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ふるさと産業推進局
（１） ６次産業化推進事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

３つの宝を、より一層輝かす！
１ 農林畜産業の振興

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を更に強化し、「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 １１，２１８千円

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、商品開発に

よる都市圏での新たな販路開拓に取り組みます。

○営業力強化対策事業 ９，８４１千円

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

更に強化するとともに、大都市圏への販路開拓に取り組む「攻めの販売戦略」

を展開します。

３ 予算額

２１，０５９千円

売れる商品づくりサポート事業セミナー

販路開拓のための展示商談会

- 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、ＡＩや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の開催

農業者を対象に、スマート農業に関する最新技術の紹介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、先進農業者を講師に招き、セミナーを開催

します。

○スマート農業モデル実証事業の支援

農業者が農機メーカー等と連携して実施する実証事業の経費の一部を支援します。

また、その実証の成果を翌年度以降のスマート農業セミナー等で公表し、優良事例の

横展開を図ります。

３ 予算額

４，１３５千円

【内訳】

・スマート農業セミナー １３５千円

・スマート農業モデル実証補助金 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

スマート農業セミナー

企業による技術紹介・
機械展示

自動操舵補助システム
（直進性をＧＰＳで補正）

- 資料 2 -



１ 事業目的

本市と包括連携協定を締結した宮崎大学及び南九州大学と連携し、大学の専門的な知見を活用して、「みやだいず」の

ブランド化、竹笹サイレージの成分検証、和牛繁殖技術の向上に係る研究等を行い、農林畜産業の振興を図ります。

２ 事業概要

○「みやだいず」ブランド化事業（委託先：宮崎大学）

「みやだいず」の栽培試験、栽培法の確立、独自流通システムの構築、収穫ダイズの成分分析、収穫、ダイズを用いた

加工品開発

○竹笹サイレージ土壌改良及び肥料化検証事業（委託先：南九州大学）

竹笹サイレージの土壌に対する効果検証（土壌微生物への影響、畑作での効果、果樹作物での効果）

○和牛繁殖技術等の向上に関する研究・教育事業（委託先：宮崎大学）

和牛の繁殖技術の向上や飼料供給体制の構築に向けた分析・研究、獣医師スキルアップ研修の実施

３ 予算額

６，８００千円

総合政策部 総合政策課
（３） 大学との連携推進事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

３つの宝を、より一層輝かす！
１ 農林畜産業の振興
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１ 事業目的

令和２年に本市で開催される、第１５回全日本ホルスタイン共進会九州・沖縄ブロック大会での上位入賞を目指す酪農家

の取組を支援します。また、実行委員会の運営費や会場の改修費の一部を支援するとともに、全国から参加する酪農家等

に対して、本市をＰＲします。

２ 事業概要

○全日本ホルスタイン共進会出品対策事業

・共進会出品牛に対する賞賜金や助成金等の支給及び地元関係者で組織された

出品対策協議会の運営費を支援します。

○全日本ホルスタイン共進会開催推進事業

・実行委員会運営費負担金 ２，２２４千円

・共進会会場改修事業費補助金 ２３０千円

○全日本ホルスタイン共進会開催地ＰＲ事業

・「肉と焼酎のふるさと・都城」を強力にＰＲします。

・会場と公営温泉施設を結ぶ温泉シャトルバスを運行するなど、大会参加者・関係者をおもてなしします。

３ 予算額

１２，５７１千円 【内訳】 全日本ホルスタイン共進会出品対策事業 ８，１４４千円

全日本ホルスタイン共進会開催推進事業 ２，４５４千円

全日本ホルスタイン共進会開催地ＰＲ事業 １，９７３千円

農政部 畜産課
（４） 全日本ホルスタイン共進会事業

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

令和４年に開催される第１２回全国和牛能力共進会鹿児島大会で、種牛及び肉牛両部門への本市代表牛出場と２大会

連続となる最高賞「内閣総理大臣賞」の獲得を目指し、生産者・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の事業を支援することにより、和牛の一大産地としての「都城」の魅力を全国に発信します。

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

○育成牛品評会優等牛に係る賞賜金

３ 予算額

１５，６４５千円

農政部 畜産課 共進会対策室
（５） 全国和牛能力共進会対策事業

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 5 -



１ 事業目的

肉用牛担い手農家の子牛出荷頭数の維持と良質で魅力ある子牛づくりへの取組に必要な経費の一部を支援します。

また、令和２年度は、増頭推進に加え、地域環境との調和を図ることを目的とする堆肥舎整備を新たに支援します。

２ 事業概要

○規模拡大のための増頭、母牛群の改良に対する一部補助

○増頭や母牛群の改良に必要な牛舎増・改築整備及び自給飼料貯蔵施設整備のための経費の一部補助

○分娩・発情監視通報システム機器（牛温恵等）、監視カメラ導入経費の一部補助

○堆肥舎整備のための経費の一部補助【新規】

補助率：事業費の１／２以内 上限：５００千円／戸

３ 予算額

１８，０００千円

【内訳】

・増頭支援 ４，２５０千円

・改良支援 ３，６５０千円

・牛舎増・改築整備支援 ４，５００千円

・自給飼料貯蔵施設整備支援 １，２００千円

・ＩＣＴ機器等整備支援 ２，４００千円

・堆肥舎整備支援（新規） ２，０００千円

農政部 畜産課
（６） 肉用牛担い手農家支援事業

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

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の低減と効率化を図ります。

２ 事業概要

○合成種豚導入 … 補助率：１／２以内（１頭当たり ５千円以内、１戸上限 １００千円）

○純粋種豚導入 … 補助率：１／２以内（１頭当たり ５０千円以内、１戸上限 ３００千円）

○人工授精用資材導入… 補助率：１／２以内（１戸上限 ２００千円）

３ 予算額

９，９００千円

【内訳】

・合成種豚導入費補助 ３，０００千円

・純粋種豚導入費補助 ３，９００千円

・人工授精用資材導入費補助 ３，０００千円

農政部 畜産課
（７） 養豚生産性向上対策事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

３つの宝を、より一層輝かす！
１ 農林畜産業の振興

カテーテル精液

人工授精用資材
都城における主な肉豚生産体系
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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、ウイルスや病原微生物を持ち込ませないといった最も重要な「発生の予防」を

強化し、養鶏農家を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

野鳥・小動物・人・モノを介して持ち込まれるウイルスや病原微生物を消滅・遮断するための消毒薬剤や、伝播性のある

害虫等を駆除するための防疫経費の一部を支援します。

なお、令和２年度は、１戸当たりの補助上限額を３０千円から４０千円に拡充します。

・補助対象経費 消毒薬剤及び害虫等駆除剤

・補助率 １／３以内（上限４０千円／戸）

３ 予算額

４，０００千円

農政部 畜産課
（８） 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

地域産業の核として必要不可欠な畜産業の収益力・生産基盤を確保するとともに、国際競争力の強化を図るため、

国庫補助事業を活用して、施設等の整備を支援するものです。

２ 事業概要

３ 予算額

２，７１３，４８５千円

農政部 畜産課
（９） 畜産競争力強化整備事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

３つの宝を、より一層輝かす！
１ 農林畜産業の振興

豚 舎 鶏 舎牛 舎

事業実施主体 取組数 整備内容

肉用牛クラスター協議会 ３経営体 牛舎（繁殖・肥育）、堆肥舎、家畜導入

養豚クラスター協議会 ６経営体 豚舎（種・肥育・分娩・子豚・離乳）、自家配合施設、堆肥処理施設、汚水浄化施設

肉用鶏クラスター協議会 １経営体 鶏舎
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環境森林部 森林保全課
（１０） 森林環境譲与税活用事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

３つの宝を、より一層輝かす！
１ 農林畜産業の振興

管
理
不
足
の

民
有
人
工
林
所
有
者

経営が成り立つ森林は

林業経営体へ再委託

経営が成り立たない森林は

市町村が自ら管理

森林経営管理制度
意向を
確認

②

管理権
を委託

管
理
権
設
定

森
林
の
経
営
診
断

〇

✕

経
営

市①

使う（切る）植える

育てる

１ 事業目的

森林の伐採が急激に進む一方で、森林資源の循環に向けた再造林率が低いため、将来の森林資源の減少が懸念され

ます。本市では、森林環境譲与税を活用して再造林面積の拡大を図るとともに、森林の適切な経営管理に向けて森林経営

管理制度を活用し、温暖化防止や国土保全などの公益的機能を有する森林整備を進めます。

２ 事業概要

○再造林面積の拡大に向けた取組

・下刈作業員を確保するため補助金を交付（１日当たり３，０００円）

・再造林の実態調査と啓発を行う再造林整備啓発員を配置

○森林経営管理制度の活用

・管理不足の森林の調査を行う森林専門員を配置

・適切な経営判断のため、調査に必要な林道修繕や伐開等の業務を委託

・候補山林所有者へ意向調査を実施。希望者については、境界測量や境

界立会等を委託

・市の管理権設定後の山林の管理業務を委託

３ 予算額

３８，３１０千円
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１ 事業目的

公設地方卸売市場内の関連商品売場棟は、平成２２年４月から「市場の駅」として市民に開放し、ご利用いただいており

ますが、建築後約４０年が経過し、老朽化が進んでいるため、令和２年度にリニューアル工事を実施するとともに、市民の

憩いの場も整備し、市場の更なる活性化を図ります。

なお、プレオープンを令和３年６月頃、グランドオープンを同年１１月頃に予定しています。

２ 事業概要

○関連商品売場棟新築工事

３ 予算額

３６２，６９１千円

【内訳】

・関連商品売場棟新築工事費 ３５８，４４２千円

・関連商品売場棟工事監理費 ４，２４９千円

農政部 農政課
（１１） 公設地方卸売市場整備事業

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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土木部 都市計画課
（１） 都城志布志道路整備関連事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

３つの宝を、より一層輝かす！
２ 地の利の拡大

１ 事業目的

都城志布志道路は、「防災・経済・医療の道」として期待される重要な

地域高規格道路です。

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

活動を実施します。

また、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、各事業主体で実施します。

２ 事業概要

○都城志布志道路整備・活用促進事業

・都城志布志道路整備・活用促進大会を開催します。

・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。

○山野原前目線歩道整備事業

・国と連携し、用地取得、建物等移転補償を行います。

○金御岳工区水路改修事業

・県と連携し、既設排水路の断面を拡大します。

３ 予算額

６０，９２７千円

【内訳】

・都城志布志道路整備・活用促進事業 ８，４２７千円

・山野原前目線歩道整備事業 １９，５００千円

・金御岳工区水路改修事業 ３３，０００千円
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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る一方で、

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

危険性が高い状況にあります。このため、道路を拡幅し、自転車専用

通行帯及び歩道を設け、安心安全な歩行・走行空間を確保します。

また、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」横市インターチェンジへのアクセス性の向上、道路

網のネットワーク強化に繋がります。

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（さくら聴覚支援学校東側交差点）

○事業期間 平成２６年度～令和５年度

○総事業費 ２，１００，０００千円

令和２年度は、補償再積算業務委託、道路改良工事、用地

取得、建物等移転補償等を行います。

３ 予算額

６１７，５１７千円

【内訳】

・工事請負費 ３４２，４４９千円

・用地取得費 ２１，７２４千円

・補 償 費 ２４２，７５３千円 外

土木部 道路公園課

（２） 基幹道路等の整備

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

３つの宝を、より一層輝かす！
２ 地の利の拡大

〇 鷹尾都原線
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１ 事業目的

吉尾千草線は、吉尾町と山田町を結ぶ交通量の多い幹線道路です。通学路であるにも関わらず、歩道が設置されていない

ため、交通事故等の危険性が高い状況にあります。

このため、安全な通学路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 令和元年度～令和４年度

○総事業費 １００，０００千円

令和２年度は、用地測量、補償調査、用地補償を行います。

３ 予算額

４０，７００千円

【内訳】

・委託費 １０，５００千円

・工事費 １，０００千円

・用地費 １８，５００千円

・補償費 １０，０００千円

・事務費 ７００千円

土木部 道路公園課

（２） 基幹道路等の整備

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

３つの宝を、より一層輝かす！
２ 地の利の拡大

○ 吉尾千草線（吉尾工区）

通学状況（未整備）

セブンイレブン
都城高専前店

国立都城高等専門学校延長 Ｌ＝約５５０ｍ 幅員（歩道）Ｗ＝２．５ｍ

整備前

整備後

幅員
=2.50m

整備イメージ

歩道を設置します
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１ 事業目的

本交差点は、現在、整備している街区三股線（山之口町）から山田

町までの広域を結ぶ道路の通過点のひとつです。現在、 高木広瀬線

が主道路となっていますが、広域を結ぶ従道路の太郎坊１３８号線の

交通量が増加しており、今後もこの傾向が続くことが見込まれます。

このため、交差点改良を行い、適切な交通の流れを確保し、医師会

病院や北消防署への交通の利便性の向上と事故防止を図ります。

２ 事業概要

○事業内容 交差点改良

○事業期間 令和２年度～令和５年度

○総事業費 １００，０００千円

令和２年度は、測量調査、交差点予備設計を行います。

３ 予算額

５，０００千円

【内訳】

・委託費 ５，０００千円

土木部 道路公園課

（２） 基幹道路等の整備

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

３つの宝を、より一層輝かす！
２ 地の利の拡大

○ 高木広瀬線（交差点改良）
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１ 事業目的
市道鷹尾上長飯通線は、本市の外環状道路です。沿線には防災活動拠点の早水公園が位置し、また周辺には祝吉小・

中学校や都城医療センター、地区公民館等、多くの公共施設が存在している重要な幹線道路です。
この道路の整備により、通学路として歩行者や自転車の安全確保を行うとともに、災害時の避難路及び防災道路の確保

が図られ、環状道路及び都城インターチェンジアクセス道路としての機能も確立します。

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～令和２年度
○総事業費 １，９１３，８０７千円

令和２年度は、歩道植栽工事を実施し、
事業完了の予定です。

３ 予算額
３３，７４４千円

【内訳】
・工事費 ３３，５００千円
・事務費 ２４４千円

土木部 道路公園課

（２） 基幹道路等の整備

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

３つの宝を、より一層輝かす！
２ 地の利の拡大

○ 鷹尾上長飯通線

（体育文化センター）
＝防災活動拠点＝

- 資料 16 -



土木部 道路公園課

（２） 基幹道路等の整備

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

３つの宝を、より一層輝かす！
２ 地の利の拡大

○ 甲斐元通線（歌舞伎橋）

１ 事業目的

市道甲斐元通線は、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５３年が経過し、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、通行に支障を来しています。

このため、橋梁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

○事業区間 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～令和２年度

○総事業費 １，７２２，０００千円

令和元年１１月２日に新橋が開通しましたので、

令和２年度は、旧橋撤去工事を行い、事業完了の

予定です。

３ 予算額

１１４，９８８千円

【内訳】

・委託料 １１３，５００千円

・工事費 １，０００千円

・事務費 ４８８千円

- 資料 17 -



１ 事業目的

都城志布志道路の整備進展を背景とした「地の利」の拡大を活かすため、

新たな工業団地を整備し、企業立地の促進による地域産業の振興と安定的な

雇用機会の拡大を図ります。

２ 事業概要

都城インターチェンジ近く（高城町桜木地区）に工業団地を整備します。

北工区、南工区を合わせた事業面積は約２８．５haで、令和４年度中の

完成を目指します。

３ 予算額

一般会計 ２３７，９５３千円（市道・道路整備）

特別会計 ９５２，３７５千円（工業団地造成・調整池・水道工事）

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

３つの宝を、より一層輝かす！
２ 地の利の拡大

- 資料 18 -



１ 事業目的

教育の情報化を推進することで、児童生徒の｢学力」の向上を実現し、「人間力」あふれる児童生徒を育みます。

また、学力向上、プログラミング教育の推進、グローバル人材の育成、校務の情報化を基本方針として位置づけ、国の

補助事業を活用しながら、環境整備を推進します。

２ 事業概要

○全小中学校に高速大容量の校内ＬＡＮを整備します。（国庫補助率１／２）

○小型ＰＣを収納する電源キャビネットを１クラスに１台整備します。（国庫補助率１／２）

３ 予算額

３５３，３６１千円

教育委員会 学校教育課

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

有線+Wi-Fi

（１） 学力向上対策事業

○ ＩＣＴ化推進事業

- 資料 19 -



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２０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 ・・・１学級３１名以上の学級がある学校

・対象教科・・・算数科

３ 予算額

４８，０６５千円

教育委員会 学校教育課
（１） 学力向上対策事業

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

○ 小学校学力向上対策事業

- 資料 20 -



１ 事業目的

小・中学校の全教職員が、学力の実態を分析し、中学校を卒業する時の生徒の姿を共有した上で、義務教育９年間を

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

○市内の全中学校区にコアティーチャー（以下「コアＴ」）を選任します（計１６名）。コアＴは、中学校区内の学力向上担当者

と連携して、中学校区内の授業改善及び学力向上を推進します。

○市教育委員会が５つの中学校区を指定して研究を推進します。具体的には、指定中学校区では、小中合同授業研究会

を開催してその成果の公開や、研究推進のための協議会を定期的に開催します。

○コアＴの更なる資質向上のために、コアＴ連絡協議会（仮称）を複数回開催し、コアＴ間での積極的な情報共有を支援す

るとともに、推進体制の一層の強化を図ります。

３ 予算額

１，１８４千円

教育委員会 学校教育課
（１） 学力向上対策事業

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

○ 小中一貫学力向上研究指定事業

授業改善の視点を共有化
（西中校区）

中学校教員による小学生への授業
（庄内中校区）
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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

として、教員の業務を支援する支援員を配置します。

２ 事業概要

○配置基準

・学級数が１２学級以上の中学校に配置（５校）

○業務内容

・生徒への課題や通信等の印刷及び仕分け作業

・授業で使用するＩＣＴ機器類の準備及び片付け作業

・校内の各種掲示板における作品等の掲示やとりまとめ 外

○勤務時間等

・原則として、週２回、１日４時間勤務（年間８４日以内）

３ 予算額

１，８０２千円

教育委員会 学校教育課
（１） 学力向上対策事業

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

○ 中学校教員業務支援事業

業務支援員の業務の様子
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１ 事業目的

近年、児童生徒の抱える問題は、いじめや不登校、暴力行為や虐待など複雑化・多様化しています。これらの問題の背景

には、家庭や地域、友人関係など本人が置かれている環境の問題が複雑に絡み合っているケースもあり、学校だけでの対

応では解決が困難な場合が多いため、社会福祉等の専門的な知識や技術を有するスクールソーシャルワーカーの需要が

高まっています。

スクールソーシャルワーカーを本市独自で新たに配置することで、児童生徒に対応時間が増加するだけでなく、早期対応

が可能となり、諸問題の深刻化を防ぐことが期待されます。

２ 事業概要

市のスクールソーシャルワーカー１名を新規雇用します。学校からの要請に応じてスクールソーシャルワーカーを派遣し、

問題を抱えた児童生徒が置かれた周囲の環境への働きかけや、関係機関等外部ネットワークの活用を行い、多様な支援

を行います。

３ 予算額

１，７０１千円

教育委員会 学校教育課
（２） スクールソーシャルワーカー活用事業

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

日本語の理解が困難な状態で転入した外国にルーツを持つ児童生徒が、学校生活に適応し、円滑にコミュニケーション

できる環境を整備するため、本市独自で通訳者を配置し、子どもたちが多文化を理解し、受け入れ、共生していく社会づくり

を促進します。

２ 事業概要

○通訳者の支援内容

・授業、休み時間等において、教員や他の児童生徒の言葉を該当児童生徒に通訳し、支援
・該当児童生徒の悩み等への相談対応、支援

・学校と保護者との連絡（文書の翻訳など）を支援 外

３ 予算額

１０，８３９ 千円

教育委員会 学校教育課
（３） 外国にルーツを持つ子ども支援事業

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

ＡＬＴ（外国語指導助手）の語学指導を通して、語学力向上及び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学年までの外国語活動や外国語科、全中学校全学年の外国語科の授業等にＡＬＴ を

派遣し、次のような業務を行います。

○授業での学級担任や英語教師による外国語指導の補助
○教材作成等の支援
○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 外

・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。

・令和２年度は、地域在住外国人のＡＬＴを１名増員し、合計１８名のＡＬＴを配置します。

・毎学期、学校におけるＡＬＴ研修会を実施し、ＡＬＴの資質向上を図っています。

○配置人数

３ 予算額

６７，１０５千円

教育委員会 学校教育課
（４） ＡＬＴによる語学指導事業

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

年度 H２４ H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ Ｒ元 Ｒ２

人数 ７名 ９名 １１名 １３名 １４名 １５名 １６名 １７名 １８名

小学校での授業の様子
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１ 事業目的

学校図書館の支援体制を更に充実させていくことで、児童１人１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態度を育成します。

２ 事業概要

○令和２年度は３名増員して２９名とし、１人１校～２校を担当します。

○小学校図書館サポーターは、学校図書館整備や読書活動推進の業務を行います。具体的には、学校図書館にお薦めの

本を紹介するコーナーを設置したり、季節に応じた掲示物を作成したりと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、担任の先生と協力し、国語の授業に関連した本の紹介や、読み聞かせを行ったりして、読書活動

推進に努めます。

○小学校図書館サポーターは、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

３０，０４５千円

教育委員会 学校教育課
（５） 小学校図書館サポーター配置事業

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

図書館サポーター研修会の様子

年度 H２４ H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ Ｒ元 Ｒ２

人数 １０名 １３名 １６名 １８名 ２０名 ２２名 ２４名 ２６名 ２９名
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（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

教育委員会 学校教育課
（６） 中学生海外交流事業

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

１ 事業目的

次世代を担う中学生を対象に、オーストラリアの中等学校生との交流の機会を提供することにより、語学力の向上と

国際性豊かな人材を育成します。

２ 事業概要

○派遣事業… 市内在住の中学生をオーストラリア・クイーンズランド州立の中等学校へ派遣します。

・派遣人数 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 ７月下旬～８月上旬の６泊７日（現地滞在期間は４泊５日）

・現地での活動内容 ホームステイ、学校の授業・英語レッスン参加、視察研修

○受入事業… 中学校において、バーペンガリーステイト・セカンダリー・カレッジの生徒を受け入れ、ホームステイも

行います。

・受入人数 中等学校生２５名程度、引率３名

・受入期間 ９月下旬の３泊４日

・活動内容 ホームステイ、学校の授業、視察研修、日本文化体験

３ 予算額

９，０２２千円
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１ 事業目的

本市の地場産品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を活用することにより食育の推進を図るとともに、

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【牛肉】を活用した「ふるさと給食」の提供

○ふるさと給食献立（案）

『みやこんじょ牛牛（ぎゅぎゅっ）とハンバーグ』

○提供対象

市内全ての小中学校

（小学校３６校、中学校１８校 約１５,４００名）

３ 予算額

９，０００千円

農政部 農政課
（７） 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

都城産宮崎牛を
100％使用!！
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１ 事業目的

本県で開催される「第３５回国民文化祭・みやざき２０２０」・「第２０回全国障害者芸術・文化祭みやざき大会」において、

筆や様々な道具を使って墨で「描く」イベントを実施することにより、伝統文化の魅力を発信するとともに、全国の方々との

交流を図ります。

２ 事業概要

通常、筆で行う書道を、筆だけでなく、タオル・スポンジ等を使って

花や多様な紙などの用意された道具と組み合わせて即興で作品を

完成させるイベントで、次の２部門で構成されます。

○バトル部門

書家・アーティストであり、本市のＰＲロゴの制作者でもある

紫舟氏や地元の書道協会、観客の方々を審査員として表現力

を競います。

○ワークショップ部門

紫舟氏の直接指導のもと、書道になじみのない方でも楽しん

で参加できるワークショップを開催します。

３ 予算額

１１，８６８千円

総合政策部 総合政策課
（８） 国文祭・芸文祭「ＳＵＭＩ ＦＥＳ！～墨フェス！～」

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

本県で開催される「第３５回国民文化祭・みやざき２０２０」・「第２０回全国障害者芸術・文化祭みやざき大会」の事業として、

都城歴史資料館・高城郷土資料館・都城島津邸の３館が連携して、「都城市３館周年記念特別展～神話にみえる都城～」を

開催し、神話と都城の関わりを全国に発信します。

２ 事業概要

○特別展を令和２年１０月２４日（土）～１２月６日（日）に開催

○３館では、次に掲げる展示等を実施

３ 予算額

２１，９０８千円

教育委員会 文化財課・都城島津邸
高城総合支所 地域振興課

（９） 国文祭・芸文祭
「都城市３館 周年記念特別展～神話にみえる都城～」

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

熊襲踊りの模型
（都城歴史資料館）

髪長媛銅像
（高城町）

国民文化祭ポスター

日本書紀巻第一
（都城島津邸蔵）

都城歴史資料館
南九州「熊襲（くまそ）・隼人（はやと）」と東北地方
「蝦夷（えみし）」の文化を比較しながら紹介

高城郷土資料館
髪長媛（かみながひめ）の一族の墓として伝承される
高城町古墳等に関する展示

都城島津邸
古事記・日本書紀の原史料を展示し、古代日向国の
様子やその後の記紀神話研究の発展を紹介
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１ 事業目的

優れたデザインとの出会いを通して、宮崎の地に新しい風を呼び込み、全国的な文化交流により新たな文化を創造し

ます。

２ 事業概要

○展示期間 令和２年１０月２４日（土）～１２月６日（日）

○内容

・グッドデザイン賞受賞作品展示 会場：都城市立美術館

近年のグッドデザイン賞受賞作品より、生活雑貨、家電製品、自動車、都市計画など多岐にわたる最新の作品を展示

します。また、長年にわたり使われ続けているロングライフデザインの秀作や、身近な南九州の受賞作も紹介します。

・「よいデザイン」への理解を深めるための講演会（要予約、参加費無料）

・デザインワークショップ（要予約）

・図書関連の受賞作品展示 会場：都城市立図書館

３ 予算額

１５，０４４千円

教育委員会 美術館
（１０） 国文祭・芸文祭 美術館「グッドデザイン展」

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

南九州ゆかりの現代作家・藤浩志氏を招へいして、霧島に伝わる「御池の龍」伝説をモチーフとする立体作品を、市民と

ともに制作します。また、優れたインスタレーション（空間芸術）を創出し、美術を通じた地域との交流、地域文化の魅力を

発信します。

２ 事業概要

○展示期間 美術館…令和２年９月１９日（土）～１２月６日（日）

図書館…令和２年９月１９日（土）～１０月１８日（日）

○内容

・野外立体インスタレーション作品の制作・展示（都城市立美術館）

都城市立美術館収蔵作家である藤浩志氏（秋田公立美術大学教授）を招へいし、現地で地元の資材などを使って、

御池の龍伝説をテーマにしたインスタレーション作品を地元市民（募集予定）とともに制作し、展示します。

・地域交流事業（ワークショップ等）予定

「藤浩志と作るインスタレーション」（要予約）

・資料展示（都城市立図書館）

「三国名勝図会」、「庄屋どんと御池の龍」等

３ 予算額

５，７０９千円

教育委員会 美術館
（１１） 国文祭・芸文祭 美術館「御池の龍伝説アートプロジェクト」

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

藤浩志氏作品「白龍」（大阪中之島）
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福祉部 こども課
（１） 子ども医療費助成事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
子ども・子育て支援

１ 事業目的

子どもの医療費助成を小・中学生まで拡充し、子育て世代の医療費負担を軽減することにより、健全な発育の促進と

子どもの福祉の向上を図ります。

２ 事業概要

○医療費助成の対象者を、未就学児から小・中学生までに拡充します。

○令和２年４月１日からの医療機関窓口における小・中学生の医療費負担額は、次のとおりです（未就学児は変更なし）。

・入院・調剤分…無料

・外来分 …１医療機関当たり１月２００円（同一医療機関に医科と歯科がある場合は、それぞれでの負担が必要）

３ 予算額

５１４，４６３千円

【現 行】 【新制度（令和２年４月診療～）】
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福祉部 保育課
（２） 保育士応援プロジェクト

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
子ども・子育て支援

１ 事業目的

保育士不足等により希望する保育所等に入所できない「空き待ち児童」がいます。

保育に携わる人材を育成するとともに、業務環境の改善に取り組み、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

○【新規】 保育所等の管理職員を対象とした「働き方改革」などの研修を実施

業務負担の軽減に資する「デジタルシフト」や「働き方改革」などへの実践に向けた研修を新たに行います。

○【継続】 子育て支援員研修（専門課程）の実施

○【継続】 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

○【継続】 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を支援

○【継続】 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化推進を支援

○【継続】 保育魅力ＵＰプロジェクト会議を通じた負担軽減への検討・実践

３ 予算額

５４，４８３千円

ICT化

保育士サポーター
子育て支援員研修
保育士資格取得支援

管理職員
向け研修

保育魅⼒UP
プロジェクト会議

保育人材
確保策

環境
改善策
環境
改善策

推進

推進
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福祉部 保育課

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
子ども・子育て支援

１ 事業目的

市内中心部等において、保護者が希望する教育・保育施設に入れない空き待ち児童がいるため、定員を増やす教育・

保育施設の整備（園舎建替え）を支援することにより、保育の受け皿の拡大を図ります。

２ 事業概要

建築後４０年以上を経過している施設もあることから、児童の安全及び教育・保育の受皿確保のために、年次計画により

施設整備を行う保育園及び認定こども園に対して補助金を交付し、支援するものです。令和２年度の対象は、２園です。

３ 予算額

５４５，２３２千円

【内訳】

・上長飯認定こども園

２７７，７６８千円

・認定こども園天竜幼稚園
２６７，４６４千円

まるのキンダーガーテン（野々美谷町） かたひら認定こども園（志比田町）

平成３０年度補助金で整備された施設

（３） 保育の受皿確保事業

○ 法人立児童福祉施設整備事業補助金
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福祉部 保育課

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
子ども・子育て支援

１ 事業目的

山之口町に設置している公立保育所の山之口中央保育所、山之口ふもと保育所、山之口乳児保育所を集約・統合し、

同町花木に山之口保育所を整備中です。

新保育所には多目的スペースを設けるなど快適な保育を実現するとともに、身体障がい者用駐車場の設置や十分な

駐車場を確保するなど、子どもや保護者等利用者に配慮した設計としています。

また、施設の集約化により効率的に保育士を配置し、保育の受皿を拡大します。

２ 事業概要

○建設予定地 都城市山之口町花木（花木地区体育館前） ／ 敷地面積 ３，５００．６８㎡

○新園舎構造等 鉄筋コンクリート造平屋建て ／ 建築面積 ８２９．９７㎡ ／ 延床面積 ７４７．９９㎡

○定員 ９０人（０歳児から５歳児まで 各クラス１５人）

○開所予定日 令和３年４月１日

○令和２年度の工事内容

・土地造成工事（令和元年度から実施中）

・建物建築工事

・外構工事

３ 予算額

４８５，４５９千円

山之口保育所完成イメージ

（３） 保育の受皿確保事業

○ 山之口保育所整備事業
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福祉部 福祉課

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
子ども・子育て支援

１ 事業目的

６年間大切に使ってきた「ランドセル」を次に必要とする子どもたちへ利用してもらい、物を大切にする心を次へと繋ぐ

「ランドセル便」に取り組みます。

２ 事業概要

市内の中学生からこれまで大切に使ってきた「ランドセル」をお預かりし、みやこんじょボランティアフェスティバル等の

イベントや福祉課窓口等で、ランドセルを必要とする児童（小学校在学中の児童、新入学児等）にお渡しし、「物を大切に

する心」を伝えます。

３ 予算額

ゼロ予算

（４） 子どもの未来応援事業

〇 大切にする心のリレー「ランドセル便」

- 資料 37 -



福祉部 こども課

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
子ども・子育て支援

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

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

○生活・学習支援教室の実施

・地域のボランティアが、子どもたちに学習支援や生活支援を実施します。取組内容は、学習支援のほか、絵画や工作、

食育等各教室において様々です。

・令和２年度は、開催箇所を全中学校区１５地区１７か所に拡充します。（令和元年度：中学校区１４地区１５か所）

○生活・学習支援コーディネーターの配置

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配置し、次のような取組をとおして、本事業の企画運営を

行います。

・子どもたちの学習を支援する学習支援サポーターの養成及び各教室への派遣

・都城こども未来応援連絡協議会の運営

・生活・学習支援教室の新規開設に係る支援 外

３ 予算額

１４，５４０千円

（４） 子どもの未来応援事業

〇 子どもの生活・学習支援事業
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福祉部 こども課
（５） 新生児聴覚スクリーニング検査事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
子ども・子育て支援

１ 事業目的

先天性難聴は、１，０００人に１～２人の頻度で出現すると言われており、言語面や社会面の発達に大きく影響しますが、

早期の発見と適切な支援によって、成長発達への影響を最小限に抑えられると言われています。

生後早期の検査受診を促進し、適切な療育支援に繋げるとともに、妊娠・出産に係る経済的負担の軽減を目的として、

新生児聴覚スクリーニング検査に係る費用の一部助成を行います。

２ 事業概要

○対象者 令和２年４月１日以降に出生した新生児

○事業内容 産科医療機関・助産院における新生児聴覚スクリーニング検査に係る費用の一部を助成

○助成額 ５，０００円

○助成の方法

・母子健康手帳と一緒に交付する助成券を医療機関での検査時に提出することで、助成を受けることができます。

・令和２年４月１日以前に母子健康手帳の交付を受けたため助成券がない人についても、個別通知や産科医療機関と

連携することで、助成を受けることができるよう配慮します。

３ 予算額

７，１２２千円
生後６月後
支援開始

（難聴支援
センター）

一次後速やかに
二次精密検査
（宮崎大学

医学部付属病院）

紹介後速やかに
一次精密検査
（県内５つの

医療機関）

～生後１月
確認検査

（産科機関）

～生後１週間
初回検査

（産科機関）

宮崎県における先天性難聴に対する検査と支援体制の流れ

本事業による助成対象
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福祉部 こども課
（６） 予防接種費

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
子ども・子育て支援

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

定期予防接種に加え、市独自で「おたふくかぜワクチン」と「ロタウイルスワクチン」の予防接種に係る費用の一部を

助成します。

３ 予算額

４０６，６０１千円

予防接種の
開始時期

定期予防接種のワクチン名
（対象年齢の人は無料）

任意予防接種のワクチン名と助成額

０歳から
ヒブ、小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、ＢＣＧ
四種混合（百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ）

ロタウイルス
・１価…1回当たり１０，５００円助成！
・５価…１回当たり７，０００円助成！

１歳から 麻しん風しん混合、水痘（水ぼうそう）、 おたふくかぜ…１回当たり２，５００円助成！

３歳から 日本脳炎

乳幼児期における予防接種の開始時期とワクチン名

※標準的な接種年齢・接種間隔は、市・医療機関へお尋ねください。
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福祉部 保育課
（１） 放課後児童クラブ事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
仕事と子育ての両立支援

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、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・冬休みなどの学校の長期休業日には、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。令和２年度は６９か所で運営します。

○令和２年度は、１２か所ある直営の放課後児童クラブのうち５か所を法人による運営に変更し、開所時間の延長など

保護者のニーズに対応したよりきめ細やかなサービスの充実を図り、仕事と子育ての両立支援を更に推進します。

３ 予算額

６５５，４３１千円

【内訳】

・放課後児童クラブ事業（直営） ６２，０４３千円

・法人立放課後児童クラブ事業 ５９３，３８８千円
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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

重要施策の推進！
仕事と子育ての両立支援

１ 事業目的

ファミリーサポートは、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。この事業を実施すること

により、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。

２ 事業概要

○次のようなサポートを行います。

・保育施設や塾、習い事への児童の送迎

・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

・急な残業や冠婚葬祭、学校行事の際の児童の預かり

・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

・病児・病後児の預かり

○平成２８年度から、利用者の負担軽減を目的に、利用料金の一部である

３００円を補助しています。

○平成３０年度から、養成講座の講習時間を拡充するなど、援助会員の

資質向上を図っています。

○令和元年度から、病児・病後児の預かりを実施しています。

３ 予算額

１０，４３０千円

利用区分 通常利用 病児対応

月曜日～金曜日
７時～１９時

３００円 ６００円

上記以外の日時 ４００円 ７００円

１時間当たり利用料金（利用料金助成後）
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福祉部 保育課
（３） 一時預かり等ネット検索予約システム構築事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
仕事と子育ての両立支援

１ 事業目的

保護者が一時預かり事業や病児・病後児保育事業の利用を希望する場合、現在は、主に電話により予約を受け付けて

います。しかし、施設に問合せができる時間が限られていることに加え、空きのある施設が見つかるまで何度も電話しなけ

ればならない状況です。

このような状況を解消し、子育て家庭の利便性の向上を図るため、インターネットを通じて施設の空き状況検索や仮予約

ができるシステムを構築します。

２ 事業概要

○システムの概要

・施設の空き検索と仮予約ができるシステムを構築

・一時預かり等の利用者は、スマホ等を利用して、受け入れ可能な施設を検索、仮予約

・施設は、必要に応じて面談等を実施の上、予約了承

○システムの本稼働は、令和３年度の予定

３ 予算額

３，９９３千円
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福祉部 保育課
（４） 病児・病後児保育事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
仕事と子育ての両立支援

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つくります。

２ 事業概要

○病気中であっても、当面の急変が認められず、医師が利用可能と判断した場合は預けることができる「病児保育」と、

病気やけがの回復期にある児童を一時的に保育する「病後児保育」があります。

○保育施設には、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。

○新たに病児・病後児保育施設を整備する社会福祉法人相愛会に対し、施設整備補助金を交付します。

（令和３年度から事業開始予定）

３ 予算額

２３，９３４千円

【内訳】

・病児・病後児保育事業 １３，２４８千円

・病児保育施設整備事業(社会福祉法人相愛会） １０，６８６千円

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
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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

重要施策の推進！
市民の健康増進

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。

○令和２年度は、開催箇所数を維持しながら講座参加者の増加を目指します。

○定期的に理学療法士や歯科衛生士などの専門職を派遣し、継続参加者や新規参加者を支援する体制を整備します。

○連携協定を締結している県立看護大学と共に、科学的根拠に基づいた

事業効果を検証します。

○サポーター支援のための交流会等を開催します。

３ 予算額

１０，５３１千円
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健康部 健康課
（２） がん検診事業（子宮がん検診ＨＰＶ検査）

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
市民の健康増進

１ 事業目的

がんの早期発見・早期治療を目的として、肺がん・大腸がん・胃がん・子宮がん・乳がんの５種類のがん検診を実施

しています。

このうち、子宮がんには子宮頸がんと子宮体がんがあり、子宮頸がんのほとんどは、ヒト・パピローマウイルス（ＨＰＶ）

の感染が原因であると言われているため、令和２年度から、子宮がん検診にＨＰＶ検査を追加し、更なる健康増進を目指

します。

２ 事業概要

○子宮がん検診ＨＰＶ検査は、１回の細胞採取で細胞診検査とＨＰＶ検査をするものです。メリットとしては次のものが

あげられます。

・１回の細胞採取で検査できるため、新たな身体的負担は発生しません。

・がんになる前の前がん病変を高い確率で見つけることができます。

・がんになる前に発見されれば、子宮を摘出せずに治療することもできます。

・将来、子宮頸がんを発症するリスクが分かります。

３ 予算額

９０，３８８千円（がん検診事業の総額）
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健康部 介護保険課
（３） 複合型短期集中予防サービス

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
市民の健康増進

１ 事業目的

生活機能の低下がみられる高齢者に対して、要介護状態になることを予防するため、専門職による集中的なサービスを

実施し、短期間（３か月)での改善を目指します。また、セルフケアの向上により自ら介護予防の取組を継続し、より自立した

生活を送ることができるよう支援します。

２ 事業概要

○リハビリテーション専門職による運動・生活機能訓練に加え、必要に応じて管理栄養士・歯科衛生士による栄養・口腔指導

を複合的に組み合わせて短期間 (３か月)で実施します。

・対象者

・対象事業所

・実施内容

３ 予算額

１２，５３６千円

生活機能の低下がみられる高齢者で、サービス利用により改善の見込まれる方

理学療法士等の専門職が配置されている１０事業所を指定、１事業所当たり年間８人実施予定（８０人）

運動訓練に加え、必要に応じて口腔・栄養の指導を実施
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総合政策部 総合政策課
○ 移住・定住拡大プラン２０２０（全体像）

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
移住・定住の推進

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。

ライフ
ステージ

テーマ 定住（転出抑制） 移住・UIJターン
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総合政策部 総合政策課
○ 移住・定住拡大プラン２０２０（個別事業の概要）

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
移住・定住の推進

１ 事業概要
小・中学校の早い段階から職業観を養う授業を実施することにより、若年層の「地元で働く」

意識を醸成し、将来的な地元定着を図るために、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、希望する小・中学校に講師として派遣します。

２ 予算額
ゼロ予算

１ 事業概要

高校生やその保護者、教職員が、貸切バスなどを利用して地元企業を巡り、実際に社員
が働く現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、地元での定住を
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

１ 事業概要
市外在住の大学生等による地元企業へのインターンシップ等の参加に要する経費の一部

を支援することにより、地元企業の魅力を積極的に発信するとともに、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、大学とのネットワーク強化に取り組みます。

２ 予算額

３，２５７千円

①産学官連携！キャリア教育推進事業 【主に小・中学生向け】

②企業巡見推進事業 【主に高校生向け】

③移住・定住インターンシップ等推進事業 【主に大学生向け】
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●MIYAKONOJO

●TOKYO

総合政策部 総合政策課
○ 移住・定住拡大プラン２０２０（個別事業の概要）

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
移住・定住の推進

１ 事業概要
移住者・ＵＩＪターン者を積極的に採用する意向のある地元企業とのパートナーシップを強化

し、「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等で
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

１３，０４６千円

１ 事業概要
５年以上連続して東京２３区に在住し、または転入される前に５年以上連続して東京圏（埼玉

県、千葉県、東京都、神奈川県）に在住していた方で、５年以上東京２３区に通勤していた方を
対象に移住に係る支援を行うことで、東京２３区等からの移住促進を図ります。

・支援金 世帯(２名以上)１，０００千円／単身６００千円
２ 予算額

７，８００千円

１ 事業概要
５年以上連続して県外に在住し、かつ５年以上連続して県外の事業所に通勤していた方を

対象に移住に係る支援を行うことで、県外からの移住促進を図ります。
・支援金 世帯(２名以上)１，０００千円／単身６００千円

２ 予算額

１２，６００千円

④移住・ＵＩＪターン就職座談会 【主に大学生向け】

⑤移住支援給付金【社会人向け 国・県との連携支援策】

⑥ひなた暮らし実現応援給付金【社会人向け 県との連携支援策】
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総合政策部 総合政策課

○ 移住・定住拡大プラン２０２０（個別事業の概要）

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
移住・定住の推進

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に、

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
・１年分の家賃 補助率１／２、上限６００千円 合計 １世帯当たり最大１，０００千円

２ 予算額
１０，５９２千円

１ 事業概要
本市への移住・定住をさらに促進するために、積極的な情報発信に加えて、増え続けてい

る移住相談にワンストップで対応する「移住・定住サポートセンター」を開設します。
・相談体制の強化
・情報発信
・支援策

２ 予算額

８，２４３千円

１ 事業概要
企業の枠を超えた若手社員の合同研修会を開催することにより、「社外同期」の形成に

よる離職率の改善に取り組みます。
２ 予算額

８０４千円

⑦転職応援補助金 【社会人向け】

⑧移住・定住推進事業 【全世代向け】

⑨中小企業等若手社員合同研修会 【地元企業向け】

引越代⾦の１/２ 家賃の１/２

移住・定住サポートセンターの開設
県外の移住相談会への参加、移住専用ホームページの活用など
お試し滞在（宿泊費・レンタカー助成）など
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商工観光部 商工政策課
（１） 中心市街地居住推進事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
中心市街地の活性化

１ 事業目的

中心市街地中核施設「Mallmall」の開館を契機に、中心市街地への流入人口が大幅に増加する中、新たに居住機能の

集積を促進することで、定住人口の増加を図り、中心市街地の更なる活性化を実現するとともに、居心地が良く、歩きたく

なる「まちなか」の形成を促進します。

２ 事業概要

○中心市街地の低・未利用地などを活用し、共同住宅等を新たに建設する事業を支援するため、新たに３つのエリア（最

重点エリア、重点エリア、支援対象エリア）を設定し、「まちなか」の居住基盤の整備と景観の改善、遊休不動産の有効

活用等を促進します。

○人口減少社会において求められる既存ストックの有効活用を促進し、効率的に居住基盤の整備を図るため、既存共同

住宅等のリノベーション事業を支援します。

○中心市街地再生プラン事業による共同住宅への商業テナントの併設など、居住機能と

商業機能の融合を支援することで、居心地が良く、歩きたくなる「まちなか」の形成を

促進します。

３ 予算額

６５，５２２千円

【内訳】

・共同住宅等整備促進解体費補助金 ３０，０００千円

・共同住宅等リノベーション促進補助金 ３５，０００千円 外

※共同住宅等促進事業費補助金 ５０，０００千円は、令和４年度に予算計上予定

まちなか居住
進めます
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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（第２期）

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
中心市街地の活性化

１ 事業目的

平成３０年４月に開館した中心市街地中核施設「Mallmall」周辺を中心としたエリアを対象に、空店舗等活用や商業施設

等新設に対する大胆な支援施策を展開することにより、中核施設周辺への新規出店を促進し、魅力的な店舗等の集積を

図ることで、更なる賑わい創出と中心市街地全体の活性化を実現します。

２ 事業概要

○中核施設の整備効果の早期発現を図るために実施した第１期（平成２９年度～令和元年度）では、中核施設周辺の商

業基盤等の整備を促進し、中心市街地への流入人口や新規出店の増加を実現しました。

○第２期（令和２年度～令和４年度）では、第１期の効果を検証し、エリアマネジメントによる支援のさらなる「選択と集中」

を図るため、支援対象エリアの見直しを行いました。

○新規商業テナント等の建設に対する新たなメニューの追加、第１期の補助メニューの見直しや拡充など、各エリアの実

情等に応じた支援を行うことで、更なる新規出店の促進を図ります。

３ 予算額

１４９，１７５千円

【内訳】

・商業施設等整備事業費補助金 ４８，０００千円

・リノベーションまちづくり事業費補助金 ３４，０００千円

・空店舗リフォーム事業費補助金 ３４，０００千円

・空店舗等解体事業費補助金 ２９，０００千円 外

リノベーションにより再生した商業店舗
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商工観光部 商工政策課
（３） まちなか活性化プラン事業（第４期）

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
中心市街地の活性化

１ 事業目的

中心市街地中核施設「Mallmall」周辺の商店街など中心市街地エリアを対象に、 ３か年計画（令和２～４年度）で流入人口

の増加に繋がる様々なソフト事業を展開していくことにより、更なる賑わいを創出し、中心市街地全体の活性化を図ります。

２ 事業概要

○中心市街地で積極的に活動するグループ等や、「まちなか広場」を活用してイベント等を開催する市民団体などの支援を

進め、中核施設の集客力を更に高めるとともに、まちなか回遊の向上を目的とした事業を支援し、中心市街地全体で賑わ

いを創出します。

○中心市街地の景観・雰囲気を変える取組（「商店街イルミネーション事業」「商店街景観形成事業」）を積極的に進め、市民

の来街動機を高めます。

○「リノベーションまちづくり」を更に推進するため、タウンマネージャーを継続して配置するとともに、リノベーションスクール

の開催等を通じて、遊休不動産の利活用や空き店舗への出店を促進します。

３ 予算額

９１，７１９千円

【内訳】

・まちなか回遊促進事業 ４，８００千円

・商店街イルミネーション事業 １０，９４１千円

・タウンマネージャー配置事業 ８，６５９千円 外
イルミネーションによる賑わい創出 リノベーションスクール＠都城
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総合政策部 総合政策課 外
（１） 地域活性化事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
地域の活性化

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１２地区において、３９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

【各地区】 健康増進事業等

・気軽に体を動かし、地域住民の交流の場にもなるよう、こけないからだづくり体操と合わせて、

スカットボールやアジャタなど継続した体力づくりに取り組みます。

【山田地区】 山田地区広報誌発行事業

・地域の身近な話題を取り上げたり、様々なイベントの告知を行うことで、

地域住民の地域活動への参加の意識を高め、地域活性化に繋げます。

【高崎地区】 高崎地区縁結び促進事業

・平成２６年度から少子化対策と地域の活性化を目的とし実施しています。

令和元年度までに計３１組のカップルが成立し、そのうち３組が結婚しています。

３ 予算額

２１，９１１千円 ※令和２年度実施分（３９事業の総額）
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（１） 地域活性化事業（Ｒ２年度事業一覧）

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！

【横市地区】
・まちづくり協議会活動充実事業
・自治公民館活動充実事業

【祝吉地区】
・スマイルカフェ祝吉事業

【山之口地区】
・下富吉郷土芸能保存伝承事業
・あじさい公園等展示パネル製作事業
・民俗工芸品開発事業
・郷土芸能・史跡デジタル化事業

【沖水地区】
・防災対策環境整備事業
・健康づくり環境整備事業

【志和池地区】
・蓮池周辺整備事業
・まちづくり環境整備事業
・「志和池の宝」ポスター作成事業
・生きがいづくり事業

【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
・ふるさと探訪マップ発行事業
・スポーツチャレンジ事業
・町興し活動充実事業
・婚活レクリエーション事業

【高崎地区】
・高崎地区縁結び促進事業
・自治公民館連携強化事業
・ＰＲ看板及び街灯フラッグ作製事業
・ほたるの里拡大事業
・健康スポーツ推進事業
・高崎春まつり事業
・バレー大会６０回記念事業

【姫城地区】
・健康づくり世代間交流事業
・健康増進事業
・子どもの見守り活動充実事業

【小松原地区】
・健康増進事業

【五十市地区】
・子どもの見守り活動充実事業
・ふれあい文化祭等充実事業
・新まちづくり計画策定事業
・健康づくり支援事業
・子ども音楽祭十周年事業

【庄内地区】
・有害鳥獣対策事業

【中郷地区】
・郷土愛育成事業
・記念碑設置事業
・健康増進事業
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陶芸体験 収穫体験

総合政策部 総合政策課
（２） 若者交流促進事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
地域の活性化

１ 事業目的

若年層の未婚率の上昇が課題となる中、スポーツやグルメ、文化などのプログラムを提供し、若年層のニーズを踏まえた

交流の場を作ることにより、同世代との交流促進を図るとともに、交流から交際に繋げ、結婚へのサポートを強化します。

２ 事業概要

○交流セミナー・イベント

グルメやスポーツ、文化など、若年層のニーズ・トレンドを意識したセミナー・イベントを提供し、参加者同士で交流する

機会を創出します。

○全体交流会

上記プログラムの参加者を対象とした全体交流会を開催し、再会の機会を作るとともに、今後の人生設計等を考える

セミナーを実施することにより、結婚などのライフイベントに対する意識を醸成します。

３ 予算額

２，９５０千円
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総合政策部 秘書広報課
（１） イベント情報収集インターネットサービス

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
デジタル化の推進！

１ 事業目的

市内のイベント情報を集約したサイトを構築・運営し、情報提供を集約・一元化して行うことで、本市のイベント情報を的確

に発信するとともに、交流人口の増加による地域活性化や子育て支援を図ります。

２ 事業概要

○本市や行政機関以外の企業、ＮＰＯ法人、地域団体、個人等のＨＰや

フェイスブックなどのＳＮＳ等に掲載されている市内のイベント情報を、

ＡＩ（人工知能）を活用して自動収集し、ホームページ（都城市イベント

情報集約サイト）で提供する「全国初の取組」です。

○日付検索やカテゴリ検索、ランキング等の機能を持たせたことで、よ

り分かりやすく興味を持つ仕組みを構築しています。さらに、イベント

情報を直接登録できる機能を実装することで、ＨＰを持たない地域団

体等のイベントも掘り起こして発信します。

３ 予算額

１，３２０千円
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総合政策部 秘書広報課
（２） ＬＩＮＥ活用情報発信事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
デジタル化の推進！

１ 事業目的

利用率の高いスマートフォンアプリ「ＬＩＮＥ」を活用し、利

用者が必要な情報を直接受け取ることができる情報発信

に取り組むことで、市民サービスの向上や行政サービスの

効率化などを図ります。

２ 事業概要

○ＬＩＮＥに都城市公式アカウントを開設して、利用者に必

要な情報を発信するとともに、ニーズの高いイベントや

防災情報等を簡単に取得できるよう、タイル状のボタン

を基本メニューとして配置し、市ホームページ等に直接

誘導します。

○ごみ出し日のお知らせやごみの分別検索等の生活に

寄り添ったサービスを提供します。

○トーク画面を活用して職員が直接やりとりする移住相談

等を行います。なお、「対話型チャットボット」の導入によ

る移住相談は、「全国初の取組」です。

３ 予算額

９２４千円 基本メニュー画面 移住相談画面
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消防局 指令課
（３） Ｎｅｔ１１９緊急通報システム

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
デジタル化の推進！

１ 事業目的

音声による１１９番通報の利用が困難な聴覚・言語機能障がい者が、スマートフォン等によりいつでも全国どこからでも、

音声によらない通報ができるシステムを導入し、安全・安心及び利便性の向上を図ります。

２ 事業概要

聴覚・言語機能障がい者が全国のどこにいてもスマートフォン等の画面上のボタン操作や文字入力、ＧＰＳ位置情報に

より、管轄の消防本部に通報ができる「Net１１９緊急通報システム」を導入します。

○運用開始 令和２年６月１日

３ 予算額

６０７千円
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総務部 情報政策課
（４） ＲＰＡ推進事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
デジタル化の推進！

１ 事業目的

人口減少に伴い、人手不足や財源不足が課題となっており、より一層の業務効率化が求められています。

そのため、本市の軽自動車税やおくやみ窓口業務等にＲＰＡ（Robotic Process Automation）を導入し、業務効率化や作業

時間の短縮等を図ります。また、導入予定業務については、今後、拡充していく予定です。

２ 事業概要

ＲＰＡは、手作業で行っている定型処理をパソコン上で動くロボットが肩代わりすることで、自動化を行う情報システムです。

導入により、次の効果が見込まれます。

・生産性・効率性の向上によるコスト削減

・人為的ミス防止による品質の向上

・人材不足の解消⇒生産性の向上

３ 予算額

２，３７９千円

主な導入予定業務 削減時間（見込）

軽自動車税 減免入力処理 ６０時間／年

軽自動車税異動処理結果確認作業 ４０８時間／年

おくやみ窓口資格確認 ３３３時間／年
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総合政策部 総合政策課
総務部 情報政策課

（５） 会議事務効率化事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
デジタル化の推進！

電子会議システムの活用 ＡＩスピーカー（イメージ）

１ 事業目的

電子会議等システムを導入し、事務の効率化、意思決定の迅速化、ペーパーレス化を推進します。

２ 事業概要

令和元年度にタブレット端末を利用した電子会議システムを導入しました。部長会議や庁議などの幹部会議から利用を

開始し、災害対策会議、当初予算査定と活用の幅を広げています。

また、令和２年度から、ＡＩスピーカーを活用した議事録効率化ツールを導入し、更なる会議の効率化を図ります。

【導入効果】

○ペーパレス化による紙資源の節約（令和２年１月末現在で９万８千枚削減！！）

○タブレット端末への通信用ＳＩＭの実装による出先での資料確認を実現！！

○資料印刷時間の削減！！

○議事録作成時間の短縮！！

３ 予算額

２，２５７千円
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総務部 職員課
（６） デジタル面接導入事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
デジタル化の推進！

１ 事業目的

職員採用試験にデジタル面接を導入し、受験者の時間・費用面での負担を軽減することにより、受験者増に繋げ、

幅広い人材の確保を目指します。

２ 事業概要

あらかじめ設定したいくつかの質問に、パソコンやスマートフォンなどのカメラ機能を

利用して、Ｗｅｂ上で面接を実施するものです。

受験者が好きな時に好きな場所で面接に臨むことができるため、会場まで足を運ぶ

回数が減ることで、遠方からの受験者の交通費や宿泊費の負担が軽減されます。

また、働きながらの受験など、なかなか時間が取れない受験者も日程調整の負担軽減

が見込めます。

３ 予算額

３，０８０千円

テキスト質問以外にも、
・ビデオ問題 ・記述式問題
・選択式問題 ・プレゼン問題
など、様々な問題が出題可能！！
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環境森林部 森林保全課
（７） 野生猿捕獲体制強化事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

重要施策の推進！
デジタル化の推進！

１ 事業目的

野生猿による農林作物等への被害が年々増加しています。この原因は、野生猿が農林作物等や家畜の飼料等を餌に

することで栄養状況が良く、また、天敵がいないことから、個体数が増加していることなどが考えられています。

野生猿による被害の効果的・効率的な防止策の検討に役立てるため、ＧＰＳ測位データシステムを活用した野生猿群の

行動調査を実施し、農林作物等の被害減少を図るものです。

２ 事業概要

・猿用ＧＰＳ首輪発信器（以下「ＧＰＳ首輪」）を、群れから離れることのない雌猿に装着

・装着した猿のＧＰＳ首輪から発信された野生猿群の位置情報を、ＧＰＳ測位データシステムで受信

・行動パターンを蓄積・分析し、農林作物等の被害減少策を検討

３ 予算額

８９１千円

野生猿位置情報表示の例
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市民生活部 市民課
（１） おくやみ窓口

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

市民サービスの更なる向上

１ 事業目的

死亡後の手続は、 「どの手続が必要か分からない不安感」や「何枚も申請書等を書く負担」等、精神的負担、事務的負担

が非常に大きいと言われています。おくやみ窓口で、御遺族に寄り添ってお話を伺いながら、必要な手続を特定し案内する

ことで、御遺族の負担の軽減や、手続時間の短縮を図ります。

２ 事業概要

○おくやみ窓口では、御遺族からの聞き取り等により、死亡に伴い必要となる手続を特定します。

○専用のシステムにより死亡者の氏名等が記載された申請書等を作成・印刷します。

○御遺族に、所定の事項が印刷された申請書等をお渡しし、該当する担当課窓口で必要となる手続を行っていただきます。

○死亡後の手続について、市役所以外の事項も含めて記載した「おくやみハンドブック」を配布しています。

○マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナンバーカードから氏名等を読み取って申請書等を作成するため、手続時間

がより短くなります。

３ 予算額

５，８５１千円

おくやみハンドブック
おくやみ窓口

（本庁本館１階市民課）
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総務部 管財課
（２） 市役所南別館連絡通路屋根設置事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

市民サービスの更なる向上

１ 事業目的

市役所本庁舎と南別館をつなぐ南別館連絡通路に屋根を架けることで、市民、特に高齢者や障がい者への雨被害及び

傘をさすことによる視界不良を防止し、通行者の安全確保を図ります。

２ 事業概要

令和２年度に南別館連絡通路屋根設置工事及び部分塗装修繕を行います。

３ 予算額

３３，９４１千円

【内訳】

・南別館連絡通路屋根設置工事 ２８，６００千円

・工事設計委託 ４，２４１千円

・南別館連絡通路塗装修繕 １，１００千円

南別館

本庁舎
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総務部 管財課
（３） 都城北高速バス乗り場トイレ整備事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

市民サービスの更なる向上

１ 事業目的

都城北高速バス乗り場は、本市の玄関口の一つとして、市民や市外から本市を訪れる方等多くの方にご利用いただいて

いますが、周辺にトイレが無いため、利用者に不便が生じています。また、福岡方面からの下りの便については、降車した

市民等が迎えの車や路線バスを待つ際に、雨をしのぐ場所がない状況です。

都城北高速バス乗り場周辺にトイレ等を整備し、高速バス利用者の利便性を高め、市民サービスの更なる向上を図ります。

２ 事業概要

○高速バス下り便の乗降場付近に、トイレと屋根付きのベンチを整備します。

○上り便乗降場周辺などにトイレ案内板を設置します。

３ 予算額

１９，９３０千円

都城北高速バス乗り場

整備予定箇所
整備予定箇所
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環境森林部 環境政策課
（４） 浄化槽設置整備事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

市民サービスの更なる向上

１ 事業目的

大淀川の水質改善に向けた更なる生活排水対策を進めるため、国の制度を活用して、

従来の「くみ取り槽」や「単独処理浄化槽」から「合併処理浄化槽」への転換補助に加え、

新たに補助対象経費を拡充し、「既設のくみ取り槽や単独処理浄化槽の撤去費」及び

「宅内配管工事費」に対しても補助します。

市民の自己負担を軽減することで、「合併処理浄化槽」への転換促進を進め、生活排

水処理率の向上を図ります。

２ 事業概要

【従来補助】

○「くみ取り槽」や「単独処理浄化槽」から「合併処理浄化槽」への転換補助

５人槽…３３万２千円 ７人槽…４１万４千円 １０人槽…５４万８千円

【拡充分】

○くみ取り槽や単独処理浄化槽撤去費補助 上限 ９万円

○宅内配管工事費補助 上限１０万円

３ 予算額

１８２，３０８千円

※ＢＯＤ…水の汚れを示す目安

※
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土木部 建築課
（５） 空家等対策推進事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

市民サービスの更なる向上

１ 事業目的

地域の住環境保全、防災上の観点から、近隣に影響を及ぼす特定空家等の所有者に対して解体除却費の一部を助成し、

解体除却を促進します。また、増加する空家の相談に対応するため、自治公民館・有識者等が連携して、空家相談ワンス

トップサービスを実施します。

２ 事業概要

○特定空家等解体補助事業

・対象区域 市内全域

・補助対象 特定空家等の解体除却経費

・補助額 補助対象経費の１／２ (限度額 ５０万円)

○周知啓発コーディネート事業

・対象区域 中心市街地周辺区域(姫城、小松原、妻ケ丘)

・事業内容 パンフレット等による啓発、相談会、セミナーの開催

○相続人調査業務委託（県司法書士会、県行政書士会に委託）

３ 予算額

５，２７３千円

【内訳】

・特定空家等解体補助費 ２，５００千円

・パンフレット作成、相談会、セミナー開催(報酬費等) ４９６千円

・相続人調査委託費その他経費 ２，２７７千円

before after

解体除却

個別相談会 セミナー
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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！

１ 事業目的

「道の駅 都城」を本市の物産振興拠点施設として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

現「道の駅 都城」及び「都城圏域地場産業振興センター」等の建物を解体し、物産振興拠点施設として新「道の駅 都城」

を建設します。

○設置主体 都城市及び地域商社（今後設立予定）

○設置場所 現「道の駅 都城」及び「都城圏域地場産業振興センター」の敷地(都城市都北町） 敷地面積約１．９ha

○事業期間 令和元年度～令和５年度（予定）

○導入機能 直売所、レストラン、イベント広場、キッチンスタジオ、情報発信施設、木製遊具広場、備蓄倉庫 など

【令和２年度の主な事業】

・基本設計、実施設計

・物産振興プロジェクトマネージャー業務委託（令和元年度からの継続） 外

３ 予算額

２７３，８９９千円

施設イメージパース

- 資料 70 -



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！

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々に「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ることにより、ふるさと納税制度を活用して本市の魅力を

積極的に情報発信し、地場産業の更なる振興を図ります。

○ＰＲ手段の更なる充実

・本市のふるさと納税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うイベントを開催し、市民と一緒に全国へＰＲ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

３，２２０，０３８千円
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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

“肉と焼酎のふるさと・都城”の対外的ＰＲの更なる推進！

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、天神地下街に加え、ＪＲ東海道新幹線の沿線にある東京駅・

名古屋駅・新大阪駅の新幹線口に、地元企業などとコラボした看板等を設置します。また、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で、旅行者や都市圏域在住者に対して集中的に本市の魅力を発信し、

知名度の更なる向上を図ります。さらに、本市が協賛する福岡ソフトバンクホークス戦を開催し、対外的ＰＲの強化を図り

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」の看板設置や東京モノレール企画電車とのコラボ企画

・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

東京駅・名古屋駅・新大阪駅のデジタルサイネージ看板※

※掲出予定期間：令和２年１２月１日（火）～３１日（木）

○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本市をＰＲ

・実施予定期間 令和２年11月１日(日)～12月31日(木)

○本市が協賛する福岡ソフトバンクホークス戦を開催し、対外的にＰＲを強化

３ 予算額

３５，０６７千円

東京モノレール沿線、
ＪＲ博多駅構内、
天神地下街看板

東京モノレール
企画電車
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商工観光部 みやこんじょPR課
（４） ミートツーリズム推進事業

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！

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

○ＭＴ推進委員会や市内の民間事業者等と連携し、体験型コンテンツの

発掘や受入態勢強化等に取り組みます。

○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。

○個人旅行客へＭＴを体験出来る補助を実施し、誘客を図ります。

３ 予算額

６４，７６１千円

（単位：人）

ツアー参加者の実績
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商工観光部 みやこんじょＰＲ課
（５） 関之尾公園リニューアル事業

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！

１ 事業目的

本市の貴重な観光資源である「関之尾滝」を中心とした関之尾公園について、関之尾滝をはじめとする雄大な自然を

活かしながら、魅せる観光地として、更なる観光誘客を図るため、関之尾公園のリニューアル整備を実施します。

２ 事業概要

○関之尾公園測量業務委託

○関之尾公園リニューアルアドバイザリー業務委託（実証実験業務含む）

施設整備や管理運営に関し、専門事業者にコンサルティング業務を委託し、関之尾公園施設を利用したモニタリング

キャンプによる検証等を実施します。

３ 予算額

３３，１５９千円

日本の滝１００選に選ばれた「関之尾滝」
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商工観光部 みやこんじょＰＲ課
（６） 合宿誘致推進事業

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！

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

繋げます。

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（最大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。

・スポーツ合宿については、延べ宿泊数に係る補助の要件を３０泊

以上から１５泊以上に緩和し、より活用しやすくなりました。

３ 予算額

３１，１０７千円

【内訳】

・スポーツランド都城推進事業 ２９，５６７千円

・文化合宿誘致促進事業 １，５４０千円

※令和元年度は、１２月までが実績値、１月から３月までは
平成３０年度の実績値を参考に推計

85 団体
119 団体

166 団体
195 団体

2,417 人
2,681 人

4,059 人
4,654 人
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スポーツ・文化合宿誘致件数実績

団体数 参加人数

市民生活部 コミュニティ文化課
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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

１ 事業目的

令和８年に本県で開催される国民スポーツ大会に向けて、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。この整備により、競技大会やスポーツ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

期待できるとともに、南海トラフ巨大地震等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～令和６年度（予定）

○事業内容

・山之口運動公園整備事業

国民スポーツ大会に必要な設備機能を持つ陸上競技施設（第１種・第３種公認陸上競技場、投てき練習場）等の整備

を県と市の共同で進めます。令和２年度は、用地取得や設計委託業務、既存施設の解体工事等を実施します。

３ 予算額

６５３，２６２千円

令和元年度茨城国体開会式
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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

１ 事業目的

第２次スポーツ施設整備ビジョンにおいて、都城運動公園は野球及びテニスの拠点施設として位置付けられています。

本公園は、令和８年に本県で開催される国民スポーツ大会において、ソフトテニス成年男女の会場地として選定されて

おり、テニスコート（１６面）と駐車場を整備します。

２ 事業概要

地質調査を実施し、公園施設の実施設計等を行います。

３ 予算額

８８，３７６千円

【内訳】

・公園実施設計 ６５，９１８千円

・管理棟実施設計 １４，０３８千円 外

ビジョンでの整備イメージ図
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教育委員会 スポーツ振興課
（３） 都城運動公園野球場リニューアル記念事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

その他の特色ある主な事業

１ 事業目的

都城運動公園野球場の大規模改修工事が完了したことを記念して、元プロ野球選手からなるドリームチームを招へいし、

オープニングイベントを実施します。

２ 事業概要

○宝くじスポーツフェア ドリーム・ベースボール事業

タイトルホルダー等の著名な元プロ野球選手からなるドリームチームと

都城市選抜チームとの親善試合、野球教室等を実施します。

３ 予算額

１，２００千円
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総合政策部 総合政策課
（４） 東京２０２０オリンピック・パラリンピック推進事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

その他の特色ある主な事業

１ 事業目的

東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、聖火リレーや「あすチャレ！」等の関連イベントを実施し、機運の

醸成を図るとともに、人間の多様性等について学ぶ機会を提供します。

２ 事業概要

○聖火リレー

コンセプトは、「Ｈｏｐｅ Ｌｉｇｈｔｓ Ｏｕｒ Ｗａｙ（希望の道を、つなごう）」です。支えあい、認めあい、高めあう心で繋ぐ聖火

の光が、新しい時代の日の出となり、人々に希望の道を照らし出します。

・開催月日 令和２年４月２７日（月）

・開催場所 Mallmall まちなか広場～都城市総合文化ホール前

○あすチャレ！

児童生徒がパラアスリートと接することやパラスポーツを体験すること等を

通じ、障がいについての気づき・学びの機会を提供します。

・プログラム

パラスポーツデモンストレーション、パラスポーツ体験、講話

３ 予算額

７，２７２千円

出典：宮崎県

昭和39年オリンピック東京大会時の
聖火ランナーの走行風景（平和台公園）
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教育委員会 スポーツ振興課
（５） 地区体育施設改築整備事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

その他の特色ある主な事業

１ 事業目的

上長飯一万城地区体育館は、年間延べ３万人以上が利用する体育施設で、市民の健康増進・生涯スポーツ振興に

大きく寄与しています。

昭和５１年に建築されてから４３年が経過し、老朽化が進んでいるため、都城東公園内に移転改築を行います。

建築工事は、令和２年１０月に着工、令和３年９月末に完成、同年１０月から供用開始の予定です。

２ 事業概要

○都城東公園プール等解体工事

○上長飯一万城地区体育館移転新築工事

○上長飯一万城地区体育館移転新築工事監理業務委託等

○上長飯一万城地区体育館 外部トイレ工事

○上長飯一万城地区体育館 外構工事

３ 予算額

１９７，４０９千円

上長飯一万城地区体育館完成イメージ
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教育委員会 生涯学習課
（６） 地区公民館建設事業（志和池地区及び庄内地区）

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

その他の特色ある主な事業

１ 事業目的

地域の社会教育・生涯学習の拠点として、多目的ホールの設置や建物のバリアフリー化などの施設機能の充実と、

駐車場の拡充を図り、市民が利用しやすい施設となるよう整備します。

なお、新地区公民館は、地区市民センターを併設して整備します（志和池地区公民館は、供用開始済）。

２ 事業概要

３ 予算額

４９４，９２６千円

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～令和２年度 平成３０年度～令和２年度

総事業費 ５３８，７１８千円 ６１５，３９９千円

令和２年度予算額 ９，４００千円 ４８５，５２６千円

建設予定地

新地区公民館及び
市民センター

新地区公民館及び
市民センター
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環境森林部 環境施設課
（７） 志和池最終処分場第３期建設事業

SMILE   CITY   MIYAKONOJO

その他の特色ある主な事業

１ 事業目的

令和５年に志和池第２期処分場の一般廃棄物埋立が完了する見込みです。次期処分場として埋立地を確保するため、

現在埋立てを行っている第２期処分場の北側に第３期処分場の建設を行います。

２ 事業概要

○施設概要

・埋立面積 ２１，７００㎡

・埋立容量 １６３，０００㎥

○整備スケジュール

・平成３０年度 基本計画・基本設計業務、測量・地質調査業務

・令和元年度 実施設計業務、生活環境影響調査業務

・令和２年度～令和４年度 本体工事

・令和５年度 供用開始

○総事業費 ４，１３５，５６９千円

※令和２年度は、本体工事、埋蔵文化財発掘等を行います。

３ 予算額

２７８，０９５千円
写真は第２期処分場の建設完了時
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SMILE   CITY   MIYAKONOJO


