,126
社会資本整備総合交付金、地域活性
化事業債

3-③
アクセス道路整備事業(三股駅小鷺
巣線)

道路ﾈｯﾄﾜｰｸの構築を図るため国道222号線と
県道都城東環状線を結ぶ町道の改良工事を行
う。
Ｌ＝300ｍ　Ｗ＝6.0ｍ

三股町 19,948      21,730      7,000       -             -             48,678 地域活性化事業債

3-④
アクセス道路整備事業(蓼池南三原
３号線)

都城ICへのアクセス向上を図りスポーツ交流の
推進のため三股町旭ヶ丘運動公園アクセス道
路改良の整備を行う。
Ｌ＝710ｍ　Ｗ＝9.0ｍ

三股町 -             7,550       17,760      20,000      20,000      65,310 地域活性化事業債

3-⑤
アクセス道路整備事業(高松・丸山
線)

都城志布志道路末吉ＩＣへのアクセス向上のた
め，市道高松・丸山線の舗装工事を行う。
Ｌ=450ｍ　Ｗ=7.5ｍ 曽於市 11,800      31,900      33,000      10,000      10,000      96,700 合併特例事業債
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事業
NO 事業名 事業概要 実施主体 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 合計 特定財源

3-⑥ アクセス道路整備事業(森田北線)

都城志布志道路今町ＩＣへのアクセス向上のた
め，市道森田北線の改良舗装工事を行う。
Ｌ=250ｍ　Ｗ=5ｍ 曽於市 -             28,300      17,800      25,000      20,000      91,100 過疎対策事業債

3-⑦ アクセス道路整備事業(西蓑原線)

都城志布志道路平塚ＩＣへのアクセス向上のた
め，市道西蓑原線の改良舗装工事を行う。
Ｌ=150ｍ　Ｗ=5ｍ 曽於市 11,700      9,900       -             -             -             21,600 過疎対策事業債

3-⑧
アクセス道路整備事業(橋野・住吉
線)

都城志布志道路梅北ＩＣへのアクセス向上のた
め，市道橋野・住吉線の改良舗装工事を行う。
Ｌ=300ｍ　Ｗ=6ｍ 曽於市 24,200      -             -             -             -             24,200 過疎対策事業債

3-⑨
アクセス道路整備事業(市道27号吉
村山ノ口1号線)

都城志布志道路「有明北IC」へのアクセス向上
のため、市道山ノ口1号線の改良及び舗装改
良工事を行う。
L=1300　W=7.25m

志布志市 66,000      23,193      10,220      50,000      30,000      179,413 過疎対策事業債

3-⑩
アクセス道路整備事業(市道58号町
原弓場ヶ尾線)

都城志布志道路「志布志IC」へのアクセス向上
のため、市道町原弓場ヶ尾線の改良及び安全
な歩道の整備を行う。
L=600　W=8.00M

志布志市 80,000      65,261      51,000      50,000      40,000      286,261 地方特定道路整備事業債

4
広域的交流・観光サービス推進事
業

志布志港も含めた圏域の資源を活用した観光
のネットワーク化、スポーツ観光や体験型観光
の促進、受け入れ態勢の整備を行う。また、共
通パンフレット等を作成し、プロモーション活動
を実施する。

都城市 1,532       650          550          250          250          3,232 定住自立圏基金

都城市及び三股町の歴史や文化、豊かな自然
等の地域資源を活用して、通過型観光から滞 きりしまぼんち観光推進

-             3,000       9,500       7,500       -             20,000
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5 都城市・三股町観光推進事業
等の地域資源を活用して、通過型観光から滞
在型観光への転換を図るための観光商品等を
開発する。

きりしまぼんち観光推進
協議会（都城市・三股
町）

-             3,000       9,500       7,500       -             20,000 宮崎県リゾート振興基金

6
早水公園体育文化センター整備事
業

圏域の拠点的屋内体育施設である早水公園体
育文化センターの耐震補強工事を行い、利用
者の安全性向上とスポーツ観光における利用
促進を図る。

都城市        7,644       12,577 -             -             -             20,221 合併特例事業債

7 都城運動公園整備事業

　圏域で唯一の公認陸上競技場である都城運
動公園の陸上競技場を、第4種陸上競技場とし
ての公認継続に必要な整備を行うことにより、
各種大会等の安定的な開催が可能となり、利
用促進を図ることが出来る。

都城市              -       2,079       41,042 -             -             43,121 合併特例事業債

8 関之尾緑の村施設改修事業

圏域の観光拠点であり、「霧島ジオパーク構
想」においても貴重な地質遺産とされている「関
之尾の滝と甌穴郡」を有する関之尾緑の村の
施設整備を行う。

都城市 21,700      -             -             -             -             21,700 地域活性化事業債

9
アスリートタウン施設整備事業(弓
道場)

弓道競技者の交流と競技力の向上を図るとと
もに、大会等を誘致するため弓道場を整備す
る。

三股町 -             184,235    -             9,560       -             193,795
林業・木材産業構造改革事業費補助
金（木造公共施設整備等事業）

10
アスリートタウン施設整備事業
（旭ヶ丘運動公園）

圏域内外の陸上競技者等の参加によるジョギ
ング大会やその他屋外イベント等の開催、ス
ポーツ選手のキャンプや合宿の誘致のため
に、旭ヶ丘運動公園内の陸上競技場を整備す
るとともに、野球場の内・外野フェンスを衝撃吸
収フェンスに改良する。

三股町 -             -             -             18,900      -             18,900 地域活性化事業債
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事業
NO 事業名 事業概要 実施主体 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 合計 特定財源

11 若者定住地分譲事業

山村地域における若年層の域外流出を抑制
し、Ｕターン者等の定住ニーズに対応するた
め、2地区12区画の宅地を分譲する。 都城市 -             -             -             -             -             0

12 定住促進分譲地整備事業

若年層の流出の抑制、雇用創出による定住
ニーズに対応するための宅地分譲。

曽於市 33,325      206,893    4,000       -             -             244,218

定住促進事業国庫補助金
 平成22年度　地方債　9,500千円平
成23年度　国庫　29,077千円　　地方
債　111,600千円

13 定住促進対策事業

若年層の流出の抑制、雇用創出による定住
ニーズに対応するための宅地分譲。

志布志市 -             -             -             -             -             0

14 山村定住「みやざきの家」譲渡事業

山村地域における定住を促進し、もって国土の
保全と地域の活性化に資するために建設し、
住民に賃貸する山村定住「みやざきの家」に一
定期間居住し、定住の意思がある住民にこれ
を譲渡する。

都城市 3,715       4,452       4,452       4,452       4,452       21,523

15 過疎地域定住促進奨励事業

町内の人口減少地区を対象に、転入転居、住
宅取得に対して奨励金を支給し，定住を図る。

三股町 8,340       9,840       11,650      9,100       9,100       48,030

16 定住促進住宅取得補助事業

曽於市への転入者の住宅取得に対して助成金
を支給する。

曽於市 6,500       11,000      12,500      12,500      12,500      55,000 過疎対策事業債

17 地域振興住宅建設事業

地域の要望等を踏まえて、新規転入者、若者
世帯が居住できるよう、新たな宅地、賃貸住宅
を提供し地域の活性化を推進する。 曽於市 297,000    205,606    136,630    136,630    136,630    912,496 過疎対策事業債
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18
民間住宅誘導事業（大原地区道路
整備事業）

雇用創出による定住ニーズに対応する生活環
境を高めるための道路整備を実施する。
Ｌ＝1210ｍ　Ｗ＝6.0ｍ 三股町 -             9,873       20,000      10,000      10,000      49,873 地域活性化事業債

19 雇用促進事業

雇用の促進のため、関係機関との連携を図り
つつ、人材を求める圏域内企業と求職者、新規
学卒者を支援するため、就職説明会を開催す
る。

都城市 408          383          668          668          668          2,795

20 地域雇用創造推進事業

都城市・三股町における雇用機会の創出を図
る「地域雇用創造推進事業」として、①雇用拡
大メニュー、②人材育成メニュー、③就職促進
メニューを実施する。

都城市 5,000       5,000       5,000       3,000       3,000       21,000
地域雇用創造推進事業貸付金元金
収入

21 オンライン企業ガイド作成事業

雇用促進のための情報源となるインターネット
での「オンライン企業ガイド」の整備を行う。ま
た、求職者と求人企業とが直接やりとりできる
「就職マッチングシステム」の活用推進を図る。

都城市 2,453       -             -             -             -             2,453
緊急雇用創出事業臨時特例基金市
町村補助金

22 山之口ＳＡスマートＩＣ整備事業

産業や観光の振興、雇用創出による定住促進
など、圏域の活性化及び日常生活の利便性の
向上を図るため、山之口ＳＡスマートインター
チェンジ（仮称）の整備を行う。

都城市 -             -             9,999       23,134      192,134    225,267 社会資本整備総合交付金

626,778 879,995 464,671 520,694 618,074 3,110,212結びつきとネットワークの強化に係る政策分野の合計
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実施事業一覧(圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野)実施事業一覧(圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野)実施事業一覧(圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野)実施事業一覧(圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野) （単位：千円）

事業
NO 事業名 事業概要 実施主体 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 合計 特定財源

1 特定課題解決型研修

圏域全体に共通する行政課題を掘り起こし、グ
ループワーク等を通じて解決策を見いだす。

都城市 769          1,406       1,498       1,498       1,498       6,669 定住自立圏基金

2 政策立案能力向上研修

圏域の住民が安心して暮らせるような政策を立
案する能力を養うとともに、圏域を牽引する人
材の育成研修を行う。 都城市 438          333          338          338          338          1,785 定住自立圏基金

3 特定分野先進事例研修

各種政策の先進事例を調査・研究するととも
に、最新情報の収集に努め、圏域にとって有益
な事業導入について検討・提唱する。 都城市 -                       150 -             -             -             150 定住自立圏基金

4 人材育成研修会

講師を招聘して地域づくりの先進的事例やノウ
ハウを学び、圏域の人材育成、資質の向上を
図る。 都城市 587          550          587          587          587          2,898 定住自立圏基金

5 圏域内の人事交流

圏域における行政機能の相互補完及び人材育
成を目的として人事交流を行う。

全市町 -             -             -             -             -             0

6 地域活動団体ネットワーク事業

圏域の市民等で構成する「地域活動団体連絡
会議」を設置し、中間支援組織の役割、機能、
体制に関する協議のほか、圏域内での地域活
動団体のネットワーク構築を図る。

都城市 350          240          -             -             -             590 定住自立圏基金

7 中間支援組織体制整備事業

ＮＰＯの様々な問題、ＮＰＯ法人の設立等の専
門知識を持つ人材を育成し、相談体制の充実
を図る。 都城市 2,317       2,261       2,800       2,800       2,800       12,978 定住自立圏基金
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7 中間支援組織体制整備事業 を図る。 都城市 2,317       2,261       2,800       2,800       2,800       12,978 定住自立圏基金

8
市民公益活動及び協働理解のため
の職員研修実施事業

行政職員が市民やＮＰＯとの「協働」について
の知識、理解を深める研修を継続して行い、行
政側の人材育成に努める。 都城市 346          396          271          271          271          1,555 定住自立圏基金

9
NPO・ボランティア技術向上推進講
座開催事業

ＮＰＯ法人やその他の市民団体向けの講座を
実施し、より活動が円滑になるよう支援する。

都城市 496          396          341          341          341          1,915 定住自立圏基金

10 まちづくり協議会設置推進事業

地域力向上と住民自治の強化を図るために、
中学校区を単位としてまちづくり協議会を設置
する。 都城市 10,154      23,621      33,615      33,615      33,615      134,620

11 市民公益活動推進事業

市民の公益活動を活性化し、市民公益活動団
体を育成することにより協働のまちづくりを推進
する。
公募した事業案を審査し、３ヵ年を上限に事業
支援

都城市 2,528       1,202       2,042       2,042       2,042       9,856

12 がんばる地域づくり応援事業

各種団体自らが活動する中で、地域との繋がり
を強めようと活動している、または活動を始め
ようとしている団体へ、地域づくりのきっかけづ
くりとして助成を行う。

三股町 1,000       700          700          700          700          3,800
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事業
NO 事業名 事業概要 実施主体 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 合計 特定財源

13 「曽於元気だそお」ふるさと事業

明るく住みよい活気に満ちた地域づくりを推進
するために、地域活性化に関する事業を実施
する公民館に助成を行う。 曽於市 6,710       6,690       6,710       6,710       6,710       33,530 過疎対策事業債

14 市民活動支援センター整備事業

共生・協働・自立のまちづくりを推進するため
に、地域づくり団体やＮＰＯなどの市民団体へ
活動拠点の提供を行う。 志布志市 -             -             -             -             -             0

15 ふるさとづくり委員会事業

住民自らが地域の課題や特性を話し合い提案
した住み良い地域づくりに向けた活動への助成
事業。 志布志市 7,357       8,776       9,450       9,450       9,450       44,483

16 共生・協働・自立推進事業

地域づくり団体やＮＰＯが実施する地域活性化
のための事業に対する補助を行う。

志布志市 1,100       700          1,500       1,500       1,500       6,300

17
多様な民間主体の連携による観光
推進事業

企業や地域活動団体等が実施する新しい観光
メニューの開発、地元住民による観光ボラン
ティアガイドの育成等の活動への助成。 都城市 -             300          200          200          200          900 定住自立圏基金

34,152      47,721      60,052      60,052      60,052      262,029

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 合計

圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野の合計
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平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 合計

2,244,678 8,166,862 4,696,740 4,613,712 4,763,483 24,485,475

総　　　合　　　計
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