
やまがメイト 最新版利用マニュアル

【最新版のご案内】
不具合修正最新版をダウンロードしてご利用ください。

iOS（1.0.8）2019/10/3更新
Android OS スマートフォン版（1.3.1）2019/10/3 更新
Android OS タブレット版（1.3.1）2019/10/3 更新
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令和元年10月のアップデート箇所はピンクで記載のうえ、
ページ上部に「NEW」マークをつけております。

NEW



やまがメイトは「4つのタブ」で構成されており、
これらを切り替えることで様々な情報をチェックすることができます。

やまがメイトの基本構成

４つのタブ

山鹿市タブ 居住区タブ

Myグループタブ MENUタブ

山鹿市が発信す
る情報は全てこ
のタブで確認で
きます。

お住まいの地域
の管理者からの
情報はこのタブ
で確認できます。

公式グループに
参加し情報を得
たり、自身でグ
ループをつくっ
て活動したりで
きます。

登録情報の変更
ができるほか、
議会放送等の動
画もチェックす
ることができま
す。
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山鹿市タブ

山鹿市タブトップ 受信ボックス 音声情報詳細

「最新の更新」を10件表示
しており、詳細画面に直接
移動することも可能です。

「音声情報」と「文字情報」
の両方が混在で
リスト化されています。

再生ボタンをタップすると、
音声再生を開始します。

山鹿市からの文字情報と音声情報が確認でき、
「30日間」保存されます。

音声情報
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再生ボリュームは端末設定に依存します。
確認のうえ、ご自身で調節してください。



山鹿市タブ

山鹿市タブトップ 受信ボックス 文字情報詳細

「文字情報」を表示します。
画像添付がある場合は本文
下部に表示されます。

画像添付がある場合の
表示エリア

受信BOX内で文字情報を表示した場合のイメージです。
画像添付がある場合は、本文下部に表示されます。

文字情報
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【令和元年10月追加】
山鹿市が発信する文字情報には自動読み上げ音声を付加
しています。
※自動で合成音声化を行なっているため、イントネーションや読み
方の誤りが発生する場合がございます。予めご了承ください。

NEW



山鹿市タブ

山鹿市タブトップ 掲示板一覧 掲示板詳細

デタポン情報の場合は、
作成者欄に「山鹿市 デタポン情報」と
記載されています。

一定期間の掲示が必要な情報を配信しています。
RKKのデータ放送「デタポン」への発信情報も再配信しています。

掲示板
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ファイル添付がある場合の
表示エリア
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山鹿市から緊急性の高い重要情報を発信した際には「最新の更新」の
一番上に固定で掲載されるようになりました。★マークが目印です。

山鹿市タブ 重要情報

【令和元年10月追加】
山鹿市が発信する重要情報には自動読み上げ音声を付加
しています。
※自動で合成音声化を行なっているため、イントネーションや読み
方の誤りが発生する場合がございます。予めご了承ください。

高齢者の方は明るいうちに自主避難
所に避難してください。

NEW



山鹿市タブ

山鹿市タブトップ スケジュール一覧

市民講座やお祭りの情報など市が関わる行事の日程を掲載します。

スケジュール
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スケジュール詳細

現在時点に一番近い日程から先の
イベント等が日付順に表示されます。



山鹿市タブ

山鹿市タブトップ アンケート一覧

やまがメイトご利用の皆様の意見をいただきたい場合に、
選択式のアンケートを行う場合がございます。

アンケート
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アンケート詳細

終了後のアンケートは
各選択肢の投票総数が閲覧できます。



山鹿市タブ

アンケート詳細

アンケート一覧

やまがメイトご利用の皆様の意見をいただきたい場合に、
選択式のアンケートを行う場合がございます。

アンケート
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実施中のアンケートには回答を行うこ
とができます。「回答期限」までの間
は、投票を別選択肢にやり直すことが
できます。回答期限表示

複数選択可否表示



山鹿市タブ

山鹿市タブトップ

「山鹿市」を押すと市の公式ページへのリンクを用意しています。

グループページ
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山鹿市グループページ

【令和元年10月追加】
山鹿市関連ページへの
リンクを追加しました。

NEW



居住区タブ

居住区タブトップ

お住まいの地域の「市民センター」や「校区の管理者」、「行政区長」から
届くメッセージをこのタブにお届けします。画面の構成は山鹿市タブと同様です。

11

「地域管理者」からの発信例

「校区管理者」からの発信例

「行政区管理者」からの発信例

・地域のお悔やみ情報（鹿北/菊鹿/鹿央地域のみ）
・地域イベントのお知らせ
etc

・学校イベント
・休校情報
・デタポン発信情報の再配信
etc

・区役のお知らせ
・集会等のお知らせ
etc

「山鹿市管理者」からの発信
最新版のアプリでは山鹿市が特定地域宛に
発信した情報も表示されるようになりました。
（令和元年10月追加）

山鹿市管理者
下原地域の皆様へのお知らせ

NEW



居住区タブ

居住区タブトップ スケジュール一覧 スケジュール詳細

居住区タブの特徴として、スケジュール内にゴミの日の日程を掲示しています。

現時点でH30年3月までの
ゴミの日情報を掲載しています。

ゴミ出しの注意事項等をよく読ん
でお住まいの地域のルールに沿っ
てお願いいたします。

ゴミ情報（スケジュール）
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スケジュールは前日に通知メールをお送りする機能を用意しております。「P.17登録情報変更」をご参照ください。



Myグループタブ

Myグループタブトップ グループ作成

公式グループに参加したり、招待制のグループを作成したりすることができます。

参加している公式グ
ループを表示します。
初回登録時はどこにも
参加していませんので
「公式グループに参加
する」を押して参加し
たいグループを探して
ください。

婦人会 グループを作成して
メールなどで招待し、
自由にやり取りを行
うことができます。

グループ作成所属グループ一覧
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表示のタイミングによっ
て「くまモン壁紙配布」
バナーが表示される場合
もあります。

※掲載バナーは今後、変
更となる場合があります。



MENUタブ

MENUタブトップ 公式グループ種別選択

行政区
グループ一覧

グループ詳細

行政区グループへの参加
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例えば親族が暮らす行政区などお住
まい以外の地域のグループに所属す
ることができます。
※準備中の行政区には所属できません。

お住まい以外の行政区情報を得ることができます。
登録したグループはMyグループに追加されます。

行政区に所属せずに「地域」と「校区」の情
報を得たい場合はご希望の「【地域/校区】
受信専用」グループに所属してください。



MENUタブ

MENUタブトップ グループ種別選択

山鹿市承認
公式グループ一覧

グループ詳細

山鹿市承認公式グループへの参加
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山鹿市が承認した公式グループに参加する
ことで、地域の様々な情報を受信できます。



MENUタブ

MENUタブトップ Myスケジュール一覧 スケジュール詳細

Myスケジュール
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ゴミの日情報を含め、所属する様々なグループが発信するスケジュール情報を
一覧で確認することができます。



次ページ参照

MENUタブ

MENUタブトップ 設定メニュー

設定メニュー
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やまがメイトを利用するうえでの設定メニューです。



【参考】プッシュ通知・通知メール概要 登録情報変更
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やまがメイトでは各コンテンツ更新時に通知をお届けしています。
更新されるコンテンツによって通知される方法は異なります。

P.17、 P.18記載の登録情報変更画面で各種設定の変更ができます。ご活用ください。
※緊急時は設定に通知をお送りする場合がございます。

音声情報
（音声メッセージ）

文字情報
(テキストメッセージ）

掲
示
板

ス
ケ
ジ
ュ
ール

作成

削除

作成
編集

削除

ア
ン
ケ
ート

作成

削除

メール通知 プッシュ通知 自動再生
※Android OSのみ対応

○ ○ ○

○ ○

○

○
○
○
○



MENUタブ

登録情報変更

登録情報変更
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アプリに関する様々な設定を変更することができます。

通知メールに関する詳細設定を行
うことができます。更新時に都度、
通知を受け取るか、1日1回まとめ
て受け取るか設定可能です。

ID(メール)が誤っていると通知メール等が
届きません。改めて登録アドレスに誤りが
ないかご確認くださいませ。

通知メールが多くなることを抑制す
るためお好みで「山鹿市からの通
知」「居住区からの通知」の受け取
り可否を設定することができます。

※緊急時は設定に関わらず通知をお
送りする可能性がありますので、ご
了承ください。

スケジュール通知をオンにすると、
ゴミの日などの翌日の予定を1日1回
16時ごろにメールでお届けします。

頻繁に閲覧するタブがある場合、
起動時に開くタブを
設定することができます。

abc@abcd.jp

パスワード変更が可能です。
変更を行う場合は他人に推測されに
くい文字列を設定してください。

通知メールを受け取る設定を行うと
各コンテンツが更新された際に通知
メールをお届けします。



MENUタブ（Android OSの場合） 登録情報変更
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Android OS版のみの機能として自動再生設定が可能です。

自動再生を「はい」に設定すると、
音声情報が到着時に、音量を絞って
いてもそのまま最大音量で流れ出し
ます。ご利用環境にご注意ください。

通知の到着が遅延する場合にお試し
ください。定期的に通信を行うため、
バッテリの減りが速くなる、または、
パケットを消費するなどの影響があ
りますので、お使いの端末の契約等
をご確認いただき、十分に注意して
ご利用ください。

自動再生機能を利用する場合は
プッシュ通知受け取りを「はい」に
設定してください。



MENUタブ

MENUタブトップ 設定メニュー 転出/退会手続き
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市外に転出された際の手続きを実行することができます。



MENUタブ

転出手続き 退会手続き

退会手続き転出手続き
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転出手続き 退会手続き

転出手続きを行うと「山鹿市」お
よび「居住区」グループから一括
退会を行い、情報を受信できなく
なります。その他の機能は引き続
きご利用いただくことができます。

退会処理を行うとやまがメイトの
すべてのサービスが利用できなくなります。

アプリをアンインストールしてもやまがメイトの登録は残りますので、
退会を希望される場合は必ずこの画面から手続きを行ってください。



ピンの形(次ページ用語解説参照）

MENUタブ

MENUタブトップ 位置情報送信 避難所地図

避難所マップ
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市内の最寄り避難所を確認し、その場所への道案内を表示します。

現在地を中心に避難所情報を
地図上の表示します。

位置情報が取得できない場合は正確な表示とならない場合がございます。
端末設定にて位置情報がONになっていることをご確認ください。

ピンに触ると避難所名が表示
されます。この避難所名を押
すと詳細画面に進みます。

Android OSのピン

iOSのピン



MENUタブ

避難所詳細

避難所マップ
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避難所ナビへのリンクを表示します。

外部アプリ「Google Map」を起動し、
現在地からの参考ルートを表示します。

Google Mapがアプリとしてインストー
ルされていない場合は、ストア（※）か
ら予めダウンロードのうえ、ご利用くだ
さい。

（※）ストア
iOSの方： App Store
Android OSの方：Google Play Store

【ご注意】
あくまで参考ルートとなりますので、実
際の状況を確認して他のルートも検討の
うえ、十分気をつけて行動してください。

自主避難所

自主避難所は、災害対策基本法に基づき山鹿市
地域防災計画に定める避難準備情報、避難勧告、
避難指示を行う際に開設する「指定避難所」と
は異なり、 台風が上陸・接近する恐れがある場
合や長時間降り続く雨の影響等で洪水や土砂災
害等の発生が予想される場合等に一時的に開設
するもので、災害の発生の恐れがなくなった場
合は閉鎖します。 自主避難所には、飲料水、
食事はありません。避難所ご利用の方は各自ご
持参ください。

指定避難所

大規模災害時において、一定の期間滞在するこ
とができる施設です。災害の規模や施設の状況
によっては使用できない場合があります。

【用語解説】

指定緊急避難所【一時避難場所】

災害の危険から身を守るため、一時的に避難す
る場所です。

避難所の種別を記載しています。
右記の用語解説をご参照ください。

写
真
が
あ
る
と
き
の
表
示
エ
リ
ア

避難所によっては「危険な場合」記載欄が
ありますので、ご参照ください。

青：指定緊急避難所

赤：自主避難所

黒：指定避難所



MENUタブ

MENUタブトップ 議会一覧 議員一覧

議会チャンネル
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山鹿市議会定例会の録画映像（Youtube動画）をみることができます。

●● ●●

●● ●●

●● ●●

●● ●●



MENUタブ

動画詳細

議会チャンネル
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動画の再生には別途通信料が必要となります。
お使いのスマートフォンの契約プランをご確認ください。

●● ●●

山鹿市議会定例会の録画映像（Youtube動画）をみることができます。



MENUタブ

MENUタブトップ 動画一覧 動画詳細

動画紹介
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山鹿市の観光動画（Youtube動画）等をみることができます。

動画の再生には別途通信料が必要となります。
お使いのスマートフォンの契約プランをご確認ください。



MENUタブ

MENUタブトップ やまがメイトとは

やまがメイトとは
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やまがメイトの簡単な説明を掲載しています。



MENUタブ

MENUタブトップ お知らせ一覧 お知らせ詳細

お知らせ

29

「お知らせ」事項を掲載しています。



MENUタブ

MENUタブトップ よくある質問一覧 質問詳細

よくある質問
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やまがメイトの基本事項を質疑形式で解説しています。



MENUタブ

よくある質問一覧 お問い合わせ

お問い合わせ
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やまがメイトに関するご質問についてのお問い合わせフォームとなります。

@city.yamaga.kumamoto.jp

【重要】
①以下のアドレスからの返信が可能
なよう、事前に受信許可設定を行っ
てください。

②やまがメイトへの登録メールアド
レスに誤りがないことをご確認くだ
さい。以下に移動すると確認するこ
とができます。

MENU＞設定＞登録情報変更



MENUタブ

初回のみ地図データ
ダウンロードが発生
します。
（現状39MB）

地図の更新データが発
生した場合はダウン
ロード確認のダイアロ
グが出現します。

MENUタブ 防災マップ

山鹿市総合防災マップをやまがメイト内でご覧いただけるようになりました。
（令和元年10月追加）

各主要地点を中心に地図を
見ることができます。

NEW
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MENUタブ 防災マップNEW

＋ボタン：地図の拡大
−ボタン：地図の縮小

拡大縮小や上下左右移動で見たい地点を探してください。

一本の指で上下左右に
画面を触ると地図地点の
移動ができます。

防災マップ全体像

2本の指を開くように画面を触ると
地図の拡大ができます。逆に閉じる
動作を行うと縮小します。

拡大 縮小
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MENU画面 災害時に役立つ情報

MENUタブ 防災情報NEW

山鹿市の公式ホームページで掲載している各種防災情報や、
笛や懐中電灯といった災害時に使えるお役立ちツールを追加しました。
（令和元年10月追加）

防災関連情報をまとめています。
今後の災害に備えてご確認ください。

スマートフォンの機能を利用して大きな
笛の音を出したり、懐中電灯がわりに
利用したりすることができる機能を追加
しました。

このコンテンツは電波がなくて
アプリに接続ができない際に
移動するエラー画面からも
ご利用いただけます。

電波がなくても使える！
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MENUタブ 防災情報NEW

市内の主要連絡先 災害時の心得 防災マップ

各リンクを押すと電話
機能が起動します。必
要な時に限ってご利用
ください。

山鹿市のホームページ
でも公開している PDF
ファイルに遷移します。
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笛 懐中電灯

iPhoneは最新OSの仕様で音量の最大化は
できないようで、端末の設定に従った音量で
笛を鳴らします。

※端末によって設定音量に準じた音量で再生されますので、
ボリュームを調整してください。

MENUタブ 笛、懐中電灯NEW

スマートフォンの機能を利用した笛や懐中電灯機能を追加しました。
※端末によってはご利用いただけない場合があります。
（令和元年10月追加）
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MENU画面 子育て街道ブック

MENUタブ 子育てNEW

山鹿市ホームページに掲載している「やまが子育て街道ブック」を
やまがメイトからも確認できるようになりました。
（令和元年10月追加）

各リンク先はPDFファイルに遷移します。


