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「住みたい田舎」ベストランキング 大きなまち（人口 10 万人以上）
の総合部門で、都城市が初めて九州１位に！ 全国でも 10 位入賞！！
宝島社『田舎暮らしの本』2020 年２月号(令和２年１月４日発売)に掲載された「2020
年版住みたい田舎ベストランキング 大きなまち（人口 10 万人以上）」の総合部門にお
いて、当市が九州※１位を獲得。全国でも 10 位に入賞しました。
※九州 …

福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

●2020 年版住みたい田舎ベストランキング
移住定住の推進に積極的な市町村を対象に、移
住支援策や医療、子育て、自然環境、就労支援、移
住者数などを含む 230 項目のアンケートを加点方
式で実施。629 自治体からの回答を基に、田舎暮ら
しの魅力を「数値化」し、ランキング形式で紹介し
ています。
なお、
「自然豊かなところで田舎暮らしを楽しみ
たい」と「都会の便利な暮らしも捨て難い」といっ
た相反する読者ニーズに応えるため、人口 10 万人
未満を「小さなまち（539 団体）」、人口 10 万人以
上を「大きなまち（90 団体）」の２つのカテゴリー
でランキングを公表しています。

●評価項目ごとの当市の取り組み状況
移住者の受け入れ実績・移住者歓迎度
市長が定住促進を積極的に推進。移住相談窓口を開設しており、選任の職員を配置
するなど取り組みを強化した結果、全ての項目でポイントを獲得した。
交通
高速道、高速バスのバス停、鉄道の駅の有無に加え、宮崎・鹿児島両空港まで１時間
以内の当市の「地の利の良さ」から全ての項目でポイントを獲得した。
医療
夜間・休日に時間外診療を行っている病院や診療科目５つ以上の総合病院があるな
ど、医療体制が充実していることから全ての項目でポイントを獲得した。
日常生活
市立図書館（Mallmall）や大型ショッピング施設の充実のほか、市内全域に高速イ
ンターネット網が敷設。そのほか、農業生産体制や農業生産物の直売所の充実など、
全ての項目でポイントを獲得した。
【問い合わせ】都城市総合政策課移住相談コーナー

電話：23-2542（直通）
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大切にする心のリレー

「ランドセル便」

～大切に使った「ランドセル」を次に必要とする子どもたちへ～
当市では、市内の中学生から、６年間大切に使
った「ランドセル」を提供してもらい、
「ランドセ
ル」を必要とする児童（小学校在学中の児童、来
春の新入学児など）にリレーする「ランドセル便」
に、新たに取り組みます。
物を大切にする心のリレー「ランドセル便」に、
ぜひ、協力ください。

●収集するランドセルの要件と収集方法
次の要件を満たす「ランドセル」を集めま
す。

Ａ４サイズの教科書に対応したもの

金具やベルトなど、修繕の必要がないもの

汚れや破れなどが目立たないもの
【収集窓口】
福祉課（本館１階６番水色）窓口に持参ください。
【収集期間】
１月 14 日（火）～22 日（水） 9 時～17 時 ※土・日曜日を除く
なお、１月 18 日（土）は、下記の時間・場所で受け付けます。
時間：10:00～16:00
場所：
（Mallmall 内まちなか交流センター）

１階会議室

●収集したランドセルの提供
みやこんじょボランティアフェスティバル 2020 にて、無償提供します
日時：２月２日（日）10 時～15 時
場所：まちなか交流センター（Mallmall 内）
「子育ておうえんコーナー内ランド
セル便」特設ブース
※ボランティアフェスティバル当日に来場できない人は、２月 14 日（金）まで、
福祉課前ロビーにて受け取れます。※８時 30 分～17 時 15 分

●みやこんじょボランティアフェスティバル 2020 の企画紹介
ボランティア体験、防災情報・炊き出し体験、ステージイベ
ント、地元自慢のうまいもの販売、ものものトレードなど、
さまざまな企画があります。
都城市社会福祉

【問い合わせ】都城市福祉課

電話 23-2980（直通）

協議会 HP
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都城にスポーツキャンプシーズンがやってきた！
今年も当市では、サッカーJ リーグのチームや社
会人女子ソフトボールチームのキャンプ、そして、
プロ野球選手の自主トレが行われます。
このほか当市では、スポーツ合宿誘致のための補
助制度を拡充したことで、大学の硬式野球部など、
市内各所で合宿を行うチーム・団体が着実に増えて
います。なお拡充内容は、令和元年 11 月から補助
対象を延べ 30 泊から 15 泊に改正。より、活用しや
くなりました。都城市は、スポーツ合宿をするチー
ム・団体を積極的に応援します！

チーム・団体の推移
（単位：団体、人）

団体

参加者

H27年度

70

2,188

H28年度

74

2,417

H29年度

85

2,681

H30年度

124

4,059

H27年度とH30年度を比較すると
団体ベースで77％アップ！
参加者ベースで86％アップ！

●サッカーＪリーグ
～高城運動公園多目的広場
【ツエーゲン金沢・５回目】
金沢市を中心に石川県がホーム、Ｊ２所属。2019 年シーズンは 22
チーム中 11 位。
期間 ①１月 14 日（火）～26 日（日）
②２月 10 日（月）～16 日（日）
◎プロ選手によるサッカー教室（対象：市内の小学生約 100 人）
日時：１月 19 日（日）14 時 30 分～15 時 30 分
【栃木ＳＣ・９回目】
栃木県宇都宮市がホーム、Ｊ２所属。2019 年シーズンは 22 チー
ム中 20 位。
期間：１月 29 日（水）～２月９日（日）
●社会人女子ソフトボール
～高城運動公園野球場
【シオノギ製薬女子ソフトボール部 15 回目】
大阪府摂津市を拠点に、１部リーグ所属。2019 年シーズンは 12 チーム中 10 位。
期間：２月６日（木）～15 日（土）
【日本精工女子ソフトボール部 ４回目】
滋賀県湖南市を拠点に２部リーグ所属。2019 年シーズンは今季７チーム中１位。
2020 年シーズンは１部リーグに昇格が決定。
期間：２月 16 日（日）～27 日（木）
●プロ野球選手の自主トレ
～高城運動公園野球場
期間：１月 23 日（木）まで
【参加選手】
読売ジャイアンツ
読売ジャイアンツ

たておか

そういちろう

まつばら

せい や

立岡 宗一郎内外野手（背番号 39）
松原 聖弥外野手（背番号 59）

横浜 DeNA ベイスターズ

中井 大介内野手（背番号０）

【問い合わせ】都城市みやこんじょＰＲ課

電話 23－2615（直通）
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「ぼんちくん展」を開催するよ！
当地域でアマチュア漫画家として活動する「みやこ
のジョーさん」の漫画「ぼんちくん」の創刊 20 周年と、
ぼんちくんの当市ＰＲキャラクター兼ＰＲ部長就任 5
周年を記念して、「ぼんちくん展」を開催します。
「楽しい企画もたくさん。みんな、遊びにきてね！」
●期間
1 月 11 日（土）～1 月 26 日（日）
●場所
都城市立図書館
●作品展示など
期間 1 月 11 日（土）～1 月 26 日（日）
場所 １階 ギャラリーＡ
①漫画「ぼんちくん」ができるまで
漫画「ぼんちくん」はどのように描かれているの？作者「みやこのジョーさん」
の制作の様子を取材。漫画ができるまでの工程や「ぼんちくん」の誕生秘話を
紹介します。
②漫画「ぼんちくん」大集合
創刊号から最新号までの漫画「ぼんちくん」の表紙が大集合。現在の「ぼんち
くん」とは違う創刊号の絵柄や作品の変遷など、「ぼんちくん」の歴史を楽し
めます。
●イベント
①「ぼんちくん」の 1 日図書館長 ※時間は調整中。
ぼんちくんが、図書館長として図書館内の仕事に挑戦。
日時 １月 11 日（土）～26 日（日）までの土・日曜日
イベントの詳細
②「ぼんちくん」オリジナルＴシャツを作ろう ※要申し込み
シルクスクリーンを使って、「ぼんちくん」のオリジナルＴシャツ作ろう。
日時 １月 18 日（土） 11 時・14 時からの２回、各回１時間程度
場所 ２階 ファッションラボ
③みやこのジョーさんの漫画教室 ※要申し込み
「ぼんちくん」の作者「みやこのジョーさん」の漫画教室を開催。
日時
場所

１月 26 日（日）10 時～11 時
２階 ファッションラボ

【オープニング式典】
日時：１月 11 日（土）13 時 30 分～
場所：１階 ホール
【申し込み・問い合わせ】都城市みやこんじょＰＲ課

電話 23－2615（直通）

