
令和元年１０月定例会見資料 

  志和池地区公民館・市民センターが完成しました！   
 

平成 30 年 12 月から建設工事を進めていた、志

和池地区公民館及び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：志和池地区公民館建設事業 

事 業 年 度：平成 29年度～令和２年度 

事 業 費：約５億 7,600万円 

※財源：合併特例債約 ５億 3,000万円 ※対象経費の充当率 95％、ほか一般財源 

構   造：鉄筋コンクリート造平屋建て 

延 床 面 積：952.47㎡ 
 

●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 28日（月） 

 

【問い合わせ】 生涯学習課 電話：23-9545 

●落成式 

◎日時 10月 27日（日）10時～11時 

◎場所 志和池地区公民館（上水流町 1536番地） 

◎内容 記念のテープカット、はまご太鼓による演奏披露など 
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       新“歌舞伎橋”が開通します！        
 

平成 28年 11月から整備を進めていた、市

道甲斐元通線の歌舞伎橋（かぶきはし）が完

成し、11月２日（土）に開通します。 

昭和41年に架設されてから50年以上が経

過し、幅員が狭隘で通行車両等の離合が困難

であった旧橋梁からの改良により、自動車の

走行性と、歩行者・自転車運転者の安全性が

大幅に向上します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●事業概要 

整備事業名：甲斐元通線（歌舞伎橋）整備事業 

補 助 金 名：国土交通省道路局所管大規模修繕・更新補助事業 

事 業 年 度：平成 26年度～令和２年度 

事 業 費：約 17億 2,200万円 

※財源内訳： 

国庫補助金 約 8億 9,763万円  

合併特例債 約 6億 401万円 ※対象経費の充当率 95％、ほか一般財源 

構 造：橋長 132.0ｍ、幅員 9.5ｍ  

●供 用 開 始：11月２日（土）15時 

●そ の 他：旧橋梁は、約２年かけて解体・撤去 
 

【問い合わせ】 道路公園課 電話：23-2775 

●開通式 

◎日時 11月 2日（土）９時 30分～10時 30分 

◎場所 市道甲斐元通線本線上（都城市都島町 川の駅公園駐車場前） 

◎内容  

記念のテープカット、三世代夫婦の渡り初め、姫城中学校吹奏楽部による演奏 

◎参加者 

 市長、国会議員、県議会議員、市議会議員、国土交通省九州地方整備局、宮崎県県

土整備部、地元自治公民館長ほか 
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 都城市南部ふれあい広場（大岩田町）がオープンします！  
 

平成 30 年５月から整備を進めていた都城

市南部ふれあい広場が完成し、オープンしま

す。大岩田最終処分場（平成 11 年度に埋め

立て完了）の埋立地有効活用事業として整備。

市の南部に位置する五十市地区、中郷地区、

姫城地区住民からの要望を取り入れ、パーク

ゴルフ場や多目的芝生広場、花畑・花だん、

遊具健康広場などを備えています。 

今後、地域住民の憩いの場として、また広

く市民等のスポーツ・レクリエーション、健

康増進活動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：大岩田最終処分場埋立地有効活用事業 

事 業 年 度：平成 29年度～平成 30年度 ※現時点までは、芝の養生期間 

事 業 費：約４億 9,000万円 

※財源内訳：スポーツ振興くじ助成金 約 3,649万円 ※対象経費の充当率 64％、 

合併特例事業債 約 4億 3,010万円（見込み）※対象経費の充当率 95％、 

ほか一般財源 

●施設概要  総面積：約 100,000㎡ 

◎パークゴルフ場（18コース）：約 20,100㎡ 

◎多目的芝生広場（サッカーグラウンド２面）：約 23,300㎡  

◎花畑・花だん：約 30,100㎡  

◎遊具健康広場：コンビネーション遊具や健康器具を設置 

●施設管理（管理棟：） 

 都城市南部ふれあい広場管理運営委員会 

 ※地元３つの自治公民館による構成 

●供用開始  11月２日（土）13時 
 

【問い合わせ】 環境施設課 電話：23-3319 

●セレモニー 

◎日時 11月 2日（土）11時～11時 40分 

 ※歌舞伎橋のセレモニー終了後。オープニングアトラクションは 10時 30分～ 

◎場所 同広場 大岩田町 5812番地 7 

◎内容  

記念のテープカット（11時 30分ごろ）、始球式（11時 35分ごろ） 

◎参加者 ※約 178名 

 市長、国会議員、宮崎県議会議員、都城市議会議員、近隣の地区公民館長、自治公

民館長、八反地区環境対策協議会委員、南九州大学ほか  
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花畑・花だん

遊具健康広場

パークゴルフ場

管理棟 駐車場

多目的芝生広場

パークゴルフ場(非公認コース) 9ホール×2コース(パー66) L=785m 東屋1棟

コンビネーション遊具、ブランコ、健康器具、東屋1棟、水飲み場

イーストコート、ウエストコート、サブグラウンド、水飲み場、トイレ棟

パークゴルフ場及び多目的芝生広場の受付、休憩所、男女トイレ、多目的トイレ、ロッカー、手足洗い場、コンプレッサー

約3万㎡の花畑に1年に2回花を楽しめる(今秋はコスモス) 花だんは季節の花を楽しめる

200台以上を駐車可(おもいやり駐車場5台含む)

遊具健康広場

多目的芝生広場

管理棟

花畑・花だん

駐車場

●利用時間
午前8時30分～17時00分

●休場日
・毎週火曜日
(祝日の場合は翌日以降の平日)

・12月29日～1月3日

●利用時間
午前8時30分～17時00分

●休場日
・毎週火曜日
(祝日の場合は翌日以降の平日)

・12月29日～1月3日

都城志布志道路
梅北IC

今町IC

利用日時

梅北運動公園
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 全国初！ 市立図書館でもコンビニ交付をスタート！！  
 
10月 16日（水）、マイナンバーカードを使っ

て証明書が取得できる証明書発行機を、都城市

立図書館のまちなか広場側入口（正面入口）に

設置します。 

また、取得できる証明書の種類も現在の４種

類から７種類に拡充し、全国市区別トップの交

付率を誇る「当市のマイナンバー普及推進の取

り組み」を一層強化します。 

 
●全国初の取り組み 

マイナンバーカードを所有する人であれば誰でも居住する自治体の証明書が取得可能

な仕様で証明書発行機を庁舎外に設置する、全国初の取り組みです。 
 
●目的と効果 

①市役所の２倍以上の来客数（開館から１年間の入館者数約１１７万人）を誇る市立

図書館で、証明書発行の行政サービスを提供し、市民サービスの向上を図ります。 

Mallmallは、市立図書館利用カードや電子母子手帳サービス（都城市保健センター）

の利用等、マイナンバーカードを活用する環境が整っていることから、マイナンバー

カードの利便性の高さを実感してもらえます。 

②取得可能な証明書種類が増えることで、必要な証明書を市役所に行くことなく、ワ

ンストップで揃えることができるようになります。 
 
●取得できる証明書は、全７種類！ 

 従 前 か ら：所得課税証明書、戸籍証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書 

 今回から追加：所得証明書、課税証明書、戸籍の附票 
 
●市立図書館での利用時間 

 休館日を除く９時～21時 

【問い合わせ】 市民課 電話：23-2128 

●市立図書館での証明書発行機運用開始式 

◎日時 10月 16日（水）10時 

◎場所 まちなか広場側入口（正面入口） 

◎内容 デモンストレーション、取り扱い説明 

※当日の 10時から 12時まで、来館した市民に対してマイナンバーカードの申請補助

を行います 

～トピック～ 

市立図書館を含む Mallmallの来館・来場者数が施設全体で３００万人に到達します。 

到達の際は、別途広報連絡票にて施設ごとの詳細をお知らせします。 
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