
1　　意見の募集期間 平成２９年１１月２２日（水）～平成２９年１２月２１日（木）（３０日間）

２　　意見の提出者数 １５人

３　　意見の件数 ４４件

４　　意見の処理状況

項　　目

処理区分

A
意見の趣旨等を反映し、計画案に
盛り込むもの

2件 0件 0件 2件

B
意見の趣旨等は、計画素案に盛り
込み済みのもの

4件 7件 8件 19件

C 計画案には盛り込まないもの 0件 0件 0件 0件

D
具体的な事業の立案・実施に当た
り参考にするもの

1件 5件 2件 8件

E その他意見・要望等 2件 4件 9件 15件

9件 16件 19件 44件

第３期鹿児島市中心市街地活性化基本計画素案に係るパブリックコメント手続の実施結果について

計

計

1 計画素案全体に関する意見 2
計画素案の個別事業に関す
る意見

3 その他の意見
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番号 項目 意見等の概要
処理
区分

意見等に対する検討結果
掲載

ページ

1 1 　鹿児島市の都市計画の基本は、多くの人が歩いて暮らせるまちづくりを目指
していることから、3期計画の方向性の基本方針にも“歩いて”という言葉の表
現が必要ではないかと思いますし、商業機能の活性化や観光客の受け入れにも
通じるものと思います。

A 　ご意見を踏まえ、基本方針１を変更します。

（基本方針１）
　商業機能をはじめとする多様な都市機能のさらなる充実を図るとともに、活気あふ
れる商店街づくりや民間主導によるにぎわい創出の取組を推進し、特色ある公共交通
の環境整備を進めるなど、個性と魅力に磨きをかけてにぎわいあふれるまちづくりを
推進する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　商業機能をはじめとする多様な都市機能のさらなる充実を図るとともに、街なかへ
の出店・創業を促す取組や活気あふれる商店街づくり、民間主導によるにぎわい創出
を進めるほか、来街しやすく気軽にまち歩きを楽しめる取組や特色ある公共交通の環
境整備なども進めることにより、「個性と魅力に磨きをかけてにぎわいあふれるまち
づくり」を推進する。

75
90

2 1 　県外からの観光客（国内・国外共に）が何を求めて来たのかを分析する手法
を作って活かしてほしいと思います。

A 　ご意見を踏まえ、「１[２]地域の現状に関する統計的なデータの把握・分析」に地
域経済分析システム（RESAS）を用いた観光客の目的地分析及び訪日経験のある海
外居住者を対象とした観光ニーズ等を把握するためのアンケート調査結果を追加しま
す。
　また、本計画では、県外からの来街者を対象に本市来訪の動機などについてアン
ケート調査を行い、このような分析結果などを検証し、課題を洗い出し、基本方針、
目標を掲げたところであり、この計画に掲げる取組を着実に実施し、目標達成するた
め毎年度各種調査結果に基づく現況を把握するなど、フォローアップを行うこととし
ております。

18
19

3 1 　たくさんの事業が羅列されているが目玉となる事業はなんなのか250ｋｍ範
囲から人を呼べるような事業を作る必要を感じる。
　またそれぞれの事業を繋ぐ構想が必要となる。
  既存の資源について伝えることはそれ程コストはかからないので、事業にソフ
トも取り込むことを勧める。

B 　本計画では、本市中心市街地が目指す都市像を掲げ、商業面、観光面を軸に２つの
基本方針、目標を定め、活性化に向けた各種ハード事業・ソフト事業に地域住民、商
店街など多様な主体が一体となって取り組むこととしております。

第３期鹿児島市中心市街地活性化基本計画素案に関するパブリックコメント手続の実施結果について

件数 件数
1 計画素案全体に関する意見 9 A 意見の趣旨等を反映し、計画案に盛り込むもの 2
2 計画素案の個別事業に関する意見 16 B 意見の趣旨等は、計画素案に盛り込み済みのもの 19
3 その他の意見 19 C 計画案には盛り込まないもの 0

D 具体的な事業の立案・実施に当たり参考にするもの 8

E その他意見・要望等 15

項目 処理区分
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番号 項目 意見等の概要
処理
区分

意見等に対する検討結果
掲載

ページ

4 1 【各地方の活性化は観光】
　県外や海外のお客様が、鹿児島県内に一時間でも一日でも多く居て泊っても
らう可能性を増やす事で、県民のＧＤＰを増やす事が出来る（現、26位）

B 　本計画では、基本方針２に「国内外から選ばれる魅力ある観光地づくり」を掲げ、
観光消費額の増加につながる「稼ぐ観光の実現」を図ることとしております。

5 1 　通行量の増加を目指さないといけない。
　そして人口の増加と、商業の活性化を目指す必要があると考えます。
　鹿児島中央駅地区、いづろ・天文館地区、上町・ウォーターフロント地区の
それぞれのどのような性格を持ってるのか？どのような事業を実施すべきか検
討する必要があります。
　それぞれの地区が求める役割は異なり、目標も異なると考えられる。
　商業の活性化、通行量の増加、観光関連の充実、福祉施設の利便性、道路や
インフラコスト問題。
　以上の問題意識を高くしたい。

B 　本計画では、基本方針１に「個性と魅力に磨きをかけてにぎわいあふれるまちづく
り」を、基本方針２に「国内外から選ばれる魅力ある観光地づくり」を掲げ、商業・
サービス機能の強化、国内外から選ばれる魅力ある観光地づくりを目標に掲げており
ます。そのため、集客力の向上を図るための事業を掲載し、参考指標として歩行者通
行量を設定して歩行者通行量の増加に向け取り組むこととしております。また、多様
な都市機能の充実や街なか居住の推進にも取り組むこととしております。
　そのほか、中心商店街であるいづろ・天文館地区、陸の玄関である鹿児島中央駅地
区、海の玄関である鹿児島港を抱える上町・ウォーターフロント地区と３地区を特長
づけており、それぞれの特長を生かし、互いに連携を図り、一体的に中心市街地活性
化を進めてまいります。

6 1 　基本計画は、概ね良い計画と思っております。 B 　賛同のご意見として承ります。

7 1 　本件は市民に意見を求めています。内容を見る限りでは、極めて、分かりづ
らく、網羅的である事を指摘したい。最初にポイントを示して頂きたい。

D 　ご意見を踏まえ、計画の周知・広報にあたっては、概要を記載したパンフレット等
を作成するなど、より分かりやすい周知・広報に努めてまいります。

8 1 ・様々な事業が行われていたことに驚いた。
・事業が多すぎて実態や内容が把握しづらい。
→数多く行うよりも、効果のありそうなものに絞って行う方が効率良いかと
思った。

E 　ご意見として承ります。
　中心市街地の活性化を図るためには、地域住民、商店街など多様な主体が計画に掲
げる将来像や基本方針を共有し、同じ目標に向かって各種事業を実施し、一体となっ
て取り組むことが重要と考えております。

9 1 ・中心市街地活性化基本計画について
　なぜ、中心市街地活性化ですか。高い駐車料金を払ってショッピングに出向
く若者は多くはありません。一部の大都市を除いて市街地のドーナツ化現象は
いずこも同じで大型駐車場のある郊外へ足を運ぶのは時の流れで仕方の無いこ
とだと考えます。土日・祭日に家族で公共交通機関を利用して中心市街地に出
かける家族もそう多くないでしょう。私のような齢60過ぎの人間でも天文館・
いづろ地区への「お出かけ」は盆正月くらいのものです。

E 　ご意見として承ります。
　本市は、人口約60万人と県人口の1/3以上が集中しており、周辺の市町を含む広
域な商圏及び通勤通学圏を形成しております。
　このような本市の中心市街地は、商業・業務機能の集積が高く、行政、教育・文
化、レクリエーション機能等も整備され、高次都市機能の集積地であります。また、
多くのバス路線が中心市街地を発着又は経由しているほか、新幹線の始発着駅、桜島
や離島とつながるフェリーターミナルを有しており、遠距離への移動においても交通
結節点としての利便性が極めて高くなっております。
　このような中心市街地の活性化を図ることは、市全体、さらには周辺市町村の活性
化にもつながるものと考えております。
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10 2 　今、中央地区が最も喫緊の問題と考えるのがなんといっても千日町１・４番
街区市街地再開発事業に伴う竣工までの期間の空洞化を如何にして街に賑わい
をもたらすかが、一番の課題と促えています。空白の2年間にならぬよう我々
は、そういう事態にせぬよう、ここは更に天文館の商店街、或いは個々の店舗
が危機感を以て対処しないと一気に街のポテンシャルがダウンしないとも限り
ません。
　聞くところによると車線の封鎖との声も入っておりますが、とんでもない事
と感じています。再開発を成功させる為にも、多岐に迫る危機管理の行き届い
たエリアマネージメントをしっかり吟味した上で、敢行して頂きたいと考えま
す。

B 　本計画では、「いづろ・天文館地区回遊空間づくり推進事業」において、いづろ・
天文館地区の来街者の利便性向上につながる方策を推進することとしております。現
在、千日町１・４番街区市街地再開発事業の竣工までの2年間のにぎわい創出を図る
ことを目的に、再開発組合や周辺商店街と連携した施策実施に向けた協議を行ってい
るところであります。
　また、「頑張る商店街支援事業」等を通じた商店街への支援を行うことで、引き続
き、同地区のにぎわいの維持に努めてまいりたいと考えております。

102

11 2 　（市民の城山登山の便宜を図ることはできないでしょうか。）
　中央駅等から容易に城山登山が出来ると人々の交流の場として脚光を浴びる
のではないでしょうか。

B 　本計画に掲載する「カゴシマシティビュー事業」において、観光地周遊バスが30
分間隔で鹿児島中央駅から岩崎谷近くの「薩摩義士碑前」、「城山」に向けて運行し
ており、今後も観光客等が気軽に利用できるよう、運行ルートの周知を図ってまいり
たいと考えております。

148

12 2 　3期計画事業位置図を拝見する中で、電車通りが動線になっていると察します
が、枝線も必要と考えます。例えば、ドルフィンポートからいづろ電停までの
回遊路としての整備や市電の延伸も活性化につながるものと思います。

B 　本計画に掲載する「路面電車観光路線検討事業」において、新幹線からの二次アク
セスの充実や中心市街地の活性化等を図るため、今後も、鹿児島港本港区への観光路
線新設に向けて取り組むこととしております。

146

13 2 　鹿児島駅を中心とした上町地区は、人口減少とともに賑わいが失われつつあ
り、鹿児島駅周辺都市拠点総合事業や鹿児島駅前停留場整備事業等により活性
化が図られるものと期待するが、併せて商業施設等の充実等、民間の活力も必
要と考える。

B 　本計画には各種事業を掲載しておりますが、鹿児島駅周辺においては、「鹿児島駅
周辺都市拠点総合事業」や「鹿児島駅前停留場整備事業」において、駅東西の交通結
節機能の強化をはじめ、駅前広場や市電停留場が整備されることなどにより、来街者
の利便性や集客力の向上が図られ、にぎわい創出につながるものと考えております。
　併せて、「街なかリノベーション推進事業」により、民間主導によるまちづくりを
進めるほか、引き続き、「頑張る商店街支援事業」等を通じた商店街への支援を行
い、上町地区の活性化を図ってまいりたいと考えております。

102
121
145
146

14 2 　鹿児島港本港区においてはクルーズ船の発着が可能となることで、インバウ
ンドによる外国人観光客の増加による上町地区の賑わいも期待出来るため、外
国人観光客を対象とした商業施設の整備も課題と考える。

B 　本計画に掲載する「鹿児島港本港区エリアまちづくり検討事業」において、観光の
目玉スポットとして、国内外から観光客を呼び込むための拠点となるよう鹿児島港本
港区エリアにおける施設の整備・活用方策等を検討することとしております。

105

15 2 　天文館いづろ通りのアーケードは暗くて、商店街も古い。明るい街並みや商
店街も一部改装しておしゃれなイメージ作りにしないと集客力は見込めない。

B 　本計画に掲載する「頑張る商店街支援事業」において、商店街が行うフラッグ作成
等に対し助成を行っております。また、中小企業振興条例に基づく助成事業を通じ
て、街路灯の電気料補助など明るい商店街づくりを支援しているところであり、引き
続き、商店街の環境整備への支援を行ってまいりたいと考えております。
　なお、いただいたご意見については、同商店街にお伝えいたします。

121
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番号 項目 意見等の概要
処理
区分

意見等に対する検討結果
掲載

ページ

16 2 　顧客が活気や魅力が増したと思える街づくりを市と地域商店街で組み立て
る。週末にいつも、何かイベントをしている環境を整えて貰いたい。

B 　本計画に掲載する「頑張る商店街支援事業」において、商店街の独自のアイデアや
創意工夫を生かしたイベントを引き続き支援することとしております。

121

17 2 Ｐ1（概要版）　中心市街地に対する市民意向の活性化の取組の中、大型バス
（クルーズ船の乗客など）の乗降場所の整備の一環として、史跡の多い城山町
一帯に駐車場として照国通の県立博物館側の緑地帯を取り除き、有料バス専用
（斜め駐車）駐車場（７台位）を道路管理者と協議して設けてもらいたい。

D 　中心市街地における大型バス乗降場対策につきましては、県や関係機関と調整して
いるところであり、ご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。

18 2 【南国らしさ】
　中央駅に観葉植物ソテツ、ヤシの木、南国の花を植える等の演出が必要

D 　頂いたご意見を踏まえ、四季を通じて南国・鹿児島を感じさせる中央駅周辺での都
市空間の形成に向けた取組を検討してまいります。

19 2 【各地方の活性化は観光】
　仕掛けとして、鹿児島近隣のツアーを日本中、世界中に案内する。
※他県の良さと比べ鹿児島の良さアピール　要所要所にガイドブック・カタロ
グ・パンフの発信が弱い。

D 　国内外での観光プロモーション活動による誘客強化、また、多様な媒体を活用した
効果的な情報発信などの取組を進めているところであり、ご意見につきましては、今
後の参考とさせていただきます。

20 2 　Suicaなど、首都圏や他県で利用されている公共交通系のICカードを使える
ようにしてほしい。
　鹿児島市内だけでのみ利用できるRapica(ラピカ)も重要だが、他県との競争
力に欠ける。
　観光客等の交通系カードはSuicaや提携カードが多いのでは？

D 　suicaなどの全国で利用可能な交通系ＩＣカードの相互利用については、本市公共
交通ビジョンの推進施策「乗り継ぎ・乗り換えの円滑化」の実施方針の中で、その検
討を位置づけているところであり、今後、交通事業者と連携しながら、研究してまい
りたいと考えております。

21 2 　東千石町12番街整備事業については、岩崎駐車場から照国方面については、
歩道が狭いため、余裕のある歩道整備が必要。
　路面店などは、A型看板等を歩行者に対して効果的に設置できにくい現状が
ある。
　外国人観光客が増えており、看板設置などで効果的な誘客につなげたい。
　そのため、歩行者が余裕をもって歩ける歩道幅が欲しいところ。
　一方通行であり、飲食店等への配達業者の駐車車両も多いのは仕方ないと思
うが、歩行者の安全性を高めるためにも歩道の拡張を期待。

D 　歩道の整備につきましては、地域からの要望や道路の利用状況等を総合的に検討す
る必要があることから、今後の参考とさせていただきます。

89
107
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掲載

ページ

22 2 Ｐ2（概要版）　市街地の整備改善の中の市立病院跡地緑地整備事業の中に、史
跡の多い加治屋町一帯に大型バスの駐車場がないので、緑地整備事業の地下へ
設けると利便性が高く県内外からの貸し切りの駐車場として活用できる。（大
型バスの出入口と一般車両の出入口は別々にする。）（中央緑地公園と同様に
する。）

E 　ご意見として承ります。
　市立病院跡地緑地の駐車場につきまして、緑地の整備方針の中で、利便性の高い公
共交通を基本とし、車いす使用者用を除いて設置しない方向で検討することとしてい
るところでございます。
　なお、加治屋町一体においては、観光交流センターの駐車場（観光バス駐車場：大
型バス８台、中型バス２台、身障者用乗用車１台、乗用車駐車場：１５台）をご利用
頂くようご案内しております。
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23 2 　鹿児島市天文館地区においては現在鹿児島銀行本館再開発、城山・タカプラ
共同の市街地再開発事業等により2020年を目処に活性化事業が進んでいるよ
うに見える。一方で築30,40年建って老朽化が目立つ建物も多く、それに対し
て対策を立てようともしない方々も多いと感じており、10年以上空家や空き店
舗のまま放置されてる所もあり、現在の再開発の流れに水をさしている部分も
否めない。
　ぜひ一度大規模調査を市のほうで行っていただき実態把握を行い、市の買取
や再開発の検討または補助金等の助成による建替推進及び補修等を行わせるこ
とも検討した方がより目指す鹿児島市に近づく気がします。
　また過剰なマンション建設等により築5年・10年程度新しい方のマンション
にも空室が目立つとの話もあります。そういった話も実態調査して適正に近づ
けていく必要があるかと思います。

E 　ご意見として承ります。
　本市では、地元の再開発の事業化に向けた、勉強会への職員の派遣や専門家の派遣
など、状況に応じた指導・支援を行っているところです。
　また、建替推進を図るため、危険空家の解体費用の一部助成を行っております。
  さらに、ホテル、店舗等不特定多数の方々が利用する民間建築物の耐震改修工事費
用の一部助成をはじめ、子育て・高齢者等の世帯における既存住宅の耐震診断、耐震
改修、リフォーム費用の一部助成のほか、住宅の耐震化に関する相談に応じるため耐
震アドバイザーや分譲マンションアドバイザーの派遣を行うなど、様々な取組を行っ
ております。

24 2 　私は、鹿児島中央駅周辺一体的まちづくり推進事業に携わっている者の一人
です。
　本年5月に①中央駅振興会②ウェストサイドストーリー実行委員会③鹿児島中
央駅東口地区連絡協議会という3つの団体が集まりKAGOCHU協議会を発足し
ました。目的は、駅周辺の様々な活動主体が手を携え、住む人、働く人、訪れ
る人が主役となって「安心安全な、親切であたたかい」「おもてなしの心に溢
れた」「にぎわいのある魅力的な美しい」街を創り上げることです。具体的に
は年3回の清掃活動、防犯パトロール、年2回の駅周辺で行うまつり、観光客を
もてなす案内活動などです。
　活動する為には、活動資金が必要です。現在地下道でアミュプラザ鹿児島、
中央ターミナル、キャンセビルがつながっていますが、壁面の使い方が、公共
の広告だけで、反対面は、遊んでいる状況です。一般の企業が自由に使える広
告面を作成し、ぜひ連絡協議会の活動資金として使わせていただくことはでき
ないものでしょうか？もっと活発な活動ができるようになると思います。ご検
討をお願い致します。

E 　ご意見として承ります。
　ＫＡＧＯＣＨＵ協議会（鹿児島中央駅周辺まちづくり推進協議会）におかれまして
は、現在、活動資金の確保に向け、検討を始めようとしている段階と伺っておりま
す。
　公共施設の利活用については、道路管理者など関係機関との協議調整が必要となり
ますが、中央駅地下通路は、市道（道路扱い）であり、公共物等への一般広告の掲示
等は、許可してないところでございます。
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25 2 ・市立病院跡地利用について
　素案として、緑地の整備を計画しているようですが、近接地の甲突川河畔に
潤沢な緑地帯があります。多目的広場としての整備を目指しているようです
が、開所当初は珍しさで来場客も多いでしょう。しかし、毎日イベントが開催
される訳では無いので、それ以外の時は近隣住民の散歩コースとしての利用が
関の山だと予想されます。立地条件の良い折角の土地です。もっと集客力のあ
る（県内外の観光客を呼込める）施設を設置しては如何ですか。
　例えば真似事で申し訳ないですが、東京にあるスカイツリーです。東京ほど
周囲に高層のビルが無いのでスカイツリーほどの高さは必要無いと思います。
市街地、錦江湾、桜島、遠くには霧島連山、開聞岳等３６０度の大パノラマ。
これ程の絶景を利用しない手はありません。「低層・中層・高層」の展望所を
設けて「安い・普通・高い」利用料金でこの大パノラマを展望してもらっては
如何ですか。素案の中にもある、鹿児島の陸の玄関口である鹿児島中央駅から
約１km、繁華街である天文館から約500ｍという徒歩圏内に位置しており、近
くに電停・バス停があることから、交通の利便性が高い位置特性のある場所で
す。是非、計画の再考をお願いいたします。

E 　ご意見として承ります。
　本計画に掲載している「市立病院跡地緑地整備事業」については、甲突川左岸緑地
との連たん性などを考慮し、中心市街地の回遊性の向上に資する新たな潤いの拠点と
して、緑地での利活用を図るとする基本方針を定めております。
　また、市立病院跡地緑地基本計画の整備方針において、「民間事業者が景観にマッ
チしたカフェ等を設置し、緑地の魅力向上を図る」としており、民間活力導入による
具体的な整備手法や管理運営方法、公園の付加価値を高める機能について検討を進め
ております。
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26 3 　これからのかごしまは観光に力を入れるべきと思います。 B 　本計画では、基本方針２に「国内外から選ばれる魅力ある観光地づくり」を掲げて
おり、観光面の各種取組を推進することとしております。

27 3 　市内の見所は分散されている感じを受けますので、ゾーン設定を明確化する
のも有効ではないかと考えます。昼夜問わず、賑わいが創出されればいいなと
思います。

B 　本計画では、中心商店街であるいづろ・天文館地区、陸の玄関である鹿児島中央駅
地区、海の玄関である鹿児島港を抱える上町・ウォーターフロント地区と３地区を特
長づけており、それぞれの特長を生かし、互いに連携を図り、一体的に中心市街地活
性化を進めてまいります。

28 3 　鹿児島市は観光だけして、宿泊先は指宿、霧島が多い。今後宿泊させるため
の何か考えていく必要がある。

B 　本計画では、基本方針２「国内外から選ばれる魅力ある観光地づくり」を推進する
中で、これまで以上に宿泊観光客を増加させることとしております。

29 3 ・子どもがゆっくりできる安心安全のスペースが確保できず、家族連れ層を取
り込みづらい。
→若者向けエリア（ファッション関係・遊ぶ場所が多い）
　家族連れ向けエリア（子どもが遊ぶ所や託児所がある）
　シニア向けエリア（休憩所が多い）
　観光客向けエリア（お土産売り場が多い）
など場所を「エリア分け」することも面白いと思った。

B 　本計画では、中心市街地が目指す将来像として「観光・商業・交流による　にぎわ
いあふれる次代のまちづくり」を掲げ、まち全体の集客力の向上に努めることとして
おります。
　なお、本計画では、中心商店街であるいづろ・天文館地区、陸の玄関である鹿児島
中央駅地区、海の玄関である鹿児島港を抱える上町・ウォーターフロント地区と３地
区を特長づけており、それぞれの特長を生かし、互いに連携を図り、一体的に中心市
街地活性化を進めてまいります。
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30 3 　最近は、どこの市町村でも、人口減少により、商店街は空き状態が目立ちま
す。
　叔母が、鹿屋市内に住んでおりますが、商店街は、ほとんど閉店しており、
中心市街地という言葉そのものが喪失していくのではと感じております。
　昔は、両親と一緒に、山形屋屋上の遊園地などで、よく遊んだ記憶がありま
す。市内で遊べる場所が、山形屋屋上遊園地、与次郎ジャングルパーク、鴨池
マリンパーク、鴨池動物園くらいしかなかったように記憶しております。
　今は、もう山形屋遊園地、ジャングルパークが消え、鴨池マリンパーク、動
物園も移転し、中心市街地のレジャー施設がなくなりました。と同時に、地場
産業による天文館進出反対により、市民ニーズと魅力を取り入れた大型店舗
が、郊外へと進出してきました。
　郊外への大型店舗進出により、必要とする商品を購入でき、また、若者は、
ネットによる購買が普通となっております。このような中で、第三次産業の天
文館離れは、当然の結果といえるものでしょう。
　今後も、郊外の店舗進出が拡大する傾向の中で、ますます厳しくなっていく
ものではないでしょうか。
　私は、中心市街地のあり方を見直す時期にあるのではと感じます。
　どの地区にどの年齢層が集まるのか?何に興味を示すのか？を調査し、地区毎
に個性を位置付けることも重要かと思います。

B 　本市では、中心市街地の来街者を対象に来街の目的や満足度などのアンケート調査
をするなど、実態の把握に努めており、これまでの中心市街地活性化の取組を検証し
た上で、新たに３期計画を策定することとしております。
　また、本計画では、中心商店街であるいづろ・天文館地区、陸の玄関である鹿児島
中央駅地区、海の玄関である鹿児島港を抱える上町・ウォーターフロント地区と３地
区を特長づけており、それぞれの特長を生かし、互いに連携を図り、一体的に中心市
街地活性化を進めてまいります。

31 3 　本市の観光資源は幕末・明治維新に偏在しています。この点を深耕するのは
無理があると思います。歴史を遡る。例えば、現存する日本最古の歴史書古事
記で、ヤマトヲグナが熊襲タケル兄弟を倒し日本武尊となり武功を立てた事や
小松帯刀は平清盛の子孫である事等。

B 　本市は、歴史的・文化的資源などが豊かであることから、本計画ではこれらの多彩
な観光資源を生かし、観光の魅力向上、誘客に努めることとしております。

32 3 　本市は社会インフラが生かされない為、中心市街地に活気がないと考える。
超高齢化対応型街づくりでハード・ソフト共、選択と集中で取組んでもらいた
い。

B 　本計画では、人口減少・超高齢化に対応したまちづくりをさらに進めるため、平成
２９年３月に策定された「かごしまコンパクトなまちづくりプラン」の考え方を踏ま
え、中心市街地について、居住や都市機能を誘導するためのハード・ソフトの各種施
策に取り組むこととしております。

33 3 　いずれ人口が減るのでそれは必要ないとのマイナス思考ではなく、どうした
ら人口の県外流出を防ぎ魅力のある街づくりをするかを考えることも必要では
ないでしょうか。

B 　本計画では、中心市街地が目指す将来像を「観光・商業・交流による　にぎわいあ
ふれる次代のまちづくり」とし、基本方針１「個性と魅力に磨きをかけてにぎわいあ
ふれるまちづくり」、基本方針２「国内外から選ばれる魅力ある観光地づくり」を掲
げ、人口減少社会を見据えながら、中心市街地の活性化に取り組むこととしておりま
す。
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34 3 　人口減少、生産年齢人口減少が続く中、飲食店経営は、労働者確保が難しい
現状。しかしながら、土地・建物所有者が家賃を下げる等の様子はみられず、
空き店舗がどんどん増えていく。また、大型商業施設等が増え、資本投下でき
るのは、資本力を持った大手のみ。既存の地域事業者はどんどん追いやられて
いる。また、インターネットでのamazon、楽天×ビッグカメラの提携等、EC
による消費者離れはまだまだ大きくなる。
　他の県にいっても同じようなお店ばかりがあり、地域性を高めるためには、
土地・建物所有者がどんどん若者や、チャレンジしたい人に店舗等を貸しやす
い環境づくりが必要。
　商店街等での、固定資産税優遇措置等で貸し手が積極的に貸し出す仕組みづ
くりが必要。※家賃を安く設定し、どんどん人に貸す人が優遇される仕組み。
　働き方改革等で人件費もあがり、雇用者確保が難しい中、家賃等の固定費も
経営を圧迫し、チャレンジする人が減ってくると思う。
　また、海外のように、分野ごとの出店数に制限をかけるなど、ある一定数の
利益幅を確保する仕組みも必要ではないか。
　人口減はしかたないが、交流人口を増やすことは可能だと思う。
　そのための仕組みづくりに投資してほしい。
　そのためには、地域に住む人たちがビジネスをしやすい環境づくりが必要。
　ビジネスのためには、どうしても店舗を借りる必要がある。

D 　本計画においては、「新規創業者等育成支援事業」や「女性・学生・シニア起業
チャレンジ支援事業」を通じた新規創業者等への育成支援をはじめ「街なかリノベー
ション推進事業」を通じた空き店舗等の再生を担う人材育成に取り組むこととしてお
りますが、若い人たちが街なかでチャレンジしやすい環境づくりについては、今後と
も商店街等と連携しながら、検討してまいりたいと考えております。

121
132
133

35 3 　都市機能充実の為に公共交通機関の連携強化が必要です。日常的には市民が
行かなくては話になりません。市営バス・市電・桜島フェリーの連携を図る。

D 　市電と市営バスについては、谷山電停において14番谷山線(慈眼寺団地)と、脇田電
停において17番宇宿線(広木農協前)、18番大学病院線(桜ヶ丘団地)と結節し、来街
しやすい環境づくりに努めております。
　また、60番桜島線の各バス停の停留所時刻表には、接続する桜島港発フェリーの
出航時刻を掲載しているほか、フェリー運航ダイヤの改定・調整にあたっては、各バ
ス事業者と協議しながら行っており、ご意見につきましては、今後の参考とさせてい
ただきます。

36 3 　作成が地元の人だけでやるとこれまでの「しがらみ」が制約になる。地元以
外のプランナーも入れるべき。

E 　ご意見として承ります。
　なお、中心市街地の活性化を図る上では、地域住民、商店街代表者など多様な主体
と一体となって取り組むことが重要であることから、本計画の策定にあたっては、そ
のような方々から構成される中心市街地活性化協議会の意見等を参考に市が策定する
こととしております。
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37 3 鹿児島市の上町地区の活性化について私の提案。
　ＪＲ九州日豊線の岩崎谷から磯仙巌園先までを地下に埋設し、岩崎谷から磯
までの踏切を全て無くすると、その効果として
　A、各踏切りの交通渋滞が解消される。
　Ｂ、国道10号線バイパスの磯からの膨大な費用の掛かるトンネル工事が
　　不要になる。
　　　その費用をＪＲ日豊線の地下埋設費用に転用しては。
　Ｃ、市電の終点鹿児島駅前をＪＲ日豊線の鹿児島駅から磯間の線路を活用
　　して磯浜迄延長すると周辺住民の通勤・通学や夏は海水浴客の利用も可
　　能になる。
　D、JR鹿駅から桜島桟橋迄地下歩道を通し名店街を造ったら観光名所にな
　　らないか、さらに奄美・沖縄航路迄伸ばすことも考えられる。
　　　市役所前から桟橋までも地下歩道を設置したら市電の延長は不要にな
　　らないか。
　　　地下道を歩くのは地上と違ってあまり負担を感じない、
　　　例、大阪の地下街。年寄りの毎日の安全な散歩道としても活用される。
　Ｅ、ＪＲ鹿児島駅を地下に設けてその地上にＪＲ九州はホテルや高層マン
　　ションの建設に活用したら、今後増大する海外からの観光客受け入れの
　　ホテルの需要に対応ができるのでは。

E 　ご意見として承ります。
　なお、いただきましたご意見は、鉄道事業者であるJR九州にお伝えいたします。

38 3 　ＪＲ九州日豊線の岩崎谷に無人駅を設置し、市民の城山登山の便宜を図るこ
とはできないでしょうか。
　これから観光客が増えることは当然予想されますが、観光客が早朝城山登山
をしてご来光を迎えるのも観光の名所として口コミで広がると思います。

E 　ご意見として承ります。
　岩崎谷の新駅の設置については、現時点では計画されておりませんが、ご意見とし
て承り、鉄道事業者であるJR九州にお伝えいたします。

39 3 　城山は秋の紅葉が全くと言えるくらい見られません。
　春は鶴丸城周辺に桜が満開になりますが秋は紅葉が見られなくて寂しいで
す。
　椛やイチョウなど広葉樹を植栽できないものでしょうか。

E 　ご意見として承ります。
　城山は、国の天然記念物に指定されておりますことなどから、新たな樹木等の植栽
については、制限があるところでございます。
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処理
区分

意見等に対する検討結果
掲載

ページ

40 3 【観光の街】
　中央駅と天文館を繋げる取り組みの話はいつも言われてるが、実現化されて
ない中でオレンジロードの計画（約10㎝の線でＯＫ）という道路に色づきの線
を塗る計画をイメージしてます。これは病院等で通路にレントゲン室→やＣＴ
室→又はＭＲＩ室→等の分かりやすい説明がある環境がイメージです。新幹線
や空港からの直通バス等の「陸の玄関口」である中央駅→若き薩摩の群像→大
久保銅像→（照国神社島津の殿様）西郷銅像→小松帯刀→（御楼門→）南洲神
社→仙厳園→天文館で近代の鹿児島を味わう→維新ふるさと館の歴史検索をし
やすいように道路に線を塗る事で県外のお客様が安心して町歩きや、かごチャ
リを活用してもらえるように誘導
　その後この薩摩の街は、明治維新を起した偉人の多い街だと自覚ある街造り
が大切です。いずれ繋がる話ですが、この鹿児島の中心地を発展させる事で鹿
児島中の歴史ある地方に観光を促しやすい環境が出来ます。中心の確立が必要
です。

E 　ご意見として承ります。

41 3 　中央駅界隈の活用、各都道府県は主要駅が発展しお客様をおもてなしする事
で街に対してのお客様の需要は決まると言っても過言ではない。しかし、中央
駅は分断されており地下道等は歩道と言うことで使えない、バスロータリーは
贅沢に活用している。そこで、『地下道を広場にする』という風に法律（ルー
ル）を変える、※理由：（現在は地下道が歩道で規制されている為、道路とし
てしか使えない。）バスロータリーを市外発信のツアーバスの発着所に整備す
ることで、鹿児島を売ることが出来る。
　また、地下道の活用は、各市町村のアンテナショップにする事で鹿児島県内
市町村のアピールに繋がる。
　イメージは、日々各市町村からの特派員が県外のお客様を案内できる様に常
任することができたら理想です。

E 　ご意見として承ります。
　公共施設の利活用については、道路管理者など関係機関との協議調整が必要となり
ますが、鹿児島中央駅地下通路については、道路法の適用を受ける市道として認定し
供用しており、用途の変更については、考えていないところです。
　また、バスロータリーについては、東口は路線バス専用、ツアーバス等の貸切バス
は西口のバス用駐車場を利用することとなっております。

42 3 　当面は車での移動を考えて中央公園駐車場の空き状況をスマホで分かる様に
します。

E 　ご意見として承ります。
　鹿児島中央地下駐車場（セラ６０２）では、インターネット上での駐車場空き情報
の提供は行っていないところですが、中央公園前の県道において、案内板による空き
情報の掲出を行っております。

43 3 　昔、鹿児島市の外環状線で拠点を結ぶ道路計画があったと記憶しておりま
す。将来の渋滞緩和に向けて必要な施設と考えます。

E 　ご意見として承ります。
　以前は、「エコーライン」という道路を、市域の内陸部を南北に結ぶ中環状的な道
路として計画しておりましたが、整備には相当な予算が必要であることから、現在の
ところ、今ある道路を活用しながら対応してまいりたいと考えております。

44 3 　一極集中を狙った中心市街地の活性化だけでなく、「魅力のある街づくり」
を拠点ごとやって欲しいものです。上町、天文館・いづろ、中央駅周辺、谷山
駅周辺に加えて、マリンポート・イオン周辺の整備計画も急務ではないでしょ
うか。

E 　ご意見として承ります。
　なお、本市の最上位計画である第五次鹿児島市総合計画後期基本計画では、市域を
９地域に区分した地域別計画を策定し、地域の特性に応じた各種取組を進めていくこ
ととしております。


