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３ 人が行き交う 魅力とにぎわいあふれるまち～にぎわい交流政策～ 

「新幹線・大交流時代」を迎え、新幹線効果を将来にわたって持続させるため、豊

富な地域資源を最大限に活用し、観光のストーリーづくりなどの魅力向上や誘致・受

入体制の充実をこれまで以上に進めます。 

また、本市経済の活力を高めるため、観光振興に加え、地域を支える産業の競争力

の強化、若者が就労できる環境づくりに取り組みます。 

さらに、鹿児島の豊かな農林水産資源を活用し、生産から加工、流通、消費まで一

体となった取組を総合的に進めます。 

１１１１....地域特性地域特性地域特性地域特性をををを生生生生かしたかしたかしたかした観光観光観光観光・・・・交流交流交流交流のののの推進推進推進推進    

（６）もっと知ろうよ観光かごしま講師派遣事業 

（１９０千円） 

 官民一体となった「おもてなし」の向上を図るため

に、市内の団体（学校や町内会、事業者、ＮＰＯ等）

が行う観光関係の研修会に講師を派遣します。 

（７）朝を楽しむ観光推進事業 

（６００千円） 
 滞在型観光の推進を図るため、温泉や朝市など 

本市の朝の魅力を掘り起こし、ホームページ等で情

報発信するとともに、体験ツアーを行います。 

 

（５）路面電車観光路線検討事業 

（５，１１６千円） 

 都市景観・観光資源の面から路面電車の有効

活用を図るため、ウォーターフロント地区への観

光路線新設に向けた調査検討を行います。 

 

（３）桜島ジオパーク検討事業 

（８，９３６千円） 

 桜島の活火山としての特性を生かし、ジオパー

クの認定に向けた検討を行うため、基礎調査や

研究会の開催等を行います。 

 

（４）観光レトロ電車製作事業 

（９２，４９１千円） 

 本年１２月の電車

運行１００周年を記

念して、観光レトロ電

車を製作し、運行を

開始します。 

 

 

 

（１）錦江湾魅力再発見クルーズ事業 

（１，２００千円） 

 本年３月に「霧島錦江湾国立公園」が誕生するの

を機に、雄大な活火山桜島を背景に錦江湾の湾奥

を巡るクルーズ船を運航します。 

 

（２）イルカはいるかな事業 

（２４７千円） 

 乗船中のお客様にイルカの情報収集をしていただ

くことで、乗船の楽しみと錦江湾の新たな魅力をア

ピールするとともに、情報を発信し、桜島フェリーの

利用促進を図ります。 

新島と昭和火口を望む 

＜昭和初期の電車＞ 
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（11）ロゲイニングイベント開催支援事業 

（６６４千円） 

 本市の観光資源である自然や歴史等を活用し

チェックポイントを制限時間内に回るロゲイニング

イベントの開催を支援します。 

 

３ 人が行き交う 魅力とにぎわいあふれるまち～にぎわい交流政策～ 

（14）東アジア観光客誘致受入事業 

（２６，６６３千円） 

 韓国や台湾などでのトップセールスや関係機関と

連携した誘致セールス、かごしまの旬の情報を集

めた｢さきどり情報｣の発信を行います。また、新た

に外国人観光客用の指差し会話シートを作成する

とともに、外国語案内表記の整備に対する補助対

象事業者を拡大します。 

（12）明治維新１５０年"維新のふるさと 鹿児島市"ＰＲ事業 

    （２，３８６千円） 
 明治維新１５０年（平成３０年）に向け、“維新のふ

るさと 鹿児島市”を広く全国にアピールするため

の取組を始めます。 

（８）平川動物公園とかごしま水族館の連携推進事業 

               （５７３千円） 

 両施設でライブカメラによるリアルタイムの映像

を提供するとともに、共通割引券を導入します。 

（９）平川動物公園・かごしま水族館アクセス検討事業 

           （２，５００千円） 

 平川動物公園へのアクセス改善の方策等につ

いて、産学官連携による調査・検討を行います。 
 

 

（10）プロモーション推進事業 

（１５，０７１千円） 

 鹿児島の魅力を積極的に発信・アピールし、大

会・会議・イベントの誘致を図るとともに、これまで

の物産展等に加え、新たにプロスポーツイベント

を活用したトップセールス等を実施するなど、観光

客の誘致や特産品・農産品の販路拡大などにつ

ながる活動を推進します。 

 

（13）鹿児島市観光サポーター事業 

（３７０千円） 
 本市に関心を持ち、鹿児島の魅力を知りたい、鹿

児島の魅力を広く伝えたいという方々に、鹿児島市

観光サポーターに登録していただき、本市観光の情

報発信を行います。 

（16）姉妹友好都市等との周年事業 

（１４，２８９千円） 

 長沙市との友好都市締結３０周年に際し、記念

式典や両市の大学生等を交えての記念イベントを

開催して両市のさらなる交流を深めます。 

（15）外国人観光客ウエルカムキュート導入事業 

（６６３千円） 

 新たに、市電、市バス、桜島フェリーの共通券の料金

及び観光施設の入館料等が割引される外国人観光客

向けのキュートを作成し、観光客の誘致を促進します。 
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（17）観光農業公園整備事業 

 （１，２０６，６９１千円） 

（18）観光農業公園管理運営事業等 

 （７２，１２８千円） 

 本年１１月にオープンする観光農業公園におい

て、農作業の体験や来園者同士の交流などを促

進し魅力ある運営に努めます。 

（21）都市農村交流施設整備事業 

（１０６，２２４千円） 

 都市と農村の交流を促進し、地域の活性化を図

るため、松元地域の県茶業指導農場跡地を活用

した都市農村交流施設の整備工事に着手します。 

 

（19）グリーン・ツーリズム推進事業 

（８，５７１千円） 

 本市の農村地域の魅力を情報発信するための

ガイドブックを更新するとともに、農家民泊の促進

や活動団体等の支援などを行うほか、新たに農

家民宿の開業に向けた取組を支援します。 

 

（22）維新ふるさと館管理運営事業 

（１１３，４１０千円） 

 維新ふるさと館の管理を指定管理者により行う

とともに、中央監視盤等の改修を実施します。 

 また、新たに外国人観光客の利便性の向上を

図るため、ペン型の音声ガイドでの外国語案内を

実施します。 

３ 人が行き交う 魅力とにぎわいあふれるまち～にぎわい交流政策～ 

その他の主な事業 

 ・桜島観光推進事業 

 ・サクラジマアイランドビュー事業 

 ・桜島フェリーよりみちクルーズ船運航事業 

 ・鹿児島ぶらりまち歩き推進事業 

 ・観光かごしまプロモーション事業 

 ・新幹線全線開業観光キャンペーン事業 

 ・親子記者かごしま体験取材ツアー事業 

 ・鹿児島市ふるさと大使設置事業 

 ・合宿誘致推進事業 

 ・アジア青少年芸術祭開催事業 

 ・ＡＬＴイベントサポート事業 

 ・アジアとの交流事業 

 ・おはら祭振興会負担金 

 ・かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会負担金 

（20）“美味のまち鹿児島”魅力づくり事業 

（１２，０００千円） 

 本市の魅力の一つである食をテーマにしたイベン

トやキャンペーン等を行う“美味のまち鹿児島”「薩

摩美味（ぅんまか）維新」を四季折々に実施します。 
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２２２２....中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地のののの活性化活性化活性化活性化    

（３）「メイドインかごしま」支援事業 

（１７，２３９千円） 

 本市中小企業（製造業者等）の新製品の開発を

はじめとする経営力の強化や製品等の販路拡大

の取組を支援します。 
 
 

（４）輸出チャレンジ支援事業 

（１，５１１千円） 

 本市の中小企業者が、アジア地域をはじめとす

る海外への輸出を目的に、日本貿易振興機構等

が主催する合同展示会や見本市等への出展、ミ

ッションに参加する際に要する経費の一部を助成

します。 

 

（１）新産業創出支援事業 

（１６，６５３千円） 

 新産業創出研究会で検討したビジネスモデルの

事業化へ向け、同研究会に部会を設置し、部会に

おける産学間・企業間等による共同研究開発や地

域資源を生かす新製品・商品・サービス等の開発

を支援します。 

３ 人が行き交う 魅力とにぎわいあふれるまち～にぎわい交流政策～ 

３３３３....地域産業地域産業地域産業地域産業のののの振興振興振興振興    

（１）街なかサービス推進事業 

（３８，７３８千円） 

 これまでのまちなかサロン等の機能を統合し、特

産品の情報発信、観光案内、トイレやベビーカー

の貸し出しなどを行う新たな総合サービスステーシ

ョンを設置します。 

 

（２）中心市街地活性化推進事業 

（８，３７０千円） 

 中心市街地活性化基

本計画の総括を行い、次

期計画を策定するととも

に、計画推進の中心的役

割を担う中心市街地活性

化協議会に対する支援を

行います。 

 

 

（２）中小企業資金融資事業 

（４８５，５８１千円） 

 中小企業者の経営基盤の安定・強化を図るため、

信用保証料等に対する補助を行い、円滑な資金調

達を促進します。また、環境配慮促進資金及び新

事業展開支援資金の融資対象者の拡大等を行い

ます。 

その他の主な事業 

 ・街なか空き店舗活用事業 
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（５）農商工等連携人材育成塾開催事業 

（３，８００千円） 

 地域の農林水産資源や技術等を活用した農商

工等連携の取組を促進するため、農林漁業者や

商工業者等の農商工等連携に対する理解促進

や取組への意識を醸成するとともに、異業種間の

連携により新たな商品・サービス等を創出する人

材育成のセミナー等を開催します。 

第１次産業

第３次産業第２次産業

新しい商品・サービス等の創出

農商工等連携

第１次産業

第３次産業第２次産業

新しい商品・サービス等の創出新しい商品・サービス等の創出

農商工等連携

 

（９）ものづくり職人人材マッチング事業 

（３，２２０千円） 

 ものづくりを支える職人に興味のある若年者に

職業体験等の場を提供することにより、担い手の

掘り起こしを行い、ものづくり分野での就職・起業

につなげます。 

 

その他の主な事業 

 ・頑張る商店街支援事業 

 ・地域密着店連携支援モデル事業 

 ・新規開業支援利子補助金 

 ・地域繁盛店づくり支援事業 

 ・ニュービジネスプランコンテスト事業 

 ・若年者等雇用促進助成事業 

 ・高年齢者就業機会確保等事業 

 ・ＩＴ人材育成事業 

 ・中小企業勤労者総合福祉推進事業補助金 

（８）企業立地推進事業 

（１３０，４１４千円） 

 雇用の創出と地域経済の活性化を図るため、鹿児

島の豊かな農林水産資源を生かした食関連企業の

立地戦略調査を新たに行うなど、企業立地を推進し

ます。 

（10）緊急雇用創出事業臨時特例基金事業 

（２２２，３８３千円） 

 県の基金を活用し、非正規労働者等の生活の安

定を図ることを目的として、短期の雇用・就業機会

を創出・提供する各種事業を実施します。 

（都市公園パトロール事業など２４事業） 

３ 人が行き交う 魅力とにぎわいあふれるまち～にぎわい交流政策～ 

（７）中央卸売市場の整備 

（２６，０９６千円） 

 青果市場については、現在地での既存施設を

生かした青果市場リニューアル事業を、魚類市場

については、現在地での建替えによる魚類市場

再整備事業を、それぞれに推進します。 

 

（６）新幹線全線開業影響等調査事業 

（１４，１９２千円） 

 九州新幹線全線開業により、観光客、事業所、消

費者等の動向が変化していると予測されることか

ら、その実態及び変化が本市経済に及ぼす効果・影

響等について調査を実施します。 
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（１）６次産業化推進事業 

（５０４千円） 
 新たに、本市特産物を活用した農業の６次産業

化を推進するため、研修会の開催や販売促進活

動に対し支援を行います。 

　　　　　　　　　　　　１ １ １ １ 次産業 ×  ２２２２    次産業 ×  ３ ３ ３ ３ 次産業 ＝  ＝  ＝  ＝  ６６６６    次産業

３次１次

２次

農林漁業者

直売所

その他の主な事業 
 ・農村振興対策事業 

 ・新規就農者支援対策事業 

 ・遊休農地解消等対策事業 

 ・環境保全型農業推進事業 

 ・有害鳥獣被害対策事業 

 ・森林資源整備事業 

 ・林道整備事業 

 ・マダイ・ヒラメ等放流事業 

 

（２）新規就農者確保事業 

（１１，３９０千円） 

 地域での話し合い等に基づき、地域農業のあり

方等についての計画（人・農地プラン）を作成する

とともに、就農意欲の喚起と就農後の定着を図る

ため、青年就農者に対し助成します。 

 

（６）農業生産基盤の整備 

（７０７，７３５千円） 

 団体営土地改良事業、県営土地改良事業等を実

施するとともに、市単独の農道、用排水路等の整備

を行います。 

（３）飼料自給率向上モデル事業 

（４００千円） 
 稲ワラの飼料自給率の向上や口蹄疫などの伝

染病の侵入防止のため、本市未利用ワラの有効

利用を図る畜産農家が乾燥・収草・梱包等をする

取組の検証を行います。 

 

 

３ 人が行き交う 魅力とにぎわいあふれるまち～にぎわい交流政策～ 

（４）降灰地域防災営農対策事業 

（１０６，６８３千円） 

 農業経営や畜産経営の健全な発展を図るため、

被覆施設の整備や飼料作物調整機械の導入等に

加え、新たに桜島小みかん等の樹勢回復のため、

葉面への液肥散布に対し助成します。 

４４４４....農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業のののの振興振興振興振興    

（５）農産加工設備整備支援事業 

（７３４千円） 
 地域の特産農産物を使った加

工品作りを促進するため、農産

加工設備の整備に対し助成しま

す。 

 


