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平成３１年度当初予算 特色のある主な事業 目次

（１） ６次産業化推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２） スマート農業促進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（３） 竹笹サイレージ普及促進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（４） “都城の食品”販路開拓支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（５） 全日本ホルスタイン共進会出品対策事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（６） 肉用牛担い手農家支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（７） 都城産宮崎牛生産基盤整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（８） 全国和牛能力共進会対策事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（９） 養豚生産性向上対策事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（10） 養鶏農家生産向上緊急支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１ 農林畜産業の振興

３つの宝を、より一層輝かす！



○

○

○

○
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（１） 都城志布志道路整備関連事業

（２） 基幹道路等の整備

街区三股線

鷹尾上長飯通線

甲斐元通線（歌舞伎橋）

鷹尾都原線

吉尾千草線（吉尾工区）

（３） 都城インター工業団地桜木地区整備事業
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３つの宝を、より一層輝かす！

２ 地の利の拡大

まちく



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料１８
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料２８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料２９

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料３０

（１） 小中学校空調整備事業

（２） 小中学校洋式トイレ整備事業

（３） 学校施設太陽光屋根貸し事業

（４） 学力向上対策事業

○ 小学校学力向上対策事業

○ 小中一貫学力向上研究指定事業

○ 中学校教員業務支援事業

（５） ALTによる語学指導事業

（６）小学校図書館サポーター配置事業

（７）中学生海外交流事業

（８） みやこんじょジュニアトップアスリート事業

（９） 地場産物「ふるさと給食」提供事業

（10）美術館特別展

「自画像 キャンバスの中の巨匠たち（仮称） 」

（11）都城島津伝承館特別展「島津義弘と都城（仮称）」

３つの宝を、より一層輝かす！

３ 人間力あふれる
子どもたちの育成
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（１）保育士応援プロジェクト

（２） 保育の受皿確保対策

（３） 子どもの未来応援事業

○ 子どもの生活・学習支援事業

○ 子ども育成相談事業

（４） 予防接種費

（５） 乳幼児医療費助成事業

（１） 放課後児童クラブ推進事業

（２） ファミリーサポートセンター事業

（３） 病児・病後児保育事業

重点施策の推進！

仕事と子育ての両立支援

子ども・子育て支援
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料４６

（１） こけないからだづくり講座

（２） 健康な心と生活のシンポジウム

（３） 糖尿病重症化予防事業

○ 移住・定住拡大プラン２０１９(全体像)

○ 産学官連携！キャリア教育推進事業

○ 企業巡視推進事業

○ 移住・定住インターンシップ等推進事業

○ 移住・定住インターンシップ等加速化事業

○ 移住・ＵＩＪターン就職座談会

○ 転職応援補助金

○ 移住・定住人材確保コーディネート事業

○ 移住・定住推進事業

○ 採用力ＵＰ実務セミナー
・中小企業等若手社員合同研修会

市民の健康増進

移住・定住の推進

重点施策の推進！



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料４７

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料４８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料４９

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料５０

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料５１・５２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料５３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料５４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料５５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料５６

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料５７

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料５８

（１） 中核施設「Mallmall 」開館１周年記念事業

（２） 中心市街地再生プラン事業

（３） まちなか活性化プラン事業

（４） 公民連携のリノベーションまちづくり事業

（１） 地域活性化事業

（２） 地域おこし協力隊活用事業

（１） 婚姻届・出生届記念贈呈事業

（２） おくやみ窓口構築事業

（３） コンビニ交付サービス事業

（４） 本庁舎トイレユニバーサルデザイン化事業

（５） 高齢者安全運転サポート事業

中心市街地の活性化

重点施策の推進！

地域の活性化

市民サービスの更なる向上



（６） ホームページリニューアル事業

（７） 合葬墓整備事業(上長飯霊地公園)

（８） 住宅用火災警報器設置推進事業

（１） 物産振興拠点施設整備事業

（２） ふるさと納税推進事業

（３） 「肉と焼酎のふるさと・都城」推進事業

（４） 都城市公式オンラインショップ運営事業

（５） 都城市ファンクラブ運営事業

（６） ミートツーリズム推進事業

（７） 観光力強化推進事業

（８） インバウンド対策事業

（９） 合宿誘致推進事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料５９

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料６０
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料７０

“肉と焼酎のふるさと・都城”の対外的ＰＲの更なる推進！



（１） 山之口運動公園整備事業

（２） 都城運動公園整備事業

○ 野球場大規模改修

○ テニスコート整備

（３） 地区体育施設耐震改修整備事業

（４） 山田総合支所複合施設整備事業

（５） 地区公民館建設事業

（６） 都城市南部ふれあい広場

（７） 友好交流都市締結２０周年記念事業

（８） 電子会議システム導入事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料７１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料７２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料７３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料７４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料７５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料７６

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料７７

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料７８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料７９

その他の特色ある主な事業





１ 事業目的

市内で生産された農林畜産物の付加価値を高める６次産業化の取組みを、生産・加工・販売等の各段階において支援す
るとともに、全国展開できる商品力や販売力の強化に取り組み、「儲かる農業の実現」を目指して持続可能な地域農業の振
興を図ります。

２ 事業概要

○売れる商品づくりサポート事業 １１，７５８千円

外部の専門家チームと連携した商品開発プロジェクトを展開することにより、マーケットニーズに合わせた商品開発体制

の構築を図るとともに、新たな商品開発による都市圏の販路開拓に取り組みます。

○営業力強化対策事業 ９，７７１千円

展示商談会や大都市圏バイヤーとの繋がりを基に、職員による営業活動を更に強化し、販路開拓に取り組みます。

○「コラボでＧｏｏｄ！」６次産業化推進事業（県補助事業） ２，０００千円

農業者が食品加工事業者等と連携して取り組む商品開発に必要な加工機器等の整備を支援することにより、６次産業

化の推進を図ります。

○「はばたけ都城」６次産業化推進事業 １４，０００千円

６次産業化に取り組もうとする農林畜産業者が行う販路開拓や商品開発及び加工

製造施設・直販所の整備に係る経費を支援し、事業実施主体の所得向上等を図ります。

・ソフト事業 ： 補助率１／２以内 上限額 ５００千円

・ハード事業 ： 補助率１／３以内 上限額 ３，０００千円

３ 予算額

３７，５２９千円

ふるさと産業推進局
（１） ６次産業化推進事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

販路開拓を目的とした展示商談会への参加

３つの宝を、より一層輝かす！
１ 農林畜産業の振興

- 資料 1 -



１ 事業目的

本市の基幹産業である農林畜産分野において、ＩＣＴ技術等を活用して生産性の向上や高品質化に取り組むスマート農業
を促進します。

２ 事業概要

○スマート農業セミナー

農業者を対象としてスマート農業に関する情報共有と普及促進を図るため、スマート農業に

取り組む行政機関や大学、農機メーカー、先進農業者から講師を招き、セミナーを開催します。

○スマート農業モデル実証

都城地域の農業者が農機メーカー等と連携して行う実証事業に係る経費の一部を補助します。

また、実証事業の成果を、翌年度開催するスマート農業セミナーで発表します。

・実証事業：都城地域の営農環境にロボット、ＡＩ、ＩＣＴ等の 新技術を組み込む手法を探るもの

・対象経費：ＩＣＴ技術等を活用した農業機械や設備、機器の導入費用等

３ 予算額

４，２３５千円

【内訳】

・スマート農業セミナー ２３５千円

・スマート農業モデル実証 ４，０００千円 （１／２以内、上限２,０００千円／件）

農政部 農政課
（２) スマート農業促進事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

３つの宝を、より一層輝かす！
１ 農林畜産業の振興

- 資料 2 -



農政部 畜産課
（３） 竹笹サイレージ普及促進事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

１ 事業目的

畜産農家の飼料コスト低減、放置竹林の解消を図るため、竹笹サイレージの普及を促進します。

２ 事業概要

竹笹サイレージは、放置竹林を伐採し、その竹を細かく裁断し発酵させて作る畜産用の飼料です。

畜産農家が肉用牛及び豚に給餌するために竹笹サイレージを購入する経費の一部を補助します。

３ 予算額

２，５７９千円 （補助率１／２以内）

３つの宝を、より一層輝かす！
１ 農林畜産業の振興

- 資料 3 -



１ 事業目的

都城市の企業が販路を海外へ拡大するため取り組む商談会への出展を支援します。

都城地域の地場産物の良さを海外に発信し、世界に都城の魅力を伝えます。

２ 事業概要

海外販路開拓事業に取り組む企業の商談会出展経費等の一部を補助します。

○支援対象 ・都城市内に本社を有する食品加工業者、農畜産物生産者

・経済産業省、農林水産省及び日本貿易振興機構など国内

外の公的機関が関与し開催される国内外の展示会、商談会

○補助率 ２／３以内、上限１，０００千円／件

３ 予算額

８，２０７千円

（４） “都城の食品”販路開拓支援事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

都城から
世界へ☆

“日本の食品”輸出EXPO

・会期 ２０１９年１１月２７日（水）～２９日（金）

・会場 幕張メッセ（千葉県幕張市）

・主催 リードエグジビションジャパン（株）

・共催 JETRO【（独）日本貿易振興機構】

・協力 農林水産省

海外バイヤーと国内輸出商が集う
アジア 大級の商談展

３つの宝を、より一層輝かす！
１ 農林畜産業の振興

農政部 農政課
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１ 事業目的

２０２０年１０月３１日～１１月２日に都城地域家畜市場で開催される第１５回全日本ホルスタイン共進会に向けて、

出品農家を支援します。

２ 事業概要

○市内の共進会出品農家が取り組む経費の一部補助

①出品牛を別飼いするための飼養管理施設導入

②訓練用設備導入

③出品牛の飼養管理費

④プレ全日本ホルスタイン共進会出品賞賜金

⑤出品対策協議会運営費負担金（市、三股町、ＪＡ都城、酪農家等関係者で構成）

３ 予算額

１１，９９８千円

農政部 畜産課

（５） 全日本ホルスタイン共進会出品対策事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

歩行訓練設備ラウンダー別飼柵

３つの宝を、より一層輝かす！
１ 農林畜産業の振興

ホルスタイン共進会
マスコットキャラクター

南風 ミル
みなみかぜ
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１ 事業目的（拡充分）

農地や自宅などから離れた牛舎に分娩を控えた母牛がいるような

状況でも、パソコンやスマートフォンで様子を確認できれば、難産等

の緊急事態発生時も、現場到着前に獣医師を手配するなど、迅速な

対応が可能になります。

また、電子メールを活用した分娩・発情監視通報システム等と組み

合わせて運用することによって、より高い相乗効果、分娩事故等の経

営リスクの低減が期待できます。

２ 事業概要（拡充分）

畜舎監視カメラ導入経費等の一部を補助します。

３ 予算額

１８，５００千円

【内訳】

・増頭支援 ４，３００千円（５０千円以内／頭）

・改良支援 ３，７００千円（２５千円以内／頭）

・牛舎増改築支援 ６，０００千円（ １／２以内、３００千円上限）

・自給飼料貯蔵施設整備支援 １，５００千円（ １／２以内、３００千円上限）

・ＩＣＴ機器等整備支援（拡充） ３，０００千円（ １／２以内、３００千円上限）

農政部 畜産課（６） 肉用牛担い手農家支援事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO 

監視カメラ設置

通報システム

自宅から
牛舎へ移動

牛舎

自宅 農場等

農場等から
牛舎へ移動

監視カメラで状況確認

システムより通報

牛舎へ向かう

カメラあり

難産確認し獣医師手配

システムより通報

状況は不明

難産確認し獣医師手配

カメラなし

牛舎へ向かう

大切な家畜を守る取り組みを支援！

初
動
の
遅
れ
で

結
果
に
大
き
な
差
！

３つの宝を、より一層輝かす！
１ 農林畜産業の振興
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１ 事業目的

肥育牛のストレスを低減し良質な牛肉を生産するため、牛舎等に施す暑熱寒冷対策の取組みを支援します。また、肥育素牛
価格の高騰対策として、一貫経営への移行・拡大を実施する肥育農家の取組みを支援し、肥育経営の安定化を図ります。

２ 事業概要

肥育牛の暑熱寒冷対策及び一貫経営移行・拡大のための経費の一部を補助します。

○暑熱寒冷対策：大型ファン、屋根散水装置、巻き上げカーテン等の設置

○一貫経営移行・拡大：分娩スペース確保のための牛舎改築費、繁殖素牛導入

３ 予算額

８，０００千円

【内訳】

・暑熱寒冷対策設置経費

３，０００千円 （１／２以内、上限３００千円／戸）

・一貫経営移行・拡大経費

５，０００千円

牛舎改築 (１／２以内、上限５００千円／戸)

繁殖母牛 (上限５０千円／頭)

農政部 畜産課
（７） 都城産宮崎牛生産基盤整備事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

寒さに弱い子牛のための
暖房対策イメージ

３つの宝を、より一層輝かす！
１ 農林畜産業の振興

巻き上げカーテン設置例

天井等に設置する大型ファン
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１ 事業目的

２０２２年開催予定の第１２回全国和牛能力共進会鹿児島大会における種牛及び肉牛部門への本市代表牛の出場と、２大会

連続での 高賞「内閣総理大臣賞」 獲得を目指し、生産者及び関係機関が「チーム都城」として一体となって取り組む和牛共進

会出品対策協議会事業を支援します。また、和牛の一大産地としての「都城」の魅力を広く内外に発信します。

２ 事業概要

○和牛共進会出品対策協議会運営負担金

○候補牛に係る産子保留及び指定交配経費支援

○候補牛に係る高等登録受験費用支援

○種牛群、肉牛群に係る指定交配経費支援

○候補牛に係る飼養管理支援及び出品賞賜金

○若齢肥育試験に係る経費支援

３ 予算額

７，４００千円

【内訳】

①和牛共進会プロジェクト事業 ３６０千円

②指定交配推進事業 ３，２４０千円（牛群交配２０千円／頭、採卵３００千円／頭）

③繁殖雌牛群対策事業 １，０８０千円（保留２００千円／頭、候補牛交配５０千円／頭）

④高等登録群対策事業 ７２千円（２０千円／頭）

⑤出品管理奨励事業 ６４８千円（種牛１０千円／セット）

⑥育成牛品評会対策事業 ２，０００千円（１００千円／頭）

農政部 畜産課

（８） 全国和牛能力共進会対策事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

平成２９年度 第１１回宮城大会の様子

３つの宝を、より一層輝かす！
１ 農林畜産業の振興
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農政部 畜産課
（９） 養豚生産性向上対策事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

１ 事業目的

優れた種豚の導入を支援し、疾病の侵入リスク低減や蔓延を抑制します。

また、人工授精（ＡＩ）活用の取組みを支援し、受胎率向上と出荷頭数の増加、母豚の負担軽減と耐用年数延伸等の

効果による経営コスト低減と効率化を図ります。

２ 事業概要

①純粋種豚導入：補助率 １／２以内（上限５０千円／頭、３００千円／戸）

②合成種豚導入：補助率 １／２以内（上限５千円／頭、１００千円／戸）

③人工授精用資材導入：補助率 １／２以内（上限２００千円／戸）

３ 予算額

１１，０００千円

【内訳】（①②は従来補助対象の細分化、③は新規）

（写真）精液、カテーテル

３つの宝を、より一層輝かす！
１ 農林畜産業の振興

３，０００千円
３，０００千円
５，０００千円

①純粋種豚導入費補助
②合成種豚導入費補助
③人工授精用資材導入費補助
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１ 事業目的

高病原性鳥インフルエンザ対策において も重要な「発生の予防」を強化し、養鶏農家はじめ関係機関との連携により、

更なる防疫体制の向上と経営安定を図ります。

２ 事業概要

消毒薬剤等購入費の一部を補助します。

○補助対象 ：市内に居住する養鶏農家

○対象経費 ：１月から１２月までの１年間に要する消毒薬剤等購入経費

補助率 ：１／３以内 、上限３０千円／戸

３ 予算額

２，７６０千円

農政部 畜産課
（１０） 養鶏農家生産向上緊急支援事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

３つの宝を、より一層輝かす！
１ 農林畜産業の振興

○
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１ 事業目的
都城志布志道路は、活力ある都城広域定住自立圏形成の実現を図るため、次のような役割を担う重要な地域高規格道路です。
①南海トラフ巨大地震等が発生した場合の人的・物的支援を行う「防災の道」
②企業誘致や六次産業化の推進に資する「経済の道」
③本地域の新医療体制の構築を支える「医療の道」
今後も都城志布志道路整備の必要性を広く啓発するとともに、早期全線開通に向けた地元の熱意を国や県に伝えるため、官民

一体となった要望活動を実施していきます。
なお、この道路整備に伴う山野原前目線の歩道整備や金御岳工区における水路改修については、各事業主体で実施します。

２ 事業概要

（１）都城志布志道路建設促進協議会負担金
○都城市、曽於市、志布志市の３市による要望活動を推進します。

（２）都城志布志道路整備・活用促進事業
○整備促進のため、看板を設置するなど啓発活動を行います。

（３）山野原前目線歩道整備事業
○事業区間 平成３１年度～平成３４年度(予定)
○国と連携し、用地取得、建物等移転補償を行います。

（４） 金御岳工区水路改修事業
○事業区間 平成３０年度～平成３２年度(予定)
○県と連携し、既設排水路の断面を拡大します。

３ 予算額

３７，１３９千円
【内訳】
・都城志布志道路建設促進協議会負担金 ２，２０９千円
・都城志布志道路整備・活用促進事業 ３１０千円
・山野原前目線歩道整備事業 ２１，９００千円
・金御岳工区水路改修事業 １２，７２０千円

土木部 都市計画課
（１） 都城志布志道路整備関連事業

３つの宝を、より一層輝かす！

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

２ 地の利の拡大

都城志布志道路整備状況
(平成３１年１月末現在)
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１ 事業目的

街区三股線は、山之口町の中心部と都城市郡医師会病院及び北消防署を結び、医療・防災の両面から重要な幹線道路です。

平成３１年度は、道路拡幅及び蓼池橋上部工工事を実施します。

２ 事業概要

○事業区間 山之口町富吉～三股町大字蓼池

○事業期間 平成２６年度～平成３１年度

○総事業費 ８２０，１７０千円

平成３１年度は、道路改良約３７０ｍ、蓼池橋上部工工事、全区間の舗装工事

を行います。

３ 予算額

３５０，１１２千円

【内訳】

・工事請負費 ３４９，５０８千円

・補償費 ４００千円

・事務費 ２０４千円

山之口総合支所 産業建設課
○街区三股線

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

３つの宝を、より一層輝かす！

２ 地の利の拡大

（２） 基幹道路等の整備
まちく
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SMILE   CITY   MIYAKONOJO 

１ 事業目的
鷹尾上長飯通線は本市の外環状道路であり、沿線には防災活動拠点である早水公園が位置し、周辺には祝吉小・中学校や

国立病院、地区公民館等、多くの公共施設が立地している幹線道路です。

この道路整備により、通学路として歩行者や自転車の安全が確保されます。また、災害時の避難路及び防災道路としての機

能が確保され、環状道路及び都城へのICアクセス道路としての機能も確立できます。

土木部 道路公園課○鷹尾上長飯通線

２ 事業概要
○事業内容 国道２６９号（郡元交差点）

～日豊本線（早水踏切）
○事業期間 平成２２年度～平成３１年度
○総事業費 １，９１４，８５６千円

平成３１年度は、道路改良工事（取付道路部）、
植栽工事、踏切拡幅工事、及び電柱等の移設を
実施し、事業完了の予定です。

３ 予算額
１７０，２６８千円

【内訳】
・工 事 費
・補 償 費
・負担金(JR)
・事 務 費

３つの宝を、より一層輝かす！

（２） 基幹道路等の整備

２ 地の利の拡大

１０７，０００千円
６，０００千円

５７，０００千円
２６８千円
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１ 事業目的

甲斐元通線は、都城中心市街地の外環状線道路の一部を形成する幹線道路です。

当路線に架かる歌舞伎橋は、架設から５２年が経過しているため、老朽化が著しい状態となっていることや道路幅員が

狭いことから、大型車との離合が困難であるため、通行に支障をきたしています。このため、橋りょう架替を行い、当路線

区間を整備することにより、交通の安全、円滑化を図ります。

２ 事業概要

○事業内容 西之前通線（川の駅公園の西側）～歌舞伎橋の東側

○事業期間 平成２６年度～平成３２年度(供用開始は平成３１年１１月予定)

○総事業費 １，７２２，０００千円

平成３１年度は、橋りょう上部工工事、旧橋撤去工事を行います。

３ 予算額

２４０，７４７千円

【内訳】

・委託費 ２，２２６千円

・工事費 ２３８，０００千円

・事務費 ５２１千円

土木部 道路公園課○甲斐元通線（歌舞伎橋）（大規模修繕・更新事業）

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

３つの宝を、より一層輝かす！

（２） 基幹道路等の整備
２ 地の利の拡大
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土木部 道路公園課○ 鷹尾都原線

SMILE   CITY   MIYAKONOJO  

１ 事業目的

鷹尾都原線は、交通量が多く、大型車も頻繁に通行しています。沿線・近隣に複数の学校があり、小中高生の通学に際し

交通事故等の危険性が高いことから、道路の拡幅及び歩道の設置を行い、安全安心な自転車及び歩行者空間を確保する

ものです。

本路線の整備は、緊急災害時の災害支援道路として機能する「都城志布志道路」横市インターへのアクセス性の向上、

道路網のネットワーク強化につながります。

２ 事業概要

○事業区間 県道都城霧島公園線（自衛隊前交差点）

～母智丘通線（さくら支援学校東側交差点）

○事業期間 平成２６年度～平成３５年度

○総事業費 ２，１００，０００千円

平成３１年度は、補償再積算業務委託、道路改良工事、

用地取得、建物等移転補償を行います。

３ 予算額

１４０，０９５千円

【内訳】

・委 託 費 ７００千円

・工事請負費 ４９，０９０千円

・用地取得費 １７，１００千円

・補 償 費 ７１，５００千円

・事 務 費 １，７０５千円

【計画路線図】

３つの宝を、より一層輝かす！

２ 地の利の拡大

（２） 基幹道路等の整備
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土木部 道路公園課○吉尾千草線（吉尾工区）

１ 事業目的

吉尾千草線は、吉尾町と山田町を結ぶ幹線道路で、交通量の多い路線です。通学路であるにも関わらず、歩道の整備が行
われていないことから、事故の危険性が高い状況にあります。

通学路の安全と快適な生活環境を確保するため、歩道の整備を行います。

２ 事業概要

○事業区間 セブンイレブン都城高専前店

～ 国立都城工業高等専門学校

○事業期間 平成３１年度～平成３４年度

○総事業費 １００，０００千円

平成３１年度は、測量設計業務委託を行います。

３ 予算額

６，０００千円

歩道整備済 通学状況

３つの宝を、より一層輝かす！

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

２ 地の利の拡大
（２） 基幹道路等の整備
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商工観光部 企業立地推進室

（３） 都城インター工業団地桜木地区整備事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

１ 事業目的

都城志布志道路の整備進展などを背景に、「地の利」が拡大しており、好調な企業立地が継続しています。

新たな工業団地を整備することにより、企業立地の促進による雇用拡大を図ります。

２ 事業概要

○高城町桜木地区において、工業団地の整備を進めます。

○対象業種としては、製造業や物流業を想定しており、雇用拡大による人口

減少防止対策の推進、ひいては、地場産業の振興が期待されます。

【新工業団地の概要】

・事業面積 約２９ｈａ（北工区約１６ｈａ 南工区約１３ｈａ）

・総事業費 約６０億円

・事業期間 平成２９年度～平成３４年度

３ 予算額

一般会計 ２９７，４８４千円（道路関連工事）

特別会計 １，１１９，１７９千円（土地造成工事、調整池関連工事、水道工事）

北工区

南工区

都城ＩＣ

 
至 都城市街地

至 宮崎
 

３つの宝を、より一層輝かす！

２ 地の利の拡大
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１ 事業目的

近年の猛暑により、体調を崩す児童生徒が増えている状況にあることから、空調機を教室に設置することで適切な室温を

管理し、良質な学習環境の提供及び良好な健康状態の保持を実現します。

２ 事業概要

○設置教室数 【Ｈ３０．１２月補正】 普通教室と特別教室へ空調機新設

【Ｈ３１当初】 ・普通教室と特別教室の既設空調機更新

・その他の教室へ空調機新設

○設置時期 平成３１年度

３ 予算額

平成３０年度１２月補正 ２，４７５，３４４千円
平成３１年度当初 ２６１，８００千円

教育委員会 教育総務課

（１） 小中学校空調整備事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

普通教室 特別教室 計
小学校 413 240 653
中学校 161 211 372
合 計 574 451 1,025

普通教室 特別教室 その他 計

小学校 0 34 32 66
中学校 2 19 27 48
合 計 2 53 59 114

３つの宝を、より一層輝かす！
３ 人間力あふれる

子どもたちの育成
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教育委員会 教育総務課

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

３つの宝を、より一層輝かす！
３ 人間力あふれる

子どもたちの育成（２） 小中学校洋式トイレ整備事業

１ 事業目的

学校施設は児童・生徒の学習・生活の場であり、より良い教育活動を行うためにはその機能性の確保は不可欠です。

質の高い教育活動を提供できるようトイレの洋式化を行い、教育環境の改善を図ります。

２ 事業概要

○小中学校のトイレを洋式化し、洋式化率６０％以上を目指します。

○事業期間 平成３１年度～平成３５年度

３ 予算額

１，３２５，２１７千円

【内訳】

・委託費 ６１，８３５千円

・工事費 １，２６３，３８２千円

- 資料 19 -



１ 事業目的

太陽光発電事業を実施する民間事業者に対し、本市の学校施設の屋上及び屋根を貸し出します。太陽光パネルを設置する

ことで再生可能エネルギーの普及拡大及び学校教育への貢献、並びに行政財産の有効活用を図ります。

２ 事業概要

○学校の校舎、体育館の屋上及び屋根に「太陽光パネル」設置

○「防災コンセント」設置

○事業者

株式会社 ＮＴＴスマイルエナジー

○事業期間

平成３１年度～２０年間

○事業効果

・「低炭素社会づくり」の推進、環境教育への貢献

・災害時の電源確保

・新たな歳入の確保（屋上使用料年間約１，８００千円）

３ 予算額

ゼロ予算 （設置費用は事業者負担）

教育委員会 教育総務課
環境森林部 環境政策課

（３） 学校施設太陽光屋根貸し事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

３つの宝を、より一層輝かす！
３ 人間力あふれる

子どもたちの育成
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１ 事業目的

児童の学習のつまずきの早期発見・早期対処により、「算数が分かる！」という学びの実感と、「算数ができる！」という自己

肯定感の感じられる学びの場を提供します。

２ 事業概要

少人数指導非常勤講師２１名程度を配置します。

○対象学年・・・小学校第３学年・第４学年

○対 象 校・・・児童数３１名以上の学級がある学校

○対象教科・・・算数科

３ 予算額

４３，５４０千円

（４） 学力向上対策事業
○ 小学校学力向上対策事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO  

教育委員会 学校教育課

３つの宝を、より一層輝かす！
３ 人間力あふれる

子どもたちの育成

分かった！

やればできるんだ！

もっと問題を
といてみよう！
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（４） 学力向上対策事業
○ 小中一貫学力向上研究指定事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO  

教育委員会 学校教育課
１ 事業目的

中学校区の小・中学校の全教職員が学力の実態を分析し、中学校３年生時に生徒が巣立つ時の姿を共有した上で、義

務教育９か年を見通した主体的な授業改善及び学力向上研究を推進します。

２ 事業概要

コアティーチャー（以下、「コアＴ」）を核としながら学力向上担当者と連携した中学校区内の授業改善及び学力向上研究

を推進します。

○平成３１年度は５中学校区１７小中学校を指定します。

【庄 内 中 校 区】 庄内中、庄内小、菓子野小、乙房小

【有 水 中 校 区】 有水中、有水小

【 西 中 校 区】 西中、西小、明和小

【姫 城 中 校 区】 姫城中、明道小、南小

【西岳・夏尾中校区】 西岳中、夏尾中、西岳小、吉之元小、夏尾小

○研究指定の中学校区に、 コアＴを１名選定します。

○コアＴを東京都三鷹市へ派遣し、視察研修で得た内容を本研究に還元します。

○指定研究学校は、中学校区内での合同授業研究会を実施します。

３ 予算額

１，５９７千円

３つの宝を、より一層輝かす！
３ 人間力あふれる

子どもたちの育成
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（４） 学力向上対策事業
○ 中学校教員業務支援事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO  

教育委員会 学校教育課

１ 事業目的

中学校教員の教材研究の充実や生徒とじっくり向き合う時間を確保し、学力向上や生徒指導の充実を図ることを目的

に業務を支援する支援員を配置します。

２ 事業概要

○配置校

各学年４学級以上で、１校１２学級以上ある中学校５校に１名ずつ配置

○勤務日時

週２回（火・金曜日）、午前中４時間勤務（長期休業期間中を除く。）

○業務内容

学年・学級通信や宿題の印刷・仕分け作業、宿題の丸付け作業、授業

で使用する道具やＩＣＴ機器類の準備・片付け、学年コーナーの作品掲

示やとりまとめ作業、学校ホームページの記事更新等

３ 予算額

１，３４４千円

３つの宝を、より一層輝かす！
３ 人間力あふれる

子どもたちの育成
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１ 事業目的

ＡＬＴ（外国語指導助手）の語学指導を通して、語学力向上並びに豊かな国際感覚を身に付ける機会を提供します。

２ 事業概要

市内全小学校第３学年から第６学年の外国語活動や、全中学校全学年の英語科の授業等にＡＬＴ を派遣し、次のような

業務を行います。
〇授業での学級担任や英語教師による外国語指導の補助
〇教材作成等の支援
〇英語スピーチコンテストの支援や、地域の国際交流活動への協力 など

・平成２４年度から地域在住外国人をＡＬＴとして雇用し、計画的にＡＬＴの増員を進めています。

・平成３１年度は、地域在住外国人のＡＬＴを１名増員し、合計１７名のＡＬＴを配置します。

・小学校の第３・４学年にも外国語活動が実施されたことに対応するため、平成３０年度から小学校へのＡＬＴの派遣回数を

増やし、児童生徒の語学力向上や豊かな国際感覚の醸成を図っています。

３ 予算額

５４，６４４ 千円

教育委員会 学校教育課

（５） ＡＬＴによる語学指導事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO 

年度 H２４ H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ H３１

人数 ７名 ９名 １１名 １３名 １４名 １５名 １６名 １７名

３つの宝を、より一層輝かす！
３ 人間力あふれる

子どもたちの育成
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１ 事業目的

学校図書館の支援体制を充実させていくことで、児童一人一人に本に親しむ読書習慣を身に付けさせ、積極的に学校図書館

を活用しながら学習していく姿勢を育成します。

２ 事業概要

○平成３１年度は小学校図書館サポーターを２名増員して２６名とし、一人１校～２校を担当します。

○小学校図書館サポーターは、学校図書館整備の業務を行います。お薦めの本を紹介するコーナーの設置、季節に応じた

掲示物の作成など、児童の本に対する興味・関心が高まるような環境づくりに努めます。また、児童と触れ合う活動として、

昼休みの読み聞かせ活動や授業サポートとしてブックトークなどにも取り組みます。

○配置人数

３ 予算額

１９，０９３千円

教育委員会 学校教育課
（６） 小学校図書館サポーター配置事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO 

年度 H２４ H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ H３１

人数 １０名 １３名 １６名 １８名 ２０名 ２２名 ２４名 ２６名

３つの宝を、より一層輝かす！
３ 人間力あふれる

子どもたちの育成
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１ 事業目的

オーストラリアの中学生との交流の機会を提供することにより、真にグローバル化された生徒の育成につなげるものです。

２ 事業概要

市立中学校の生徒をオーストラリア・クイーンズランド州立学校の中等学校へ派遣します。

○派遣人数 市内在住の中学生２０名、引率４名

○派遣先 オーストラリア・クイーンズランド州立バーペンガリーステイト セカンダリー カレッジ

○派遣期間 ８月上旬に６泊７日（現地滞在期間は４泊５日）

○活動内容 ホームステイ、学校の授業・英語レッスン参加、視察研修

３ 予算額

７，６８１千円

教育委員会 学校教育課

（７） 中学生海外交流事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

（出典：クイーンズランド州教育省パンフレット）

バーペンガリーステイト
セカンダリー カレッジ

３つの宝を、より一層輝かす！
３ 人間力あふれる

子どもたちの育成
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１ 事業目的

平成２９年５月に包括連携協定を締結した日本体育大学と連携し、２０２６年に開催される２巡目国民体育大会に向けた選手
強化及び指導者のスキルアップに取り組み、競技力向上を図ります。

２ 事業概要

○みやこんじょジュニアトップアスリート事業

・日本体育大学等の講師による小・中学生を対象とした実技指導講習会（３種目・年１回）を実施

・強化選手の練習会や対外試合等を実施する合同練習会（３種目・年１０回）を実施

・日本体育大学へ指導者及び強化選手（小・中学生）を派遣し技術指導講習を受講する強化合宿（２種目・年１回）を実施

・指導者及び保護者を対象とした栄養学研修会の実施

○ぼんちスポーツ指導者スキルアップ事業

・日本体育大学等の講師による指導者講習会（２種目・年１回）を実施

・指導者・資格者相互研修会（６種目・年２回）を実施

３ 予算額

６，５０１千円

【内訳】

・みやこんじょジュニアトップアスリート事業

・ぼんちスポーツ指導者スキルアップ事業

・日体大フォーラム（旅費及び出席負担金）

教育委員会 スポーツ振興課
（８） みやこんじょジュニアトップアスリート事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

３つの宝を、より一層輝かす！
３ 人間力あふれる

子どもたちの育成

４，０２３千円
２，４０９千円

６９千円
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１ 事業目的

都城市の地場産物を活用した特色ある学校給食「ふるさと給食」を実施します。

生きた教材として学校給食の活用と食育の推進を図ることにより、子どもたちに

ふるさと都城の魅力を伝えます。

２ 事業概要

都城の地場産物【ブランド鶏】を活用した「ふるさと給食」の提供

○ふるさと給食献立（案）

『みやこんじょ ぼんチキン』

○実施時期(いずれか)

・１０月「ひむか地産地消の日(毎月１６日)」

・１１月「地産地消週間(第３週)」

○提供対象

市内の全ての小中学校（小学校３６校、中学校１８校 約１６,０００名）

３ 予算額

３，１３８千円

農政部 農政課
（９） 地場産物「ふるさと給食」提供事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

３つの宝を、より一層輝かす！
３ 人間力あふれる

子どもたちの育成
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１ 事業目的

明治から現代までの日本の画家に海外の画家を加えた約１００点の自画像を展示し、地方では見る機会の少ない貴重

な芸術作品等に接する機会を提供します。

２ 事業概要

日動美術館が所蔵する自画像作品約１００点は、さまざまな年代の作品で構成され、これだけの規模のコレクションは

国内に他に無く、今回、九州初の展示となります。画家が自身を題材とした自画像は、画家を知る上で新たな視点の提供
となるほか、見る側の自分自身を見つめ直すきっかけにもつながります。

○主な出品作家：ピカソ、キスリング、シャガール、藤島武二、藤田嗣治、佐伯祐三、武者小路実篤、安井曾太郎、

鴨居玲、木村忠太、奥谷博、中川一政、小出楢重、中村研一、林武 外

○展示期間

２０１９年１０月１９日（土）～１２月１日（日）

○展示数

約１００点

３ 予算額

７，５００千円

教育委員会 美術館
（１０） 美術館特別展「自画像 キャンバスの中の巨匠たち（仮称）」

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

佐伯祐三
《自画像》1917 年

安井曾太郎
《自画像》1913 年

３つの宝を、より一層輝かす！
３ 人間力あふれる

子どもたちの育成
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１ 事業目的

公開承認施設という信頼性を活かしながら、他館との連携によって著名で多様な史料を駆使し、幅広い視点から都城及び

都城島津家の歴史像を提示することで、都城の歴史の魅力をより広く発信します。

２ 事業概要

平成３１年は、近世島津家の礎を築いた島津義弘没後４００年、庄内の乱後４２０年になります。

島津義弘は関ヶ原の戦いの敵中突破でも著名な人物で、都城島津家９代北郷忠親の養子になり、庄内の乱で活躍する

など、都城と深い関係がありました。

特別展では、義弘の活躍について、また、後世の人々に伝えられた義弘の姿について、国宝「島津家文書」をはじめ､

地元では普段みることのできない貴重な文化財を展示しながら、都城島津家の歴史と併せて紹介します。

○展示期間

２０１９年１０月１２日（土）～１１月２４日（日)

３ 予算額

７，３９０千円

教育委員会 都城島津邸
（１１） 都城島津伝承館特別展「島津義弘と都城（仮称）」

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

島津義弘宛豊臣秀吉朱印状
（国宝島津家文書：東京大学史料編纂所蔵）

３つの宝を、より一層輝かす！
３ 人間力あふれる

子どもたちの育成

※公開承認施設とは
文化庁から認定された国宝･重要文化財を適切に保存･展示できる施設のこと。
現在、県内では「都城島津伝承館」が唯一の施設です。
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福祉部 保育課
（１） 保育士応援プロジェクト

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

１ 事業目的

保育士不足等で希望する保育所等に入所できない「空き待ち児童」が多くいます。

そのため、保育に携わる人材を育成するとともに、業務環境の改善策に取り組み、職場定着を図ることで、より多くの
児童が保育を受けられる体制を整え、空き待ち児童の解消を目指します。

２ 事業概要

国の特例で認められている「子育て支援員」の導入や、保育

人材の掘り起こしにより、保育士等の人数を増やします。

また、保育士の負担が軽減されることにより、働きやすい環境

を整えます。

○子育て支援員研修の実施

○保育所等で働く子育て支援員等の保育士資格取得を支援

○清掃業務や遊具の消毒、給食の配膳等を補助する保育士

サポーターの配置

○保育に関する計画・記録や子どもの登降園管理等の業務

におけるＩＣＴ化推進

３ 予算額

８３，９７０千円

重点施策の推進！

子ども・子育て支援
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１ 事業目的

市内中心部において、保護者が希望する保育施設に入れない空き待ち児童が多くいます。特に０歳から２歳児は育児休

業明けに子どもを預けたいというニーズが多いことや、低年齢児は保育士配置基準・施設基準が手厚いことなどから、入所

しづらい状況となっています。そのため、保育の受皿を拡大し、空き待ち児童の解消を目指します。

２ 事業概要

○小規模保育所推進事業（地域型保育給付費）

定員が２０人未満で、０歳から２歳児までの児童が入所可能な施設である小規模保育事業を認可することにより、３歳未

満の保育の受皿の拡大を図ります。平成３１年度は、平成３０年度の実施箇所に新たに２箇所追加し、合計８箇所で実施し

ます。

○法人立児童福祉施設整備費補助金

定員を増加する保育施設の施設整備事業（園舎建て替え）を実施することにより、保育の受皿の拡大を図ります。

平成３１年度は２園実施します。

３ 予算額

８２７，９９４千円

【内訳】

・小規模保育所推進事業（地域型保育給付費）

２９６，８７７千円
・法人立児童福祉施設整備費補助金

５３１，１１７千円

福祉部 保育課
（２） 保育の受皿確保対策

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重点施策の推進！

子ども・子育て支援
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１ 事業目的

平成２９年度に策定された「みやこのじょう子どもの未来応援計画」の施策の一つとして、困難を抱える世帯の子どもへ
の切れ目ない生活及び学習の支援を推進し、子どもの健全育成を図ります。

２ 事業概要

（１）学習支援ボランティア事業

ひとり親家庭等の児童の学習を支援したり、児童から気軽に進学相談等を受けることができる大学生等のボラン

ティアを児童の家庭や支援実施場所に派遣します。

（２）子どもの生活・学習支援事業

生活・学習支援コーディネーターを都城市社会福祉協議会に置き、都城こども未来応援連絡会の運営や支援実施

場所の新規開設に関して支援を推進するものです。

連絡会では、学習支援活動を実施している団体が、効果的・効率的・継続的に実施できるよう、運営費の一部を助

成し、基本的な生活習慣の習得支援や学習支援、食育の一環として調理実習等を行い、生活向上を図ります。

３ 予算額

１３，５３０千円

福祉部 こども課
（３） 子どもの未来応援事業

○子どもの生活・学習支援事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重点施策の推進！

子ども・子育て支援
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１ 事業目的

家庭環境や経済的困難等を自由に高校進学や就職ができない中学校卒業者等へ定時制高校等の学費等を援助し、

各企業が働く場を提供するなどの支援を行う「ふるさと育成協議会」に、学校・家庭・企業・行政をつなぐコーディネーター

が配置されています。

市では、この取組みを支援することにより、多方面にわたる子どもたちへのサポート強化を図ります。

２ 事業概要

「家庭環境や経済的困難等を抱える世帯の子どもたち」の就学・就業を支援するため、学校・家庭・企業・行政をつなぐ

コーディネート業務を行う人材を配置する団体（ふるさと育成協議会）に対し、コーディネート業務に要する経費の１／２を

補助します。

３ 予算額

１，５１３千円

総合政策部 総合政策課○子ども育成相談事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重点施策の推進！

（３） 子どもの未来応援事業
子ども・子育て支援
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１ 事業目的

伝染の恐れがある疾病のまん延を予防するとともに、かかった場合の重症化を防ぐために、個別に医療機関で受ける予防

接種費用の助成を行います。

２ 事業概要

これまでの乳幼児の定期予防接種１４種類に加え、平成３０年４月から任意予防接種『おたふくかぜワクチン』の助成を開

始していますが、平成３１年４月から、新たに任意予防接種『ロタウイルスワクチン』の助成を始めます。

３ 予算額

４００，４０６千円

福祉部 こども課
（４） 予防接種費

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

ワクチン名 助成対象年齢 助成額 回数 方法・内容など

ロタウイルス

１価 生後６～２４週に至るまで
１回につき
１０，５００円

２回
４週以上の間隔で
２回経口接種

５価 生後６～３２週に至るまで
１回につき
７，０００円

３回
４週以上の間隔で
３回経口接種

流行性耳下
腺炎（おたふ
くかぜ）

１期 １～２歳に至るまでの間にある者
１回につき
２，５００円

１回
注射による接種
（皮下接種）

２期
５～７歳に至るまでの間にある者（小学校入学前
の１年間でいわゆる幼稚園等の年長該当児）

１回

重点施策の推進！

子ども・子育て支援
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１ 事業目的

乳幼児の医療費を助成することにより、乳幼児期における疾病等の治療を容易にし、乳幼児の福祉の向上と健全な発育

の促進を図ることを目的とします。

２ 事業概要

平成２９年４月診療分から、通院の自己負担全額（保険外負担分は除く。）を助成し、完全無料化しています。

３ 予算額

３７１，０８８千円

福祉部 こども課
（５） 乳幼児医療費助成事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

【平成２９年３月まで】【平成２９年３月まで】 【平成２９年４月以降】【平成２９年４月以降】

重点施策の推進！

子ども・子育て支援
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１ 事業目的

保護者が就労等で昼間家庭にいない小学生を対象に、遊びや生活の場を提供し、子どもの健全育成を図ります。

仕事と子育ての両立支援、保護者の子育て支援、子どもの健全育成対策として、重要な役割を担っています。

２ 事業概要

共働き、ひとり親家庭の子どもたちは、放課後や春・夏・冬休みなどの学校休業日には、子どもだけで過ごすことに

なります。子どもたちが、安全で充実した生活を送ることができるよう、小学校の余裕教室や児童館、保育園、幼稚園

等の施設を利用して、子どもたちに遊びや生活の場を提供します。

平成３１年度には４箇所を新設し、市直営と委託先をあわせて７０箇所の放課後児童クラブを開設します。

３ 予算額

５８０，５２１千円

【内訳】

・放課後児童クラブ事業（直営） ７３，５１５千円
・法人立放課後児童クラブ事業 ５０７，００６千円

福祉部 保育課
（１） 放課後児童クラブ推進事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０
Ｈ３１

（見込）

実施箇所数（箇所） ４７ ５３ ５９ ６６ ７０

登録児童者数（人） １，５８９ １，７８０ １，８９０ ２，０５３ ２，３３７
（定員見込）

重点施策の推進！

仕事と子育ての両立支援

放課後児放課後児童クラブ実施状況（毎年５月１日現在）
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福祉部 保育課
（２） ファミリーサポートセンター事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

利用料金 １時間あたり

通常利用 病児対応

月～金
（７時～１９時）

300円 600円

上記以外 400円 700円

１ 事業目的

ファミリーサポートとは育児の援助を受けたい人と、援助を行いたい人による相互援助活動です。

地域全体で子育て家庭を支援し、安心して子育てできる環境をつくります。

平成３１年度から新たに病児・病後児預かりを開始し、更なる仕事と子育ての両立支援を図ります。

２ 事業概要

○次のようなサポートを行います。

①保育施設や塾、習い事への児童の送迎

②保育所や幼稚園等・学校・児童クラブ等の開始前や終了後の預かり

③急な残業や冠婚葬祭、学校行事の際の児童の預かり

④保護者の病気やリフレッシュしたいときの児童の預かり

⑤病児・病後児の預かり（平成３１年度から新規）

○平成２８年度から利用者の負担軽減を目的に、利用料金の一部３００円

補助を開始

○平成３０年度から援助会員の資質向上と充実を目的に、養成講座の講習

時間を２４時間に拡充

３ 予算額

９，９０９千円

（利用料金補助実施後の金額）

重点施策の推進！

仕事と子育ての両立支援
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１ 事業目的

病気中や病気の回復期にある児童を、病児・病後児保育を行う施設で一時的に保育することにより、安心して仕事と子育て

の両立ができる環境を整えます。

２ 事業概要

平成３１年４月から市内で初となる「病児保育」が、まるのキンダーガーテン（野々美谷町）に開設されます。

インフルエンザ・おたふくかぜ等でも、医師が利用可能と判断した場合は預けることができます。

病児・病後児保育では、保育士と看護師が常駐しており、安心して児童を預けることができます。

３ 予算額

２１，０７４千円

【内訳】

・病児・病後児保育事業（まるのキンダーガーテン） ４，９９７千円

・病後児保育事業（吉井病児園・さつき保育園） １２，３５８千円

・三股町利用負担金（とっこのもり・畠中こども病児院） ３，７１９千円

福祉部 保育課
（３） 病児・病後児保育事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

熱は下がってきたけれど、
保育園に連れて行けそうにないなぁ…
でも、仕事があるし…どうしよう

まるのキンダーガーテン 吉井病児園 さつき保育園

所在地 野々美谷町 千町 都島町

病児・病後児 病児・病後児保育 病後児保育のみ

Ｈ３１
4月～

重点施策の推進！

仕事と子育ての両立支援
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１ 事業目的

身体機能及び生活習慣の改善を図り、元気な高齢者が増えることを目的として、身近な場所で住民が主体となった介護予

防事業を実施します。また、通所型サービスに代わる地域での通いの場や生きがいや役割を持って生活できるような居場所

づくりとしての発展を目指します。

２ 事業概要

○住民が主体となり、自治公民館等で週１回以上の体操を行います。

○平成２６年度に開始し、平成３１年１月末２３０か所で開催。平成３１年度末２５０か所での開催を目指します。

○講座継続と参加者増加を図るため、理学療法士や歯科衛生士等の専門職派遣に加え、地区ごとの交流会を実施します。

○通いの場、居場所としての役割も担っており、地域づくりにもつながっています。

３ 予算額

７，７３１千円

健康部 介護保険課
(1) こけないからだづくり講座（住民主体型介護予防事業）

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重点施策の推進！

市民の健康増進
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１ 事業目的

高齢者への生きがい対策及び自殺対策としてシンポジウムを開催します。心豊かに、健康な生活をおくるためのヒントを得

てもらい、高齢者のみならず、全市民の生きがいづくりに繋げてもらうことを目的としています。

２ 事業概要

○会 場 都城市総合文化ホール 大ホール

○日 時 ２０１９年９月１４日（土） 午後１時００分～４時３０分

○内 容 第１部 ■基調講演「６０歳からの１０万時間を楽しく生きる」 講師 小橋 暢之（こはし のぶゆき） 氏

■パネルディスカッション（トークリレー方式）

【コーディネーター】

・小橋 暢之 氏（ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター理事）

【パネリスト（予定候補者）】

・水永 正憲 氏（宮崎県キャリア教育支援センター長）

・山根 基世 氏（フリーアナウンサー）

・池田 宜永 市長

第２部 ■映画「人生フルーツ」上映会

映画｢人生フルーツ｣は、高齢者・夫婦・命・衣・食・住など多様な視点があり、見る人によって様々な

感じ方ができる映画です。人が 生きる豊かさと、歳を重ねて実る美しさを感じて、晩年を心豊かに、

ゆっくりと生きていくための未来へのヒントを得ていただけるものです。

３ 予算額

３，０００千円

福祉部 福祉課
（２） 健康な心と生活のシンポジウム

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重点施策の推進！

市民の健康増進

41
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１ 事業目的

本市は、特定健診受診者のうち、糖尿病の疑いがある人の割合が１４．８％で、県内９市でワースト１位です。

かかりつけ医と連携し、糖尿病重症化予防に取り組むことにより、人工透析が必要となる末期腎不全等の合併症を予防します。

２ 事業概要

○糖尿病未治療・治療中断者への医療機関受診勧奨

○かかりつけ医と連携した保健指導の実施

○尿中微量アルブミン検査費用助成（早期腎症疑い）

※尿中微量アルブミン検査とは

糖尿病性腎症を早期に発見するための検査です。

この段階で発見される腎障害は、可逆的で治療

効果も高いことが知られています。

３ 予算額

２，８７５千円

健康部 健康課
（３） 糖尿病重症化予防事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重点施策の推進！

市民の健康増進
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SMILE   CITY   MIYAKONOJO

１ コンセプト
「 移住・定住 × 雇用・就職支援」

移住・定住施策とは切り離せない雇用・就職施策をライフステージごとに組み込ませることにより、地元就職の促進

による定住促進、本市での就職促進による移住・ＵＩＪターンの促進を図ります。

２ 施策展開イメージ
ライフステージごとの課題解決に取り組み、若年層の移住・定住を重点的に推進します。

重点施策の推進！

総合政策部 総合政策課
○ 移住・定住拡大プラン２０１９ （全体像）

移住・定住の推進
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SMILE   CITY   MIYAKONOJO  

１ 事業概要
ゲストティーチャーとして協力していただける企業等を募り、小・中学校の要請に応じて講師と

して派遣します。小中学校の早い段階から地元企業の素晴らしさを伝える授業を実施し、若年
層の「地元で働く」 意識の醸成と、将来的な地元定着を図ります。

２ 予算額
ゼロ予算

○企業巡見推進事業 【主に高校生向け】

１ 事業概要
高校生やその保護者、教職員が、貸切バス等を利用して地元企業を巡ります。実際の職場

を見学することで、より深く、その企業の魅力を理解してもらい、地元での就職を希望する若者
の地元就職率の向上を図ります。

２ 予算額

３，１５６千円

○移住・定住インターンシップ等推進事業 【主に大学生向け】

１ 事業概要
地元企業のインターンシップ等に参加する、市外在住の大学生等の参加経費の一部を支援

します。県外の大学への訪問や学内セミナー等を開催することにより、地元企業の魅力を積極
的に発信し、大学とのネットワーク強化に取り組みます。

２ 予算額

３，２２５千円

重点施策の推進！

移住・定住の推進
○ 移住・定住拡大プラン２０１９ （個別事業の概要）

○産学官連携！キャリア教育推進事業 【主に小・中学生向け】 総合政策部 総合政策課
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SMILE   CITY   MIYAKONOJO  

○移住・ＵＩＪターン就職座談会 【主に大学生向け】
１ 事業概要

移住者・ＵＩＪターン者を積極的に採用したい地元企業とのパートナーシップを強化します。
また、「雇用の場と生活環境」をセットにしてＰＲする移住・ＵＩＪターン就職座談会を都市部で

開催し、官民一体となって新しい人の流れの創出に取り組みます。

２ 予算額

１３，０９０千円

○ 移住・定住拡大プラン２０１９ （個別事業の概要）

１ 事業概要
大学生等の地元企業への就職やインターンシップ参加促進を図るため、市の専用スマート

フォンアプリを活用し地元企業の採用情報の提供を行います。また、都市部で小規模な就職
座談会を開催します。

２ 予算額

２，３９０千円

○移住・定住インターンシップ等加速化事業 【主に大学生向け】

重点施策の推進！

移住・定住の推進

総合政策部 総合政策課

○転職応援補助金 【社会人向け】
１ 事業概要

地元企業への転職に伴い、本市に新たに転入する移住者の新生活を支援するため、引越
代金や家賃の一部を助成することにより、「都城で働きたい」移住希望者を呼び込みます。
・引越代金 補助率１/２、上限４００千円
・家賃１年分 補助率１/２、上限６００千円 合計 １世帯あたり 大１，０００千円

２ 予算額

１１，５００千円

引越代金 １/２ 家賃の１/２

- 資料 45 -



○ 移住・定住拡大プラン２０１９ （個別事業の概要）

SMILE   CITY   MIYAKONOJO  

○移住・定住推進事業 【全世代向け】

１ 事業概要
本市への移住・定住をさらに促進するため、積極的な情報発信を行うとともに、移住・定住

支援策を実施します。
・情報発信 移住相談会への参加、移住専用ホームページの活用など
・移住・定住支援策 お試し滞在（宿泊費・レンタカー助成）、空き家リフォーム等補助金など

２ 予算額

４，７６４千円

重点施策の推進！

移住・定住の推進

総合政策部 総合政策課○移住・定住人材確保コーディネート事業 【主に社会人向け】
１ 事業概要

県外に複数の拠点を有する人材ビジネス事業者と連携して、本市の就職相談窓口を県外
に開設します。相談窓口では、転職希望者の相談対応や地元企業とマッチングを図るととも
に、地元企業へのアドバイス・情報提供を行い、地元企業の人材確保を支援します。

２ 予算額

１，９２５千円

○採用力ＵＰ実務セミナー・中小企業等若手社員合同研修会 【地元企業向け】

１ 事業概要
地元企業の採用担当者を対象に採用力ＵＰ実務セミナーを開催し、地元企業の採用ノウハ

ウの習得を支援します。また、企業の枠を超えた若手社員の合同研修会を開催し、「社外同期」
の形成による早期離職の防止に取り組みます。

２ 予算額

１，２０１千円
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１ 事業目的

中心市街地の活性化を目的に整備し、平成３０年４月２８日にオープンした中心市街地中核施設「Mallmall」が開館１周年

を迎えることから、 平成３１年４月２７日から５月６日までの１０日間を開館１周年記念ウィークとして位置付け、１周年記念事

業を実施します。

２ 事業概要

○図書館コンセプトＰＲ事業

開館以来、全国的に注目を集めている本市の図書館のコンセプトのさらなる浸透を図るため、記念ウィーク期間中に、

新しい図書館像をテーマにしたパネルディスカッションを開催します。また、ＰＲ媒体として、パネルディスカッションの内容等

を収録したコンセプトブックを新たに作成し、来館者等に配布します。

○まちなか賑わい創出事業

まちなか広場等の活用を促進し、賑わい創出の加速化を図るため、「まちなかマルシェ」や「まちなか賑わいワークショップ」

を開催します。

３ 予算額

６，７１０千円

【内訳】

・コンセプトブック作成費 ３，５７５千円

・まちなかマルシェ開催事業費補助金 ２，０００千円 外

商工観光部 商工政策課
（１） 中核施設「Mallmall」開館１周年記念事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

来街者を呼び込む市立図書館 まちなか広場における賑わい

重点施策の推進！

中心市街地の活性化
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商工観光部 商工政策課
（２） 中心市街地再生プラン事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

１ 事業目的

中核施設開館のタイミングに合わせ、中心市街地活性化に向けた三本の矢（中心市街地再生プラン事業・中心市街地

中核施設整備支援事業・まちなか活性化プラン事業）の一つとして、大胆な空店舗等活用支援施策を展開することにより、

中核施設周辺へ魅力的な店舗や事業所の集積を図り、賑わい創出と商店街組織等の活性化を実現します。

２ 事業概要

○事業を３ヵ年計画（平成２９～３１年度）で集中的に展開することにより、中核施設周辺の商業基盤等の整備を促進し、

中核施設の整備効果の早期発現を図ります。

○エリアマネジメントによる支援の「集中と選択」を図るため、中心市街地に４エリア（中核施設エリア・ 重点エリア・ 重点

エリア・検討エリア）を設定し、各エリアの実情等に応じて支援を行うとともに、リノベーションまちづくり事業費補助金や

空店舗等解体補助金等の多様な補助メニューを設定し、ニーズに即した民間事業への支援を展開します。

○リノベーション手法による空店舗活用事業等を手厚く支援し、 リノベーションまちづくりのさらなる浸透・進展を図ります。

３ 予算額

１３８，０７６千円

【内訳】

・集団型商業基盤整備事業費補助金 ５０，０００千円

・リノベーションまちづくり補助金 ４４，０００千円

・空店舗等解体補助金 １６，０００千円 外

Before

After

重点施策の推進！

中心市街地の活性化
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１ 事業目的

平成３０年度に開館した中心市街地中核施設周辺の商店街や中心市街地エリアを対象に、さまざまなソフト事業を展開して

いくことにより、新たな賑わいを創出し、中心市街地全体の活性化を図ります。

２ 事業概要

○３か年計画（平成２９年度～平成３１年度）で、中心市街地の景観・雰囲気を変える取組みとして、「商店街イルミネーション

事業」や「商店街景観形成事業」を実施するほか、「みやこんじょ子ども商店街事業」や「まちなか人材育成支援事業」など、

中心市街地で積極的に活動する市民団体等を支援する取組みを実施します。

○賑わい創出の中心施設である「まちなか広場」を活用し、新しいイベント等を開催する市民団体等を支援することにより、
中心市街地の更なる賑わい創出に取り組みます。

３ 予算額

６５，６９２千円

【内訳】

・商店街イルミネーション事業 １０，９４１千円

・商店街景観形成事業 ２，７３４千円

・まちなか広場活用支援事業 ２，５００千円 外

商工観光部 商工政策課
（３） まちなか活性化プラン事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

イルミネーションによる賑わい創出

重点施策の推進！

中心市街地の活性化
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１ 事業目的

平成３０年度に開館した中核施設の整備効果の発現を図るため、平成２７年度から配置しているタウンマネージャーを

中心に公民連携を図りながら、中核施設周辺の商店街に存在する遊休不動産の再生・利活用を促進し、まちなかの新た

な賑わいを創出します。

２ 事業概要

○「リノベーションまちづくり」の取組みを継続するため、タウンマネージャーを継続配置するとともに、不動産所有者や出店

希望者、 「中心市街地再生プラン事業」を活用する事業者等からの相談窓口をタウンマネージャーに一本化することで、

効率的に事業展開を支援しながら、遊休不動産の利活用や空店舗への出店を促進します。

○リノベーションまちづくりのさらなる浸透・推進を図るため、市民向けのリノベーションセミナー、講演会等を開催します。

３ 予算額

１７，７８３千円

【内訳】

・タウンマネージャー配置事業 ８，５８３千円

・リノベーション推進事業 ９，２００千円

商工観光部 商工政策課

（４） 公民連携のリノベーションまちづくり事業
（地方創生推進交付金事業）

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

出店希望者からの相談対応リノベーションセミナー

重点施策の推進！

中心市街地の活性化
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１ 事業目的
市内の各地域住民等が実施する当該地域の抱える課題の解決、活性化等に向けた自発的な取組（地域活性化事業）

に対し補助金を交付し、まちづくりを支援します。

２ 事業概要
市内１５地区のうち１１地区において、２９事業の実施が予定されています。 ※詳細は次ページ

○主な事業
【姫城地区】 島津灯ろう祭り賑わい創出事業
・地区内の神社の六月灯に併せて、都城島津灯ろう祭り（都城島津家の歴史や写真・絵画コンテストの上位入選作品を
反映させた大型灯ろうの設置）を実施
【山之口地区】 平和講演会事業
・戦争を知らない世代（小中学生やその保護者等）に、戦争の悲惨さ
や平和と命の大切さを学ぶ平和講演会を開催
【高崎地区】 タイムカプセル開封記念事業
・町制施行５０周年記念に埋設したタイムカプセルの開封を記念して、
記念ＤＶＤの作成及び上映、タイムカプセル内収容品の展示、地域
振興に関する記念講演を実施

３ 予算額
２８，６６５千円 ※平成３１年度実施分（２９事業の総額）

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重点施策の推進！

地域の活性化

市民生活部 コミュニティ文化課
各総合支所 各地区市民センター

（１） 地域活性化事業
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SMILE   CITY   MIYAKONOJO 

【横市地区】
・安全パトロール隊の充実を図る事業
・地域の歴史を伝承する事業

【祝吉地区】
・スマイルカフェ祝吉事業

【山之口地区】
・イベント支援事業
・花木あげ馬保存伝承事業
・健康増進事業
・平和講演会事業

【沖水地区】
・イベント環境整備事業
・カレンダー製作事業

【志和池地区】
・安心安全なまちづくり推進事業

【山田地区】
・「石川理紀之助」交流事業
・山田地区広報誌発行事業
・自然遺産掲示板設置事業

【高崎地区】
・イベント環境整備事業
・タイムカプセル開封記念事業
・ホームページ開設事業
・芸術文化環境整備事業
・健康スポーツ推進事業
・高崎地区縁結び促進事業
・自治公民館連携強化事業
・民俗芸能保存活性化事業

【姫城地区】
・史跡等写真集製作事業
・島津灯ろう祭り賑わい創出事業

【小松原地区】
・こけない体操支援事業
・ふるさと再発見事業

【五十市地区】
・今町俵おどり伝承事業

【庄内地区】
・ハッピ作製事業
・見守り隊ベスト作製事業
・有害鳥獣対策事業

重点施策の推進！

（１） 地域活性化事業（事業一覧）
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１ 事業目的

都市部から地域おこし協力隊として活動する隊員を採用し、外部の視点をもって地域活性化を図ります。

２ 事業概要

地域おこし協力隊員を２名増員し、外部の視点をもって、温泉施設等を活用した

地域振興や移住・定住促進に取り組むとともに、現在、着任している４名の隊員の

活動を通じて、観光PR 、リノベーションによるまちづくり、婚活支援及び特産加工品

の研究開発を積極的に展開します。

○地域おこし協力隊とは

人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において、地域外の人材（主に都

市住民）を受け入れて委嘱し、地域おこし活動等に従事してもらい、併せて隊員

自身の定住・定着を図りながら、地域の活性化に貢献してもらう取組みです。

３ 予算額

１９，７３６千円

総合政策部 総合政策課 外

（２） 地域おこし協力隊活用事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重点施策の推進！

地域の活性化
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１ 事業目的

窓口で婚姻届・出生届を出された方へ、幸せな二人の門出や新しい命の誕生を祝福するとともに、大切な記念日の思い

出として手元に残せるよう、専用用紙に婚姻届等を複写して贈呈するサービスを実施します。

２ 事業概要

○専用用紙は結婚や出産を祝福する想いが伝わるようなデザインにします。また、デザインに都城市の観光名所などを取り

入れ、市の魅力も伝えます。

○専用用紙の種類 婚姻届・出生届 各３種類

○事業開始日 ２０１９年７月１日

３ 予算額

４３１千円

市民生活部 市民課
（１） 婚姻届・出生届記念贈呈事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

市民サービスの更なる向上！
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１ 事業目的

死亡に係る手続は、大切な人を亡くされたばかりの御遺族にとって「必要な手続が分からない」、「申請書を何枚も書かなけれ

ばならない」といった精神的負担、事務的負担が大きいものとなっています。このような負担の軽減を目的として、御遺族に寄り

添って死亡手続をサポートするおくやみ窓口を市民課に設置します。

２ 事業概要

御遺族から聞き取り等を行い必要な手続を特定し、故人の情報等を記載した申請書をおくやみ窓口で一括して作成すること

により、死亡に係る手続の負担を軽減します。また、該当する窓口を御案内することにより、手続漏れが生じないよう配慮します。

マイナンバーカードをお持ちの場合は、カードの情報を読み取って申請書を作成しますので、手続時間がさらに短縮されます。

３ 予算額

１１，０４４千円

市民生活部 市民課
（２） おくやみ窓口構築事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

おくやみ窓口
申請書作成支援

国保？
介護？
税？

市営住宅？

市民サービスの更なる向上！
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１ 事業目的

コンビ二交付サービスは、マイナンバーカードを利用して 寄りのコンビニ等で各種証明書が取得できるものです。市役所

の窓口開設時間にとらわれずに、簡単な操作で証明書を取得できます。

平成３１年度は、取得できる証明書の種類を増やすとともに、図書館にマルチコピー機を設置し、利便性の更なる向上を図

ります。

２ 事業概要

○取得できる証明書の種類を増やします。

・所得証明書、課税証明書、戸籍の附票が新たに取得できるようになります。

・現在は住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書、戸籍証明書が取得できます。

○図書館に各種証明書を取得できるマルチコピー機を設置し、中心市街地中核施設の行政機能の強化を図ります。

○実施日 ２０１９年１０月１日予定

３ 予算額

１８，７５２千円

市民生活部 市民課
（３） コンビ二交付サービス事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

市民サービスの更なる向上！

※市内では、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート等のコンビニに
加え、イオン都城店、イオン都城駅前店、ホームワイドプラス都城店で
も各種証明書が取得できます。
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総務部 管財課
（４） 本庁舎トイレユニバーサルデザイン化事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

１ 事業目的

来庁者の多い本庁舎１階及び２階のトイレについて、全面リニューアルを行います。

子育て世代や高齢者がストレスなく快適に利用できる優しいトイレに整備します。

２ 事業概要

○東館を男子トイレ、西館を女子トイレとします。

○ウォッシュレット付き洋便器、手すり、オムツ替えシート、ベビーキープ等を設置します。

○女性用トイレに広々ブースを設け、ベビーカーと一緒に入れるようにします。

○多目的トイレに大人用オムツ替えシートを設置します。

３ 予算額

６４，９５２千円

西館女子トイレイメージ 東館男子トイレイメージ

市民サービスの更なる向上！
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１ 事業目的

近年、高齢運転者による重大事故が発生し、その対策が喫緊の課題となっています。そこで、高齢運転者の交通事故防

止を目的として、満６５歳以上で自動車の運転を継続する希望者に、実車訓練等の安全運転サポート事業を官民連携(本市、

都城警察署、都城地区交通安全協会、警友自動車学校、ナカムラ自動車学校)で行い、交通事故発生ゼロを目指します。併

せて、本市が行っている敬老特別乗車券(バス券)の対象者に満６５歳以上７０歳未満の運転免許証の自主返納者を新たに加

えることで、運転免許証を自主的に返納しやすい環境づくりを促進します。

２ 事業概要

３ 予算額

９７２千円

総務部 総務課
（５） 高齢者安全運転サポート事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

市民サービスの更なる向上！
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１ 事業目的

市ホームページを検索しやすく、利用しやすい、利用者の視点に立った
ホームページにリニューアルします。また、画像や動画をふんだんに用いな
がらＰＲ力も大幅に強化することで、全国トップレベルの魅力ある「都城市
ホームページ」に刷新します。

２ 事業概要

○検索機能を大幅に強化し、検索後の表示も、よく見られているページ、検
索キーワードから類推されるページなど、分類表示の工夫を施すことなど
で利用しやすくします。

○難しい表現は極力避け、分かりやすい表現で優しいホームページに刷新
します。

○ビジュアルにさまざまな工夫を施しながら、注目のイベントや観光、グルメ
情報などを充実させ、わくわく感のある魅力的なホームページに刷新しま
す。

○バックアップシティとしての役割を十分に果たすため、大規模災害発生時
には、沿岸の市に代わって情報を発信するとともに、安定した運用管理
ができる体制を構築します。

３ 予算額

１２,４００千円

総合政策部 秘書広報課
（６） ホームページリニューアル事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

画像豊富な観光ページのイメージ

重点施策の推進！
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１ 事業目的

上長飯霊地公園内に、新たなお墓の形態である「合葬墓」を整備します。

今回導入する「合葬墓」は、一棟の建屋を納骨室とし、複数の方から骨壺を預かり保管します。お墓参りは建物の外に設置

する合同の祭壇でお参りする方式です。

本市で維持管理を行うため、合葬墓の使用者は清掃等の作業が必要なく、お墓を見守る人が不在となっても管理が継続さ

れます。

２ 事業概要

〇施設規模 合葬墓（鉄筋コンクリート造平屋４０㎡・受入規模５４０体）

〇事業期間 平成３０～３１年度

〇事業内容 平成３１年度 合葬墓建設工事

２０２０年度 申込受付開始（５月予定）

３ 予算額

１５，９７７千円

環境森林部 環境政策課
（７） 合葬墓整備事業（上長飯霊地公園）

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

市民サービスの更なる向上！
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１ 事業目的

住宅用火災警報器の設置率１００％に向けて、安心クーポン券を配布し設置推進を行うことにより、市民の生命・身体・

財産を守るとともに、自助・共助の促進を図ります。

２ 事業概要

市民で、住宅用火災警報器を設置していない世帯又は設置後１０年経過し

更新する世帯を対象に、安心クーポン券を配布します。

○配布枚数

住宅用火災警報器１個に対して、安心クーポン券（５００円）１枚を配布

○取扱・購入方法

安心クーポン券を指定取扱店で利用し、住宅用火災警報器を購入

３ 予算額

７，０９１千円

【内訳】

・住宅用火災警報器交付金 ５，５００千円（１１，０００枚） 外

消防局 総務課
（８） 住宅用火災警報器設置推進事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO 

設置率

１００% を
目指します！

家族を守る強い味方 鳴らないと意味ないよ！

市民サービスの更なる向上！
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１ 事業目的

本市の物産振興拠点施設である「道の駅 都城」を大幅にリニューアル整備することにより、物産振興と交流人口の拡大に

よる地域活性化を目指します。

２ 事業概要

物産振興拠点施設の完成は２０２１年度の見込みであり、２０１９（平成３１)年度は主に次の事業に取り組みます。

○アドバイザリー業務委託

新施設のグランドデザインを描き、施設整備や運営組織のあり方等に対する助言・提案を行うアドバイザーを選定し、アド

バイザーと連携して本プロジェクトを展開します。

○物産振興拠点施設基本計画の策定

基本計画の策定を行い、新施設の機能や規模、レイアウト等を決定します。

○物産振興拠点施設運営組織の設立準備

新施設の運営組織（法人）の設立に向けた準備を進めます。

３ 予算額

５３，０１２千円

ふるさと産業推進局
（１） 物産振興拠点施設整備事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

“肉と焼酎のふるさと・都城”の対外的ＰＲの更なる推進！
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１ 事業目的

ふるさと納税制度を活用して本市に寄附していただいた市外の方に、「肉と焼酎のふるさと・都城」にふさわしい魅力ある

特産品を贈呈し、ふるさと納税の更なる推進を図ることにより、本市の対外的なＰＲと地場産業の振興を図ります。

２ 事業概要

○返礼品の内容充実

・肉と焼酎を中心とする特産品の供給体制を確保するとともに、寄附者ニーズを捉えた魅力ある返礼品を取り揃えます。

・肉と焼酎に続く、本市の魅力ある特産品を返礼品に加え、ふるさと納税を活用して積極的に情報発信することにより、

地場産業の更なる振興を図ります。

○ＰＲ手段の更なる充実

・特設サイトをはじめ、複数の寄附申込サイトを有効に活用します。

・市民に都城市のふるさと納税を知ってもらい、全国へ一緒にＰＲするイベントを開催します。

・都市部での寄附者向け感謝祭を開催します。

３ 予算額

３，４９３，８２４千円

ふるさと産業推進局
（２） ふるさと納税推進事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

“肉と焼酎のふるさと・都城”の対外的ＰＲの更なる推進！
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１ 事業目的

東京モノレール沿線（浜松町ビル屋上）やＪＲ博多駅構内に加えて、新たに天神地下街に地元企業とコラボした看板を

設置するとともに、羽田空港と浜松町駅を結ぶ東京モノレールを活用した企画電車を運行することにより、旅行者や都市

圏域在住者に対して集中的に都城市の魅力を発信し、本市の知名度の更なる向上を図ります。

２ 事業概要

○地元企業と連携して都城市をＰＲする「黒霧島 ＭＡＤＥ ＩＮ 都城」の看板の設置

・設置場所 東京モノレール沿線（浜松町ビル）看板

JR博多駅構内デジタルサイネージ看板

天神地下デジタルサイネージ看板【新規】

○東京モノレール企画電車

・２編成（１２両）の窓上・中吊りポスター全てで都城市をＰＲ

・実施予定期間 ２０１９年１１月１日(金)～１２月３１日(火)

３ 予算額

２２，２３５千円

商工観光部 みやこんじょＰＲ課
（３） 「肉と焼酎のふるさと・都城」推進事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

【東京モノレール企画電車】
【東京モノレール沿線
及びＪＲ博多駅構内、
天神地下街看板】

“肉と焼酎のふるさと・都城”の対外的ＰＲの更なる推進！
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１ 事業目的

インターネットを活用した売買が拡大する中、「日本一の肉と焼酎」をはじめとした

本市の優れた地場産品を全国の消費者に直接販売することで、本市の物産振興を

図ります。

２ 事業概要

○楽天市場内に平成３１年３月にグランドオープン予定の都城市公式オンラインショ ップ

「極上！みやこのじょう！」で本市の地場産品を販売します。

○全国の消費者に自信を持っておすすめできる地場産品を選定し、物産振興を通じた

地域経済の活性化を図ります。

・運営事業者

「タマチャンショップ」の運営を通じて、楽天市場内で豊富なノウハウや高い実績を有

する「（有）九南サービス」に委託。

・ショップコンセプト

「都城のおすすめ商品セレクトショップ」。

・ショップURL

https://www.rakuten.ne.jp/gold/miyakonojo/

３ 予算額

１０，８００千円

ふるさと産業推進局（４） 都城市公式オンラインショップ運営事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

“肉と焼酎のふるさと・都城”の対外的ＰＲの更なる推進！
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１ 事業目的

本市の物産や観光のさらなる拡大を推し進めるために、ふるさと納税で「都城を選んでいただいた方々」をしっかり繋ぎとめ、

都城のことをこれからも選んでもらうための仕組みづくりを行います。

２ 事業概要

「都城市ファンクラブ」を設置し、本市の物産・観光の振興に寄与していただいたファンクラブ会員の皆様に、地元企業の協

力をもらいながら以下の会員サービスを提供します。また、会員向けに積極的に情報発信を行い、市の対外的ＰＲツールとし
ても活用します。

○会員サービス

・楽天Ｅｄｙ機能付き会員証で自動的に都城を応援（利用額の０．１％が楽天株式会社から寄附予定）

・都内ＰＲ連携店等で会員証利用時に楽天ポイント優遇等のサービス

・市公式ＥＣサイト「極上！みやこのじょう！」でのお得なクーポン配付

・市内協力企業による来訪時の特別サービス提供

・都城市ふるさと納税における限定返礼品の先行受付等の優遇

・その他民間提案による会員サービスも検討

３ 予算額

５，３４８千円

総合政策部 総合政策課
（５） 都城市ファンクラブ運営事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

“肉と焼酎のふるさと・都城”の対外的ＰＲの更なる推進！
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SMILE   CITY   MIYAKONOJO

商工観光部 みやこんじょPR課
ふるさと産業振興局

１ 事業目的

ふるさと納税日本一に輝いた「肉と焼酎」を観光の目玉に、meat「肉と焼酎」にmeet「出会うこと」ができる

通称「ミートツーリズム」（以下「ＭＴ」）を積極的に展開し、観光誘客や交流人口の拡大を図ります。

２ 事業概要

○誘客促進のためのツアー造成支援

ＭＴを満喫できるツアーを造成・実施する旅行事業者に対して補助金を交付し、本市へ

の訪問のきっかけづくりを行います。

○情報発信の強化

【ＳＮＳの活用】

ＳＮＳを活用したＭＴのプロモーションを展開し、ＭＴ専用ＨＰのアクセス向上を図ります。

【関連イベントの実施】

本市が協賛するプロ野球の公式戦や、地元の酒造メーカーと連携したディナー会「おも

てなしみやこんじょ」等を開催し、ＭＴの魅力を都市圏に発信します。

○民間事業者等との連携による観光素材の磨き上げ

ＭＴ推進委員会：市内の民間事業者等と連携し、体験型コンテンツの発掘やブラッシュ

アップ等に取り組みます。

３ 予算額

３３，８６０千円

（６） ミートツーリズム推進事業

ＭＴツアー参加者数の推移

“肉と焼酎のふるさと・都城”の対外的ＰＲの更なる推進！

（単位：人）
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１ 事業目的

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック、 ２０２５年の大阪万博、２０２６年の宮崎国体が開催されることに伴い、このチャン
スを活かして本市への国内外の観光誘客を促進するため、プロフェッショナル人材を全国から公募して配置し、新たな観光戦略を
推進します。

また、本市の代表的な自然景勝地で、日本の滝１００選にも選ばれている「関之尾滝」及びその周辺について、本市の観光の目
玉施設として位置づけ、大胆なリニューアルを行うことによって、更なる観光誘客の増加を図ります。

２ 事業概要

○観光プロフェッショナル人材の配置

観光分野に精通したプロフェッショナル人材を、全国から公募して「（仮称）観光イノベーター」として配置することにより、本市
の観光政策のグランドデザインを描くとともに、観光協会をはじめとする関係団体等と連携しながら、本市への新たな観光誘客
策を展開するなど、観光戦略を強力に推進します。

○関之尾公園のリニューアル

関之尾滝を含む関之尾公園を「魅せる観光地」として設定し、新たな誘客を図るためのリニューアルに関する基本計画を策定
します。

３ 予算額

１８，９８２千円

【内訳】

・（仮称）観光イノベーターの配置（委託料） ８，７５６千円

・関之尾公園リニューアル基本計画（委託料） １０，０４２千円 外

商工観光部 みやこんじょＰＲ課
（７） 観光力強化推進事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

（仮称）観光イノベーターの配置 関之尾公園のリニューアル

“肉と焼酎のふるさと・都城”の対外的ＰＲの更なる推進！
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SMILE   CITY   MIYAKONOJO

（８） インバウンド対策事業
商工観光部 みやこんじょPR課

１ 事業目的
日本を訪れる外国人観光客（インバウンド）は、増加の一途をたどり、海外からの誘客を促進することが観光の発展に欠かせ

ない状況になっています。そこで、旅行客数が も多い台湾をメインターゲットに、外国人観光客、観光消費の増加を図ります。

２ 事業概要
○平成２８年度から台湾の旅行関係者に実施してきたミートツーリズムのトップセールスを引き続き実施します。
○民間事業社等と連携し、観光誘致キャンペーンを実施します。
○外国人観光客に対応した体験コンテンツを発掘することでインバウンドの推進を図ります。

３ 予算額
４，５６３千円

台湾トップセールス風景

“肉と焼酎のふるさと・都城”の対外的ＰＲの更なる推進！
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１ 事業目的
プロスポーツチーム等のキャンプ及びアマチュアのスポーツ・文化

団体の合宿誘致により、スポーツ・文化の振興を図るとともに、地域

活性化につなげます。

２ 事業概要
○プロスポーツチーム等合宿受入事業

プロスポーツチーム等のキャンプ受入れにおいて、会場の整備や

キャンプのＰＲを行います。また、プロスポーツチーム等の合宿を盛

り上げ、市内外から多くの誘客を図ります。

○スポーツ・文化合宿補助金

全国トップレベル（ 大１人２，０００円/１泊、上限額３０万円）の合

宿補助制度により、スポーツ・文化合宿の更なる誘致を推進します。

３ 予算額

２５，４３１千円

【内訳】
・スポーツランド都城推進事業 ２３，８９６千円
・文化合宿誘致促進事業 １，５３５千円

商工観光部 みやこんじょＰＲ課
市民生活部 コミュニティ文化課

（９） 合宿誘致推進対策

SMILE   CITY   MIYAKONOJO
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スポーツ・文化合宿誘致実績推移

参加者数 団体数

※平成３０年度は、１２月までが実績値、１月から３月までが
平成２９年度の実績値により推計。

“肉と焼酎のふるさと・都城”の対外的ＰＲの更なる推進！
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１ 事業目的

２０２６年に本県で開催される２巡目国体に向けて、県と市の共同により、山之口運動公園に陸上競技場等の整備を進めます。

陸上競技場の整備により、競技力の向上はもとより、屋外競技大会やキャンプ合宿の誘致の可能性が広がり、交流人口の拡

大や地域活性化が期待できます。また、南海トラフ巨大地震に備えた後方支援拠点としての機能を強化することができます。

２ 事業概要

○事業期間 平成２９年度～平成３６年度（予定）

○事業内容

国体に必要な設備機能を持つ陸上施設（第１種・第３種公認

陸上競技場、投てき練習場）及びその他の公園施設等を県と

市で共同整備します。

平成３１年度は、公園拡張のための用地取得や設計委託業

務、解体工事等を実施します。

３ 予算額

７３４，２６２千円

総合政策部 スポーツ施設整備推進室（１） 山之口運動公園整備事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

その他の特色ある主な事業

施設配置計画案
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１ 事業目的

都城運動公園野球場は、整備から５０年以上が経過し、老朽化が進んでいます。

本野球場は市内で唯一公式基準を満たしており、野球の拠点施設として平成３１年度までに大規模な整備を行うことで安全

性の確保と利便性の向上を図るとともに、市内外の各種大会や合宿、キャンプ、フェニックスリーグ等を積極的に誘致します。

２ 事業概要

○内外野全面改修

暗渠排水設備、土入替え、天然芝舗装、人工芝舗装、ファウルポール改修、

マウンド形成、ベース類設置、室内外ブルペン改修、給水設備改修

○スコアボード一体型バックスクリーン設置

○トイレ洋式化改修工事 等

３ 予算額

４４０，８２３千円

教育委員会 スポーツ振興課

（２） 都城運動公園整備事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

その他の特色ある主な事業

○野球場大規模改修
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１ 事業目的

都城運動公園にある市体育館、 武道館、 弓道場の機能は、早水公園に新たに整備した施設に移転します。

屋内施設の集約に合わせて、都城運動公園の競技施設の機能再編を進め、「第２次都城市スポーツ施設整備ビジョン」

に基づき、陸上競技場、 テニスコート、 野球場の３つの機能に集約します。

本公園は、屋外競技を中心とした機能拡充を図り、市民の日常的なスポーツや健康増進にも利用できる公園づくりを推

進します。

２ 事業概要

○事業期間 平成３１年度～平成３５年度(予定)

○事業内容 テニスコート１６面及び駐車場等の整備

平成３１年度は、基本設計委託を実施します。

３ 予算額

２５，４９９千円

総合政策部 スポーツ施設整備推進室

（２） 都城運動公園整備事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

整備イメージ図

その他の特色ある主な事業

○テニスコート整備
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１ 事業目的

地区体育施設は、建築されてから４０年以上経過している施設が多く、老朽化が進んでいるため、耐震補強及び大規模

改修工事や周辺整備等を行い、地域の健康増進・生涯スポーツの振興を図ります。

２ 事業概要

○勤労青少年体育センター 耐震補強・大規模改修工事

床の張替え、内壁の張替え、照明のＬＥＤ化、多目的トイレの設置、

バリアフリー化、駐車場整備 等

○上長飯一万城地区体育館設計委託・地質調査委託

３ 予算額

２３９，６０４千円

【内訳】

・勤労青少年体育センター

耐震補強・大規模改修工事 ２０７，１４２千円

・上長飯一万城地区体育館

設計委託・地質調査委託 ３２，４６２千円

教育委員会 スポーツ振興課
（３） 地区体育施設耐震改修整備事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

その他の特色ある主な事業

【勤労青少年体育センター】

【上長飯一万城体育館】
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１ 事業目的

山田総合支所は、昭和３０年に建築され、築６２年を経過し老朽化が著しく、また隣接する山田総合センターは、山田地区に

おける社会教育の拠点として年間１３，０００人の利用がありますが、築３５年を経過し、経年劣化が進んでいます。そこで、支

所機能を山田総合センターへ移転し、建物の大規模な改修を行うことにより、総合支所機能と地区公民館的機能を兼ね備え

た複合施設として再整備し、山田地区の市民サービスの向上を図ります。

２ 事業概要

平成３１年度に改修工事を行い、総合センターの１階に支所機能を

移転し、地区公民館的スペースと総合支所スペースを融合した施設と

します。

また、総合センターのリニューアルや各設備の更新を含めた全面的

な改修を行います。高齢者等の利便性にも配慮し、エレベーター等を

設置する等バリアフリー化も行います。

３ 予算額

５０６，６５１千円

山田総合支所 地域振興課
（４） 山田総合支所複合施設整備事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

山田総合センター

その他の特色ある主な事業
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１ 事業目的

地域の社会教育・生涯学習の拠点として、建物のバリアフリー化や多目的ホールを備えるなど施設機能の充実を図り、

市民が利用しやすい施設となるよう整備します。

なお、沖水、志和池及び庄内地区市民センターは、新たな地区公民館と併設して整備します。

２ 事業概要

３ 予算額

【沖水】 ３８０，４１３千円 【志和池】 ４３７，９９４千円 【庄内】 １２９，８７３千円

教育委員会 生涯学習課
（５） 地区公民館建設事業

（沖水地区、志和池地区及び庄内地区）

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

沖水地区公民館
及び地区市民センター

志和池地区公民館
及び地区市民センター

庄内地区公民館
及び地区市民センター

事業期間 平成２９年度～平成３１年度 平成２９年度～平成３２年度 平成３０年度～平成３２年度

総事業費 ７２２，６５６千円 ５７６，０６８千円 ６５６，０５９千円

供用開始予定 ２０１９年９月 ２０１９年１１月 ２０２１年１月

建設予定地

現地区市民センター

現地区公民館 現地区公民館

現地区市民センター

現地区市民センター

現地区公民館

その他の特色ある主な事業
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１ 事業目的

大岩田 終処分場の埋立地有効活用事業として整備中である「都城市南部ふれあい広場」は、芝生が活着するまで半年

間の養生期間を設け、２０１９年秋(予定)に供用を開始します。

広場は、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が利用でき、市民のふれあいや健康増進などに寄与します。

広大な花畑には、春に菜の花、秋にコスモスを咲かせます。また、花畑の中心部にある花壇に、四季折々の花を咲かせる

ことで、集客力アップや憩いの場を設けることができ、地域の活性化やイメージアップに繋げます。

２ 事業概要

○業務内容 受付業務、芝生管理、花畑・花壇の管理等

○施設概要 パークゴルフ場(１８ホール)、遊具健康広場、

多目的芝生広場、花畑、花壇

○落 成 式 ２０１９年秋(予定)

【 内 容 】

・テープカット ・始球式

・アトラクション ・スポーツイベント

３ 予算額

２５，５６９千円

環境森林部 環境施設課
（６） 都城市南部ふれあい広場

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

都城市南部ふれあい広場 計画平面図

その他の特色ある主な事業
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１ 事業目的

平成１１年１１月に中国重慶市江津区及びモンゴル国ウランバートル市と友好交流都市を締結し、平成３１年度は締結して

節目の２０年になります。市ではさらなる両都市との友好親善が広がることを祈念して、両都市の幹部職員を招へいし、締結２０

周年記念事業を実施します。

２ 事業概要

○開催時期 ２０１９年１１月２４日（日）

○開 催 地 都城市総合文化ホール ほか

○内 容 締結２０周年記念式典

３ヶ国音楽祭（馬頭琴、二胡、三味線）

２０周年記念パネル除幕式

中国・モンゴル展示ブース

３ 予算額

６，２８０千円

総合政策部 国際化推進室
（７） 友好交流都市締結２０周年記念事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

ウランバートル市長との会談重慶市江津区長との会談

その他の特色ある主な事業
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１ 事業目的

タブレットの導入により、事務の効率化と意思決定の迅速化を図ります。併せて、ペーパーレスによる紙資源の節約に
もつながります。

２ 事業概要

部長会議や庁議などの幹部会議にタブレットを利用した電子会議システムを導入します。

参加人数と保存用の資料のコピーが不要となり、紙資源の節約につながります。また、

資料の差し替えが生じた場合の手間も大幅に軽減され、更に、タブレットは通信用のSIMを

実装しているので、出張先でも資料の確認をすることで、意思決定の迅速化を図ります。

３ 予算額

３，３４９千円

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

その他の特色ある主な事業

（８） 電子会議システム導入事業
総務部 情報政策課
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