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★ 市営住宅の新築住宅や空き家住宅について、年４回（６月、９月、１２月、３月）入居者募集を実施しま
す。
・募集月の１日から、募集案内書を市ホームページに掲載します。
・鹿児島市外の方も申込み可能です（受付は各会場のみ）。
・一般住宅の他、子育て世帯を対象とした住宅や、地域活性化を目的とした住宅もあります。

1

住まい

市営住宅入居
者募集

１ 入居者資格
・持ち家及び貸家を所有していない方。
・現在住宅に困っていることが明らかな方。
・現に同居し、又は同居しようとする親族がある方。（単身者向け住宅を除く）
※単身者の場合、60歳以上や障害者であることなどの条件があります。
・申込者及び同居親族の合計所得額が収入基準内であること。
住宅課
２ 収入基準
・公営住宅
月収額 １５８，０００円以下
・公営住宅（裁量階層）
月収額 ２１４，０００円以下
・改良・更新住宅
月収額 １１４，０００円以下
・改良更新住宅（裁量階層） 月収額 １３９，０００円以下
※裁量階層とは、小学生以下の子どもがいる世帯や障害者のいる世帯など。

http://www.ci
ty.kagoshima.l
099-216-1362 g.jp/kurashi/s
umai/shie/ind
ex.html

３ 特定目的住宅
・心身障害者世帯向け住宅、子育て世帯向住宅、既存集落活性化住宅、
地域活性化住宅など、条件を満たした方だけが申込みできる住宅もあります。
★ 住宅の耐震改修やリフォームなどに助成します。
空家活用のためのリフォームや、鹿児島県外からの移住者が行うリフォームに対しては、
補助の上乗せがあります。
【補助①】平成２９年５月１５日(月)から受付（先着順）
○対象
昭和５６年５月３１日以前に建築された戸建住宅

2

安全安心住宅
住まい ストック支援事
業

○補助率（限度額）
・耐震診断 ２／３（１０万円）
・耐震改修 １／２（１００万円）
・耐震改修等とあわせて行うリフォーム
条件により２０％～４０％（２０万円～４０万円）
【補助②】平成２９年７月３日(月)～７月７日(金)受付（抽選）
○対象
耐震性のある住宅（昭和５６年６月１日以降着工など）で高校生以下の子どもや、高齢者などが
居住しているもの
○補助率（限度額）
・リフォーム ２０％（２０万円）

http://www.ci
ty.kagoshima.l
g.jp/kensetu/
建築指導課 099-216-1358
kenchiku/kens
hido/sutokkuh
28.html

【補助の上乗せ】
○以下に該当する場合は、優先受付の上、補助率（限度額）をそれぞれ10％（10万円）上乗せ
(a) 空家活用型（築10年以上かつ空家期間1年以上の住宅のリフォーム）
(b) 移住型（県外からの移住者が住宅取得後に行うリフォーム）
※リフォーム後に申請者が住むことが条件です。

★ 鹿児島市が所有している宅地等を売却中です。
物件の所在地などの詳細につきましては、鹿児島市ホームページをご覧ください。

管財課

https://www.c
ity.kagoshima.l
g.jp/kikakuzais
ei/zaisei/kanz
099-216-1158
ai/machizukur
i/tochi/joho/b
aikyaku/index.
html

管財課

https://www.c
ity.kagoshima.l
g.jp/kikakuzais
099-216-1158
ei/zaisei/kanz
ai/teikishakuti
kenn.html

鹿児島市ホームページ→「市政情報」→「市有地売却・未利用地情報」
3

住まい 市有地の売却

★ 鹿児島市が所有している宅地の一部について、定期借地権設定による貸付をしております。
定期借地権制度は、鹿児島市が所有している土地を借りて住宅建築を行うものですので、土地を購入
する必要がないことから、住宅取得時の初期費用が少なく、家の建築費用と土地の賃借料のみで家を所
有することができます。
１．対象地域
星ヶ峯五丁目、西別府町

4

定期借地権設
住まい 定による市有
地貸付事業

２．貸付期間
５２年間
３．経費等
毎月の賃料のほかに、保証金及び敷金が必要
※定期借地契約満了時に建物を解体して土地を返還する必要があります。

1
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★ 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、既存の単独処理浄化槽又は汲取り便槽から
合併処理浄化槽へ設置換えする際に、その費用の一部を補助します。
１ 対象の地域
公共下水道事業計画区域以外の地域
２ 対象の建物
既存の住宅、既存の併設住宅（住宅部分の処理対象人員が１／２以上であること）等
※新築（建替えを含む）の建物は補助対象外です。
5

6

住宅

浄化槽設置補
助制度

３ 補助金の額
５人槽
５３２，０００円
６～ ７人槽
６１４，０００円
８～１０人槽
７４８，０００円
１１～２０人槽
８２７，０００円
２１～３０人槽 １，１８１，０００円
３１～５０人槽 １，５５８，０００円
※上記の金額は、既存の単独処理浄化槽又は汲取り便槽からの設置換えに対する
上乗せ補助（２００，０００円）を含む金額です。

http://www.ci
ty.kagoshima.l
g.jp/kankyo/k
環境保全課 099-216-1291 ankyo/hozen/
kurashi/sekat
sukankyo/joka
/hojo.html

★ 鹿児島市職人等魅力発信サイトを活用し、本市内のものづくり関連事業所等に関する情報発信を行って
いるほか、職場体験等の機会提供等を通じて、ものづくり分野での就業、起業につなげる取組みを行っ
http://www.ci
ております。
ものづくり事業
ty.kagoshima.l
仕事 所とのマッチン
雇用推進課 099-216-1325
g.jp/syokunin/
市内事業所への就労もしくは、市内での起業をお考えの方
グ支援
index.html
（概ね４０歳未満の方を対象としております。）
★ 本市で就農するにあたり、必要な農業技術や経営管理能力の習得のための研修を実施します。
・研修場所 鹿児島市都市農業センター
・研修期間 3ヶ月

7

新規就農者支
仕事 援対策事業
（基礎研修）

研修要件
① 軟弱野菜などでの就農を希望する方
② 年齢が18歳以上55歳未満の方
③ 研修終了後、本市に居住し、農業に従事する予定の方

http://www.ci
ty.kagoshima.l
g.jp/nouseisou
農政総務課 099-216-1515 mu/sangyo/n
orin/nogyonits
ukitai/nogyo.h
tml

★ 就農初期の経営安定を図るため、生産施設（ビニールハウス）の設置及び農業機械等の購入補助を行
います。

8

新規就農者支
仕事 援対策事業
（施設整備）

・補助率 3/4以内（限度額250万円）
実施要件
・60歳未満の新規就農者
他にも要件がありますので、詳細はお問い合わせください。
★ 新規就農者等の担い手に農地を集約するため、遊休化している農地情報について幅広く情報発信する
遊休農地バンクを運営します。
詳細は鹿児島市ホームページ（産業・ビジネス）をご覧ください。

9

鹿児島市遊休
農地バンク（遊
仕事
休農地活用推
進事業）

利用対象者
① 鹿児島市内で新たに農業を営もうとする方
② 鹿児島市内に居住する農業を営む者で農業経営の規模拡大等を図ろうとする方
③ その他市長が特に利用を認める方

農政総務課 099-216-1515

http://www.ci
ty.kagoshima.l
農政総務課 099-216-1334 g.jp/yukyuBan
k/FrameMap.h
tml

★ 一緒に、鹿児島を活気あふれる“＋α ”なマチにしませんか！
新規創業者等を育成支援する「ソーホーかごしま」、情報関連企業の育成支援や中小企業の情報化を促
進する「ソフトプラザかごしま」。
この２つのビジネス・インキュベート施設は、事業計画立案や経営面でのインキュベーション・マネー
ジャー（IM）によるサポート、各種セミナーの開催などで、鹿児島市に移住し，新たに創業するあなたの
「未来」創りをお手伝いします。
１ 対象者
鹿児島市で新たに創業しようとする方（創業間もない方々）

10

仕事

新規創業者等
育成支援事業

２ 支援内容
・創業予定者等への支援（相談対応・助言等）
・創業やビジネススキル向上に関するセミナー等の開催
・ビジネスマッチング機会の提供や販路拡大支援
・創業や事業拡大など資金面での制度の案内 など
３ 経費 無料
４ 運営 鹿児島相互信用金庫（地元金融機関）
・運営団体主催の商談会等への出展、若手経営者等との交流会
取引先とのビジネスマッチング あり
※本市は、国から産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定を受けており、セミナー受講
等の要件を満たせば、「株式会社設立に係る登録免許税の軽減」などの支援措置が受けられます。

2

産業創出課 099-216-1319

http://bikagoshima.jp/
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★ かごしまは、クリエイティブな個人事業者等の移住を応援しています！
１ 対象者

11

クリエイティブ
仕事
人材誘致事業

首都圏等のクリエイティブ関係の個人事業者や創業を予定している方

２ 支援内容（詳細は未定）
(1) イベントの開催
① Ｕ・Ｉターンイベントの開催（東京で開催予定）
② お試し移住イベントの開催（鹿児島市）
(2) 移住に係る経費助成（①、②の併用不可）
① 移住交通費用
② 事業所改修費用 or 設備投資費用
(3) 移住パンフレット・チラシの作成・配布

http://kagoshi
産業創出課 099-216-1319 macreative.com/

★ 鹿児島市内の子育てに関する情報が一目で分かるポータルサイトを運用しています。

12

子育て応援
ポータルサイト
子育て
（夢すくすく
ねっと）

掲載情報
（子育てに関するイベント情報、保育園・幼稚園等の施設情報、メールによる子育て相談や相談事例集、 こども政策
育児サークルなど仲間づくりの情報、就園・就学に関する情報、救急・応急に関する情報、にこにこ子育 課
て応援隊に関する情報、すくすくメールの登録 など）

http://kagoshi
ma099-812-7740
yumesukusuku
.net/

★ 子育て中の親子や妊娠中の方が気軽につどい、交流する場を提供するとともに、子育てに関する相談や
講習会の開催、未就学児の一時預かりなどを行います。
１．すこやか子育て交流館（りぼんかん）
対象者：小学校3年生以下の子どもとその家族、妊娠中の方など

13

地域子育て支
援拠点事業
（すこやか子
育て交流館、
子育て
親子つどいの
広場、地域子
育て支援セン
ター）

２．親子つどいの広場（なかまっち、たにっこりん、なかよしの、いしきらら）
対象者：小学校就学前の子どもとその家族、妊娠中の方など
３．地域子育て支援センター（市内９か所）
対象者：小学校就学前の子どもとその家族、妊娠中の方など

こども政策
課

http://www.ci
ty.kagoshima.l
099-812-7740
g.jp/ribonkan/
index.html

こども政策
課

http://www.ci
ty.kagoshima.l
g.jp/kenkofuku
shi/kosodate/
099-216-1259 kosodate/kos
odate/kosodat
e/hoikusho/jid
oclub/jidoukur
abu.html

○利用料：無料（一時預かりやお部屋を借りる場合は有料）
※東部親子つどいの広場（なかまっち）及び地域子育て支援センターでは一時預かりは行っておりませ
ん。
★ 労働等により昼間保護者のいない、小学校に就学している児童に対して、適切な遊びと生活の場として
児童クラブを設置し、その児童の健全な育成を支援します
１ 対象者
労働等により昼間保護者のいない、小学校に就学している児童

14

放課後児童健
子育て
全育成事業

２ 保護者負担金
一月あたり３，５００円
（そのほか、おやつ代や行事費などとして、一月あたり約２，０００円や保険料が必要です）
３ 開所時間
平日：１４：００～１８：００
授業のない土曜日、長期休暇中：８：００～１８：００
授業のある土曜日：授業終了後～１８：００

★ 産後、助産所に宿泊または日帰りで入所して、産後の体力回復を図ったり授乳や沐浴の保健指導などを
受けることができます。
１ 対象者
産後３か月以内の育児や身体的機能の回復に不安のある産婦

15

子育て 産後ケア

２ 本人負担額（１日当たり）
一般世帯
宿泊型 ９，２５８円
市民税非課税世帯 宿泊型 ３，３９５円
生活保護世帯
宿泊型
０円

日帰り型 ４，６２９円
日帰り型 １，６９８円
日帰り型
０円

３ 委託先
・鹿児島中央助産院
・マミィ助産院
・ふるた助産院

3

http://www.ci
ty.kagoshima.l
g.jp/kenkofuku
shi/kosodate/
母子保健課 099-216-1485 boshihoken/k
osodate/ninsh
in/ninshin/um
aretara/sango
.html
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★ 育児や家事の援助がほしい人（依頼会員）と援助ができる人（提供会員）がお互いに助け合う会員制の
相互援助活動組織です。
入会申し込み後、センターの主催する講習会を受講すれば会員になれます。

16

ファミリー・サ
子育て ポート・セン
ター事業

○対象者
１ 依頼会員：鹿児島市内に居住又は勤務する方で、援助を必要とする子どもをお持ちの方、または
妊娠中の方。
２ 提供会員：鹿児島市内に居住する方で、心身ともに健康で自宅で子どもを預かれる方、または
依頼会員の自宅で家事を行える方。特に保育士・看護師などの資格は不要です。
子育てに熱意をお持ちで社会参加をしてみたいと思っている方。

こども政策
課

３ 両方会員：依頼会員・提供会員の両方を兼ねることもできます。

電話番号

リンク先URL

http://www.ci
ty.kagoshima.l
g.jp/kenkofuku
shi/kosodate/
kosodate/kos
099-812-7740
odate/kosodat
e/azuketaitoki
/f-scenter/index.h
tml

★ １歳までの乳児の健康診査に係る費用を公費負担します。
１歳児は歯科健診もあります。
１ 対象者
３か月児、７か月児、１歳児の乳児

17

乳幼児健康診
子育て
査

２ 公費負担額
自己負担額全額
３ 助成方法
・１歳までの乳児がいる家庭に各月齢に応じた受診票を綴った「赤ちゃんセット」を送付します。
・赤ちゃんセットに記載のある委託医療機関に事前に予約をし、ご自身で健診を受けてください。
・１歳児は歯科健診もありますので、乳幼児健診と同様に歯科委託医療機関にご予約の上、
ご受診ください。

https://www.c
ity.kagoshima.l
g.jp/kenkofuku
shi/kosodate/
母子保健課 099-216-1485
boshihoken/k
osodate/ninsh
in/kodomo/ny
uyoji.html

★ １歳６か月児健康診査・３歳児健康診査を実施します。
１ 対象者
１歳６か月児健康診査：１歳６か月～２歳未満
３歳児健康診査：３歳～４歳未満

18

乳幼児健康診
査(1歳6か月
子育て
児・3歳児健康
診査）

２ 公費負担
自己負担無し
３ 受診方法
・該当の時期になりましたら、各保健センター等から健診の案内文書が届きます。
・各保健センター等での集団検診になります。
・指定の日時でご都合が悪い場合は、別日の日程をご確認のうえ案内のあったセンター等へ
ご連絡ください。

https://www.c
ity.kagoshima.l
g.jp/kenkofuku
shi/kosodate/
母子保健課 099-216-1485
boshihoken/k
osodate/ninsh
in/kodomo/ny
uyoji.html

★ １回～１４回までの妊婦健康診査に係る費用を公費負担します。
１ 対象者
妊婦

19

子育て 妊婦健康診査

２ 公費負担額
保険適用外の公費負担対象となる検査費用
（妊娠週数の検査項目によって負担額が異なります）
３ 助成方法
・各保健センターまたは各保健福祉課にて、妊娠されている方に妊婦健康診査受診票が綴じ
込んである「お母さんセット」を発行します。
・転入後は鹿児島市の受診票しかお使いになれませんので、転入手続き後に併せて手続きを
お願いします。

https://www.c
ity.kagoshima.l
g.jp/kenkofuku
shi/kosodate/
母子保健課 099-216-1485 boshihoken/k
osodate/ninsh
in/ninshin/nin
shin/kenshin.h
tml

★ 中学３年生までのこどもに係る医療費の一部を助成します。
１ 助成対象者
本市に住所を有する中学３年生までのこども
（１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者）
20

子育て

こども医療費
助成事業

２ 助成内容
(1) ３歳未満
保険診療による一部負担金の額
(2) ３歳～中学３年生まで
一部負担金の額から１か月２千円を差し引いた額
（ただし、市町村民税非課税世帯に属するこどもは、３歳未満のこどもと同様に一部負担金の額）

4

こども福祉
課

http://www.ci
ty.kagoshima.l
g.jp/kenkofuku
shi/kosodate/
099-216-1261
kodomofuku/k
osodate/koso
date/teate/se
do/index.html

鹿児島市の移住支援事業
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★ グリーンファームでのさまざまな体験のほか、グリーン・ツーリズムの実践者による体験・取組がありま
す。
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グリーン・ツー
体験 リズム推進事
業

①グリーンファーム（鹿児島市観光農業公園（喜入一倉町５８０９－９７））
農業・自然・調理・環境に関する体験のほか、農産物直売所、農園レストラン、滞在型市民農園な
どがあります。
②農業体験（田植え・稲刈り体験等）
八重の棚田での農業体験（鹿児島市郡山町） 等
③観光農園での収穫体験
吉原果樹園（鹿児島市東桜島町） ・・・ 桜島小みかん、びわの収穫体験
川路ぶどう園（鹿児島市犬迫町・小野町） ・・・ ぶどう狩り
上村みかん園（鹿児島市中山町）、新保果樹園（鹿児島市五ヶ別府町）、鬼塚望岳園（鹿児島市
五ヶ別府町） ・・・ みかん狩り
④調理・加工体験
手打ちそば工房国清（鹿児島市四元町） ・・・ そば打ち体験
鹿児島市茶手もみ保存会（鹿児島市松元地域） ・・・ 茶手もみ体験
稲音館（鹿児島市下田町） ・・・ ピザつくり体験等
⑤自然体験
よしだ自遊の森（鹿児島市本名町） ・・・ 自然散策、クラフト体験など
ＮＰＯ法人桜島ミュージアム ・・・ 足湯堀体験、シーカヤック体験など
もりはやし倶楽部(鹿児島市春山町）・・・森の観察会、炊き出し体験など等
⑥農産物直売所
輝楽里よしだ館（鹿児島市本城町）、火の島めぐみ館（鹿児島市桜島横山町）、
まつもとフレッシュ館お茶畑（鹿児島市春山町（鹿児島市都市農村交流センターお茶の里内））、
きいれの杜（鹿児島市喜入一倉町（グリーンファーム内））、八重の里（鹿児島市花尾町） 等

グリーン
ツーリズム
推進課

099-216-1371

グリーン
ツーリズム
推進課

http://kagogreent.jp/cate
099-216-1371
gory/inn/mins
huku

〔お申込み方法・注意事項〕
事前予約制ですので、電話・FAX・ホームページ（お申込フォーム）にて、鹿児島まち歩きステーションへ
お申込みください。（ご質問などございましたらお電話にてお願いいたします。）
観光プロ
ホームページからのお申込みは前々日17時まで、お電話でのお申込みは前日17時まで受け付けます。 モーション
参加料…高校生以上 1名500円
課
小・中学生 1名100円
小学生未満 無料

http://kagoshi
099-216-1344 mamachiaruki.jp/

http://kagogreent.jp/

詳しくは、かごしま市のグリーン・ツーリズムホームページ（http://kago-greent.jp/)をご覧ください。
★ 鹿児島市内の農村地域にある農家民宿に泊まり、田舎暮らしを体験することができます。
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体験 農家民宿

本市の農家民宿の状況（平成２９年４月現在）
・松元地域３軒
・吉田地域１軒
・伊敷地域３軒
・郡山地域３軒
合計１０軒
詳しくは、かごしま市のグリーン・ツーリズムホームページの農家民宿ページ（http://kagogreent.jp/category/inn/minshuku）をご覧ください。
★ 「鹿児島の魅力をあたたかいおもてなしの心でご案内。ガイドの「語り」に触れていただけましたら、さらに
一味違う鹿児島の旅をお楽しみいただけます。」
〔概要〕
まち歩きをガイドが引率し、歴史・文化やエピソードなどを紹介しながら観光スポット等を案内します。
お客様のご要望の日時に応じて実施します。（12/29～1/3を除き、平日、祝日・休日は問わず年中無休）

23

体験

鹿児島ぶらり
まち歩き

〔問い合わせ先〕
鹿児島まち歩き観光ステーション（http://kagoshima-machiaruki.jp/）
電話…099-208-4701
FAX…099-208-4703

★ 新たに鹿児島市に移住された方に、１日も早く、平川動物公園をはじめとする市内の各公共施設を知っ
ていただくため、利用優待券を各家族１枚配布します。
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ウェルカムチ
その他
ケット

対象施設…平川動物公園、桜島マグマ温泉、鹿児島市立美術館、維新ふるさと館、
旧鹿児島紡績所技師館（異人館）、いおワールドかごしま水族館 など
※チケットの有効期限は、住民異動の際の受付スタンプの日付から６ヶ月後の月の末日です。
（例）H29.5.15の受付印 ⇒ H29.11.30まで有効

5

観光振興課 099-216-1327
（平川動物 （099-261公園）
2326）

－
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★ 鹿児島市コミュニティサイクル「かごりん」は、中心市街地にある観光スポットや駅・バス停・電停の近くや
商業施設など２１ヵ所に設置したサイクルポートで、どこでも簡単に自転車を貸出・返却することができま
す。年中無休で２４時間利用でき、貸出場所と違うサイクルポートに返却することができるので、とっても
便利です。
「かごりん」に乗って、実際にまちをめぐりながら、鹿児島市を肌で感じてみてください。

25

コミュニティサ
その他 イクル「かごり
ん」

・かごりんの概要
１ 貸出方法
①サイクルポートの端末機に携帯電話番号と氏名を入力
②携帯電話に届くパスワードを入力すると、自転車のロックがはずれて、利用できます。
※携帯電話をお持ちでない方も、クレジットカードによる「時間貸」や、専用ICカード（下記のかごりん
サポート窓口にて発行）で利用できます。
２ 返却方法
ポートの空いているラックに自転車の前輪を押し込んでください。前輪が自動でロックされます。
http://www.ky
３ 利用料金
s利用料金＝①登録料＋②利用料
環境政策課 099-216-1296
cycle.jp/kagori
・１日会員 ①２００円／日
n/
②何回利用しても３０分以内は無料。３０分を超えると３０分ごとに１００円。
・時間貸 ３０分ごとに２００円
※時間貸は携帯電話による登録が不要で、クレジットカードを端末機に通すだけで、すぐに利用可
４ 支払方法
クレジットカード、現金（１００円玉のみ）、または、一部のポートでは電子マネー（nanaco、WAON）も可
※利用料発生の場合は、端末機画面の「精算」ボタンを押し、画面指示に従って利用料金を精算
５ 対象者
身長が概ね１４０ｃｍ以上の方
６ ホームページ・窓口
かごりんホームページ（http://www.kys-cycle.jp/kagorin/）
かごりんサポート窓口 ＪＴＢ九州鹿児島支店（タカプラ店）、ＪＴＢ九州イオン鹿児島中央店
７ 問合せ先（２４時間対応）
かごりんサポートセンター 0120-992-599
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