
１．新たな“かごりん”供用スタート

２．ＩＣＴで市民生活がもっと便利に

３．海外に羽ばたく青少年を応援します

４．生活情報ポータルアプリ

「KagoTips（カゴティップス）」配信スタート

５．町内会費“オンライン集金”の実証実験

６．グリーンファームに“オートキャンプ場”が完成

令和５年３月３０日（木）午前１０時

報道提供資料

市民や鹿児島に想いを寄せる
皆さんと心を一つにして、さらに
“彩り”豊かな鹿児島市の実現に
向けて全力で取り組みます

もうすぐ満開！
甲突川河畔の“桜”



【管理運営主体など】

■管理運営主体：ネクストかごりん共同企業体
代表構成員：株式会社ＪＴＢ鹿児島支店
構 成 員：エヌ・ティ・ティ・コミュニケ

ーションズ株式会社九州支社

■ポートの数 ：２７ポート

■自転車の台数：２１５台
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１ 新たな“かごりん”供用スタート

４月２４日（月）から供用開始

１．新たな「かごりん」の特長

●スマートフォンアプリを利用した貸し出し・返却・支払い

●赤色の電動アシスト付き自転車
利便性が向上

従来と同じ
場所・数量
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1 新たな“かごりん”供用スタート

２ 利用の流れ

■「バイクシェアサー
ビス」アプリをダウ
ンロード

■決済情報を含む会員
情報を登録

■利用されるポートで
アプリを起動

■サドル後部の端末の
「開始」ボタンを押す

■ボタン上部の二次元
コードを読み取ると
走行可能

≪貸出完了≫

■目的地のポートに
駐輪・施錠

■サドル後部の端末の
「返却」ボタンを押す

≪返却完了≫

STEP①

アプリをダウンロード
STEP②

貸し出し
STEP③

返 却

アプリの
アイコン

新かごりん
ホームページ
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1 新たな“かごりん”供用スタート

３ 料金・販売方法

種 類 料 金 支払方法

①１回会員
１６５円／回
※３０分を超えると３０分ごとに１６５円

会員情報で登録した
「クレジットカード」
などで支払い

※③は「コンビニ決済」や、
「鹿児島中央駅東口駅前広場観光
案内所での現金払い (別途、IC
カード発行料550円が必要)」
も可能

②月額会員
１，９８０円／月
※３０分を超えると３０分ごとに１６５円

③１日パス
１，６５０円／日
※当日２３時５９分まで乗り放題

④法人会員
４，４００円／月
※３０分超の制限なし

請求書払い

「ＣＯ₂排出量の削減」と

「市内中心部の回遊性の向上」の実現へ！

【問い合わせ】環境政策課 ℡：099-216-1296
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１ 新たな“公共施設予約システム”の運用開始（４月１日～）

本市公共施設の会議室や体育館などの予約から使用料の
支払いまでをオンラインで可能

(1) 予約対象施設（132施設）

(2) 使用料のオンライン支払い

クレジットカード、二次元コード決済（Pay Pay）

※一部施設では、コンビニ決済や、施設窓口での現金
払いも可能

２ ＩＣＴで市民生活がもっと便利に

※事前に利用者
登録が必要→

登録ページ

施設の種類 主な施設

スポーツ・
レクリエーション
（69施設）

西原商会アリーナ、市民体育館、かんまちあ、
かごしま健康の森公園、鹿児島ふれあいスポーツ
ランド、都市農業センター など

健康・福祉
（43施設）

地域福祉館（全41館）、吉田福祉センター、
りぼんかん

教育・文化・観光
（20施設）

サンエールかごしま、地域公民館（全14館）、
かごしま国際交流センター、改新交流センター、
かごしま環境未来館、勤労者交流センター、
都市農村交流センターお茶の里

【問い合わせ】
生涯学習課 ℡：099-813-0851
※４月以降は、デジタル戦略推進課 ℡：099-216-1115



分 類 手続き

①証明書の発行
（オンラインでの申請・
手数料の支払い、郵送
受け取り）

納税証明書（国民健康保険税）、国民健康保険（取得・喪失）証明書、
納付証明書（後期高齢者医療保険料・介護保険料)、市道境界証明書、
公共用地境界証明書、地縁団体証明書

②各種請求・
届け出

※マイナポー
タルを通じ
て利用

子育て 児童手当に関する認定請求や各種届け出、保育施設の利用申し込み など

妊娠・出産 妊娠の届け出

高齢者・介護 要介護・要支援の認定申請（介護保険証の郵送が必要）、
居宅介護福祉用具購入費・住宅改修費の支給申請 など

障害者支援 市民福祉手当（重度障害者・重度障害児）の支給申請、
日常生活用具給付申請、自立支援医療（更生医療）の支給認定申請 など
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２ ＩＣＴで市民生活がもっと便利に

２ オンライン手続き、拡大中！

マイナンバーカードなどを活用したオンライン手続きを順次拡大

■４月１日から可能となるオンライン手続き

【問い合わせ】デジタル戦略推進課 ℡：099-216-1115

【先行開始分を含むオンライン手続きの数】 ※令和５年４月１日時点

①証明書の発行 ：「住民票・戸籍関係」 や 「市税証明書関係」 など、全３３種類
②各種請求・届け出：「不在者投票用紙の請求」や「転出の届け出」など、全３３種類
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２ ＩＣＴで市民生活がもっと便利に

■“ICTで住みよいまち”推進中！

サービスなどの名称 内 容

■市電運賃クレジットカードタッチ決済
導入実証実験の延長・拡大（3/28～）

【交通局総合企画課 ℡：099-257-2111】

市電全車両（55両）に拡大して実施。

・期間：令和6年3月31日まで

・対応クレジットカード：
VISA、JCB、American Express、
Diners Club、Discover
※Mastercard、銀聯は準備中

■退院支援システム「CARE BOOK」の
運用開始（4/1～）

【市立病院医事情報課 ℡：099-230-7021】

市立病院から転院する際に、複数の医療機関などが
参加できるチャット形式で調整を行い、患者に対し
て迅速かつ効率的な支援が可能となる。

・対象施設：10施設 ※順次拡大予定

■準用河川の位置情報の公開（4/１～）

【河川港湾課 ℡：099-216-1412】

準用河川の位置情報を市ホームページ「かごしまⅰ
マップ」で公開。窓口に出向くことなく、占用手続
等に必要な情報の入手が可能となる。

・対象河川：全94河川



ＭＥＭＯ

マグマシティ鹿児島市ＨＰ マグニョン公式ＨＰ
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１ 高校生海外留学支援事業

次代を担う国際性豊かな人材育成のため、新たに高校生の海外留学を支援

(1) 対象者 市内在住の高校生

(2) 助成額 非課税世帯等：上限１００万円
その他世帯 ：上限 ５０万円

(3) 募集期間 ４月１日（土）～６月１６日（金）
※広報紙「市民のひろば」４月号、市ホームページ、
学校への通知などで案内

(4)申込方法 申請書と添付書類を
国際交流課へ提出

（持参・郵送・メール）

３ 海外に羽ばたく青少年を応援します
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３ 海外に羽ばたく青少年を応援します

２ 青少年の翼派遣事業

４年ぶりに本市の中学～大学生を姉妹都市等へ派遣

(1)派遣都市 パース市（７月下旬～８月上旬）

※10月～12月頃に、長沙市、マイアミ市、
ナポリ市、ストラスブール市へ派遣予定

(2) 対象者 市内在住の高校生１０人

(3) 助成額 経費の８／１０

(4)募集期間 ４月中旬から受付 ※市ホームページ、学校への通知などで案内

(5)申込方法 市内の高校の学生：各学校へ申し込み
市外の高校の学生：国際交流課へ申し込み

■経済的に困難な状況にある学生が国際交流の場に参加できるよう支援します
新たに「中高生国際交流派遣支援事業」で、非課税世帯や児童扶養手当・母子父子家庭等医療
費助成の受給世帯の自己負担分も助成（経費の２／１０、上限２０万円）

【問い合わせ】こども福祉課 ℡：099-216-1260

令和元年度のパース市訪問団

【問い合わせ】国際交流課 ℡：099-216-1131
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１ 「KagoTips（カゴティップス）」の概要

子育て・医療・災害など、本市の外国人住民
に役立つ生活情報を提供

(1) 配信開始 ３月３０日（木）

(2) 対応言語 英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、 ベトナム語、
(7種類) やさしいにほんご、日本語

(3)主な機能 ①生活情報の提供
市や関係機関のホームページなどへのリンクを６種類のコンテンツ
にまとめて提供
（市ホームページへのリンクは、自動翻訳機能を活用して提供）

②プッシュ通知による情報提供
市が発令する避難指示などの緊急情報を迅速に提供
（イベントや各種市政情報の発信も対応可能）

(4)利用方法 アプリをダウンロードし、言語を設定
すると利用可能（無料）

４ 生活情報ポータルアプリ「KagoTips」配信スタート

アプリのアイコン アプリのダウンロード

【アプリ名のコンセプト】
鹿児島の「Kago」と助言・ヒントなどの
意味を持つ「Tips」を掛け合わせたもの。
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４ 生活情報ポータルアプリ「KagoTips」配信スタート

【アプリのイメージ】

【問い合わせ】
アジア戦略室 ℡：099-808-7510
※４月以降は、国際交流課 ℡：099-216-1131

■言語切替が可能
■「お気に入り」に登録したリンクの一覧を表示

■アプリに搭載した情報の検索が可能

キーワード検索

設定画面

■子育て・学校
子育て施設、学校への就学、日本語学習ツール

■鹿児島での暮らし
ごみの分別、外国語対応医療機関、桜島の火山灰

■イベント・乗り物
観光、交流イベント、公共交通機関の利用方法

■緊急・災害
休日・夜間の急病、災害への備え、避難所の開設

■便利な情報
よくある質問、外国語ニュース、音声翻訳アプリ

■各種相談
市役所窓口での通訳、相談デスク、労働相談窓口

主なコンテンツ

“やさしいにほんご”版
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５ 町内会費“オンライン集金”の実証実験

■ 実証実験の概要

GMOペパボ株式会社の協力により、同社のWEBサービス「GMOレンシュ」を活用し、
町内会費のオンライン集金の実証実験を実施

(1)実験期間 ４月から随時実施（令和６年３月まで）

(2)イメージ

①町内会費を
オンラインで請求

②会費を支払い③翌月末にまとめて
振り込み

町内会役員
など

町内会員WEBサービス

≪請求を送信≫

・クレジットカード
・口座引き落とし
・コンビニ決済

集金に係る「負担軽減の効果」や「オンライン化の課題」を検証
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５ 町内会費“オンライン集金”の実証実験

【問い合わせ】地域づくり推進課 ℡：099-216-1214

(3) 参加予定数 ６町内会（対象世帯数：約１,８００世帯）
※３月２３日時点

※関心のある町内会は「地域づくり推進課」まで連絡をお願いします。

■“説明動画”も公開中！

～実証実験の目的や、オンライン集金のポイントなどを詳しく解説 ～

説明動画
（You Tube)



■ オートキャンプ場の概要

施設の「キャンプ場」内に、テントサイト
まで車で乗り入れできる「駐車スペース」
や「電源・水道（流し台）」を整備
（全５区画）
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６ グリーンファームに“オートキャンプ場”が完成

“駐車スペース”

便利な“流し台”

“電源”
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６ グリーンファームに“オートキャンプ場”が完成

(1) 供用開始 ４月１日（土）

(2) 料 金

(3) 予約方法 グリーンファーム予約サイト、
電話（グリーンファーム℡099-345-3337）

※先行して予約受付中

利用形態 料 金

宿泊（４月～１０月） ４，５００円

宿泊（１１月～３月） ３，０００円

日帰り利用 ２，３００円

■「オープニング・セレモニー」を開催します

日 時：４月１日（土）１４時～
場 所：オートキャンプ場入口付近
内 容：薪開き、記念品贈呈 など

予約サイト
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６ グリーンファームに“オートキャンプ場”が完成

【問い合わせ】世界遺産・ジオ・ツーリズム推進課
℡：099-216-1371

錦江湾を一望できる絶好の“ロケーション”を楽しみながら
豊かな“自然体験”を


