
１　パブリックコメント手続 P1～P40 ４　地域別意見交換会 P98～P195

（１）意見の募集期間 （１）開催日
　令和3年2月17日（水）～3月24日（水）【36日間】 　令和3年3月16日（火）～3月23日（火）　※うち6日間

（２）意見の提出者数、意見の件数 （２）開催地域
　51人、164件 　14地域・地区

（３）参加者数、意見の件数
　274人、501件

２　テーマ別意見交換会 P41～P84 ５　若者会議 P196～P245

（１）開催日 （１）開催日
　令和3年2月21日（日） 　令和3年3月20日（土） P●●～P●●

（２）参加者数、意見の件数 （２）参加者数、意見の件数
　39団体等（124人）、199件 　128人、259件

３　在住外国人との意見交換会 P85～P97 ６　鹿児島市総合計画審議会 P246～P268

（１）開催日 P●●～P●● （１）開催日
　令和3年3月13日（土） 　第1回：令和3年3月1日（月）

（２）参加者数、意見の件数 　第2回：令和3年3月30日（火）
　35人、82件 　第3回：令和3年4月12日（月）

（２）委員数、意見の件数
　20人、115件

【 意見の検討結果一覧 】 　　　（単位：件）

※このほか、3月19日（金）の総合教育会議において、
　　「子ども・文教 政策」を中心に意見聴取を実施。
　　（意見15件）

参考資料１

(1)　総合計画
　　 策定の趣旨

(2)　総合計画
　　 策定の前提

(3)　基本構想 (4)　その他全般

3 3 29 28 30 4 97

Ｂ
意見の趣旨等は、基本構想（素案）に盛り
込み済みのもの

3 12 71 71 126 14 297

Ｃ 基本構想（案）に盛り込まないもの 0 1 1 4 0 0 6

Ｄ
基本計画・実施計画の検討にあたり参考
にするもの（具体的な施策・事業等）

1 5 32 49 545 19 651

Ｅ その他要望・意見等 1 0 17 49 175 42 284

8 21 150 201 876 79 1,335

１　基本構想（素案）に関する意見 ２　具体的な施策
　　・事業に関する
　　意見

３　その他の意見 計

計

A
意見の趣旨等を反映し、基本構想（案）に
盛り込むもの

対応区分

項目

第六次鹿児島市総合計画 基本構想（素案）に関する意見及び対応状況一覧



[意見の検討結果一覧］ （単位：件）

(1)　総合計画
　　策定の趣旨

(2)　総合計画
　　策定の前提

(3)　基本構想
(4)　その他
　　 全般

1 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ手続 1 1 5 2 5 14
2 テーマ別意見交換会 8 3 6 2 19
3 在住外国人との意見交換会 3 3
4 地域別意見交換会 1 4 10 1 16
5 若者会議 1 18 4 23
6 総合計画審議会 2 2 14 1 2 1 22

3 3 29 28 30 4 97
1 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ手続 1 5 1 10 5 22
2 テーマ別意見交換会 2 5 23 19 15 2 66
3 在住外国人との意見交換会 14 1 15
4 地域別意見交換会 3 11 32 46 1 93
5 若者会議 1 1 19 18 38 3 80
6 総合計画審議会 2 13 1 3 2 21

3 12 71 71 126 14 297
1 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ手続 0
2 テーマ別意見交換会 1 1
3 在住外国人との意見交換会 0
4 地域別意見交換会 1 3 4
5 若者会議 0
6 総合計画審議会 1 1

0 1 1 4 0 0 6
1 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ手続 1 4 76 2 83
2 テーマ別意見交換会 3 10 5 81 3 102
3 在住外国人との意見交換会 1 1 39 41
4 地域別意見交換会 2 14 222 6 244
5 若者会議 5 13 99 3 120
6 総合計画審議会 1 2 13 12 28 5 61

1 5 32 49 545 19 651
1 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ手続 4 4 25 12 45
2 テーマ別意見交換会 1 11 6 8 26
3 在住外国人との意見交換会 1 21 1 23
4 地域別意見交換会 1 4 18 104 17 144
5 若者会議 3 13 19 1 36
6 総合計画審議会 5 2 3 10

1 0 17 49 175 42 284
1 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ手続 1 2 15 11 116 19 164
2 テーマ別意見交換会 2 8 42 39 108 15 214
3 在住外国人との意見交換会 0 0 1 2 77 2 82
4 地域別意見交換会 1 4 18 71 382 25 501
5 若者会議 1 1 28 62 160 7 259
6 総合計画審議会 3 6 46 16 33 11 115

8 21 150 201 876 79 1,335

1　基本構想（素案）に関する意見 2　具体的な施策
　・事業に関する
　　意見

3　その他の意
見

計

計

A
意見の趣旨等を反映し、基本構想
（案）に盛り込むもの

計

B
意見の趣旨等は、基本構想（素案）
に盛り込み済みのもの

計

E その他要望・意見等

計

計

計

C 基本構想（案）に盛り込まないもの

計

D
基本計画・実施計画の検討にあた
り参考にするもの（具体的な施策・
事業等）

処理区分

項 目

処理区分

項 目

手続の種類

項 目



－1－

第六次鹿児島市総合計画 基本構想（素案）に関する意見の検討結果一覧表【１ パブリックコメント手続】

１　基本構想（素案）に関する意見 対　応　区　分

(1) 総合計画策定の趣旨（計画の位置づけ、策定にあたっての視点など） Ａ 意見の趣旨等を反映し、基本構想（案）に盛り込むもの

(2) 総合計画策定の前提（時代の潮流、本市の特性、将来推計） Ｂ 意見の趣旨等は、基本構想（素案）に盛り込み済みのもの

(3) 基本構想（都市像、基本目標） Ｃ 基本構想（案）に盛り込まないもの

(4) その他全般 Ｄ 基本計画・実施計画の検討にあたり参考にするもの（具体的な施策・事業等）

２　具体的な施策・事業に関する意見 Ｅ その他要望・意見等

３　その他の意見

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

1 1 (1)

資料２ついて
１ ｐ２視点２ 「SDGｓの視点」に賛同し、市の全部局職員及び市民にも、その
視点が周知徹底されることを望みます。
２ ｐ２視点４ 進行管理が市民にもわかるよう、報告・評価の機会を作ってくだ
さい。

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点②」の文中、「ＳＤＧｓの視点を取り入れ、多様な
主体がその意義を共有しながら」には、市職員・市民も含まれて
おり、その普及・啓発に取り組んでまいりたいと考えておりま
す。
　計画の進行管理については、「視点④」で、「施策の目標と成
果を指標等により把握・共有するなど、適切な進行管理のあり方
を見据えた計画とします」としており、計画の策定と並行して進
行管理のあり方等も検討してまいります。
　なお、進行管理の市民との共有がより分かりやすくなるよう、
「施策の目標と成果を指標等により把握し、市民と共有するな
ど、適切な進行管理のあり方を見据えた計画とします」に修正し
ます。

Ａ

2 1 (2)

時代の潮流「人口減少・少子高齢化の進行」の4つ目の項目で「国・地方にお
いて、少子高齢化による社会保障費の増大」とあるが、少子化では対象者が
減るので経費は減るのではないか。特別な対策に経費がかかるということで
あれば説明が必要。
「高齢化による社会保障費の増大や人口減少による国民負担の増」とする
か、少子化を削除するかどちらかにしたらどうか。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「２　総合計画策定の前提」－
「（１）時代の潮流」－「人口減少・少子高齢化の進行」の文
中、「少子高齢化による社会保障費の増大」を「高齢化等に伴う
社会保障費の増大」に修正します。 Ａ

項　目

－1－



－2－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

3 1 (2)

計画策定に必要な本市の大きな課題が示されていない。策定の視点や前提
の内容では不明確だと思う。熊本市の総合計画のように「特性と課題」とする
か、又は「時代の潮流と本市の課題」などとして課題を示した方が良いのでは
ないか。

（参考）熊本市第７次総合計画「特性と課題」のうち課題の一部分
「持続可能なまちづくり」の中で世界的なＳＤＧｓの動きと合わせて、「本市は令
和元年度に「ＳＤＧｓ未来都市」に選定され、（中略）あらゆる施策においてＳＤ
Ｇｓの理念を踏まえ取り組んでいく必要があります。」と記載してある。

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」や、「２　総合計画策定の前提」は、特に重要となる視点や
踏まえるべき大きな時代の潮流等を記載しており、基本構想
（案）と合わせて公表する前期基本計画（素案）の中で、基本目
標別・地域別の現状と課題、基本的方向等を示すこととしており
ます。

Ｂ

4 1 (3)

　働く場所の多い街（暮らしやすい若者の多い街） 　ご意見については、現在、新たな産業やサービス等の創出支援
や新規創業者等の育成支援、クリエイティブ産業の振興や重点産
業の企業立地等に取り組んでいるところです。
　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」の文中、「多様で柔軟な
働き方を促進し」を「雇用を創出し、若者の地元就労促進など担
い手の確保に取り組むほか、多様で柔軟な働き方を促進し」に修
正します。

Ａ

5 1 (3)

都市像の「彩りあふれる」は抽象的で何のことを指しているのかよく分からな
い。「彩 り」は「色をつけること」とか「色の取り合わせ」、「趣」という意味。文脈
から考え「多彩な魅力輝く」又は「多彩な魅力あふれる」としたらどうか。

　「彩りあふれる」につきましては、多彩な魅力のほか、多様性
や多彩な人材・多様なつながり、まちの彩りなどをイメージし
て、このような表現にしたところです。
　ご意見を踏まえ、その趣旨が伝わるように、「３　基本構想」
－「（１）都市像」の文中、「新たな価値や多彩な魅力を生み出
し、人もまちも躍動する鹿児島市の創造」を、「新たな価値が生
み出され、多彩な人材やまちの魅力が豊かな彩りとなる、人もま
ちも躍動する鹿児島市の創造」に修正します。

Ａ

6 1 (3)

基本目標「信頼とやさしさのある 共創のまち」の中で「効果的な情報発信や
シビックプライドの醸成などにより、まちの魅力を磨き高めます。」とあるが、情
報発信では魅力を広めることはできても、磨き高めることにはつながらないの
ではないか。「まちの魅力を磨き高め、広めます。」としたらどうか。

また、シビックプライドは、「醸成」する過程で魅力を磨き高める活動や要素
が含まれているのなら良いが、そうでなければ「醸成、発揮」としたらどうか。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
信頼とやさしさのある　共創のまち」の文中、「まちの魅力を磨
き高めます」を「まちの魅力を磨き高め、広めます」に修正しま
す。
　また、シビックプライドについては、醸成された後は、自発的
にまちの魅力を磨くなどの活動が行われるものと考えておりま
す。

Ａ

7 1 (3)

　日本人の若者も起業したり、地域で活躍する人も出てきている。
基本目標「信頼とやさしさのある 共創のまち」の中で「性別や年齢、国籍な

どに関係なく、」の後に「多様性や」を入れたらどうか。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
信頼とやさしさのある　共創のまち」の文中、「一人ひとりの人
権が尊重され」を「一人ひとりの人権や多様性が尊重され」に修
正します。

Ａ

－2－



－3－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

8 1 (3)

基本目標「魅力にあふれ人が集う 活力あるまち」の中で「農林水産業の振
興を進めるほか」の後に「若者・外国人材の活用や」を入れたらどうか。

　「若者の活用」については、現在、産学官で連携して若者の地
元定着に資する取組の検討や、地元企業等が一堂に会して、企業
等の魅力を若い世代へ発信するイベントの実施などに取り組んで
おります。
　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」の文中、「多様で柔軟な
働き方を促進し」を「雇用を創出し、若者の地元就労促進など担
い手の確保に取り組むほか、多様で柔軟な働き方を促進し」に修
正します。
　なお、「外国人材の活用」については、留学生を対象に、在学
中から鹿児島の産業や事業所への理解促進を図り、卒業後も鹿児
島で活躍する有能な人材確保に取り組みます。

Ａ

9 1 (3)
　街（鹿児島市）の良さを前に出せる構想にしていただきたい。 　まちづくりを考える上で生かすべき本市の特性を踏まえて、総

合計画の策定・推進に取り組むこととしております。 Ｂ

10 1 (3)

　自然災害に強い街づくり（風水害、地震、桜島、津波） 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で、「危機管理体
制や防災力・消防力を強化」としております。

Ｂ

11 1 (3)

　魅力ある街づくり（東洋のナポリ、アジアの玄関口） 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅
力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「国内外から多くの人
が集うまちをつくります」としております。
　また、「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える　快適なま
ち」で、「機能性の高い都市空間を形成します」としており、こ
れまで、中心市街地等の整備・再生、魅力あるウォーターフロン
トの形成に取り組んできたところです。

Ｂ

12 1 (3)

　歴史、文化、食、観光都市、農林水産業あふれる鹿児島 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅
力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「世界に誇れる多彩な
魅力を生かした観光・交流を進める」「農林水産業の振興を進め
る」としております。

Ｂ

13 1 (3)
　土台のゼロカーボンシティ実現は大賛成です。 　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま

す。 Ｂ

－3－



－4－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

14 1 (3)

・基本構想の5に「文化芸術」の文言の削除について
第5次総合計画には柱のなかに「文化政策」という文言があったということで

した。
鹿児島市は歴史についてはかなり力を入れている印象ですが、九州の他の

中核都市（福岡市・熊本市・大分市・別府市など）に比して現代の文化・芸術に
親しみやすい環境にあるとは言えません。アートイベントやアーティストも少な
い印象です。

文化・芸術は短期的に見ると「稼げる」ものではありません。ですが、触れ合
える環境は確実にその後の人生を豊かにしてくれます。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「文化芸術や歴
史に親しむことのできる市民文化を創造します」としており、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。 Ｄ

15 1 (3)
他に類を見ない１０年後の鹿児島市構想。明治150年前に他に類を見ないさ

まがあったように。
　まちづくりを考える上で生かすべき本市の特性を意識しなが
ら、総合計画の策定・推進に取り組んでまります。 Ｅ

16 1 (3)

　何をつなげるのか？鹿児島の文化？地域と地域？ 　市民一人ひとりが互いに尊重しあい、個性と能力を発揮しつ
つ、人やまちの多様なつながりや支えあいを大切に、相互のつな
がりを深めていくという趣旨で「つながる人・まち」としており
ます。

Ｅ

17 1 (3)

基本目標３「魅力にあふれ人が集う活力あるまち」：ここでいう「魅力」は何を
指すのか。

　ご質問のあった「魅力」については、桜島をはじめとした豊か
な自然や世界に誇りうる歴史・文化、郷土色豊かな食文化、業
務・商業機能といった都市機能の集積など、本市が有する多彩な
魅力を指しております。

Ｅ

18 1 (3)

基本目標「信頼とやさしさのある 共創のまち」を「信頼とやさしさに満ちた
共創のまち」と変えたらどうか。ただ「ある」状態にするより、「満ちた」状態にす
る方が目標として適していると思う。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

19 1 (4)

現状分析のデータの鹿児島市民の所得平均はいくらで、全国の県庁所在
地、中核市で何位か記載すべきです。現状分析が不十分、ズレている状態で
立案した施策は、課題解決にはつながりません。

本市の最大の課題である人口減少問題の原因は、若者の所得が低いこと
からの晩婚化・未婚化、加えて鹿児島市の場合は市外への人口流出です。若
者の所得を高めること、若者が働きたくなる稼げる産業振興など、根本的なア
プローチがなければ、人口減少は加速するでしょう。

　ご意見については、現在、新たな産業やサービス等の創出支援
や新規創業者等の育成支援のほか、クリエイティブ産業の振興や
重点産業の企業立地等に取り組むとともに、産学官で連携して若
者の地元定着に資する取組の検討や、地元企業等が一堂に会し
て、企業等の魅力を若い世代へ発信するイベントの実施などに取
り組んでいるところです。
　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」の文中、「多様で柔軟な
働き方を促進し」を「雇用を創出し、若者の地元就労促進など担
い手の確保に取り組むほか、多様で柔軟な働き方を促進し」に修
正します。

Ａ

－4－



－5－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

20 1 (4)

P4 ４行目のビッグデータと第４次産業革命について、専門語の注釈があれ
ば理解しやすい。

P4 下から４行目のワーク・ライフ・バランスの専門語の注釈があれば理解し
やすい。
　P7　７行目　MICEの専門語の注釈があれば理解しやすい。

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「共通のビジョンとなるよう、市民の視点
に立った分かりやすい計画とします」としており、ご意見の趣旨
を踏まえ、ビッグデータなど、分かりにくいと考えられる言葉が
ないか、改めて精査したうえで、必要に応じて注釈を記載するな
ど、市民にとって分かりやすい計画となるようにしてまいりたい
と考えております。

Ａ

21 1 (4)

市の計画なので、市が何をどうするのかとの視点から策定されるのは当然
なのかもしれませんが、市民目線で各市民の目標とするような表現・項目を入
れても良いのではないかと思います。市の計画であり、市民の目指すものでも
あるという印象になるような雰囲気に。

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「市民や市民活動団体、事業者などのあら
ゆる主体が課題を共有し、協働・共創しながらまちづくりを進め
ていくこととし、その共通のビジョンとなるよう、市民の視点に
立った分かりやすい計画」とすることとしており、基本計画にお
いては、市民・地域、事業者・団体の役割についても示していき
たいと考えております。

Ｂ

22 1 (4)

　どのように自治会・町内会に浸透させていくか 　総合計画につきましては、市内全世帯へ配布する「市民のひろ
ば」等を通じて、市民への周知に努めてまいりたいと考えてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

23 1 (4)

行政と市民が協働していくことについて、町内会長に研修会を２、３回開催し
ないと、成果は上がらないのでは。

　現在、町内会等の組織のリーダーなどを担う人材を育成するた
めの講座等を実施しておりますが、ご意見については、基本計画
や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

24 1 (4)

「第六次鹿児島市総合基本構想へ皆さんのご意見を」と言われても、非の打
ち所がない素晴らしい理想的な文言の「都市像」であり「基本目標」なので、何
回読んでも、どのような意見又は反論をしていいのか分かりません。

「このような都市像・基本目標を実現するために具体的な提案をお聞かせく
ださい」と問えば、市民はもっと積極的に参加しやすいのではと思います。

　基本構想（素案）でお示ししている都市像・基本目標を踏まえ
た施策の基本的方向及び施策の体系を示す前期基本計画（素案）
につきましては、５月頃の公表を予定しており、公表に合わせ
て、地域別意見交換会やパブリックコメント手続などにおいて、
幅広く地域の方々のご意見をお聞きしたいと考えております。

Ｄ

25 1 (4)

SGDｓの推進、ゼロカーボンシティの推進、行政サービス化のICT化など、全
国の市町村が取り組むのが当たり前なことで、それで市民の所得が上がり、
移住者が増える訳ではありません。お決まりの耳さわりが良いだけのスローガ
ンは不要です。

新型コロナウイルスの感染拡大により、売上が低迷しているのは飲食店や
観光業の関連企業だけではありません。市民の雇用を守り、所得を向上さ
せ、人口流出を止める、実効性のある総合計画と、数値的な結果を出す事業
を策定してください。

　現在、コロナ対策については、新型コロナウイルス感染症の影
響により事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業等における従
業員の雇用維持を図るため、国の雇用調整助成金と協調して市独
自の支援金を支給しております。また、若者の流出抑制につい
て、産学官で連携しての地元定着に資する取組の検討や、地元企
業等が一堂に会して、企業等の魅力を若い世代へ発信するイベン
トの実施などに取り組んでいるところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

－5－



－6－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

26 1 (4)

これまで市内の実態をどう生かしているか、どこかの文面に出てくれば、説
得力があるのでは。

　第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者や各種
団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、その結
果は公表しております。なお、第六次総合計画は、第五次総合計
画の検証も行う中で策定作業を進めており、第六次総合計画基本
構想（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、改めて検
証状況等についても公表することとしております。

Ｅ

27 1 (4)

　第５次計画と第６次計画の違いがわかるような具体策が講じられたい。 　第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者や各種
団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、その結
果は公表しております。なお、第六次総合計画は、第五次総合計
画の検証も行う中で策定作業を進めており、第六次総合計画基本
構想（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、改めて検
証状況等についても公表することとしております。

Ｅ

28 1 (4)

第五次鹿児島市総合計画における６つの基本目標に対する基本施策ならび
に、個々の基本施策に含まれる単位施策の達成度が示されていないのに、第
六次鹿児島市総合計画を掲げる根拠がなく、漠然としていると思われる。

　第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者や各種
団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、その結
果は公表しております。なお、第六次総合計画は、第五次総合計
画の検証も行う中で策定作業を進めており、第六次総合計画基本
構想（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、改めて検
証状況等についても公表することとしております。

Ｅ

29 1 (4)

資料１について
総合計画審議会が適切に委員を選定され、事務局任せではない主体的、具

体的に取組む組織であることを要請するとともに、期待いたします。

　「総合計画審議会」のメンバーは、学識経験者及び関係団体の
代表者、公募委員など２０人で構成されており、本市ホームペー
ジで、委員名簿、開催日、開催内容を公表しております。
　ご意見の内容も踏まえながら、総合計画の策定・推進に取り組
みます。

Ｅ

－6－



－7－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

30 2

特に若者が定着する社会の構策が必要。また鹿児島市の人口減少の課題
は何かをしっかりと把握し、その解決策が講じられることを望む。

　ご意見については、「２　総合計画策定の前提」－「（１）時
代の潮流」で「若年層の就職等に伴う大都市圏への流出などが続
いており、地域経済の活力喪失を防ぐため、若い世代にとって魅
力ある環境の創出を図る必要性が高まっています」としておりま
す。
　これらの趣旨を踏まえ、今後、策定する基本計画内に、「ま
ち・ひと・しごと創生基本方針」を位置づけ、一体的に策定する
こととしており、将来人口という長期目標に向け、地方創生に継
続して取り組むこととしております。
　なお、ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基
本目標　魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」の文中、「多様
で柔軟な働き方を促進し」を「雇用を創出し、若者の地元就労促
進など担い手の確保に取り組むほか、多様で柔軟な働き方を促進
し」に修正します。

Ａ

31 2

福祉向上を。まだまだ障害者（聴覚障害とか）に対する理解がない。無視。
雇用も進まない等、進展が遅れています。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」の文中、「共に
助け合い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進め
ます」を「高齢者や障害者をはじめ、市民一人ひとりが、ともに
支え合い、生きがいを持って自分らしく生活できる地域づくりを
進めます」に修正します。

Ａ

32 2

　障害者にも生きがい、仕事を。生活支援、孤立支援等。交通も不便です。
　独りぼっちの障害者、孤独、一人暮らしの人達への支援を。（共同住宅も）

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」の文中、「共に
助け合い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進め
ます」を「高齢者や障害者をはじめ、市民一人ひとりが、ともに
支え合い、生きがいを持って自分らしく生活できる地域づくりを
進めます」に修正します。

Ａ

33 2

　桜島の高齢化対策を。 　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」の文中、「共に
助け合い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進め
ます」を「高齢者や障害者をはじめ、市民一人ひとりが、ともに
支え合い、生きがいを持って自分らしく生活できる地域づくりを
進めます」に修正します。

Ａ

－7－



－8－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

34 2

私は大学教員なので、個人的にも産学連携をより推進したいと思っています
し、学生が街中で活躍してほしいと思っており、そのようなしかけも作っていき
たいと考えています。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
信頼とやさしさのある　共創のまち」の文中、「市民や行政、
様々な地域団体や事業者など多様な主体が協働・連携し」を「市
民や地域団体、大学、事業者、行政など多様な主体が協働・連携
し」に修正します。

Ａ

35 2

　良好な景観づくり・街づくりを推進してください。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「良好な景観づくりを
進め、機能性の高い都市空間を形成します」としております。

Ｂ

36 2

　コミュニティバスを取り入れる（高齢者が増えることを考えて）。 　コミュニティバスについては、現在、公共交通不便地の地域住
民の日常生活の交通手段の確保を図るために運行しているところ
でございます。
　ご意見については、「３ 基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な公
共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」と
しております。

Ｂ

37 2

　レジ袋、プラスチックスプーン有料化等。  ご意見のあった「レジ袋の有料化」については、国において、プ
ラスチック資源循環戦略に基づき、海洋プラスチックごみ問題や
地球温暖化に対応するため実施しているとの考えが示されている
ところです。
　また、「プラスチックスプーンの有料化」についても、国にお
いて、使い捨てプラスチックの使用の合理化の取組みを検討され
ており、「２　総合計画策定の前提」－「（１）時代の潮流」－
「＜地球規模での環境問題の深刻化＞」で、「大量生産・大量消
費の社会の在り方を見直す」としております。

Ｂ

38 2

　コミュニティバスを。 　コミュニティバスについては、現在、公共交通不便地の地域住
民の日常生活の交通手段の確保を図るために運行しているところ
でございます。
　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な公
共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」と
しております。

Ｂ

－8－



－9－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

39 2

基本目標３－２「スポーツの交流・振興の推進」：なぜ鹿児島市がスポーツに
特化した政策を押し出すのか、意味付けが弱い。

ここで市民の健康づくりにについて触れられていないのは、スポーツ振興が
観光目的であるからか。誰のための政策であるか。

　ご意見については、近年、スポーツの持つ魅力が高まっている
ことから、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ
人が集う　活力あるまち」で、「誰もがスポーツを楽しむことが
できる環境を整え、国内外から多くの人が集うまちをつくりま
す」としており、観光振興に限らず、市民の心身の健康増進につ
いても取り組みます。

Ｂ

40 2

鹿児島市民が生涯にわたって能力を発揮できる環境を整え、夢と希望を
持って限りない可能性に挑戦できるような、幸せな未来を次の世代に引き継
いでいきましょう。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。

Ｂ

41 2

資料２について
３　ｐ５　（２）本市の特性　多彩な自然資源と都市機能の集積

都市に住みながら世界的にも稀有な自然景観（霧島錦江湾国立公園）など
多彩な自然資源を享受できる幸せを、市民が十分に自覚・認識する機会を、
桜島ビジターセンター、かごしま環境未来館、グリーンファーム、都市公園など
を活用して、具体的に学習する施策が必要だと思います。このことは、「世界
に誇りうる魅力ある歴史や文化」についても同様と思います。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
然と都市が調和した　うるおいのあるまち」で「生物多様性の保
全・活用や、緑あふれる美しいまちづくりに取り組み、人と自然
が共生し、うるおいと安らぎを感じられる環境を整える」として
おり、これまで、かごしま環境未来館における展示や自然を体験
できる講座・イベントのほか、かごしま自然百選等の周知広報な
どにより生物多様性に関する理解や自然とのふれあいを促進し、
本市の自然に対する意識高揚を図っているところです。

Ｂ

42 2

田上地域からは、鹿児島市は地図上では扇のかなめにある。文京区として
の役割を担い。

九州道高速道路と南九州高速道路の起点。鹿児島インターと西インターが
ある。中央駅に近く、高速道路は将来性があり、産業では物流センターの利便
性を兼ね備えている。

西インターは未整備で１０年度予定されている全線開通した暁には、想像も
つかない未来が来るでしょう。

環状線内回り、外回り等で南北道路にアクセスすれば、ふれあいスポーツラ
ンド、都市農業センター、健康の森等、自然災害時の避難所となる。

大型団地と文教区とのアクセスが鹿児島市の発展のターニングポイントとな
ることでしょう。

日本では他にないユニークな地域。田上の発展なくして鹿児島県の発展な
し。
　東西線（中州通り）の延伸を検討ください。
　朝、夕の通勤・通学の路線バスは田上地区でバスの離合さえ困難です。
　西郷団地及び武岡ハイランド等大型団地があるのに、孤島の道路です。

　ご意見のあった「東西線の延伸」については、「３　基本構
想」-「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」
で、「広域ネットワークの形成や、効率的で持続可能な公共交通
体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」としてお
り、官民２３団体で構成する「鹿児島東西・南北幹線道路建設促
進期成会」などにおいて、鹿児島東西・南北幹線道路の早期整備
を国、県に要望しており、今後とも引き続き要望活動を行ってま
いりたいと考えております。

Ｂ

－9－



－10－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

43 2

『第六次鹿児島市総合計画 基本構想（素案）』を拝読し、その方向性については違和感を感じず、
賛同できる方向性のものであると感じました。逆に、この計画が鹿児島市の発展に資するものになる
かどうかは、一重に具体策次第であると言わざるを得ません。鹿児島市は、桜島と錦江湾が広範な
地域の景観に影響を持ち、狭い範囲で都市と自然の双方を体感可能な稀な土地であるということ
は、誰もが感じることでしょう。さらに、明治維新など歴史的にもエポックメイキングな土地であるという
オリジナリティを有します。その一方で、文化政策・観光事業はそれらのことに偏重し、一定の保守性
から逃れられないという特徴も有します。観光資源として有用なこれらの地域性と歴史性は、しかし、
いまこの街に住み、生きている人々を、文化的な「ショーケース 」に閉じ込めるかのような側面を持つ
わけです。対外的なコンテンツとしてはこれら歴史資産を活用しながらも、今この街に住む人々の「こ
れから」を考える上では、足りないものがあると言わざるを得ません。そのような中で、鹿児島市の政
策として作られたコワーキングスペースであるマークメイザンは、この街に住む人が新たなものを生
み出す場として今後非常に重要な役割を持ちえると考えられ、素晴らしい試みでした。マークメイザン
などを活かすためにも今後重要なことは、ドルフィンポート跡地などのウォーターフロントの再開発も
含めた各地区を、地理的にも概念的にも線でつなぎ、面をつくることであろうと考えられます。ある場
所へ出かけた人々の目に、目的以外の何かがふと目にとまり、新しいことに興味を持つようになる。
このような構造を形成することが、あらゆる動員（動因）に繋がります。人口が減少する中、ある特定
の分野が発展するために、その分野の関係者だけがコミットしていたのでは、分野の将来は縮小す
ることが目に見えています。分野を越えたコミットメントを生み出すことが重要です。これは、ゼロカー
ボンシティ事業などの分野を問わず全ての業種の共同が必要な社会問題の解決や、特異な一次産
業のブランド化に不可欠です。すなわち、新たな分野の醸造（いわゆるインキュベーション）を、人々
の緩やかな繋がりを作りつつ、支援者となる市民の興味を、日常的に、ふとした瞬間に刺激していく
ことが重要です。鹿児島市には、例えば、現代美術館がありません。近代美術や文学、歴史のため
の文化施設は豊富に存在する一方で、現在進行形の最新の試み（ナニモノなのかわかりづらいも
の）を体感する機会が乏いのです。霧島アートの森は素晴らしい施設ですが、上述の通り、ふとした
瞬間、何かのついでに触れるということが、多くの人を刺激するためには重要です。このような試み
は、現代美術館、もしくは博物館法上の施設が必ずしも必要なわけではありません。地域として、こ
のことに成功したのが瀬戸内国際芸術祭を行う高松市を中心とした香川県でしょう。仙台メティアテー
クは、図書以外の収蔵品を持たない施設ですが、全国的な展示を誘致し、東日本大震災後は地域性
のアーカイブを担っていますし、開館の当初より、市民が何かを作り、話し合う「スタジオ」としての機
能を社会で果たしてきました。山口文化情報センターは、メディアのあり方やバイオテクノロジーの現
在などを、展示を通して市民に体験的に伝える教育的なギャラリーとして機能しています。鹿児島市
にも、分野を越えて、世界的な先端コンテンツを展示し、市民が体験でき、市民参加型でアーカイブ
やワークショップを行うための場所があると、次世代を刺激するきっかけとなるでしょう。以上のこと
は、箱物を作る話のようにも聞こえますが、重要なのは、キーマンとなる運営スタッフであることを最
後に申し添えます。

　ご意見のあった「観光事業」については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、
「街なかにおける商業・観光などの魅力を創出し、にぎわいと活
気を高めます」としております。
　また、「分野を超えたコミットメントを生み出すこと」につい
ては、「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての
視点」－「視点④」で「市民や市民活動団体、事業者などのあら
ゆる主体が課題を共有し、協働・共創しながらまちづくりを進め
ていくこととし、その共通のビジョンとなるよう、市民の視点に
立った分かりやすい計画とします」としており、ご意見の内容も
踏まえながら、総合計画の策定・推進に取り組みます。
　なお、「文化政策」については、「３　基本構想」－「（２）
基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、
「文化芸術や歴史に親しむことのできる市民文化を創造します」
としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｂ

44 2

　今まで残っているものは壊さない。
鹿児島は破壊のエネルギーがすごいという。今まで残ってきた古いものを壊

さないでいかしていく。
鹿児島の観光にとって一番残念なのは高麗橋や西田橋などを移築したこと

である。８・６水害で壊れなかったあんな立派な石橋を関係のない所に移して
しまった。日常、目に触れるいい場所にあったのに。鹿児島の宝だったのに。
石文化の傑作だったのに。今では作れない。

　ご意見の「今まで残ってきた古いものを壊さないでいかしてい
く」ことについては、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「既にあるインフラな
ども有効に活用しながら効果的な整備を進め、誰もが暮らしやす
いまちをつくる」こととしております。

Ｂ

45 2

空家が増え、大変不安を感じます。補助を出し、若い方々が移住又は子育
ての時は一軒家がいいと思います。

　ご意見については、現在、安心・安全に配慮した住環境の整備
促進に取り組んでいるところです。今後、基本計画や実施計画の
検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－10－



－11－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

46 2

　中心地のマンションが多く、規制が必要です。 　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「コンパクトなまちの実
現を目指し、機能性の高い都市空間を形成します」としており、
また、現在、コンパクトなまちづくりの推進に取り組んでいると
ころであり、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

47 2

学校教育の中に、特別科目として、“自然と都市が調和したうるおいのあるま
ち”科をつくること。

　学校教育については、「３　基本構想」－「（２）基本目標
豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたち
が夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・
家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健や
かな体を育む教育を進めます」としており、また、現在、学校で
は、個性あふれる学校づくりの推進に取り組んでいるところで
す。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

48 2

デジタル社会の弱点として、紙媒体の活用を。特に幼児期の子どもを大切に
したい。

　幼児期における紙媒体の活用については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるま
ち」で、「結婚、妊娠・出産、子育ての切れ目のない支援を充実
する」としており、また、現在、多様な保育サービスの提供に取
り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計画や
実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

49 2

　稼ぐというキーワードは大事と考えます。
　高齢者×人の繋がり（世代間を含む）=稼ぐと考えているのですが。

その心は、高齢者は退職すると、社会との関係も途切れて医療費を増やす
だけのマイナスイメージで捉えられがちです。そこで提案ですが、
①高齢者の多彩な能力を募集し、市政の各分野で活用する（高齢者パソコン
教室やプログラミング教室などの先生として（有償で））。教わった方の中に
は、アプリ製作で稼げる高齢者の出現も期待
②当該能力を提案者同士又は高校生を含む多様な者との組み合わせで起業
を図る
③能力不足を感じる高齢者には各種の能力開発講座を開催し、当該能力を
修得
④能力の掛け合わせで、自主的に経常的な所得を得たり、起業化につながる
仕組みがシルバー人材センターとは異なるのでは。
⑤多彩な能力の掛け合わせ業務を効果的に行うには、社会のあらゆる組織
や人材との交流による知識の集積が不可欠なため、専念できる外部組織（名
称例：高齢者能力開発・起業支援センター）を設置した方がいいのでは。

①
　高齢者の能力活用については、「3　基本構想」─「（2）基本
目標　自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で、「共
に助け合い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進
めます」としており、また、現在、高齢者の活動への支援に取り
組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計画や実
施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。
②～⑤
　現在、シニア層も含めた新規創業者等の育成支援に取り組んで
いるところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画
の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－11－



－12－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

50 2

鹿児島県民は情報リテラシー能力を高める必要があります。過信と鵜吞み
は禁物です。

  消費者の自立の支援については、現在、消費者教育や啓発に取
り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計画や
実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

51 2

　桜島→竹とか荒れ放題。観光客増やすためにも整理を。 　桜島地域の観光施設については、定期的な清掃や草刈のほか、
国立公園の特別保護地区を除き、職員が樹木の生育状態を確認
し、適宜伐採を行っております。今後も、引き続き施設の美観の
保持に努め、訪れた観光客に桜島の魅力をより体感いただけるよ
う取り組んでまいりたいと考えており、ご意見については、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

52 2

　桜島に住む人達の生活向上を。農作業の仕事とか。各温泉のリフォームを。 　農業については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力
にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「農林水産業の振興を進
める」としており、また、現在、経営安定化への支援などに取り
組んでいるところです。
　桜島マグマ温泉については、施設の長寿命化を図るため、現状
の施設の保全計画を作成し、計画的に設備等の更新を行っている
ところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

53 2

鹿児島市の中心街を眺めたとき、北の方は建物等が密になっているのに対
して、南は（谷山方面）薄くなっているようです。

そこで、かつての農業試験場跡地が空き地になっているのが映る。県の総
合体育館建立が定まっていない報道がなされているようで、いかがなものかと
考えて。
　車社会になった今日、駐車場も広々と取れるのでは。

　県の新たな総合体育館については、県が設置した基本構想検討
委員会において、まずは、施設の具体的な機能や規模・構成等の
検討を行い、次に、候補地などの検討を行うこととされておりま
すことから、県の基本構想に向けた検討状況を注視し、必要に応
じ対応してまいりたいと考えております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

54 2

　自動運転レベル３～レベル４の普及のため、試験をやって欲しい。 　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「“ＩＣＴで住みよいまち”推進プロジェク
ト（仮称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

－12－



－13－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

55 2

　医療・介護のＩＣＴ化を進めて欲しい。 　ご意見のあった「介護のＩＣＴ化」については、「３　基本構
想」－「（２）基本目標　自分らしく健やかに暮らせる　安心安
全なまち」で「健やかな暮らしを支える福祉サービスを充実す
る」としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての
参考とさせていただきます。
  「医療のＩＣＴ化」については、国において、電子カルテなど
医療ＩＣＴを活用した取組を進めており、本市としても、関係団
体等への周知を図ってまいりたいと考えております。
　なお、市立病院においては、これまで電子カルテシステムの更
新を行ってきたほか、画像情報を院外でも参照できるシステムの
導入に向けた取り組みを行っております。今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

56 2

　交通渋滞のない街づくり（広い道路、立体交差、トンネル） 　交通渋滞のないまちづくりについては、「３　基本構想」-
「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、
「生活道路など、市民の暮らしを支える生活基盤について、効果
的な整備を進め、誰もが暮らしやすいまちをつくります」として
おり、また、現在、地域間を結ぶ交通の円滑化に取り組んでいる
ところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検
討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

57 2

災害、事故、テロが起こった時の訓練が大事です。ハートセイバー、ファース
トエイドの講習を鹿児島でやって欲しいです。

　ハートセイバー、ファーストエイドの講習については、「３
基本構想」-「（２）基本目標　自分らしく健やかに暮らせる　安
心安全なまち」で「消防力を強化する」としており、現在、救急
業務高度化の推進に取り組んでいるところです。ご意見について
は、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

58 2

　環境保護、観光のためにもなる仕事、農作業とかに障害者雇用促進を。 　現在、労政広報紙等を活用して、障害者雇用に関する国等の各
種施策の周知広報を行っているほか、雇用奨励金制度を設け、障
害者の方々を雇用した中小企業の事業主に対して助成を行うこと
により、障害者の方々の雇用促進に努めているところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

－13－



－14－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

59 2

　障害者の交流の場づくりを。（場所が遠く、交通も不便） 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で、「共に助け合
い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進めます」
としており、また、現在、障害者の社会参加の促進などに取り組
んでいるところです。今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

60 2

桜島にも観光客を増やすため、森林・竹林の整理。漁業・林業見直しを。工
夫を。

　桜島の森林・林業については、松くい虫の防除など森林の保護
に取り組んでおり、漁業については、マダイ・ヒラメの放流を行
うなど、水産資源の確保に取り組んでいるところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

61 2

　桜島の温泉場リフォームを。 　桜島マグマ温泉については、施設の長寿命化を図るため、現状
の施設の保全計画を作成し、計画的に設備等の更新を行っている
ところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検
討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

62 2

　鹿児島湾の有効活用（海上都市、漁業） 　鹿児島湾の有効活用については、鴨池桜島海づり公園におい
て、市内外に向けて広報誌を活用した施設の案内などに取り組ん
でいるところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

63 2

　鹿児島の発信力PR不足（農林水産業） 　農林水産物のＰＲについては、生産者、農協等の関係団体と連
携して取り組んでいるところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

64 2

　谷山地区の市街地活性化 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で「コンパクトなまちの実
現を目指すとともに、住宅団地の活性化や街なかの整備、良好な
景観づくりを進め、機能性の高い都市空間を形成します」として
おり、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせ
ていただきます。

Ｄ

－14－



－15－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

65 2

市長は県議時代、儲かる仕事の創成に取り組みたいと抱負を述べられたこ
とがありましたが、今もそのお気持ちにはお変わりございませんか。今の市の
取組は、市主導の傾向が強いような気がしております。

どうぞ未来のため、単に儲かるか否かではなくて、子々孫々の食料を確保す
るため、本来なら全力を傾注して自然農法に着手すべきです。

自然農法とは肥料や農薬の不使用、自家採種、連作主義等を唱える農業で
す。是非ともご考察賜ります様に伏してお願い申し上げます。

　化学合成農薬や化学肥料の使用量低減を図るため、環境にやさ
しい農林水産業の推進に取り組んでいるところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

66 2

吉野周辺は介護施設福祉施設の集合地銀座という感じです。ここに稼ぎ頭
のIT企業でもあったらバランス取れるのにと思いました。

いっそのこと環境のいい吉野地区を高齢者を全国から募って、IT技術で老後
を楽しくするシステムを開発して活用したらと思います。

　現在、吉野地区も含め、ＩＣＴ人材などのクリエイティブ人材
の育成や情報関連産業などの重点産業の企業立地等に取り組んで
いるところであり、ご意見については、今後、基本計画や実施計
画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

67 2

比較的温暖で格安のゴルフ場があって楽しめる環境ですので、格安の宿舎
高原ホテルなどに県外客を誘い込んだらどうかとも思います。

　現在、ニーズに合わせた効果的なプロモーションを展開してい
るところであり、ご意見については、今後、基本計画や実施計画
の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

68 2

3月14日静岡市のSDGｓのフォーラムに参加しました。政財界及びさいたま市
長、徳島市長、ハワイ市長の参加もありました。また高校生大学生からの取り
組みが発表されました。静岡市長のリードがおおきかったですね。

そこで提案。鹿児島市も市長のリードでこのようなＳＤＧｓのフォーラムをオン
ラインで開催してはどうですか。私はフォーラム後のアンケートに静岡の温暖
な気候とホスピタリティーあふれるフレンドリーな市民は市や県の宝物財産だ
と書きました。子供の話の影響が大きいです。

　ＳＤＧｓにつきましては、現在、市民や事業者への普及啓発の
ほか、ＳＤＧｓの推進に取り組む企業、その他団体等として本市
が登録する「かごしまＳＤＧｓ推進パートナー」等の交流・連携
を進めることとしております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

69 2

稼ぐ観光につながる誘客推進について、まず鹿児島市磯地区から喜入地区
までの錦江湾沿いに、サイクリングコースを一本を通すことを提案します。

その後、隣接自治体と協力して、霧島市・指宿市までコースを伸ばします。
コース中には物産館と同様の機能を持つ施設と休憩や災害に備えた東屋及
びシェルターを一定間隔で設置します。

国内外観光客向けにアクティビティを設けることで、県内を移動してもらい、
各地の特産品や歴史などの様々な魅力に触れてもらいます。コース近辺にレ
ンタサイクルや鹿児島空港から鹿児島市内まで持参したサイクルを移動させ
る専用貨物車を設けます。長期的に自然を生かした鹿児島の魅力を伝えられ
ると思います。

　自転車を活用した観光振興については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、
「誰もがスポーツを楽しむことができる環境を整え、国内外から
多くの人が集うまちをつくります」としており、ご意見について
は、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。 Ｄ

－15－



－16－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

70 2

稼ぐ力向上プロジェクトに、観光消費額を推進と記載がありますが、本市の
産業の内、観光業は何％を占めますか。

それで全鹿児島市民の所得がどれだけ上がりますか。昔から本市でも観光
業の振興が行われていますが、過去からいくら所得が上がりましたか。

　ご意見のあったことについては、具体的な数値を持ち合わせて
いないところですが、特に重点的に取り組むべき施策として位置
づけている「重点プロジェクト」の中で「”地域の稼ぐ力”向上
プロジェクト（仮称）」に取り組むこととしており、今後の参考
とさせていただきます。

Ｄ

71 2

　公民館・体育館の施設利用手続きの電子化を希望します。
現在、予約申込取り消しはネットで出来ますが、手続き時の書類記入や施設

側の領収書記入に非常に時間がかかります。また前日までに手続き、支払い
を終えなければならず、利用日までに1度わざわざ行かなければなりません。

また以前、施設側の領収書の記入間違いがあった際、持参して交換させて
欲しいと言われ困りました。オンラインでの予約申込取り消しに加え、支払い
までできると施設側も利用者も負担が減ると考えます。

　ご意見のあった「公民館・体育館の施設利用手続きの電子化」
については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

72 2

　松元小学校、松元中学校校区内に居住しています。
通学路が狭く、所によってはほとんどスペースのない歩道のすぐ横を車が通

る場所が多々あります。通学時間帯にかぶらないよう早めに出たり、通勤路を
変えて事故しないように工夫していますが、月に何度かはヒヤリとする日があ
ります。
　安心して通える道路を一日も早く整備してほしいです。

　安心して通える道路については、「３　基本構想」-「（２）基
本目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「生活道路
など、市民の暮らしを支える生活基盤について、効果的な整備を
進め、誰もが暮らしやすいまちをつくります」としており、ま
た、現在、安心・安全な道路空間の整備に取り組んでいるところ
です。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

73 2

鹿児島市役所松元支所の正面に行くにあたり、支所隣の保健センターの角
の通路が狭く、しかも対向車が確認しづらいです。

支所側から車が来るかもとゆっくり進んでいますが、なかにはスピードを緩め
ず走ってくる高齢ドライバーにも複数遭遇していて毎回ヒヤヒヤです。もう1箇
所出入りできる通路を設けてほしいです。松元小学校横の道路をまっすぐ通し
ていただければベストです。

　ご意見いただいた支所内の通行については、注意喚起用の回転
灯や反射鏡の設置による安全対策を行っており、引き続き、利用
者の方々への周知等を実施してまいりたいと考えております。

Ｄ

74 2

今後の自分も含め一人暮らしの高齢者が増えてる鹿児島市でも、横須賀市
の「わたしの終活登録」事業をして欲しいです。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で、「市民一人ひ
とりが、共に支え合い、生きがいを持って自分らしく生活できる
地域づくりを進めます」としており、今後、基本計画や実施計画
の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－16－



－17－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

75 2

　子育て支援センター５ヵ所の廃止撤回をお願いします。
コロナ禍により、人と人との接触をなるべく避けることが大切になりました。未

就園児やその親にとっては社会とのつながりがより薄れてしまう状況です。日
頃からよく行く、気の知れた安心できる子育て支援センターはとても大切な存
在です。

また、コロナ前に行った署名により多くの人が廃止撤回を求めていることも明
らかになりました。総合計画策定にあたっての視点１（人口減少や市民ニー
ズ）、視点３（多様な連携、つながりを重視）、視点４（市民の意見を聴衆し反
映、市民の視点に立ったわかりやすい計画）の面からも子育て支援センター
の継続運営をお願いいたします。

  地域子育て支援センターについては、引き続き、利用者等の意
見を把握しながら、子育て支援体制全体の整備の視点に立ち、検
討することとしております。ご意見については、今後、基本計画
や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

76 2

鹿児島の観光事業や市内をもっと若者からの指示を得て、何度でも来たいと
思えるような(InstagramやTwitterで有名になるような)町づくりになるようにアー
トにも目をむけるのもいいなあと思ってます。

例えば、外国を転々として、今は指宿にいる壁アートで、有名なTwitterや
Instagramのアカウント【SH11NA】椎名さんに天文館のお店の閉まっている時
のシャッターに桜島や西郷どん、篤姫、さつまいも、オクラなど、描いてもらっ
て、シャッターがおりていてもそれを見に訪れてくれるきっかけがあるだけで全
然変わってくると思いました。そろそろ、外国に行きたいと話していたので、
アーティストの力で活性化してもいいなあと考えました。【すなくじら】のお店の
絵がインスタで沢山アップされているので、描いてもらいたいです。

また、福岡にある有名な【みなと温泉】のような温泉&岩盤浴施設があると凄
くいいなと思います。高齢者も多く、温泉の数が多い鹿児島だからこそ、蜂の
巣型サウナ、滝が流れる岩盤浴、岩塩の岩盤がひとつに大きな施設で集約さ
れていると、若者高齢者みんなが健康にふれ合える憩いの場になると考えま
す。

そして、食べ処として、鹿児島の魚料理など、広い落ち着ける畳部屋などあ
るといいなと思いました。

他県の人に「鹿児島は、ドルフィンポートや屋台村とか破壊する県だよ
ねー。」とサラッと言われたことがあり、とても悲しい気持ちとなったため、長く
県民に愛され、簡単に取り壊さない施設を建てるのであれば、建てて欲しいな
と切に思います。

大きな岩盤浴兼温泉施設、アーティストによる活性化を取り組んで欲しいで
す。その先に勿論景観もあると思うため、デザインや原案など市民投票型式な
ど参加できる様式だと有難いと思いました。

　ご意見のあった「大きな岩盤浴兼温泉施設」については、ご意
見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。
　また、「アーティストによる活性化」については、「３　基本
構想」－「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇り
あるまち」で、「文化芸術や歴史に親しむことのできる市民文化
を創造します」としており、また、これまで、地域の文化芸術活
動を支援する取組を行ってきております。ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

－17－



－18－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

77 2

鹿児島は、空き家問題の古民家がたり、松元茶&霧島茶が有名なこともある
ため、予約率96%以上の九州鉄道【36プラス3】のデザインを手掛けた「水戸岡
鋭治さん」に依頼をし、お茶専門店など空き家古民家リノベーションをするとい
いと思いました。【銀座 higashiya】さんのようにお茶販売すると、垢抜けて、若
者のお茶への関わりが強くなると考えます。デザインを気に入り、何度もくる
人、美味しいお茶にはまりくる人など幅広く、鹿児島の魅力を伝えることが出
来そうだと考えます。

【和風のハリーポッターの列車のような旅館、ホテル、古民家、老人ホームな
ど】増やしたら絶対稼ぐ力に繋がると思います。
　薩摩切子はそのひとつで、ぜったい力になると思います！

また、その際は、芸人の「サンシャイン池崎さん」にTVやローカル番組で宣
伝、池崎さんのYouTubeで宣伝してもらうのもいいと思いました。

　まつもと茶のＰＲについては、農協等の関係団体と連携して取
り組んでいるところです。
　また、現在、リノベーションなど空き店舗等の再生を担う人材
育成を行っているほか、伝統的工芸品の普及促進に取り組んでい
るところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。 Ｄ

78 2

鹿児島市の「第六次鹿児島市総合計画基本構想（素案）」の「少子化対策・
子育て支援の推進」に、「出会い・結婚の支援の充実 ○ 出会いの機会・場の
提供 ○ 結婚に関する相談・支援 ○ 若者への意識啓発」との項目があります
が、少子化対策（子供が増えない要因）を考えた結果が「出会いの欠如」や
「結婚支援の不足」etcなのですか。

あと、その対策としての「若者への意識啓発」ってこれは本気でしょうか。こち
らは血税を用いて何をどう意識啓発するのでしょうか。

一昨年秋に『里山資本主義』の著者である藻谷 浩介さんが市役所職員さん
に向かって「第１回総合計画研究セミナー」で話してくれたことは覚えていらっ
しゃらないのでしょうか。少子化の問題は若者の意識や、結婚ができないこ
と、出会いがないことが本質ではありません。

こちらは藻谷先生の講義を踏まえずとも時事問題等を眺めれ考えればわか
ることではないでしょうか。

まず一昨年参加させていただいたワーキングで議論された内容がほぼ反映
されていないように見えたのでそれを指摘しようと思ったのですが、こちらの内
容があまりにも酷かったのでまずは意見させていただきました。本当に残念で
す。

　「２　総合計画策定の前提」－「（１）時代の潮流」の＜人口
減少・少子高齢化の進行＞で記述しているように、人口減少・少
子高齢化の進行への対策には、「交流・関係人口の拡大による活
力創出」、「安心して暮らせるまちづくり」、「若い世代にとっ
て魅力ある環境の創出」などが必要であると考えております。
　ご意見のとおり、少子化対策は、経済面や子育て支援体制な
ど、様々な要因に対応する必要があることから、計画の推進にあ
たっては、各分野で総合的に取り組むこととしており、ご意見に
ついては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考と
させていただきます。 Ｄ

79 2

基本目標１－４－Ⅱ「シビックプライドの醸成」：市民の意識や活動、豊かな
生活は魅力ある街づくりの基礎中の基礎となるため、「都市ブランディングの
推進」より先に記されたい。

都市のブランディングに沿ったシビックプライド醸成は、市民主体ではなく、
対外的で形式的なものになりかねず、真に人々に根付いたものか不安であ
る。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「効果的な情報発信やシ
ビックプライドの醸成などにより、まちの魅力を磨き高めます」
としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

－18－



－19－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

80 2

基本目標１－５－Ⅰ「人権の尊重」：具体的に、「SOGIの理解推進」を追加し
ていただきたい。

　ＳＯＧＩの理解促進など性の多様性については、「３　基本構
想」－「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」
で、「性別や年齢、国籍などに関係なく、一人ひとりの人権が尊
重され、個性と能力を発揮できる地域社会を築きます」としてお
り、また、現在、性の多様性の理解促進に向けた取り組みを進め
ているところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計
画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

81 2

基本目標１－５－Ⅱ「男女共同参画」：市議会傍聴に行くと毎回残念な気持
ちになる。行政の意思決定責任者である当局席は9割以上男性職員であり、
ジェンダーバランスが偏向している。

主導する行政がまずは改革を進めるべきである。そうでなければ、なんのた
めに男女共同参画課があるのか。深く自省（県外・庁内研修などワールドスタ
ンダードなジェンダーバランスを職員がまなび、身に付ける機会の創出）して
から啓発・発信していただきたい。

　あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画につ
いては、現在、男女共同参画に関する職員研修を行うとともに、
男女共同参画情報誌の発行等により啓発に取り組んでいるところ
です。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

82 2

基本目標３－１－Ⅱ「稼ぐ観光」：コロナ時代を全く反映していない、非現実
的な目標にみえる。

MICE、クルーズ船の受け入れ、誘致が可能となるのは数年先であり、いまま
さに「稼ぎたい」観光業関係者が現在から未来へ見通しが立つような施策につ
いて記されたい。

　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「”地域の稼ぐ力”向上プロジェクト（仮
称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今後、基
本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

83 2

基本目標３－４－Ⅱ「都市型観光の推進」：具体性に欠ける印象。例えば文
化芸術、歴史、エンターテイメントなどと結びつけ、双方の活性化を生む施策
を期待したい。

　都市型観光の推進における文化芸術、歴史、エンターテイメン
トなどとの結びつけについては、現在、中心市街地活性化基本計
画において、文化薫る地域の魅力づくりプラン推進事業や鶴丸城
跡「にぎわい」創出事業などに取り組んでいるところです。ご意
見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参
考とさせていただきます。

Ｄ

84 2

基本目標５－１「少子化対策」の一番目が、「出会いの機会・場の提供」、「結
婚相談支援」であるならば、鹿児島市は昭和時代真っ只中として、世に大恥を
さらすだろう。

若者の就業支援・生活支援、経済的な子育て支援（中学生まで医療費無償
化、児童手当増等）、時代に即さない鹿児島公教育現場の意識改革、ひとり
親と子の支援・手厚いケアなど、誰もが安心して生み育てられる環境を整える
こと。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、ライフステージ
にあわせ、「結婚、妊娠・出産、子育ての切れ目のない支援を充
実する」こととしております。
　ご意見のとおり、少子化対策は、経済面や子育て支援体制な
ど、様々な要因に対応する必要があることから、計画の推進にあ
たっては、各分野で総合的に取り組むこととしており、ご意見に
ついては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考と
させていただきます。

Ｄ

－19－
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85 2

・少子化対策について
現在の少子化の最大の理由は、出会いの場がないというよりも、特に就職

氷河期世代が「経済的に結婚して子どもを育てることができない」ということで
はないでしょうか。

わたしにも子どもが3人いますが（小4が2人、5歳児がひとり）、このまま子ど
もたちが大きくなり進学・就職などをきちんとサポートできるか大変不安です。

わたしは1977年の生まれで現在43歳です。周りの同世代でも非正規雇用で
「結婚なんてできない」という友人、結婚はしたけれども経済的に子どもを育て
ることはできないので、生まないという選択をしている友人も多いです。

夫婦ともに仕事をしながらの子育ては大変なことばかりですが、わたしたち
は子どもは希望だと思い育てています。

鹿児島市独自の子ども手当や、育児や家事を無料ないしは安価でサポート
してくれる仕組み・家賃の支援などお願いしたいです。子育て支援は移住促進
にもなるかと思います。

　ご意見のあった「就職氷河期世代への支援」については、就職
氷河期世代を対象とした実態調査を実施し、正規雇用化の促進を
図る取組を進めているところです。ご意見については、今後、基
本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。
　また、「子育てに対する経済的な支援」については、「３　基
本構想」－「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇
りあるまち」で、「結婚、妊娠・出産、子育ての切れ目のない支
援を充実するとともに、未来の力となる子どもたちの明るく健や
かな成長を支えます」としており、また、現在、こども医療費の
助成などに取り組んでいるところです。ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

86 2

・県体育館・サッカースタジアムについて
　鹿児島市の市街地・平地はただでさえ狭い。
　少子化・税収も減るなか無理をして大規模な箱モノを建てるべきでしょうか。

鹿児島市だけが発展しなければならないわけではありません。霧島市や薩
摩川内市に譲ってはいかがでしょうか。空港や新幹線があり県外からも来や
すいですし、土地も鹿児島市よりは余裕があるかと思います。（こちらも市の管
轄じゃないでしょうが、鹿児島市の意見は大きいかと思います）

　県の新たな総合体育館については、県が設置した基本構想検討
委員会において、まずは、施設の具体的な機能や規模・構成等の
検討を行い、次に、候補地などの検討を行うこととされておりま
すことから、県の基本構想に向けた検討状況を注視し、必要に応
じ対応してまいりたいと考えております。
　また、サッカー等スタジアムは、施設の複合化や機能・サービ
スの多様化を図り、試合が開催されない日においても、日常的に
多くの人で賑わう施設を考えているところであり、今後、このよ
うな観点から国内外のスタジアム等を参考にしながら検討してま
いりたいと考えております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

87 2

　第六次総合計画の実施に、学校現場から是非協力させてください。
持続可能な鹿児島をつくりあげ、次の世代へ引き継いでいく為にも、次世代

を担う生徒たちと協働・連携して、新しい鹿児島の価値を共に創ることができ
る具体的な環境づくりが必要です。

昨今の大学入試でも「自ら問いを立て、創造的・批判的に吟味・検討し、他者
と協働して問題解決にあたる力」が強く求められています。市民であり次世代
の主役である生徒一人ひとりの個性と能力を発揮させつつ、鹿児島への熱い
思いを持った方々とさまざまな交流を図れる場を是非設けてください。

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「若者をはじめ広く市民意見を聴取し、反
映させるとともに、市民や市民活動団体、事業者などのあらゆる
主体が課題を共有し、協働・共創しながらまちづくりを進めてい
く」としており、ご意見については、今後、基本計画や実施計画
の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－20－
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88 2

中央駅周辺（アミュプラザ、Lika 等）天文館（山形屋,よかど鹿児島等）さらに
はスタジアム候補地など回遊性を持たせる施設企画やイベント開催を希望し
ます。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅
力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「街なかにおける商
業・観光などの魅力を創出し、にぎわいと活気を高めます」とし
ており、また、サッカー等スタジアムは、施設の複合化や機能・
サービスの多様化を図り、試合が開催されない日においても、日
常的に多くの人で賑わう施設を考えているところであり、今後、
基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

89 2

確実にニーズが増加していくエンジニア等のプログラミング教育の強化、リ
モートワークでの県外企業への就業の選択肢の周知、優秀な人材を強みに
県外企業の誘致。

　現在、ＩＣＴ人材などのクリエイティブ人材の育成や、情報関
連産業などの重点産業の企業立地等に取り組んでいるところであ
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

90 2

県外の若年層に発信力を持つTHE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL（10
月）と若年層が多く集まる渋谷おはら祭り（5 月）との連動性の期待。

　現在、ターゲットやニーズに合わせた効果的な情報発信や誘客
を行っているところであり、ご意見については、今後、基本計画
や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

91 2

人口減の中でも増えているのは若い在住外国人である。技能実習生と留学
生が主だが、専門的・技術的分野の外国人も年々増えている。海外からの旅
行客だけでなく、在住外国人を増やすことで経済、教育、文化等の担い手とし
て地域の活性化につなげるとともに、外国人にも住みやすいまちづくりを進め
ることで多様性のある国際的な都市になっていく。また、留学生は卒業後、貴
重な人材である。

　外国人にも住みやすいまちづくりについては、「３　基本構
想」－「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」
で、「国籍などに関係なく、一人ひとりの人権が尊重され、個性
と能力を発揮できる地域社会を築きます」としており、また、現
在、多文化共生の推進に取り組んでいるところです。ご意見につ
いては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

92 2

まずは、パブリックコメントの機会に感謝いたします。議会が住民の多様な意
見を代表すると言えなくなりつつある時に、大切な制度であると考えます。機
会を充実し、「市民との協働・共創を推進」していただきたいと思います。

　パブリックコメントについては、現在、市民参画を推進する条
例に基づいて実施しており、市の取組みについて、出来る限り意
見を反映するよう努めているところです。ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

93 2

資料２について
４　ｐ５　（２）同上　温かみのある人柄と助け合いの風土

幼稚園、保育園、児童クラブ、放課後子ども教室などにおいて、年代を超え
る郷中教育につながる学習を進めることにより風土の形成を図る必要がある
と思います。そのため、郷中教育にふさわしい教職とは分野を別にする人材を
確保する必要があります。この人材確保のため、人件費はもとより教材等関
係経費を今より飛躍的に拡充させる必要があると思います。

　青少年教育については、「３　基本構想」－「（２）基本目標
豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「学校・家
庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健やか
な体を育む教育を進めます」としており、また、現在、新・郷中
教育の推進に取り組んでいるところです。ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

－21－
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94 2

資料３について
１　ｐ５　ゼロカーボンシティかごしまの推進

再生エネルギーの地産地消の推進について、県外（資金的には国外）業者
による県外供給のための再生エネルギー事業（大規模風力発電・太陽光発電
施設等）については排除し、地域内企業や国・公営住宅、個人住宅における
再生エネルギー事業を、推進・助成してください。

　本市では、市民や市内の事業者の太陽光発電システム等の設置
に対し助成を行い、再生可能エネルギーの導入促進を図っている
ところです。
　また、市内で作られる再生可能エネルギーについては、地元の
小売電気事業者等と連携し、市内で消費できる仕組みづくりを構
築することで「ゼロカーボンシティかごしま」の実現に寄与する
ものと考えております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

95 2

資料３について
２　ｐ５　同上

環境学習・環境教育の推進について、かごしま環境未来館の情報を活用し、
市内の多様な団体・人材と連携して、具体的に強化・推進してください。以下
の循環型社会の構築、人と自然が共生する都市環境の構築，生活環境の向
上にも，直ちに役立つと思います。

　これまで、環境学習の拠点施設である「かごしま環境未来館」
では、環境保全に関する活動を行う市民活動団体や事業者等を
「かごしま環境未来館登録団体」として登録し、活動の支援を
行っているほか、市民活動団体や事業者等と協働した講座を市内
各地で実施しているところです。ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

96 2

資料３について
３　ｐ１０　生活の安全性の向上

健全な消費生活の向上について、詐欺まがいのテレビやSNSの広告など、
消費者のおかれている危険な状況はますます高まっていますので、消費者教
育の重要性のみならず、緊急性も計画に位置付けていただきたいと思いま
す。

  健全な消費生活の向上については、現在、消費者教育や消費者
被害未然防止対策に取り組んでいるところです。ご意見について
は、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

97 2

資料３について
４　ｐ１０命を守る危機管理・防災力の向上

危惧される桜島大噴火については、鹿児島市は勿論、鹿児島湾周辺市町に
とどまらず、九州内への避難の必要性を感じます。

これまで行われてきた総合防災訓練などの想定では、区域が狭すぎるよう
に思われます。このため、可能な限り広域な自治体との連携と、これを踏まえ
た図上及び実地の演習・訓練が必備であろうと思いますので、位置付けてい
ただきたいと思います。

　大規模噴火対策については、「３　基本構想」-「（２）基本目
標　自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で「危機管
理体制や防災力・消防力を強化」としており、また、現在、大規
模噴火に備えた対策の充実に取り組んでいるところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

98 2

　質の高い暮らしを支える　快適なまち　　【都市・交通政策】
　■機能性の高い都市空間
　　●鹿児島市民が休日や夜にも憩う場所、施設が中心地に必要である。

鹿児島市内は夜になると、若い人たちが楽しめる場所がない。酒を飲むだ
けの夜だけではなく、ふらっと行けるジャズコンサートやトークショーなど若い
人たちも楽しめるミニイベントなどをウォーターフロントの倉庫などで行って欲し
い。これは、観光客の誘致にもつながり、中心市街地の活性化にもなる。

　現在、民間団体が実施する、多くの市民や観光客を呼び込める
新たなイベントに支援をしているところであり、ご意見について
は、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

－22－
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99 2

　魅力あふれ人が集う　活力あるまち　　【産業・交流政策】
　■地域特性を生かした観光・交流の推進

●東アジアを中心としたインバウンドでは、クルーズ船の来航が主たるもの
で。

鹿児島は経由地であり目的地ではないのが現状である。以前、中国の旅行
代理店の責任者と話をした折、富裕層はもう東京や大阪など行かない。

魅力ある地方を目的地として、友人や家族と少人数で多額の費用を持ち持
ち込んで来るとの事であった。鹿児島の自然、温泉などは、魅力あるものであ
り、まさに目的地化する手段と思う。これは、クルーズ船での来航者を否定す
るものではなく、両輪で進める施策と考える。

また、クルーズ船、富裕層の観光客いずれも中国側の旅行代理店が多くの
権限を持っており、中国側との接触、関係強化を図ることが必要である。
※蛇足ですが、観光に関しては市、県が連動した動きが必要かと思います。

　現在、ターゲットやニーズに合わせた効果的な情報発信や誘客
を行っているところであり、ご意見については、今後、基本計画
や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

100 2

　魅力あふれ人が集う　活力あるまち　　【産業・交流政策】
　■地域産業の活性化

●海外展開の促進に関しても、県産品の海外への輸出は可能性の高い
施策と思う。やはり、これも人口のボリュームから中国を対象に考えざる得な
いと思う。その場合も中国の信頼できる業者を選ぶことが、ポイントである。

　ご意見のあった「海外展開の促進」については、「３　基本構
想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う　活力あるま
ち」で「地域産業の活力の創出や海外展開、農林水産業の振興を
進める」としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

101 2

　聴覚障害者と共に活動する手話サークル太陽に所属しています。
社会は以前に比べると住みやすい、働きやすい環境になってきていますが、

聴覚障害者にとっては、まだまだ、大変な部分がたくさんあります。同じ人間で
ありながら、鹿児島市民でありながら、健聴者と同じようにはいかない。

その中で自分の人生を支える仕事について、資格を取りたい、講座に参加し
たいという時、鹿児島市では6時間だけは手話通訳派遣を申請できます。例え
ば3か月続く講座や、1週間続く研修など、6時間以外は自費になるか？ボラン
ティアという形になります。この制度の見直しを是非してほしい。

もう一つは趣味、旅行に関すること等、手話通訳の派遣はできないことに
なっています。人生の幅を広げ楽しみを増やしたい、観光に行った時、ガイドさ
んの説明がわからないなど、最低でもこの二つの手話通訳は認めてもらえる
よう制度を変えてほしいと願います。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で、「共に助け合
い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進めます」
としており、また、現在、障害者の社会参加の促進に取り組んで
いるところです。今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての
参考とさせていただきます。

Ｄ

102 2

　鹿児島市のイメージ
4.鹿児島市は、桜島と海で景観と温泉にめぐまれているが、世界トップクラス

の肉魚野菜などの食や産業観光をすすめるべきである。

　現在、本市が有する自然や歴史・文化に加え、豊かな食につい
ても、積極的に情報発信をしているところであり、ご意見につい
ては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせ
ていただきます。

Ｄ

－23－
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103 2

　鹿児島市のイメージ
6.施設投資でなくメンズキッチンなど市民自主活動に、応援はたすかる。県

産食材でバランス食事を、全世代に進めるべき。

  ご意見については、「３　基本構想」―「（２）基本目標　自
分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で、「健康づくり
や感染症対策の強化」に取り組むとしており、また、これまで、
食育の推進に取り組んでいるところです。今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

104 2

文化・芸術面での意見です。鹿児島市は、「音楽」の施設の充実が必要だと
私は考えます。

例えば、全日本合唱連盟が主催する「全日本合唱コンクール」の全国大会に
は、毎年全国からたくさんの観客が来ます。チケットの倍率は何十倍にもなる
ほどです。全国大会の会場は毎年変わります。全国大会の会場に選ばれるに
は「1900人以上を収容できるホール」という条件があります。鹿児島市にはそ
の条件を満たすホールがありません。(九州内でもとても少ないです。)しかし、
この全国大会開催にあたっての、その会場のある市や県への経済効果は大
きなものがあります。
　従って、収容人数、音響等の充実したホールの必要性を感じます。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「文化芸術や歴
史に親しむことのできる市民文化を創造します」としており、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。
　なお、川商ホール（鹿児島市民文化ホール）第一ホールの収容
可能人数は１，９９０人で、これまで合唱などの全国大会の会場
としても利用されております。

Ｄ

105 2

　一人暮らしの人が増え「寂しさ」を抱える人がとても多くいるように感じます。
町内会など地域のイベントも、家庭を持った人でないと参加できない雰囲気

があります。独身であっても地域とのつながりを持ち周りに引け目を感じずに
暮らしていけるための政策が必要ではないかと感じます。

　ご意見については、都市像に人やまちの多様なつながりの中で
互いに支え合い、地域社会に温もりと活力が満ちているまちを目
指すとしており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての
参考とさせていただきます。

Ｄ

106 2

鹿児島市は他の都市に比べて、美術館や博物館など、文化芸術が本当に
物足りないと感じています。都城市、別府市、水俣市、熊本市など、九州の地
方都市でも、魅力的な文化芸術政策を行っている都市をうらやましいなと思い
ます。

市立美術館に足を運んだことのない人が多いのが残念です。環境未来館や
メルヘン館のように、公園のような感覚で親子が遊びに来ることができ、市民
の「何か面白いことがしたい！わくわくしたい！」に応えるよような、生きている
施設の魅力が、鹿児島市立美術館にもあればいいのになと思います。

　美術館については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「文化芸術や歴
史に親しむことのできる市民文化を創造します」としており、ま
た、現在、企画展の開催などに取り組んでいるところです。ご意
見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参
考とさせていただきます。

Ｄ

107 2

鹿児島の最低賃金は全国で最も低いですし子どもの貧困率も高いです。学
用品を買ったり、靴下や肌着を買ったり、時々外食したりすることもなかなかで
きない生活の家庭は、鹿児島では本当に多いと思います。

また、子どもの経済的な格差が、教育の格差になっている現状があると思い
ます。家に経済的な余裕と精神的余裕がなければ、勉強をじっくり教えたり、
塾に行かせることができないです。

親に余裕がないゆえに、子どもが学校の勉強に追いつくことができず、勉強
嫌いになる子どもも多いと思います。そのような大勢の子どもたちの、学力の
底上げが必要だと思います。よくある次世代リーダー教育よりも、困っている
子どもの学力の底上げを行ってほしいです。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたちの
明るく健やかな成長を支えます」、「学校・家庭・地域が連携・
協働しながら、確かな学力、豊かな心、健やかな体を育む教育を
進めます」としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。 Ｄ

－24－
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108 2

明石市の子育て支援政策を知って本気で行えばこのような変化があるのだ
な、と思いました。

以前、市内５カ所の子育て支援センターを廃止するという計画がありました。
「子育てするなら鹿児島市」キャッチコピーは本当に形だけなんだろうなと強く
感じ心からがっかりました。当事者の対場に立った政策を行ってほしいです。

　地域子育て支援センターについては、引き続き、利用者等の意
見を把握しながら、子育て支援体制全体の整備の視点に立ち、検
討することとしております。ご意見については、今後、基本計画
や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

109 2

私は県外出身ですが、鹿児島ならではの深く染み付いた男尊女卑の感覚を
感じます。町内会の行事で男性へのお酌する女性部の姿など、移住者が
ギョッとするような場面は多々あると思います。女性の登用など、ジェンダー
ギャップに配慮した政策をどうかよろしくお願いします。

　社会のあらゆる分野における男女共同参画の促進については、
現在、男女平等の理念の浸透と意識の高揚を図っているところで
す。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

110 2

子育て支援センターを無くさないでください。日頃より伊敷にある「いっぺこっ
ぺ」を利用していますが、１年半前に市内５か所のセンター廃止の知らせが突
如あり、利用者一同本当に本当に困惑しました。

つどいの広場との機能重複を廃止理由としていますが、両者は全く別物だと
感じています。支援センターと先生方は、小規模ならではの距離で親子の心
に寄り添い、一緒の目線で子育てしてくださいます。一人で孤育てしているの
ではないと教えてくれる温かい場所です。地域の子育て世帯にとってこれから
も無くてはならない大切な居場所です。ぜひ、廃止延期ではなく、末永い存続
の決定を強く願います。

　地域子育て支援センターについては、引き続き、利用者等の意
見を把握しながら、子育て支援体制全体の整備の視点に立ち、検
討することとしております。ご意見については、今後、基本計画
や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

111 2

　市電と市バスは、早くSuicaに対応した方が良いです。 　全国交通系ＩＣカードへの対応については、これまでも検討し
てきておりますが、費用対効果等の課題が多く、市内ではラピカ
等が普及していることもあり、今日まで実現に至っておりませ
ん。ご意見につきましては、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続
可能な公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整え
ます」としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

－25－
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112 2

現在、聴覚障害を持つ子供の７割近くが人工内耳装用。言葉を覚える前に
人工内耳装用の手術が有効とのことで３歳前に行う方が多い。人工内耳で言
葉を聞き取り、日本語として学習していきます。聴覚障害であっても聾学校に
は行かず、多くの子供たちの中で学ばせたいと一般学校への入学を希望。

人工内耳は静かなところで１対１なら言葉の判読も有効です。しかし、賑や
かで音が氾濫する学校現場では人工内耳装用の子供には配慮が必要になり
ます。

UDトークの活用、FMマイクの使用、視覚情報を多用するなどの配慮をして
頂きたいと思います。

人工内耳装用者 補聴器装用者には鹿児島市からも電池を補助していただ
いてはおりますが、教育現場での支援はまだまだです。

以前、学校に通う難聴児童の父兄から子供が授業で聞こえない部分をノート
テイクでお願いしたいと教育委員会にお願いに行かれました。しかし、前例が
ないと認めてもらえませんでした。

他県では小学校入学からノートテイクでの支援を受けられ、ほかの聞こえる
子供たちと同じように授業を受けています。一緒に育つ子供も聴覚障害の理
解があり、対応も自然と身に着けています。

第六次総合計画を考えられるとき、手話を言語としない人たちへの政策も考
えていただきたいと思います。

　特別支援教育については、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子ども
たちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学
校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、
健やかな体を育む教育を進めます」としており、また、現在、そ
の充実に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、
基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

113 2

P7 スポーツ交流・進行の推進の中に、◆ライフステージに応じたスポーツ
活動の推進 を入れ、○ スポーツを「する」「見る」「支える」活動の推進 ○
地域スポーツクラブの運営活性化　を追加するとよいと思う。

　「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う
活力あるまち」で、「誰もがスポーツを楽しむことができる環境
を整え、国内外から多くの人が集うまちをつくります」としてお
り、また、現在、市民の生涯にわたるスポーツ活動の受け皿とな
る地域スポーツクラブの活動を活性化する取組を行っておりま
す。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

114 2

よく観光客のためとか、観光に便利なように、ということを耳にしますが、まず
は鹿児島市民中心、特に一般市民中心の施策を。

観光客はしょせん通過人であり、その多くは一過性の人たちである。そんな
通過人のために何かをつくったり、こわしたり、変えたりしない。

まずは、今鹿児島市に住み、鹿児島市で生活する人たちが心地よく「いいま
ちだ」と実感できるまちづくりを。そして、その結果として、観光客が増える、そ
んなまちづくりを。

　現在、コロナ禍における状況を考慮する中で、地域の良さや魅
力の再発見をする等の取組を行っているところであり、ご意見に
ついては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考と
させていただきます。

Ｄ

－26－
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115 2

鹿児島市の建物の高さ制限の基準を城山展望台からのものにしているが、
甘いのでもっと厳しくする。

桜島の裾野に海が入るようにという設定のようであるが、城山ホテルの「ホ
ルト」のところ（川辺町出身の京都大の先生の歌碑がある所）から桜島の方を
みると、鹿銀本店の新築ビルが海をつっきってしまい、せっかくの桜島が台無
しになっている。海にかからないような高さ制限をして欲しかった。

　本市の建物の高さ制限については、現在、市景観計画に基づき
桜島並びに城山への眺望確保に取り組んでいるところです。ご意
見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参
考とさせていただきます。 Ｄ

116 2

　天文館
鹿児島市の中心街の顔だった天文館はいつのまにか県外資本で埋められ

ている２０年位前までは、古くからあるお店がたくさんあった。そして上品さも
あった。文化的な要素もあった。しかし、今はご覧のとおりである。「天文館」と
いう地名も素敵で鹿児島の顔だったのに。

　「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う
活力あるまち」で、「街なかにおける商業・観光などの魅力を創
出し、にぎわいと活力を高めます」としており、また、現在、魅
力向上に取り組む商店街等を支援するなど、魅力ある地域拠点づ
くりの推進に取り組んでいるところです。ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

117 2

　今残っているいい場所はこれからの人たち用に残しておく。
すぐ大きな建物や施設をつくらない。いい場所にスポーツ施設をつくらない。

ひとたびつくると５０年以上、それがそこにあり続けることになる。桜島の邪魔
になる。一部の人たちで決めない。市民の声を聞いて、みんなが納得するプロ
セスを経るようにする。

　大型のスポーツ施設を整備する際は、市民の皆様のご意見を伺
いながら進めてまいりたいと考えております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

118 2

　一生を通しての体のメンテナンス構想を提案して欲しい。
年をとると腰が丸まったり、背中が傾いたり、足がO脚になったりして、歩行

がだんだん困難になっていく。そうなる前に、ポイントポイントで予防の生活の
仕方や手軽な運動など、手近に相談できるところ（システム）が欲しい。遠い所
にあっても手軽に行けない。

明るく生きていくには、やはり、自分で自由に体が動くことである。こういうた
たき台をつくるというのはいかがでしょうか。

　ご意見については、「３　基本構想」―「（２）基本目標　自
分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で、「健康づくり
や感染症対策の強化、医療体制の確保などにより、保健・医療を
充実し、健康寿命を延ばします」としており、また、現在、幅広
い世代に向けた健康づくりのための各種支援に取り組んでいると
ころです。今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考と
させていただきます。

Ｄ

119 2

　街を美しくできないか。歩道ののぼり旗が多すぎる。 　のぼり旗を含む屋外広告物については、現在、屋外広告物条例
に基づき景観に配慮した規制、誘導に取り組んでいるところで
す。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－27－
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120 2

第六次鹿児島市総合計画の策定を進めておられるとのこと、私日頃、生活
道路で感じていることがありますので、もし第六次鹿児島市総合計画に合致し
ておりましたら、ご採用頂ければ幸いです。
　伊敷より谷山港方面に車で行く場合、

① 国道３号線から高麗橋を渡り鹿児島大前、県体育館前を通り国道２２５
経由、東郡元町で県道２１７号に乗り換えて谷山港へ。
　②　鹿児島北ICから高速道路に乗り、谷山IC経由県道２１９号で谷山港へ。

上記①②ルート以外にも行けますが曲がりくねり踏切あり等、すんなりいけ
ません。
　③　第３ルートとして、下記の市道建設を提案いたします。

国道３号線花野口（河頭）パールランド病院付近→西別府→広木駅→山田
町→県道２１０号→谷山港へ。（６車線歩道付きトンネル、陸橋で立体交差点
ありで。）
　市北部方面への道路として

国道３号線花野口より花野光が丘→岡之原町→県道４０号→桑野丸で県道
５７号へ→姶良ICから九州自動車道に並走し、加治木ICで東九州自動車道経
由志布志港へつなげる。

この道路付近の市北部工業団地開発を進め企業誘致すれば、人口減少に
歯止めが掛かるのではと思います。

鹿児島市役所内に県外企業誘致課を設置され外国リターン企業等の誘致を
されたら、と思います。

　ご意見のあった「道路整備」については、「３　基本構想」-
「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、
「広域交通ネットワークの形成や、効率的で持続可能な公共交通
体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」としてお
り、また、現在、高規格幹線道路・地域高規格道路の整備促進に
取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計画
や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。
　なお、「企業誘致」については、現在、重点産業の企業誘致等
に取り組んでいるところであり、今後、基本計画や実施計画の検
討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

121 2

　谷山駅に谷山市電の電停移動はできないでしょうか。
通路の工事は進めているようですが、やはり子どもたちや高齢者の市電利

用を考えれば、鹿児島中央駅のように、市電、バス、タクシーと総合的なターミ
ナルの建設が望ましいと思います。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。
なお、路面電車の延伸につきましては、以前、谷山中央地区など
実現可能性が高い地区について調査検討を行った結果、費用対効
果の面などから総合的に判断し断念せざるを得ないという結論に
至った経緯がございます。

Ｅ

122 2

道路、アスファルトの補修技術を最新のものにして欲しい。最新のガジェット
を使用して。FFPやSMAなどのハイブリッド塗装があります。ＹｏｕＴｕｂｅでＴｅｃｈ
Ｂｏｘでユニークな技術があります。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

123 2

市役所行きバス等行き先が（同じバスが次から次へと来る）ルートが同じな
のは無駄では。市役所→桜島、終点を水族館までにするとか。水族館までが
少ない。

　本市の路線バスは、その多くが天文館地区を経由するルートと
なっていることから、都心部に一極集中している状況がございま
すが、各路線の運行ルートについては、交通事業者により設定さ
れているため、個別の路線の要望に関しましては、交通事業者に
も共有させていただきたいと考えております。

Ｅ

124 2
　フェリー、トイレとかリフォームを。 　桜島フェリー、トイレのリフォームについては、船内スペース

も限られていることから、ご意見として承ります。 Ｅ

－28－



－29－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

125 2

　谷山電停を慈眼寺駅辺りまで延長できたらと思って、意見を述べました。 　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。
なお、路面電車の延伸につきましては、以前、谷山中央地区など
実現可能性が高い地区について調査検討を行った結果、費用対効
果の面などから総合的に判断し断念せざるを得ないという結論に
至った経緯がございます。

Ｅ

126 2

　何でもかんでも有料化するのは良くない。
衛生面、エコを考えてレジ袋を再び無料化して欲しい。ポリ袋はエコなので

す。

　ご意見のあった「レジ袋の有料化」については、国において、
プラスチック資源循環戦略に基づき、全国的に取り組んでいるも
ので、海洋プラスチックごみ問題や地球温暖化に対応するため実
施しているとの考えが示されているところです。

Ｅ

127 2

　交通渋滞のない街づくり（市電の地下鉄・モノレール化） 　市電の地下鉄・モノレール化については、多額の設備投資が必
要であること、また、軌道敷緑化も含めた市電が走る風景は、市
民をはじめ、観光客の方々からも高い評価をいただき、本市を象
徴する景観となっていることから、ご意見として承ります。

Ｅ

128 2

　市役所行き→バス多い→行先 水族館までに。 　本市の路線バスは、その多くが天文館地区を経由するルートと
なっていることから、都心部に一極集中している状況がございま
すが、各路線の運行ルートについては、交通事業者により設定さ
れているため、個別の路線の要望に関しましては、交通事業者に
も共有させていただきたいと考えております。

Ｅ

129 2

理想的な都市像を実現するために、私の考える具体的な方法は、「鹿児島
本港区（ドルフィンポート跡地を含む）に、県立吉野公園と指宿フラワーパーク
の長所を取り入れたような、花と緑と水の溢れる都市型緑地公園を造り、鹿児
島市民・県民の憩いの場・健康増進の場として、また県外・海外の観光客誘致
の観光拠点の場として活用する」ことです。

この場所は優美で雄大な桜島の全景が一望でき、波穏やかで広々とした錦
江湾が眼前に広がります。桜島と錦江湾をセットにした公園は、世界一の都市
型緑地公園になると確信しています。また、市街地中心部にあり交通の便が
良く、平坦な場所であるので、高齢者や運転免許返納者、障がい者、子育て
世代が利用しやすい点も魅力です。

　ご意見のあった「ドルフィンポート跡地」については、県にお
いて、コンベンション機能や展示機能を備える施設の整備につい
て検討を行うこととしております。
　同跡地を含む本港区エリアについては、桜島や錦江湾が眺めら
れるよう配慮いただきたいと考えております。
　また同エリアは、本市のまちづくりにとって大変重要な地域で
あることから、今後の施設整備などの検討にあたっては、市民・
県民の理解が得られることが重要と考えております。

Ｅ

－29－



－30－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

130 2

理想的な都市像を実現するために、私の考える具体的な方法は、「鹿児島
本港区（ドルフィンポート跡地を含む）に、県立吉野公園と指宿フラワーパーク
の長所を取り入れたような、花と緑と水の溢れる都市型緑地公園を造り、鹿児
島市民・県民の憩いの場・健康増進の場として、また県外・海外の観光客誘致
の観光拠点の場として活用する」ことです。

この場所は優美で雄大な桜島の全景が一望でき、波穏やかで広々とした錦
江湾が眼前に広がります。桜島と錦江湾をセットにした公園は、世界一の都市
型緑地公園になると確信しています。また、市街地中心部にあり交通の便が
良く、平坦な場所であるので、高齢者や運転免許返納者、障がい者、子育て
世代が利用しやすい点も魅力です。

　ご意見のあった「ドルフィンポート跡地」については、県にお
いて、コンベンション機能や展示機能を備える施設の整備につい
て検討を行うこととしております。
　同跡地を含む本港区エリアについては、桜島や錦江湾が眺めら
れるよう配慮いただきたいと考えております。
　また同エリアは、本市のまちづくりにとって大変重要な地域で
あることから、今後の施設整備などの検討にあたっては、市民・
県民の理解が得られることが重要と考えております。

Ｅ

131 2

他県の取り組みのアニマルセラピー特別養護老人ホーム「さくらの里山科」さ
んのように殺処分野良猫たちを救うためにも、老人ホームなどの施設開拓をし
てほしいと思いました。

高齢で面倒をみれなくなったペットたちの幸せと、高齢者へのアニマルセラ
ピーなど、自然豊かな鹿児島だからこそ、取り組みの最先端を行ってほしいと
思いました。

また、芸人の「サンシャイン池崎さん」は、YouTubeで保護猫活動もしている
ため、PR芸人さんとしてもいいのかなと思いました。

　殺処分頭数の減少については、幼齢猫の人工哺育を市民へ依頼
するとともにミルク等の飼養資材を提供し活動を支援する「ミル
クボランティア活動支援事業」や、野良猫を減らすための地域猫
活動の推進など、各種取組を進めているところであることから、
ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。 Ｅ

132 2

　次世代を担うこどもたちの教育や生活環境に関する意見です。
私は学校教育に携わっている者で、思っていることがあります。それは全天

候に対応できる遠足や校外学習の目的地が少ないということです。晴れてい
ても目的地のバリエーションは少ないのですが、荒天時での遠足となれば、ほ
ぼ校内遠足。遠足や校外学習は、それぞれの年齢(学年）や目的、集団の大
きさ等によって、いろんな場所の選択の検討が必要となります。

一日中となれば、なかなかそういう施設はありません。そこで、全天候型で
長時間、乳幼児や学童世代が過ごすことができる大型施設の設置を希望しま
す。

以前、福井県坂井市に住んでいた経験から、エンジェルランド福井みたい
な、科学館を基調としながら、五感を通して総合的かつダイナミックに遊びな
がら学べ、そして全天候に対応できる施設があれば…と、ここ数年思っていま
した。

またこのコロナ禍で子育て世代に於いて、プライベートな時間の過ごし方とし
ても、過ごせる施設も少ないのではと感じている次第で、意見させていただき
ました。旧ドルフィンポートの空き地の有効活用も期待しています。是非ご検
討をお願いいたします。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

－30－
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

133 2

・自然と都市が調和したうるおいのあるまちについて
SDGsが標榜されていますが、少子化が加速するなかでの大規模な開発は

時代に逆行しています。
最近の報道で県の錦江湾横断道路の計画が発表されました。もちろん県の

管轄かとは思いますが、市として明確に反対の姿勢を表していただきたいで
す。

　ご意見のあった「桜島架橋」につきましては、県において錦江
湾横断交通ネットワークの可能性調査を実施された上で、「大規
模なプロジェクトであることから、その必要性について調査結果
を踏まえ、県民の意向、事業の緊急性・意義、採算性等を総合的
に勘案して判断する必要がある」との考え方が示されておりま
す。
　本市といたしましても、フェリー事業への影響や火山活動等に
対する安全対策など、さまざまな課題が考えられることから、こ
れらを勘案しながら慎重に対応する必要があるものと考えており
ます。
　現時点では、県の判断が示されていないところでありますが、
ご意見として承ります。

Ｅ

134 2

また、これまで鹿児島市の大きく寄与されている稲盛財団と鹿児島出身の30
代40 代、50 代、60 代各年代の県内外の優秀な経営層の方々と接点の創出
をお願いしたいです。（現状ですと貴重な寄付が立派な箱物に利用されている
だけに見える部分があるため）。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

－31－
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135 2

　いつも市民のためにありがとうございます！大好きな子供たちに、大好きな鹿児島の豊かな未来を残せるよう、
祈っております。私なりの意見を述べさせて頂きます。
・学校給食について
1.子供達の成長、発達、その後の健康な体の維持のため、環境のため、農業のためにオーガニックの給食に向け
て、可能な食材からオーガニックに変えていかないでしょうか？農薬は子供の健康にとって大変脅威です。胎児や
小さい子供の脳や神経の発達の途中で神経毒性のある農薬の影響を大変受けやすいことが懸念されています。
妊娠中や子どもの時代に有機リンの汚染を受けた子ほどADHD（注意欠如多動性障害）と診断される可能性が高
いなど、小さい子供と農薬汚染、発達障害の関係性が報告されています。　2.毎日ごはんにしてほしいです。難しけ
ればご飯のみに向けて、パンやうどんなど小麦がメインの回数を減らして欲しいです。リーキーガット症候群と言っ
て、小麦や乳製品は腸の絨毛膜に穴を開け、体の至る所で炎症を起こしやすくします。喉の痛み、腹痛、鼻水、中
耳炎、アトピーに関連していると言われていたり、精神科医師の中には小麦や乳剤品を抜くことで多動や情緒不安
定、気分の落ち込みが改善して、前向きに活動的になると考える方もいます。また使用するのであれば小麦は国
産のものを使用して頂きたいです。これも農薬の観点からです。粉物は菌が増殖しやすいこともあり、たくさんの農
薬で育った小麦に大量の防虫剤が混ぜられています。小麦アレルギーが近年増えてきているのも、この大量の農
薬、防虫剤から症状が出ていると考える医師もいます。そのため国産小麦の使用を求めます。　3.牛乳の除去も子
供たちの健康寿命を伸ばすため、環境を守るために進めて頂きたいです。牛乳のカルシウムは、摂取後に急激な
血中カルシウム濃度上昇を引き起こしてしまい、体が“カルシウム過剰”と誤って判断し、骨に貯蔵していたカルシ
ウムをむしろ放出してしまい尿から排出される仕組みになっています。つまり、牛乳を飲んだ後の方が体内のカル
シウム量が減るという結果になります。もともと日本人がカルシウム源としていたゴマや大豆、小松菜などの野菜、
海藻は、腸で消化吸収された後にカルシウムとなるため急激な血中カルシウム濃度の上昇を起こしません。ホル
モン剤投与により通常の数十倍の母乳が出る乳牛は乳腺炎を起こすことも多々あり、その結果、膿が含まれること
もある現状です。ホルモン剤投与された後に取られ、作られた牛乳による発癌性も懸念されています。毎日飲むこ
とで乳がんや前立腺癌リスクは50%増加すると研究結果がでています。また牛は1頭あたりの食べる量が多く、私た
ちが肉や乳製品を摂取する量を減らさないと、畜産に与える穀物を作り出すために2050年にはインド二つ分の森
林を切り開いて穀物を育てないといけないと言われています。気候変動が騒がれている今、変えていかないと環境
は壊滅的です。森林の伐採、大量の穀物を作るための遺伝子組み換え、大量の農薬の使用による土壌汚染、そ
れによる海の汚染、魚などの捕獲量減少‥、環境にも食糧難にも、密接につながっています。牛乳除去に向けて
減らしていかないでしょうか？この観点から肉の摂取を減らせるよう、魚メインの食事を増やすせるような取り組み
を望みます。　4.遺伝子組み換えのものの使用を控えて頂きたいです。遺伝子組み換え技術は、食物の生産効率
を高めたり、有害物質を減少させたりすることができます。そのため、多くの生産者が遺伝子組み換え技術を使っ
て作物を作っています。しかしその一方で、こうした遺伝子組み換え食品は、「人間の体にとって悪影響を与える可
能性がある」ということが指摘されています。特に、遺伝子組み換え食品が生殖機能へ与える影響は、いくつかの
研究で明らかになっています。具体的には、昔と比較してどんどん増えている男性不妊の問題は、遺伝子組み換
え食品の増大と相関しているといわれています。確かに、日本へ輸入される遺伝子組み換え作物は、日本の食品
安全委員会によって、「安全性に問題なし」とされています。ただ、遺伝子組み換え食品に限ったことではありませ
んが、こうした判断は「緊急に問題が発生することはない」ということを示しているだけです。つまり、「長期的に摂取
した場合の影響は明らかにされていない」というのが実際です。これから未来ある子供たちへの摂取はやめたほう
がいいと思います。みそは生きた味噌を、醤油は発酵した醤油を使って頂きたいです。腸内環境は大切です！原
発がある限り放射能の問題は切り離せない問題です。発酵した生きた味噌や醤油などの中の微生物により大腸の
破壊された絨毛の修復が促されたり、内部被曝が防げると言われています。短期的に見るとコストの無駄遣いの
ように感じるかもしれません。中長期的に見ると健康被害が減り、健康が維持され医療費、介護費が減ることに繋
がります。浜松市では実際に介護費を減らしています。全国でも給食を変えてきています。いずみ市は米を有機
に、愛媛の今治市、羽咋市、愛知の東郷町や東京の世田谷も学校給食をオーガニックへ。お隣韓国は今年から全
給食オーガニックだそうです。私たち大人は元気に今暮らしてるんだから今のままでいいと思われるかもしれませ
んが、大量生産に向けて状況は刻々と変わってきています。昔の給食と今の給食、昔の食と今の食、昔の環境と
今の環境は違います。食を豊かにすることで子供の身体、精神だけでなく環境も守られます。できることはたくさん
あるので少しずつでも変化させていきたいです。またオーガニックな給食に向けて農業を環境再生型「リジェナラ
ティブ・オーガニック農業」に変えていくのはいかがでしょう？また農業の方もオーガニックへの変換は手間隙がか
かることかと思います。大変な時期はボランティアで人員募集し、学生や学生の家族、また学校に関係ない方が農
業に参加するのはいかがですか？継続して参加することでできることも増えるし、その様子を見て子供たちは人と
人との繋がりや、食育を学べるのではないかと考えました。

　ご意見については、食品の衛生管理状況等を審査した上で納入
業者を選定し、安全安心な食材の調達に努めております。
　学校では、食に関する正しい理解と適切な判断力を養うため、
給食の時間はもちろんのこと学校教育全体を通して食に関する指
導を行っているところであり、引き続き、安全安心でおいしい学
校給食の提供に努めてまいります。

Ｅ

－32－



－33－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

136 2

ごみの戸別収集：戸建て住宅の場合、町内会が届け出たごみステーションに
ごみを出すこととなっているが、戸別収集を導入している他の自治体（福岡市
など）を参考にして、鹿児島市も戸別収集を導入してはどうか。

メリットとしては、（１）ごみステーションが汚く不衛生なので、街がきれいにな
る、（２）ごみを出す家が明確となり、ごみの分別がより徹底される、（３）高齢者
など、ごみステーションにごみを持って行く苦労が無くなる、などが考えられ
る。デメリットとしては、（１）ごみ収集員の手間が増加する、（２）ごみ収集のコ
ストが増加する、などが考えられる。メリットの方が大きいと思われるので、可
能な地区からでも戸別収集を導入していただきたい。

　ごみの戸別収集については、現在、ごみステーションにごみ等
を運ぶことが困難な高齢者等を対象に「家庭ごみの高齢者等戸別
収集サービス（まごごろ収集）」に取り組んでいるところです。
高齢者等以外の家庭の戸別収集については、現行の収集体制で
は、収集時間やコスト面での課題があり困難な状況であることか
ら、ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

137 2

路面電車の縮小または廃止：路面電車の延伸が検討されているが、むしろ
縮小または廃止した方がよいのではないか。

理由としては、（１）延伸するには多額の費用がかかる、（２）既存路線も整備
不足な箇所が多い（路面の凹凸が激しい）、（３）張られている頭上の架線によ
り街の景観が損なわれている、（４）交通が複雑であり事故のリスクが高い、
（５）輸送能力はバスにより代替可能である、などが挙げられる。

　路面電車は、年間1，000万人以上が利用する市民に身近な交通
手段として市民生活や経済活動を支えており、また、人と環境に
やさしい乗り物でもあり、軌道敷緑化も含めた市電が走る風景
は、市民をはじめ、観光客の方々からも高い評価をいただき、本
市を象徴する景観となっていることから、ご意見として承りま
す。
　なお、現在、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、路面電車観光路線として鹿児島港本港区へ
の市電延伸について検討を進めているところであり、今後、費用
や効果なども検討することとしております。

Ｅ

138 2

　鹿児島市のイメージ
5.コロナ下で、市内の団地や村の交流で、地域生活の活性化する産業をお

こすべきである。

　ご意見として承ります。

Ｅ

139 2

なかなか難しいと思われますが、観光都市として考えるのであれば、交通ア
クセス＜城山展望台から国道１０号線＞を地下トンネルも一つの利便性と考
えます。

※笹貫バイパスを地下道にするか、高架橋にするか提案します。朝夕の混
雑は何かしないと、と思う次第です。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

－33－



－34－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

140 2

　桜島を真正面にすえた海岸端に市民が憩える広い広い場所をつくる。
　建物ではない。もちろん便利なところでなければならない。

鹿児島市の地図を見ると、海岸端は一般市民に開放されたところがほとんど
ない。これだけの海岸線を埋め立てているにも関わらず、一般市民用の海岸
端がないというのは、一般市民のことを考えていない証拠ではないか。

せっかくあったドルフィンポートはあっという間に壊された。二十年間親しんだ
海岸端がなくなった。もったいない。そして残念である。なぜ壊さないといけな
かったのか。

鹿児島市と鹿児島県は協力して継続して欲しかった。この点の再検討はしな
かったのか。こうして、結局、一般市民が自由につどい、遊んだり、桜島をじっ
くりみたり、花火大会を見たりする海岸端がなくなった。

もう一つ、「マグマシティ」とうたっているが、“鹿児島のシンボル桜島”“西郷
や大久保たちが毎日見ていた桜島”、この桜島を真正面にすえて間近で見ら
れるところがなくなった。海からぐぐっと1,117ｍ立ち上がるどっしりとした雄大な
桜島。この雄々しい桜島を実感するには、やはり建物のない海岸端しかない。
その雄姿は市街地から見たものが一番美しいし形も良い。磯からのものは形
がちょっと違う。城山から見ると、一幅の絵としかうつらないようで、観光客の
滞在時間も短い。

横浜の山下公園にはわざわざ全国から来る。それは”港町横浜”を一番実感
できるからである。もちろん歴史も古い。

　ご意見のあった「ドルフィンポート跡地」については、県にお
いて、コンベンション機能や展示機能を備える施設の整備につい
て検討を行うこととしております。
　同跡地を含む本港区エリアについては、桜島や錦江湾が眺めら
れるよう配慮いただきたいと考えております。
　また同エリアは、本市のまちづくりにとって大変重要な地域で
あることから、今後の施設整備などの検討にあたっては、市民・
県民の理解が得られることが重要と考えております。

Ｅ

141 2

　鉄道の磯駅はいらない。
世界遺産になった仙厳園周辺にはもともと駅はない。世界遺産になった磯の

歴史的文化的な雰囲気が壊れてしまう。国道１０号線にはバスも多く走ってお
り、シティビューなど完備している。従って不要である。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

142 2

　市電の延伸をしない（水族館へとかナポリ通りにとか、不要である）。
以前は清水町や伊敷まで電車が走っていた。それを廃線にした経緯があ

る。
今残っている路線は乗降客も多いので、これで充分である。不足はバスで充

分だ。なぜなら市電の軌道は市電が走っていないときは邪魔でしかない。それ
は代用がきかないものだからである。

ナポリ通りの中央分離帯は５０年位前までフェニックスがずらーっと植えられ
ていた。それが病気になり、楠に植え替えられた。そして、今、つつじ、楠、楠
の着生らん、そしてライトアップで今に至る。これらを壊して市電を通すなど、
もってのほかである。壊すことだけ考えないで欲しい。ここに費やしたお金や時
間がもったいない。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。
　なお、現在、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、路面電車観光路線として鹿児島港本港区へ
の市電延伸について検討を進めているところであり、今後、費用
や効果なども検討することとしております。

Ｅ

－34－



－35－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

143 2

　地名は残す（表示も本来の漢字でする）。
鹿児島市には素敵な地名が多い。地名はその他の歴史や文化、自然などを

表しており、ここに生きた人たちからのプレゼントだ。しかし、地名は一度消え
るとその地名はなくなる。再度復活することはまずない。

現在のバス停・電停の「加治屋町」は、以前「柿本寺」だった。高校時代、こ
のバス停を使っていたが、いつの間にか変わっている。地名にはその地域の
歴史的なものが刻み込まれているので、今に合うように変えない。昔「柿本寺」
があった。昔の地図に明記してある。

今、「いづろ」とひらがなになっているが、前は感じで表示し、ふりがな付きで
あった「石燈籠」がいつの間にか「いづろ」になっている。いづろ交差点に２基
の石燈籠があるが、この漢字を使ってこそ、両方を結びつけて、この地名のい
われが分かるのである。「ボサド」も前は「菩薩堂」だった。「ボサド」では意味
が分からない。

　ご意見として承り、総合計画の策定推進に取り組みます。
　なお、町名については、これまで、新しく町を設け、または町
の名称を変更する場合において、可能な限り従来の町の名称（当
該地域における歴史、伝統、文化の上で由緒のある名称を含む）
に準拠して定めることを基本とし、住居表示を実施しておりま
す。また、住居表示の実施により、変更された旧町名について、
名跡碑を設置するなど旧町名の継承に努めております。

Ｅ

144 2

レジ袋有料化になってから様々な弊害が起こっています。コンビニ、店で買う
量が減り、税収が減る。レジ袋は製造するために使う水の量が紙袋より２５分
の１で済む。何故か紙袋も有料になったのは理解できません。また有料化に
なってから万引きが急増しました。マイバッグ悪用が後を絶ちません。北広島
市のスーパーでも万引きが起こり逮捕された事件があります。北海道の話で
す。マイバッグを使わないよう放送で呼びかけているスーパーもあります。店と
客の負担がとても大きいです。

その上、プラスプーンも有料化するというのですからさらに負担が増します。
買い控えのリスクもあります。

レジ袋は実はエコな商品です。ナフサという副産物から作られます。コロナ禍
の中、自塾や倒産や閉店で減税などの負担を軽くすることを行うべきなのに、
どうして分かりませんが、負担が重くなることが多いです。

あくまで自分の考えですが、レジ袋を無料化にしてエコバッグを使えばｄポイ
ント、Ｔポイント、楽天ポイントのいずれかにしてもらえるサービスはどうでしょう
か。

　ご意見のあった「レジ袋の有料化」については、国において、
プラスチック資源循環戦略に基づき、全国的に取り組んでいるも
ので、海洋プラスチックごみ問題や地球温暖化に対応するため実
施しているとの考えが示されているところです。

Ｅ

－35－



－36－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

145 2

　甲突川河川内堤防部ウォーキング・ランニングコース設置依頼の件
第六次鹿児島市総合計画の策定を進めておられるとのこと、私自身、ウォー

キングで健康づくりをやっておりますが、なかなか安全安心なウォーキング
コースがありません。

甲突川沿いが私のウォーキングコースですが、甲突川堤防上の道路は車の
往来が多く。ウォーキング・ランニングには危険です。それで甲突川堤防内を
コースにしてもらいたいのです。

河川両岸の堤防内は水面まで一段棚部があり、その下に水面があります、
その一段棚部の幅が３ｍくらいあり、凸凹石で塗装されています。凸凹塗装の
ため数時間の歩行はできますが、ウォーキング・ランニング向きではありませ
ん。

つきましては、その弾棚部をアスファルト舗装してウォーキング・ランニングを
造っていただきたいのです。また、甲突川には幸加木川、長井田川等の小河
川が流れ込んでいるため、そこに橋を架けて連続してウォーキング・ランニン
グができるようにして頂きたいのです。

ウォーキング・ランニングコース 天保山橋からひまわり橋（河頭）まで両岸
約８ｋｍ

甲突川は２級河川のため、県の管轄と思いますが、利用者は「鹿児島市民」
ですので、宜しくお願い申し上げます。

　ウォーキングコースについては、武之橋から天保山橋の甲突川
沿を紹介しているところでございます。
  内容につきましては、ご意見として承ります。

Ｅ

146 3

無駄な箱もの工事、無駄な公共事業など廃止に。予算は、福祉、観光、環境
とかに。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「健全な財政を維持し、
効率的で質の高い行政サービスを展開する」としております。

Ｂ

147 3

新型コロナウイルス感染症拡大によって社会は大きな変化の渦中にありま
す。全国的な少子高齢化、環境問題の深刻化、安心安全をおびやかすリスク
の高まり、価値観の変化・多様化など、目まぐるしい変化の時代であると思い
ます。

そうした中、鹿児島市の将来像、長期的な視点に立ち、総合計画を策定され
るわけですが、市民１人ひとりに寄り添い、安心安全に暮らしていけるよう容
易に理解できるようなものにしていただきたいと思います。

　ご意見については、「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策
定にあたっての視点」－「視点④」で、「市民の視点に立った分
かりやすい計画とします」としております。

Ｂ

－36－



－37－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

148 3

　教育上で自然のことをあまりにも知らなすぎる。
素晴らしい大自然に恵まれた鹿児島市ではありますが、子どもたちが自然を

楽しんで体感できる環境があるようでない。システムが経済優先か経済優先
か環境優先か否かの間違った矛盾と刷り込みを議論する必要がある。

人工物は常に自然の何らかとの共生を考察したうえで、錦江湾と桜島を守る
以上に、ともに遊べる（キャンプetc.）。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
然と都市が調和した　うるおいのあるまち」で、「生物多様性の
保全・活用や、緑あふれる美しいまちづくりに取り組み、人と自
然が共生し、うるおいと安らぎを感じられる環境を整える」とし
ており、また、現在、環境学習の拠点施設である「かごしま環境
未来館」における講座やイベントのほか、生物多様性学習教材
「かごしま生きものラボ」ウェブサイト等を通じて、体験・学習
の機会を提供しているところです。
　今後も引き続き、本市の多様な自然に対する興味関心を高め、
その理解を深める機会を提供してまいりたいと考えております。

Ｂ

149 3

　無駄な箱物事業、白紙にして。予算を生活支援、福祉向上に。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「健全な財政を維持し、
効率的で質の高い行政サービスを展開する」としております。

Ｂ

150 3

　鹿児島市のイメージ
　3.高齢、少子化で、今の行政サービスが維持できるか不安がある。

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「少子高齢化や人口減少、地球温暖化、情
報通信技術（ＩＣＴ）の進展など、社会経済情勢を的確に見据
え、長期的視点に立った計画」、「社会保障費の増大など財政需
要が増大する中、大規模災害の発生や感染症の拡大など想定外の
リスクに対応するとともに、地方創生や市民ニーズ、時代の要請
に応えるため、費用対効果を念頭に置きながら、施策の重点化・
戦略化を図るなど、将来にわたり持続的発展が可能な計画」とす
ることとしております。

Ｂ

151 3

小中生のいじめには 県外の移住者にはホスピタリティーとフレンドリーで
もって迎えるような教育が特に必要な県市だと思います。今はもう問題ないか
と思いますが。

県外へ単身赴任している者には、安心して公立学校に子供は預けられるよ
うにしてもらいたい。

　いじめの問題については、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子ども
たちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学
校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、
健やかな体を育む教育を進めます」としており、また、現在、
「鹿児島市いじめ防止基本方針」に基づき、市・学校・地域住
民・家庭その他の関係者が連携して、対応しているところです。
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

－37－



－38－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

152 3

障害者にも働きやすい町に。障害者（聴覚障害者など）に優しい町に。（まだ
理解がない。無関心とか雇用も進展がありません。）
　障害者にも孤立、孤独のない町に。（共同住宅とか）

本当に思いやり、優しさあふれる町に⇔住みやすいとか、生きがい持てるよ
うに。
　障害者、高齢者にも住みやすい工夫を。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
分らしく健やかに暮らせる安心安全なまち」で、「市民一人ひと
りが、共に支え合い、生きがいを持って自分らしく生活できる地
域づくりを進めます」としており、また、現在、安全で快適な生
活環境の整備などに取り組んでいるところです。今後、基本計画
や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

153 3

今学生で、見ず知らずの大人の方と話す機会が少なかったため、非常に新
鮮だった。改めて、教育とは何なのか、これから社会に出ていく前に考える良
い機会になった。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

154 3

①幼稚園児・小学生に伝統のある日本料理のお吸い物を食べさせる。一番喜
び、将来の身体・心に必要。
②健康づくりと称し、70才以上にラジオ体操を教えている。ヨガ（和製）と称し高
齢者に教えている。鼻呼吸法を教え、血液の流れを良くしましょう。
③日本の大型コンピューター70才、80才は120才生きられる。条件として、日本
料理を条件としています。
④東京表参道では外国産（枝豆、焼き鳥）20年前から鍋で無調整豆乳で嬉し
いことに鹿児島産の野菜を食べています。
⑤生野菜にドレッシングをかけて食べることをすすめているが、身体を冷や
し、口を汚くして唾液も出にくい、残念。
⑥20年前東京研修にいき、びっくり、帝国ホテル、倒産、ホテルは壊滅。シェフ
の村上信雄さんのお別れの挨拶があり、バイキングは大変悪いことをした。涙
ひざから上まで切断、最後に日本には典座教訓の料理があることを知らな
かった。知人が760前からあるということを知らされた。永平寺は、喜心・老心・
大心の食事作りに励み、心身を磨くとのこと。
⑦20年前新しいホテルで働いたとき、鯛の結納式・献立は3か月に1回かえる。
婚礼料理が評判をよび、やはり日本人の味にはかなわない。昆布と椎茸のお
吸い物は、無形文化財として世界で一番。京都大学伏木亨名誉教授は紫綬
褒章を受賞しました。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

155 3

　・日本国産のドローンを普及させて欲しい。
　・小銭を入れてチャージできる電子マネー端末を設置して欲しい。
　・スマホ・PCを安く買える制度が欲しい。
　・格安SIMをさらに普及させて欲しい。
　・ノートＰＣを一家に１台持てるような世の中になって欲しい。タブレットも。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

－38－
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

156 3

平成2年、大阪勤務の時に、大阪府の高度情報化専門委員に短期間ですが
選出されて府に対して他の専門委員と討論しました。今になって考えると、内
容はごく当たり前のことで笑止千万かもしれません。

鹿児島市でもこのような専門家を入れて議論提案を募ったらどうでしょうか。
すでに実行かもしれませんね。

　本市の基本的な政策を定める計画や、個別の行政分野における
施策の基本的な事項を定める計画を策定する際は、学識経験者や
専門家等から、専門的立場からの知識や見識、判断等を得ること
としております。
　総合計画につきましても、学識経験者等で構成する総合計画審
議会からご意見をいただきながら、策定に向けた取組を進めてい
くこととしております。

Ｅ

157 3

現在、市の事業の一つである「建設局建築部建築指導課マンションアドバイ
ザー派遣事業」の中に、「総合洪水対策事業課」を新設していただけないで
しょうか？

現在の建築士だけとか弁護士等の派遣アドバイスだけではなく、市民からの
相談に応じて洪水対策に総合的に対応してもらえる部隊を設置していただけ
ませんでしょうか？

洪水対策を打とうとした時、専門分野が（電気、建築、土木、港湾などの）多
岐にわたり総合力で対応しないと、解決できない事が発生しています。
　「総合洪水対策事業課」の新設を、何卒、宜しく、ご検討お願いします。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

158 3
おかしな政策、法案には声を上げるような機会と場所が必要です。経済やメ

ンタルに負担になる。
　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

159 3

・増税により生活がとても苦しい。多くの人達がお金や税や経済に興味や関
心を持って欲しい。

・日本には様々な保障や制度がありますが２０２１年現在の海外留学の奨学
金制度について詳しく知りたい。

・様々な知識、技能を習得できる教室、セミナーをリーズナブルな値段で受け
られるようになって欲しい。
　・防災、サバイバル、登山のための商品をたくさん揃えて欲しい。
　・３Dプリンターをさらに普及させて欲しい。
　・格安SIMの普及やメリットをもっと拡散して欲しい。
　・人工知能、量子コンピュータの事を知りたいし、普及させて欲しい。
　・空飛ぶ車、バイクの普及はまだでしょうか。
　・海外の武術が学べるセミナーはありませんか。エスクリマとか。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

160 3
今の鹿児島は交通の便が不便で事故も多い。新たな交通手段、自動運転、

事故防止システムなど、改善、改良の余地があります。
　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

161 3
　６次産業化はご存知ですか。 　６次産業化については承知しており、農業者等に対し、研修会

の開催や商品開発等への支援を行っているところです。 Ｅ

162 3
　市議員に障害者（雇用）を。 　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

－39－
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

163 3

・市長の推進する「稼げる町」をつくることについて
市は株式会社ではありませんので、「稼げる」を追及するあまり福祉への予

算が減ったりすることがないようにお願いしたいです。
例えばドルフィンポート跡地の活用法についてですが、稼げなくても現在の

広々とした広場があって市民が誰もがアクセスできることは大きな資産です。
誰にとっても開かれたコモンの稀少性や価値を行政のみなさんが率先して認
めていただければうれしいです。（市の管轄じゃないでしょうが、鹿児島市の意
見は大きいかと思います）

　総合計画は、市が実施する環境や産業、福祉、教育、まちの基
盤整備などあらゆる分野の施策について、長期的な視点に立って
取りまとめた計画であり、当該計画に即して分野ごとの施策を展
開していくこととしております。
　なお、ご意見のあった「ドルフィンポート跡地」については、
県において、コンベンション機能や展示機能を備える施設の整備
について検討を行うこととしております。
　同跡地を含む本港区エリアについては、桜島や錦江湾が眺めら
れるよう配慮いただきたいと考えております。
　また同エリアは、本市のまちづくりにとって大変重要な地域で
あることから、今後の施設整備などの検討にあたっては、市民・
県民の理解が得られることが重要と考えております。

Ｅ

164 3

　鹿児島市のイメージ
　1.過去の施設投資は、失敗は、少ない。
　2.職員は、丁寧に仕事している。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ
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第六次鹿児島市総合計画 基本構想（素案）に関する意見の検討結果一覧表【２ テーマ別意見交換会】

１　基本構想（素案）に関する意見 対　応　区　分

(1) 総合計画策定の趣旨（計画の位置づけ、策定にあたっての視点など） Ａ 意見の趣旨等を反映し、基本構想（案）に盛り込むもの

(2) 総合計画策定の前提（時代の潮流、本市の特性、将来推計） Ｂ 意見の趣旨等は、基本構想（素案）に盛り込み済みのもの

(3) 基本構想（都市像、基本目標） Ｃ 基本構想（案）に盛り込まないもの

(4) その他全般 Ｄ 基本計画・実施計画の検討にあたり参考にするもの（具体的な施策・事業等）

２　具体的な施策・事業に関する意見 Ｅ その他要望・意見等

３　その他の意見

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

1 1 (1)

鹿児島は多様な人、自然、歴史等の宝庫です。鹿児島に眠る多様な人材、
環境、伝統を再発見し、その能力や才能をつなげ、発揮する場をつくる「鹿児
島モデル」をぜひ共に創っていきたいと思います。稼ぐ力も大事ですが、まず
鹿児島の協働・共創を進める計画を大切になさってください。

私を含め、次世代を担う高校生たちも、いつでも協力できる準備ができてい
ます。遠慮なくお声かけください。ともに鹿児島モデルを創っていきましょう！

　ご意見については、「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策
定にあたっての視点」－「視点④」で、「若者をはじめ広く市民
意見を聴取し、反映させるとともに、市民や市民活動団体、事業
者などのあらゆる主体が課題を共有し、協働・共創しながらまち
づくりを進めていく」としております。

Ｂ

2 1 (1)

視点①③④の内容はSDGsの17のゴールに含まれていますので、重複してし
まい、SDGsの意味が解りづらいと思います。 

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点②」の「ＳＤＧｓの視点を取り入れた計画」では、
２０３０年までの国際目標であるＳＤＧｓについて、本市として
も推進していくため、ＳＤＧｓと本市施策との関連付けを行い、
そのゴールを示すなど、ＳＤＧｓの視点を取り入れることとして
おります。
　この他に、「視点①」の「長期的展望に立った持続的発展が可
能な計画」、「視点③」の「多様な連携・つながりを重視した計
画」、「視点④」の「市民との協働・共創を推進する分かりやす
い計画」については、ＳＤＧｓの理念とも一部合致する箇所もあ
ろうかと思いますが、それぞれ策定にあたり大切にしたい視点と
考えております。

Ｂ

項　目

－41－
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

3 1 (2)

構想・計画の思考検討の前提として「市の現状に対する分析・考察」のような
情報もあったほうが意見交換もより実のあるものにできるのではと思います。

　策定にあたっては、「２　総合計画策定の前提」で、時代の潮
流や本市の特性、人口・財政の将来推計を記載しております。ま
た、基本構想（案）と合わせて公表する前期基本計画（素案）の
中で、基本目標別・地域別の現状と課題、基本的方向等を示すこ
ととしております。

Ｂ

4 1 (2)

　「本市の特性」に世界に２つとない錦江湾と桜島 　ご意見については、「２　総合計画策定の前提」－「（２）本
市の特性」で、「市街地の眼前に広がる雄大な桜島と波静かな錦
江湾という世界的にも稀有な自然景観」としております。

Ｂ

5 1 (2)

「策定の前提」となっているグローバル化はこれまでの話。コロナ禍で急激に
変化した潮流はむしろ逆。

鹿児島市内や、もっと目線（ターゲット）を地元や近い市町村に落とした政策
が必要となるのではないでしょうか？コロナの感染拡大で既に始まっている。

鹿児島の歴史、文化、食、景観の再発見。地元を楽しむことがウィズコロナ、
アフターコロナの都市戦略には必要。このような新しい生活様式や価値観、観
光の在り方と経緯をリンクさせることが活性化につながると思います。

地元の人が行く・食べる・見るこそそのオリジナリティが観光の活性化や発展
に繋がっていくのではないでしょうか。

　現在、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、人の往来
は制約を受けておりますが、今後１０年間という計画期間を念頭
に、グローバル化の進展は踏まえるべき大きな時代の潮流と考え
ております。
　また、「２　総合計画策定の前提」－「（１）時代の潮流」の
「新型コロナウイルス感染症拡大による社会の変化」の中で、
「さまざまな面における変化を取り入れながら、新たな経済社会
の姿を実現することが求められています」としているほか、「価
値観の変化・多様化」の中で、「大都市部への人口集中リスクへ
の認識の広がりなどに伴い、人々の価値観やライフスタイルの多
様化がさらに進んでいます」としているなど、ご意見の趣旨も含
まれているものと考えております。

Ｂ

6 1 (2)

「多彩で豊かな地域資源」「世界に誇りうる」・・・本当か？具体的には何か？
明確ではない。 

　ご意見については、「２　総合計画策定の前提」－「（２）本
市の特性」で、それぞれ「市街地の眼前に広がる雄大な桜島と波
静かな錦江湾という世界的にも稀有な自然景観をはじめ、多様な
生き物が棲む自然環境、魅力あるウォーターフロント、まちなか
で楽しめる温泉、温暖な気候、郷土色豊かな食文化など、多彩な
自然資源に恵まれるとともに、業務・商業機能などの都市機能が
集積した魅力ある都市空間が形成されています」、「島津氏の城
下町として発展し、さまざまな分野において優れた人材を輩出し
ているほか、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資
産を有するなど、世界に誇りうる個性にあふれた歴史と文化が築
かれています」としており、生かすべき本市の特性の一つとして
捉えています。

Ｂ

－42－
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

7 1 (2)

人口減少のなかで若い外国人は増えている。経済・教育・文化等の担い手、
人材として活躍してもらう。あわせて多様化の要として連携していく視点を入れ
てもらいたい。

　「２　総合計画策定の前提」－「（１）時代の潮流」で、「グ
ローバル化・ＩＣＴの進展」を記載しており、また、「３　基本
構想」－「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のま
ち」で、「性別や年齢、国籍などに関係なく、一人ひとりの人権
が尊重され、個性と能力を発揮できる地域社会を築きます」とし
ております。

Ｂ

8 1 (2)

　「時代の潮流」に格差の拡大 　「２　総合計画策定の前提」－「（１）時代の潮流」は、踏ま
えるべき特に大きな時代の潮流を記載しているものであり、ご意
見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参
考とさせていただきます。

Ｄ

9 1 (2)

　「本市の特性や強みが曖昧」・・・産業構造の視点が抜けている。 　本市の産業の状況等は、基本構想（案）と合わせて公表する前
期基本計画（素案）の中で、基本施策毎の現状と課題、基本的方
向等を示すこととしております。

Ｄ

10 1 (2)

「福祉サービスに係る人員不足」「人材の県外流出」「人権擁護」など具体的
なタイトル表記をしてほしい。

　策定にあたっては、「２　総合計画策定の前提」で、踏まえる
べき特に大きな時代の潮流や、生かすべき本市の特性を記載して
いるところであり、今後、基本構想（案）と合わせて公表する前
期基本計画（素案）の中で、基本施策毎・地域別の現状と課題、
基本的方向等を示すこととしておりますので、ご意見について
は、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

11 1 (3)

都市像の「彩りあふれる」は抽象的。「多様な魅力が輝く」といったより分かり
やすいものがいいのでは。多様な魅力が本市の発展・活性化につながってい
くものと思う。

　「彩りあふれる」につきましては、多彩な魅力のほか、多様性
や多彩な人材・多様なつながり、まちの彩りなどをイメージし
て、このような表現にしたところです。
　ご意見を踏まえ、その趣旨が伝わるように、「３　基本構想」
－「（１）都市像」の文中、「新たな価値や多彩な魅力を生み出
し、人もまちも躍動する鹿児島市の創造」を、「新たな価値が生
み出され、多彩な人材やまちの魅力が豊かな彩りとなる、人もま
ちも躍動する鹿児島市の創造」に修正します。

Ａ

－43－
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

12 1 (3)

都市像の具体的なイメージがつかみにくい（例えば彩りあふれるという言葉）
ので、各施策とのつながりが分かりやすく示されると市民への浸透が進むと思
う。
　「多様性」というワードを前に打ち出していったほうが良いと思う。

　「彩りあふれる」につきましては、多彩な魅力のほか、多様性
や多彩な人材・多様なつながり、まちの彩りなどをイメージし
て、このような表現にしたところです。
　ご意見を踏まえ、その趣旨が伝わるように、「３　基本構想」
－「（１）都市像」の文中、「新たな価値や多彩な魅力を生み出
し、人もまちも躍動する鹿児島市の創造」を、「新たな価値が生
み出され、多彩な人材やまちの魅力が豊かな彩りとなる、人もま
ちも躍動する鹿児島市の創造」に修正します。

Ａ

13 1 (3)

基本構想の中にも出てはいますが、防災に関する表現が小さいような気が
します。命を守る防災教育等、もっと前面に出し、力を入れてもいいのではな
いでしょうか。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」-「（２）基本目標
自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」の文中、「市民
の生命と財産を守る」を「市民の生命、身体、財産を守る」に修
正します。

Ａ

14 1 (3)

高齢化対策が求められる中で、市の財政における扶助費の割合も高くなっ
てしまうという課題があるため、サービスを充実するだけでなく、市民一人ひと
り多世代が社会とより関われるようにするシステム作りから扶助費に頼らない
健康寿命をのばす方法などを考えていかなければならないと感じました。

健康や福祉の問題を他の領域とも絡める、例えば社会教育・町内会をつ
かって自分たちの問題を自分たちで解決できるような支援を行い、市民一人
ひとりが輝ける鹿児島市になってほしいです。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」の文中、「共に
助け合い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進め
ます」を「高齢者や障害者をはじめ、市民一人ひとりが、ともに
支え合い、生きがいを持って自分らしく生活できる地域づくりを
進めます」に修正します。

Ａ

15 1 (3)

「コンパクトなまちの実現を…」において広域的交通網作りの視点から「交通
弱者」への支援策を記述。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」-「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」の文中、「効率的で持続
可能な公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整え
ます」を「効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、すべ
ての人が使いやすい、快適・便利な交通環境を整えます」に修正
します。

Ａ

16 1 (3)

「彩りあふれる」意味不明。総花的であり、どこの市の基本構想かわからな
い。 

　「彩りあふれる」につきましては、多彩な魅力のほか、多様性
や多彩な人材・多様なつながり、まちの彩りなどをイメージし
て、このような表現にしたところです。
　ご意見を踏まえ、その趣旨が伝わるように、「３　基本構想」
－「（１）都市像」の文中、「新たな価値や多彩な魅力を生み出
し、人もまちも躍動する鹿児島市の創造」を、「新たな価値が生
み出され、多彩な人材やまちの魅力が豊かな彩りとなる、人もま
ちも躍動する鹿児島市の創造」に修正します。

Ａ

－44－



－45－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

17 1 (3)

　躍動都市とは？  　「多彩な人材やまちの魅力」そのものを「彩り」として捉え、
「彩り」があふれている状態を「躍動都市」として表現しており
ます。
　ご意見を踏まえ、その趣旨が伝わるように、「３　基本構想」
－「（１）都市像」の文中、「新たな価値や多彩な魅力を生み出
し、人もまちも躍動する鹿児島市の創造」を、「新たな価値が生
み出され、多彩な人材やまちの魅力が豊かな彩りとなる、人もま
ちも躍動する鹿児島市の創造」に修正します。

Ａ

18 1 (3)

「彩りあふれる」は様々な解釈ができ分かりづらいので「多様な人材・魅力で
つながる躍動するまちかごしま」では？ 

　「彩りあふれる」につきましては、多彩な魅力のほか、多様性
や多彩な人材・多様なつながり、まちの彩りなどをイメージし
て、このような表現にしたところです。
　ご意見を踏まえ、その趣旨が伝わるように、「３　基本構想」
－「（１）都市像」の文中、「新たな価値や多彩な魅力を生み出
し、人もまちも躍動する鹿児島市の創造」を、「新たな価値が生
み出され、多彩な人材やまちの魅力が豊かな彩りとなる、人もま
ちも躍動する鹿児島市の創造」に修正します。

Ａ

19 1 (3)

外国人との共生（外国人だけのコミュニティではなく）が大事なので、わかり
やすく外国人という言葉を入れてほしい。

　外国人との共生については、「３　基本構想」－「（２）基本
目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」で、「国籍などに関
係なく、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮できる
地域社会を築きます」としております。

Ｂ

20 1 (3)

　基本構想でひと・もの・文化が行きかう街づくりを提案します。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（１）都市像」で、
将来のまちのあるべき姿として、文化も含め、多彩な魅力が国内
外に発信され、多くの人々を惹きつけ、交流と賑わいを生み出す
まちを掲げております。

Ｂ

21 1 (3)

　若者―高齢者、男―女、宗教、人種、つながりが欲しいと思った。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「性別や年齢、国籍など
に関係なく、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮で
きる地域社会を築きます」としております。

Ｂ

22 1 (3)
　基本構想　６つの基本目標は良いと思います。 　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま

す。 Ｂ

23 1 (3)
　海外・農業は外せないことだと思う。  　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま

す。 Ｂ

－45－



－46－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

24 1 (3)

　キーワード、人・夢・個性。
躍動する鹿児島市を創るためには、オリジナルでローカルファーストの考え

方を活用しましょう。

　ご意見のあった「ローカルファーストの考え方」については、
「３　基本構想」－（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う　活
力あるまち」で、「街なかにおける商業・観光などの魅力を創出
する」、「地域産業の活力の創出を進め、地域経済を活性化す
る」としております。

Ｂ

25 1 (3)

「つながる人・まち 彩りあふれる躍動都市・かごしま」という基本構想のキャッ
チフレーズは分かりやすくとてもよい印象を受けます。
　健康安心安全の最大のキーワードは「つながり」だと感じています。

基本構想・基本目標において、つながりを大切に、これからの10年を考えて
いくということが伝わる一方で、「これからのつながり」にウェイトがやや置かれ
ている印象で、これまでの良き歴史や伝統、アナログの大切なところなども盛
り込まれているともっとよくなるのではと感じました。

　ご意見については、まちづくりを考えるうえで生かすべき本市
の特性として、「２　総合計画策定の前提」－「（２）本市の特
性」で、「世界に誇りうる魅力ある歴史や文化」、「温かみのあ
る人柄と助け合いの風土」などを記載しており、そのような趣旨
から基本構想を作成しているところでございます。

Ｂ

26 1 (3)

基本構想などとても分かりやすい言葉でまとめられており、イメージがつきや
すいでした。つながるということに対し、ICT活用したデジタル的なつながりと、
今までの地域社会でのアナログ的つながりと、２つそれぞれの役割があると思
われるので、どちらも大切になっていけばよいと感じます。 健康・安心安全と
は、あって当たり前を感じられてしまう面もあるため、取り組みは多岐にわたり
大変だと感じました。 

　将来のまちのあるべき姿として、ＩＣＴ等新技術の進展に的確
に対応するとともに、市民、事業者、鹿児島への思いを寄せてく
ださる多くの人々、関りある団体など、さまざまな交流を通じ、
相互のつながりを深めることにより、新たな価値や多彩な魅力を
生み出し、人もまちも躍動する鹿児島市の創造を掲げているとこ
ろでございます。
　また、健康・安心政策において、各種取組を進めてまいりま
す。

Ｂ

27 1 (3)

　基本構想としては、今後市内においても高齢化社会になるので、地域での人
とのつながりなど大事だと思いますのでイメージはいいと思います。今後基本
目標や施策イメージなどで具体化していく必要があると思います。 

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。また、ご意見については、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。 Ｂ

28 1 (3)

つながる人・まちというキーワードはとてもよい印象を受けました。健やかに
生き生きと暮らすための健康増進はとても大切で、健康寿命をのばす保健・
医療は重要な課題だと思います。

ICT等の技術の進歩によるデジタル化と、地域のコミュニティというアナログ
的なことの融合がうまくいくかが課題になると思う。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。また、ご意見については、特に重点的に取り組むべき施策と
して位置づけている「重点プロジェクト」の中で「“ＩＣＴで住
みよいまち”推進プロジェクト（仮称）」に取り組むこととして
おり、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせ
ていただきます。

Ｂ

－46－



－47－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

29 1 (3)

身寄りがない方は、将来にとても不安を持っておられます。そういった方でも
将来に希望を持てるようなキーワードを入れてほしいと思います。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で、「健やかな暮
らしを支える福祉サービスを充実するとともに、共に助け合い、
一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進めます」とし
ております。

Ｂ

30 1 (3)

　10年後、20年後に楽しいイメージを持てるキーワードが欲しい。 　将来のまちのあるべき姿として、新たな価値や多彩な魅力を生
み出し、人もまちも躍動する鹿児島市の創造を掲げており、「躍
動」には「ワクワク」や「楽しい」などといったイメージにも通
じるものがあると考えています。

Ｂ

31 1 (3)

楽しいキーワードがないのでワクワクする感じがしないと思います。広く鹿児
島市民に理解していただき、賛同を得、新たな事業を実行していくためには、
ワクワク感は大切だと思います。

デジタル化、ICT等を古きよきものを共有するためのツールとして活用し、温
故知新と未来のワクワクが融合する鹿児島市となってほしいと願います。

　将来のまちのあるべき姿として、グローバル化やＩＣＴ等新技
術の進展に的確に対応するとともに、市民、事業者、鹿児島への
思いを寄せてくださる多くの人々、関りある団体など、さまざま
な交流を通じ、相互のつながりを深めることにより、新たな価値
や多彩な魅力を生み出し、人もまちも躍動する鹿児島市の創造を
掲げており、「躍動」には「ワクワク」や「楽しい」などといっ
たイメージにも通じるものがあると考えています。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画を策定する上で
も参考とさせていただきます。

Ｂ

32 1 (3)
一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりに取り組むとのことです。共感

します。
　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

33 1 (3)

安心して、I・U・Jターンできる魅力的な鹿児島市を目指し、産業・人材育成を
進めてほしい。 

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅
力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「街なかにおける商
業・観光などの魅力を創出し、にぎわいと活力を高める」、「地
域産業の活力の創出を進める」としております。

Ｂ

34 1 (3)

　とても素敵で素晴らしい基本目標と考えます。
しかし、その目標にそえなくなる方々は必ずいらっしゃいますし、その理由は

様々です。そこに対するフォローがどれだけ出来るかが、本来求められるとこ
ろだと考えます。

コピペでかかげられる素晴らしい目標より、現実を確にとらえた実行を期待し
ます。

　賛同のご意見として承り、ご意見の内容も踏まえながら、総合
計画の策定・推進に取り組みます。

Ｂ

35 1 (3)

　都市像として、このようなまちを目指します！Good
人々がつながる、地域がつながる中でそれぞれしか、彩りあふれていること

は素晴らしい。躍動しているしていく都市にかごしまはなるんだ！

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。

Ｂ

－47－



－48－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

36 1 (3)

今後の鹿児島を考える意味で基本構想における計画ですので、この様に行
政として進めて頂けることが良いのではないでしょうか。

全てこの通りとは言いませんが、市民が安心・安全な環境でくらしていける市
であってほしいと思います。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。

Ｂ

37 1 (3)

素案 全体的に平易で分かりやすい言葉で書かれていていいと思いました。
さらに良くなればと思い以下に記します。

・「豊かな自然と調和した環境の中」に、本市の特性にある（世界に誇りうる
魅力ある）歴史や文化を。

　「３　基本構想」－「（１）都市像」の文中、「多彩な魅力が
国内外に発信され、多くの人々を惹きつけ、交流と賑わいを生み
出しています」の中にご意見の趣旨は含まれているものと考えて
おります。

Ｂ

38 1 (3)

基本目標…色分け、テーマ別で分かりやすく、特に【子ども・文教政策】も良
い言葉でまとめられていると思いました。さらに〜と思い以下に記します。
　・時代の潮流に合わせ、「子ども」にすべてのを修飾したらいかがですか？

・文化芸術や歴史に（保健）体育とかスポーツという文言を追加するのはどう
ですか。 

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたちが
夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・家
庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健やか
な体を育む教育を進めます」としており、この中で、すべての子
どもたちを指し示すとともに、体育についても含まれておりま
す。

Ｂ

39 1 (3)

策定の前提にある「国内外につながる交通の広域拠点」を受けての基本構
想に「交通」に関する記述がない。

　ご意見については、「３ 基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な公
共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」と
しております。

Ｂ

40 1 (3)

都市像のなかには社会的な面のみが強調されているが、環境・自然的な側
面も並べて文言にするべきである。 

　多彩な自然資源など、まちづくりを考える上で生かすべき本市
の特性として捉えており、「彩りあふれる」の中には、そのよう
な自然の豊かさなどの「まちの彩り」も含まれるものと考えてお
ります。

Ｂ

41 1 (3)

少子高齢化が進む中で、一度鹿児島を離れた人も訪れたことがない人も鹿
児島を訪れ、住みつづけたいと思えるような環境づくり、サポートが大切だと思
う。

若者の中ではインスタグラムやツイッター、TikTokなどスマホを用いたSNS流
行しているため、それらのSNSをもっと用いることで「鹿児島」という存在をア
ピールできると思う。特にTikTokは、多くの人の目につきやすいのでオススメ
です。

鹿児島には動画制作のプロも沢山いると思うので、地元の方と協力すること
がもっと地域を盛り上げるのに繋がると思います。 

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「効果的な情報発信」に
取り組むこととしております。

Ｂ

－48－



－49－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

42 1 (3)

　目標に10年後20年後を見据えた「主権者の育成」を加えてほしい。
健全な主権者育成のためには、①投票率の向上、②民主主義の基本の理

解、が必要と感じる。そのためには、小中高による「租税教育」に力を入れる必
要があります。

租税教育では租税に関する知識をもとに考え、実践する学習を行い、税の
制度や政治、社会の仕組みに興味を抱かせ、税を通して社会を考えることに
よる民主主義の理解や主権者としての社会参画意識を育むことを本質として
活動しています。このことは鹿児島市民の育成という市の目標にも合致すると
思います。

しかし租税教室開催校はまだ少ないです。参加率は小学校で61パーセント、
中学校30パーセント、高校17パーセント（令和2年）という状況です。教育現場
は県の担当と思いますが、小中学校は鹿児島市立がほとんどです。市の方か
らも租税教育に力を入れるよう県に働き掛けていただきたい。

　ご意見のあった「主権者の育成」については、「３　基本構
想」－「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあ
るまち」で、「子どもたちが夢と希望を持って、限りない可能性
に挑戦できるよう、学校・家庭・地域が連携・協働しながら、確
かな学力、豊かな心、健やかな体を育む教育を進めます」として
おり、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせ
ていただきます。
　また、「租税教育の推進」については、税の仕組みや使いみち
を理解してもらうため、教育委員会、税務署等から構成される鹿
児島地区租税教育推進協議会と連携を図り、推進しているところ
であり、今後とも、同協議会等による租税教育の推進に取り組ん
でまいります。

Ｄ

43 1 (3)

「質の高い暮らし」について具体的なイメージ、共通理解できると良いと感じ
ました。

　「質の高い暮らし」については、機能性の高い都市空間が形成
され、暮らしやすい生活基盤や快適・便利な交通環境が整ってい
る中で、生活できていることをイメージしており、ご意見につい
ては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせ
ていただきます。

Ｄ

44 1 (3)

　歴史と文化の香る街作りに欠けている。 　歴史と文化の香る街作りについては、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるま
ち」で、「文化芸術や歴史に親しむことのできる市民文化を創造
します」としており、また、これまで、文化薫る地域の魅力づく
りプランに基づくイベントの実施、文化財の保存活用や世界遺産
の保全・活用などの取組を行っております。ご意見については、
今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていた
だきます。

Ｄ

45 1 (3)

「質の高い暮らし」とは、の姿をはっきりさせないと自然と都市が調和との矛
盾が生じると思う。

　「質の高い暮らし」については、機能性の高い都市空間が形成
され、暮らしやすい生活基盤や快適・便利な交通環境が整ってい
る中で、生活できていることをイメージしており、ご意見につい
ては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせ
ていただきます。

Ｄ

46 1 (3)

デジタル化、ICT等について（行政だけ？）今、世界的にAIやビッグデータ等
を活用したスマート化・ロボット化がすごいスピードで進んでいます。行政だけ
でなく、福祉・観光・農業・エネルギー・交通・製造事業等、多方面から取り組
んで未来都市を目指す「スーパーシティー」の概念を取り入れてはどうでしょう
か。

　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「“ＩＣＴで住みよいまち”推進プロジェク
ト（仮称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

－49－



－50－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

47 1 (3)

医療体制を充実させることと、健康寿命をのばすことは矛盾していると感じま
した。

市民の食、生活のリテラシーを上げていき、情報を共有していく仕組みづくり
が必要だと思います。

鹿児島市は住みやすいまちなので、そのことを理解されたらもっと活気が生
まれるとの意見は一致しました。

　医療体制の充実は、早期診断・早期治療や再発予防・重症化予
防等につながり、健康寿命の延伸に寄与すると考えております。
　 食、生活については、「３　基本構想」―「（２）基本目標
自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で、「健康づく
りや感染症対策の強化」に取り組むこととしており、また、これ
まで健康づくりの推進に取り組んでいるところです。ご意見につ
いては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

48 1 (3)

明治維新の原動力の底にある郷中教育を再認識し、その上に現代文明を重
ねていく。一番大切なものは人間的温かさ、視野の広さ、活動的な生き方であ
る。

教育の原点はまず人間的生き方があるかどうかそれが自然に子ども達に伝
わっていくと思う。大人の問題でもある。 

　青少年教育については、「３　基本構想」－「（２）基本目標
豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたち
が夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・
家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健や
かな体を育む教育を進めます」としており、また、現在、新・郷
中教育の推進に取り組んでいるところです。ご意見については、
今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていた
だきます。

Ｄ

49 1 (3)

基本構想なので、具体的なことまで記載していないと思いますが、これから
の10年を考えるとLGBTなど多様な人たちの理解や障がいのある人たちの理
解などを前面に出してもいいと感じた。 

　ＬＧＢＴなど多様な方々への理解促進については、「３　基本
構想」－「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のま
ち」で、「性別や年齢、国籍などに関係なく、一人ひとりの人権
が尊重され、個性と能力を発揮できる地域社会を築きます」とし
ており、現在、多様な人権問題の啓発に取り組んでいるところで
す。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

50 1 (3)

鹿児島市の表玄関としての鹿児島港の「港づくり・活性化」に関する記述を。
（世界自然遺産登録等を控えて） 

　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「機能性の高い都市空間
を形成します」としており、今後、基本計画や実施計画の検討に
あたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－50－



－51－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

51 1 (3)

　市電の延線、無人運転を目標に「車のいらない安全に暮らせるまちづくり」  　路面電車の延伸につきましては、以前、谷山中央地区など実現
可能性が高い地区について調査検討を行った結果、費用対効果の
面などから総合的に判断し断念せざるを得ないという結論に至っ
た経緯がございます。現在は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、路面電車観光路線として鹿児
島港本港区への市電延伸について検討を進めているところです。
ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の高
い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な公共
交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」とし
ており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。
　また、無人運転については、「（２）基本目標　質の高い暮ら
しを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な公共交通体
系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」としてお
り、また、現在、国等において実証実験が行われているところで
あり、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

52 1 (3)

多様性に一部触れていますが、「働き方・生き方」の部分は行政としてどのよ
うに、どのくらい発信できるかは重要だと思います。都市像として言葉で掲げる
ことは容易でキャッチーですが、具体的な部分をどう表現するかはもっとたくさ
んの意見が必要かと思います。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

53 1 (4)

　ICTについては全世代に伝わるような工夫を考えてほしい。 　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「共通のビジョンとなるよう、市民の視点
に立った分かりやすい計画とします」としており、ご意見の趣旨
を踏まえ、ＩＣＴ関連用語について、分かりにくいと考えられる
言葉がないか、改めて精査したうえで、必要に応じて注釈を記載
するなど、市民にとって分かりやすい計画となるようにしてまい
りたいと考えております。

Ａ

54 1 (4)

シビックプライドやシティプロモーションなどカタカナ語は意味が通じにくいの
で、できるだけ日本語を使ってほしい。

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「共通のビジョンとなるよう、市民の視点
に立った分かりやすい計画とします」としており、ご意見の趣旨
を踏まえ、シビックプライドなど、分かりにくいと考えられる言
葉がないか、改めて精査したうえで、必要に応じて注釈を記載す
るなど、市民にとって分かりやすい計画となるようにしてまいり
たいと考えております。

Ａ

－51－



－52－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

55 1 (4)

10年後の鹿児島の人口予想を死守するための具体策作りが必要である（人
口減はより進むのではと考えているので）。

　ご意見については、「２　総合計画策定の前提」－「（１）時
代の潮流」で「若年層の就職等に伴う大都市圏への流出などが続
いており、地域経済の活力喪失を防ぐため、若い世代にとって魅
力ある環境の創出を図る必要性が高まっています」としておりま
す。
　これらの趣旨を踏まえ、今後、策定する基本計画内に、「ま
ち・ひと・しごと創生基本方針」を位置づけ、一体的に策定する
こととしており、将来人口という長期目標に向け、地方創生に継
続して取り組むこととしております。
　なお、ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基
本目標　魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」の文中、「多様
で柔軟な働き方を促進し」を「雇用を創出し、若者の地元就労促
進など担い手の確保に取り組むほか、多様で柔軟な働き方を促進
し」に修正します。

Ａ

56 1 (4)

現在の社会状況をよく踏まえられているという印象でした。しかし、５月に発
表される内容に関しての意見交換があると良いのではないかと思います。 

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。
　第六次総合計画基本構想（案）・前期基本計画（素案）の公表
に合わせて、再度、テーマ別意見交換会や、市内１４地域・地区
での地域別意見交換会を開催することとしております。

Ｂ

57 1 (4)

　若者が「夢」をもてる分かりやすいまちづくりが基本だと思います。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（１）都市像」で、
将来のまちのあるべき姿を、「まちへの誇りと愛着を持つ人の輪
が拡がり、多彩な魅力が国内外に発信され、多くの人々を惹きつ
け、交流と賑わいを生み出しています。そのようなまちの中で、
次代を担う多彩な人材が育まれ、未来への希望にあふれていま
す」としております。

Ｂ

58 1 (4)

策定にあたっての視点②SDGsの17のゴールで整理して全体を記述されると
解りやすいと思います。

SDGsの17のゴールをすべての計画（施策）に関連づけると解りやすいと思い
ます。

　ご意見については、「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策
定にあたっての視点」－「視点②」で、「国連の持続可能な開発
目標（ＳＤＧｓ）について、世界共通の目標として、本市施策と
の関連付けを行うなど、ＳＤＧｓの視点を取り入れ」としており
ます。

Ｂ

－52－



－53－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

59 1 (4)

策定の視点や時代の潮流等があるが、本市の10年間のまちづくりを進める
にあたっての課題を整理したほうがよいのではないか。

　「２　総合計画策定の前提」－「（１）時代の潮流」におい
て、総合計画期間内のまちづくりを考える上で踏まえるべき特に
大きな時代潮流をお示ししており、これらについては、本市がま
ちづくりを進めるにあたって踏まえるべき大きな課題として考え
ております。
　なお、各分野の現状や課題、それらに対する具体的な施策・事
業については、基本計画・実施計画でお示しすることとしており
ます。

Ｂ

60 1 (4)

　10年後、20年後の未来が見えることが若い世代にとって必要でないか。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（１）都市像」で、
「市民一人ひとりが互いに尊重しあい、個性と能力を発揮しつ
つ、市民、事業者、鹿児島への思いを寄せてくださる多くの
人々、関わりのある団体など、さまざまな交流を通じ、相互のつ
ながりを深めることにより、新たな価値や多彩な魅力を生み出
し、人もまちも躍動する鹿児島市の創造」を目指すとしておりま
す。

Ｂ

61 1 (4)

行政だけではなく、鹿児島市（住んでいる）についての「未来計画」なので市
民・民間企業等との連携があっても良いと思います。

　ご意見については、「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策
定にあたっての視点」－「視点④」で、「市民や市民活動団体、
事業者などのあらゆる主体が課題を共有し、協働・共創しながら
まちづくりを進めていく」としており、基本計画においては、市
民・地域、事業者・団体の役割についても示していきたいと考え
ております。

Ｂ

62 1 (4)

まちづくりの像は美しいものを目指すためにはこのようにならざるを得ないだ
ろうが、市民と行政が一緒になって取り組もうとの意識が伝わってこない。

　ご意見については、「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策
定にあたっての視点」－「視点④」で、「若者をはじめ広く市民
意見を聴取し、反映させるとともに、市民や市民活動団体、事業
者などのあらゆる主体が課題を共有し、協働・共創しながらまち
づくりを進めていく」としており、基本計画においては、市民・
地域、事業者・団体の役割についても示していきたいと考えてお
ります。

Ｂ

63 1 (4)

鹿児島市の特徴や課題を捉えられており、具体的に取り組み施策を検討す
る要素が含まれており良いと思う。現状の課題の共通的な解決策として、「稼
ぐ」のメッセージがいい。

スポーツ・観光・産業において、企業や市民の力（金）が必要であり、市民の
収益を増やし、住みたい、鹿児島に帰って働きたいと思えるまちづくりを行って
いただきたい。

　「３　基本構想」－「（１）都市像」で、「まちへの誇りと愛
着を持つ人の輪が拡がり、多彩な魅力が国内外に発信され、多く
の人々を惹きつけ、交流と賑わいを生み出しています。そのよう
なまちの中で、次代を担う多彩な人材が育まれ、未来への希望に
あふれています」としており、若い世代にとって魅力ある環境の
創出を図ってまいりたいと考えております。

Ｂ

－53－



－54－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

64 1 (4)

地域を盛り上げる意味でも、町内会の加入など、一人一人が前向きにこの
地域に住み続けていきたいと、みんなが思えるような鹿児島になってほしい。
 

　ご意見については、「３　基本構想」－「（１）都市像」で、
将来のまちのあるべき姿として、「私たち市民は、子どもから高
齢者まで、自分らしく健やかに生き生きと暮らしています。ま
た、まちへの誇りと愛着を持つ人の輪が拡がり、多彩な魅力が国
内外に発信され、多くの人々を惹きつけ、交流と賑わいを生み出
しています。そのようなまちの中で、次代を担う多彩な人材が育
まれ、未来への希望にあふれています」としております。

Ｂ

65 1 (4)

　SDGsをもっと分かりやすく、そして鹿児島版SDGsを。 　ご意見については、「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策
定にあたっての視点」－「視点②」で、「国連の持続可能な開発
目標（ＳＤＧｓ）について、世界共通の目標として、本市施策と
の関連付けを行うなど、ＳＤＧｓの視点を取り入れ、多様な主体
がその意義を共有しながらＳＤＧｓを推進する計画とします」と
しております。

Ｂ

66 1 (4)

　一番、私にとって大切だと思った事は「人とのつながり」だと感じました。
デジタル化が進む現代において、得られた物も多かったですが、それ以上に

失う物の多さもあったと思います。正直私は、子どもや教育の面に関して全く
興味を持っていませんでした。しかしながら、今回のような場を頂いた事で、
もっと世の中に関心を持ち、多方面に発信していく事が大事な事なのだと思い
ました。

　「３　基本構想」－「（１）都市像」で、「市民一人ひとりが
互いに尊重しあい、個性と能力を発揮しつつ、市民、事業者、鹿
児島への思いを寄せてくださる多くの人々、関わりのある団体な
ど、さまざまな交流を通じ、相互のつながりを深めることによ
り、新たな価値や多彩な魅力を生み出し、人もまちも躍動する鹿
児島市の創造」を目指すこととしており、賛同のご意見として承
り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｂ

67 1 (4)

10年後の鹿児島市の姿は素晴らしいと感じますが、数値目標などより具体
的な記述が望ましいと思います。 

　ご意見については、「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策
定にあたっての視点」－「視点④」で、「施策の目標と成果を指
標等により把握・共有するなど、適切な進行管理のあり方を見据
えた計画とします」としており、基本計画において基本施策毎
に、指標と目標値を設定したいと考えております。

Ｂ

68 1 (4)

具体的に施策イメージではSDGsを大きく取り込んでいるが、基本構想のな
かの文言にもSDGsをきちんと骨格として入れて提示すべきである。 

　ご意見については、「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策
定にあたっての視点」－「視点②」で、「国連の持続可能な開発
目標（ＳＤＧｓ）について、世界共通の目標として、本市施策と
の関連付けを行うなど、ＳＤＧｓの視点を取り入れ、多様な主体
がその意義を共有しながらＳＤＧｓを推進する計画とします」と
しており、その趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（１）都市
像」で、「変化に的確に対応し、課題を克服しながら、将来にわ
たり持続可能なまちをつくりあげ、次の世代へ引き継いで」いく
こととしております。

Ｂ

－54－



－55－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

69 1 (4)

誰が読んでも文句のでない文章になっており、今後の様々な施策を検討す
るうえでの上位計画として汎用性が高そう。人口減少を受け入れてコンパクト
化前提の考え方になっており、時代にそぐうと感じた。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。

Ｂ

70 1 (4)

鹿児島の特色が盛り込まれておらず、鹿児島市としての計画である必要性
がない。ICT化に関する文言がない（せっかく若い市長になったんだから）。隣
接市町村との連携などの考え方がわからない。競争するのか協力するのか。 

　ご意見のあった「鹿児島市の特性」については、総合計画期間
内のまちづくりを考える上で生かすべき本市の特性として、「２
総合計画策定の前提」－「（２）本市の特性」にお示ししており
ます。
　「ＩＣＴ化に関する文言」については、特に先導的かつ重点的
に取り組むことを通して、基本目標の達成ひいては都市像の実現
を一層推進していく役割を担うものとして、３つの重点プロジェ
クトを位置づけており、その一つに、゛ＩＣＴで住みよいまち”
推進プロジェクトを掲げているところです。
　なお、「近隣市町村との連携」については、「１　総合計画策
定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視点」－「視点③」で、
「連携中枢都市圏や国内外の都市との交流・連携、アジアへの展
開など、人やまちの多様なつながり・ネットワークを拡げ、活用
することを重視」するとしており、隣接市で、連携中枢都市圏形
成に係る連携協約を締結している、日置市、いちき串木野市、姶
良市と連携していくこととしております。

Ｂ

71 1 (4)

「鹿児島市」の文言がなければ、どこの都市のものかわからない内容に感じ
た。

抽象的な言葉で記述されていて、将来の鹿児島像をイメージすればいいの
かアイデアが湧かなかった。（文言が多すぎると思う）

錦江湾、ジオパーク、桜島、甲突川、明治産業遺産など誰もが知る要素を基
本構想に盛り込めば、イメージしやすいのではと思った。 

　ご意見のあった「桜島」や「明治日本の産業革命遺産」などに
ついては、総合計画期間内のまちづくりを考える上で生かすべき
本市の特性として、「２　総合計画の前提」－「（２）本市の特
性」にお示ししております。
　これらの特性を活用してまちづくりを進めることとで、市民一
人ひとりが互いに尊重しあい、個性と能力を発揮しつつ、市民、
事業者、鹿児島への思いを寄せてくださる多くの人々、関わりの
ある団体など、さまざまな交流を通じ、相互のつながりを深める
ことにより、新たな価値や多彩な魅力を生み出し、人もまちも躍
動する鹿児島市を創造してまいりたいと考えております。

Ｂ

－55－



－56－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

72 1 (4)

県都として近隣市町や鹿児島県と連携して相互に向上させていこうという姿
勢があってもいいのではないか。（近隣との政策調整が大変かもしれないが） 

　「近隣市町村との連携」については、「１　総合計画策定の趣
旨」－「（５）策定にあたっての視点」－「視点③」で、「連携
中枢都市圏や国内外の都市との交流・連携、アジアへの展開な
ど、人やまちの多様なつながり・ネットワークを拡げ、活用する
ことを重視」するとしており、隣接市で、連携中枢都市圏形成に
係る連携協約を締結している、日置市や姶良市、いちき串木野市
と連携していくこととしております。
　また、県とは、郷土かごしまの発展という共通の目的に向け、
引き続き、協議・連携を密にしながら、まちづくりを進めていく
こととしております。

Ｂ

73 1 (4)

方向性は悪くないので、きちんとデータに基づく現状把握と成果指標を用い
た目標設定を行ってほしい。

　ご意見については、「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策
定にあたっての視点」－「視点④」で、「施策の目標と成果を指
標等により把握・共有するなど、適切な進行管理のあり方を見据
えた計画とします」としており、基本計画において基本施策毎
に、指標と目標値を設定したいと考えております。

Ｂ

74 1 (4)

地方の人間として思うことは、そこで暮らす人達が当たり前の素晴らしさに気
づかず、新しいものでなんとかしようとしてしまうことです。もし何も無いと思う
のなら、そこにある良さ、何もない良さを発見し、発信して欲しいです。

コンビニのように、どこへ行ってもあるものはわかりやすいし便利です。でも、
そこにしかないもので盛り上げていくこと、当たり前がすごいということを、そこ
に住む人達が自覚することが必要かなと思います。 

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「効果的な情報発信やシ
ビックプライドの醸成などにより、まちの魅力を磨き高めます」
としております。 Ｂ

75 1 (4)

地域経済の基盤を見つめ直すことも含めて、パンフの「グローバル」をグロー
カルにして欲しいと思いました。

　ご意見のあった部分については、ＩＣＴの飛躍的な発展や交通
手段の発達などにより、世界規模で社会的・経済的な結びつきが
深まっていることを表しているため、地球規模で物事を考えつ
つ、地域視点で行動するといった趣旨の「グローカル」ではな
く、「グローバル」を使用することとしております。

Ｃ

76 1 (4)

「自立自興」「地産地消」「官民連携」等のキーワードや、今一度、地域、地元
の基礎（特に経済）の再構築が急がれる。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅
力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「地域産業の活力の創
出を進め、地域経済を活性化する」としており、また、農林水産
物の「地産地消」について、生産者、農協等の関係団体と連携し
てＰＲに取り組んでいるところです。
　今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせてい
ただきます。

Ｄ

－56－



－57－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

77 1 (4)

少子化対策は施策すべてと関連する案件だと考えています。切れ目のない
支援については理解しますが、他の分野ともひもづけしなければ解決に向か
わないものではないでしょうか。
　少子化対策はもっと大きな視点で取り組むべきだと思います。 

　「２　総合計画策定の前提」－「（１）時代の潮流」の＜人口
減少・少子高齢化の進行＞で記述しているように、人口減少・少
子高齢化の進行への対策に、「交流・関係人口の拡大による活力
創出」、「安心して暮らせるまちづくり」、「若い世代にとって
魅力ある環境の創出」などが必要であると考えております。ご意
見のとおり、少子化対策は、経済面や子育て支援体制など、様々
な要因に対応する必要があることから、計画の推進にあたって
は、各分野で総合的に取り組むこととしており、ご意見について
は、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

78 1 (4)

キーワードとして検討・具体化していくことについても言及し、彩りや質の言
葉だけで逃げないようにしてほしい。 

　総合計画は、都市像や基本目標を示す「基本構想」、基本目標
を踏まえた施策の基本的方向や施策の体系を示す「基本計画」、
施策を実現するため実施する事業を示す「実施計画」の３層で構
成されており、各分野の現状や課題、それらに対する具体的な施
策・事業については、基本計画・実施計画でお示しすることとし
ております。

Ｄ

79 1 (4)

　テーマ間の連携を考えた基本計画と実施計画の検討 　特に先導的かつ重点的に取り組むことを通して、基本目標の達
成」ひいては都市像の実現を一層推進していく役割を担うものと
して、３つの重点プロジェクトを位置づけており、これらのプロ
ジェクトは、分野横断的に様々な部署が連携して取り組むことと
しております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

80 1 (4)

　制度や分野にとらわれない横断的複合的な取り組みを検討してほしい。 　特に先導的かつ重点的に取り組むことを通して、基本目標の達
成」ひいては都市像の実現を一層推進していく役割を担うものと
して、３つの重点プロジェクトを位置づけており、これらのプロ
ジェクトは、分野横断的に様々な部署が連携して取り組むことと
しております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

－57－



－58－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

81 1 (4)

・市民の意見集約が素案に反映されているか疑問に思える（意見集約の場
を作る）。
　・出された案に対して議論する場が必要でないか。

・多数決とかでなく、納得ができる意見が施策に反映することが必要でない
か。

　パブリックコメント手続やテーマ別意見交換会等でいただいた
ご意見とその対応状況については公表することとしております。
　また、総合計画の策定にあたっては、幅広く市民の方々のご意
見をお聞きしながら検討を進めるため、第六次総合計画基本構想
（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、再度、テーマ
別意見交換会や、市内１４地域・地区での地域別意見交換会を開
催することとしております。

Ｅ

82 1 (4)

・「つながる」・・・社会福祉でも産業（ビジネス）でも重要、しかし簡単ではな
い。

・「稼ぐ力」「ICT」・・・地域を牽引するリーダーとスタッフの「力量」次第で大き
な差が生まれる。

・ホスピタリティ・・・重要だが、一方で危険なワードでもある。基本的に有料と
考えるべき。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

83 1 (4)

全体的に「前向きな印象」よりも「不安な印象」が多く、皆さん、何らかの不
安・不満を持っていそうだった。

もちろん行政の皆さんも取り組んでいただいていると思うが、温度差があり、
フィードバックされていないと思った。

ここに参加していない人々も含めて、皆が自分らしく健やかに暮らせるよう、
ぜひ本日の意見を取り入れて「見える化」してください。 

　パブリックコメント手続やテーマ別意見交換会等でいただいた
ご意見とその対応状況については公表することとしております。
　ご意見の内容も踏まえながら、総合計画の策定・推進に取り組
みます。 Ｅ

84 1 (4)

第5次総合計画がどのようなものであったかを知らないので、第6次計画で
は、前計画を継承・発展させていくか、又は大きく変革させていくのか、基本構
想を比較検討する資料がなく、この作業が文言の検討に終わるのではと感じ
た。 

　第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者や各種
団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、その結
果は公表しております。なお、第六次総合計画は、第五次総合計
画の検証も行う中で策定作業を進めており、第六次総合計画基本
構想（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、改めて検
証状況等についても公表することとしております。

Ｅ

85 1 (4)

　計画の達成度を検証・公表してほしい。 　第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者や各種
団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、その結
果は公表しております。なお、第六次総合計画は、第五次総合計
画の検証も行う中で策定作業を進めており、第六次総合計画基本
構想（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、改めて検
証状況等についても公表することとしております。

Ｅ

－58－



－59－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

86 1 (4)

第5次鹿児島市総合計画、基本構想がどの程度達成されたのかを検証した
ものを示したうえで、第6次を取りまとめましたという形で示してほしいと感じま
した。 

　第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者や各種
団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、その結
果は公表しております。なお、第六次総合計画は、第五次総合計
画の検証も行う中で策定作業を進めており、第六次総合計画基本
構想（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、改めて検
証状況等についても公表することとしております。

Ｅ

87 1 (4)

第5次と第6次を並べて達成率の検討・検証についてきちんと整理して市民
に示すべき。 

　第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者や各種
団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、その結
果は公表しております。なお、第六次総合計画は、第五次総合計
画の検証も行う中で策定作業を進めており、第六次総合計画基本
構想（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、改めて検
証状況等についても公表することとしております。

Ｅ

88 1 (4)

第5次計画の検証をしておられるでしょうから、公開して、足りなかった部分を
含め、6次に進んでほしい。 

　第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者や各種
団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、その結
果は公表しております。なお、第六次総合計画は、第五次総合計
画の検証も行う中で策定作業を進めており、第六次総合計画基本
構想（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、改めて検
証状況等についても公表することとしております。

Ｅ

89 1 (4)

テーマやパブリックコメント等とは、いつの時代にも似た様なことをあげてい
るが、なぜ現在そのような形が実現されていないのかをしっかりと検証する必
要もあると思う。

　第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者や各種
団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、その結
果は公表しております。なお、第六次総合計画は、第五次総合計
画の検証も行う中で策定作業を進めており、第六次総合計画基本
構想（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、改めて検
証状況等についても公表することとしております。

Ｅ

90 1 (4)

意見交換する場をたくさん作り、もっと若い世代や学生などからの意見を反
映できれば良いかと思う。

　総合計画の策定にあたっては、幅広く市民の方々のご意見をお
聞きしながら検討を進めることとしており、若い世代や学生など
を対象とした若者会議を開催致しました。

Ｅ

91 1 (4)
子供達の問題も高齢者の問題も同時に進行する必要がある為、より高い精

度での実行力が必要だと思う。
　ご意見の内容も踏まえながら、総合計画の策定・推進に取り組
みます。 Ｅ

－59－



－60－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

92 2

健康になっても生きがいのある社会参画のシステム作りでつながる人を作っ
ていく必要があると思います。ICT等の技術の進歩によるデジタル化と、地域
のコミュニティというアナログ的なことの融合がうまくいくかが課題になると思
う。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」の文中、「共に
助け合い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進め
ます」を「高齢者や障害者をはじめ、市民一人ひとりが、ともに
支え合い、生きがいを持って自分らしく生活できる地域づくりを
進めます」に修正します。

Ａ

93 2

少子高齢化だけではなく、若い世代の人口流出が大きな課題であると考え
ています。鹿児島で生まれ、鹿児島で育ち、鹿児島で学び、鹿児島で暮らすた
めに、鹿児島にとどまってもらえる仕組みが必要ではないでしょうか。

　現在、産学官で連携して若者の地元定着に資する取組の検討
や、地元企業等が一堂に会して、企業等の魅力を若い世代へ発信
するイベントの実施などに取り組んでいるところです。
　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」の文中、「多様で柔軟な
働き方を促進し」を「雇用を創出し、若者の地元就労促進など担
い手の確保に取り組むほか、多様で柔軟な働き方を促進し」に修
正します。
　また、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊かな個性を育
み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたちが夢と希望を
持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・家庭・地域が
連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健やかな体を育む
教育を進めます」としており、ご意見については、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ａ

94 2

　高齢者に対する交通対応の言葉を入れてほしい。  　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」-「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」の文中、「効率的で持続
可能な公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整え
ます」を「効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、すべ
ての人が使いやすい、快適・便利な交通環境を整えます」に修正
します。

Ａ

95 2

　交通弱者への対策を入れる。  　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」-「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」の文中、「効率的で持続
可能な公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整え
ます」を「効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、すべ
ての人が使いやすい、快適・便利な交通環境を整えます」に修正
します。

Ａ

－60－



－61－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

96 2

若年層の都市圏への流出というものがあって、魅力ある環境を作る、そのた
めの学校教育の充実など、そういう流れで記載されていると思う。重点プロ
ジェクトに「地域の稼ぐ力向上プロジェクト」があるが、具体的にどうやっていく
かを考えたときに、鹿児島には魅力的な企業が沢山あると思うが、若い人が
何故かそこに目を向けていない。県内にも東証一部企業があるが、そういった
企業でも、鹿児島市からも全く採用ができない状況と聞いている。

鹿児島には魅力ある企業がたくさんあるのだという発信が少ないのではない
か。もっと色々魅力的な企業があるということを、もっと若い人たちにもどんど
ん発信していった方が、いいのではないか。若者が鹿児島に残って、そして、
鹿児島の稼ぐ力に貢献してもらえるような、そういうようなことを計画に盛り込
んでほしい。

　ご意見については、現在、本市クリエイティブ事業者等の技術
や取組等の情報発信等に取り組むとともに、地元企業等が一堂に
会して、企業等の魅力を若い世代へ発信するイベントの実施など
に取り組んでいるところです。
　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」の文中、「多様で柔軟な
働き方を促進し」を「雇用を創出し、若者の地元就労促進など担
い手の確保に取り組むほか、多様で柔軟な働き方を促進し」に修
正します。

Ａ

97 2

少子高齢化、人口減少は大きな課題だが、出生率は全国でもトップ3ぐらい
上位に入るのではなかったかと思う。鹿児島で子どもを産むことをはばかる人
が多いかというと、そうでもなく、よく健闘している。

鹿児島の人口減少の問題は、子どもを産むところではなくて、18歳人口が減
少していることだと思う。結婚して子どもを作ろうとする世代がどんどん減って
いっている、そこが人口減少の大きな問題だと思っていて、この18歳人口をど
う保っていくか、あるいは流入させていくかを考えていかなければならない。

18歳以降の方々が入りたいと思う魅力的な会社があるかというと、都会の方
が多いと思う。鹿児島の企業をどれだけ魅力的な企業にできるか、鹿児島に
定着する人を増やせるかが大事。

　ご意見については、現在、新たな産業やサービス等の創出支援
や新規創業者等の育成支援のほか、クリエイティブ産業の振興や
重点産業の企業立地等に取り組むとともに、産学官で連携して若
者の地元定着に資する取組の検討や、地元企業等が一堂に会し
て、企業等の魅力を若い世代へ発信するイベントの実施などに取
り組んでいるところです。
　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」の文中、「多様で柔軟な
働き方を促進し」を「雇用を創出し、若者の地元就労促進など担
い手の確保に取り組むほか、多様で柔軟な働き方を促進し」に修
正します。

Ａ

98 2

「新しい価値」の共創というとき、多様な価値（経済的豊かさのみの価値観で
はなく、精神的な豊かさを追求する価値観も含む）の承認・許容を可能とする
仕掛け（ex.教育）が必要となる。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「性別や年齢、国籍など
に関係なく、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮で
きる地域社会を築きます」としております。

Ｂ

99 2

　・SNS情報発信 　ご意見のあった「ＳＮＳ情報発信」については、「３　基本構
想」－「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」
で、「効果的な情報発信」に取り組むこととしております。

Ｂ

100 2

　・町内会活動の活性化 　ご意見のあった「町内会活動の活性化」については、「３　基
本構想」－「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のま
ち」で、「様々な地域団体や事業者など多様な主体が協働・連携
し、新しい価値を共に創るまちづくりを進める」としておりま
す。

Ｂ

－61－



－62－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

101 2

自然の豊かな鹿児島を次世代に引き継ぐためにもっと体験や学習をし、討
論の場、議論の場、発表の場を大切にしたい。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
然と都市が調和した　うるおいのあるまち」で、「生物多様性の
保全・活用や、緑あふれる美しいまちづくりに取り組み、人と自
然が共生し、うるおいと安らぎを感じられる環境を整えます」と
しており、これまで、環境学習の拠点施設である「かごしま環境
未来館」では、講座やイベント等を実施しているほか、市民活動
団体等の交流や情報発信の場を設けているところです。また、生
物多様性学習教材「かごしま生きものラボ」ウェブサイトの活用
や、自然遊歩道など自然とのふれあいを促進し、本市の多様な自
然に対する興味関心を高め、生物多様性についての理解を深める
機会も提供しているところです。

Ｂ

102 2

　・再生可能エネルギー活用〜風力発電推進（水力も）。
　今後10年は省エネ省力に向けて変化して行く。

　本市におきましては、日射量が多いという地域特性を踏まえ、
主に太陽光の普及を進めているところですが、本市や国が掲げる
「２０５０年までにＣＯ２排出量実質ゼロ」の実現にあたっては、

風力・水力といった他の再生可能エネルギーの意義も大変大きい
ことを踏まえ、これらのエネルギーについても事業者等と連携し
て推進に努めてまいりたいと考えております。ご意見について
は、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自然と都市が調和し
た　うるおいのあるまち」の文中、「再生可能エネルギーの地産
地消」において推進してまいります。

Ｂ

103 2

　必要な人に、時に、情報が届くシステムが必要です。 　ご意見のあった「必要な人に、時に、情報が届くシステム」に
ついては、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信頼とやさし
さのある　共創のまち」で、「効果的な情報発信」に取り組むこ
ととしております。

Ｂ

104 2

（健康問題について）チーム鹿児島等で、市で一番多い病気等、病院・保健
所等でクリアできる政策等をやってほしい。 

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で、「保健・医療
を充実する」としております。

Ｂ

105 2
子どもが希望を持てる環境の充実など、具体は見えないが、大いに期待した

い。
　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

106 2

世代、職業関係なく学び合える環境を作ることによって互いに良い学び影響
を与え合えるのではないかという点です。
 

　生涯学習については、「３　基本構想」－「（２）基本目標
豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「誰もが、生
涯にわたって学び続けることができる環境を整える」としており
ます。

Ｂ

－62－



－63－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

107 2

生涯にわたって学び続けるための取組にも力を入れる必要があると思いま
す。（趣味・教養だけでなく、仕事につながる講座・研修等）
 

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「誰もが、生涯
にわたって学び続けることができる環境を整える」としておりま
す。

Ｂ

108 2

　団地（マンション）の高齢化の対策が必要かと思います。  　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「住宅団地の活性化を進
め、機能性の高い都市空間を形成します」としており、また、現
在、住宅団地の活性化として、支え合う地域交流・子育て・福祉
の充実に向けて取り組んでいるところです。

Ｂ

109 2

　コンパクトシティ化と交通インフラの整備（統合）が必要かと思います。  　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「コンパクトなまちの実
現を目指し、機能性の高い都市空間を形成します」としており、
また、現在、コンパクトなまちづくりの推進に取り組んでいると
ころです。

Ｂ

110 2

個性あるスモールタウンをつなげることで、市民が住みたくなるまちづくりを
目指してほしい。

　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「コンパクトなまちの実
現を目指し、機能性の高い都市空間を形成します」としており、
また、現在、コンパクトなまちづくりの推進に取り組んでいると
ころです。

Ｂ

111 2

開発はややもすると自然破壊につながるので、あるがままの鹿児島のすば
らしい自然・まち・田舎や人々のたたずまいを大切にするような施策をとってほ
しい。 

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
然と都市が調和した　うるおいのあるまち」で、「生物多様性の
保全・活用や、緑あふれる美しいまちづくりに取り組み、人と自
然が共生し、うるおいと安らぎを感じられる環境を整えます」と
しており、平成２６年３月に策定した鹿児島市生物多様性地域戦
略において、自然環境の保全に関する取組を行ってまいりました
が、令和３年度に策定する次期生物多様性地域戦略においても、
引き続き自然環境の保全とその恵みの持続可能な活用に取り組ん
でまいりたいと考えております。

Ｂ

－63－



－64－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

112 2

「子ども・文教政策」とあるが、教育は、子どもだけではなく大人も含まれる。
現在の子どもの教育環境を考える場合に、大人や地域の問題が重要になって
いる。

私自身が考えているキーワードとして「分断と排除」というものがある。「分
断」というのは、例えば、高齢者と子どもの関係や、地域の中でも、個々や、地
域の自然との分断などがあったり、これまで繋がっていたものが色々と切れて
しまっている問題がある。「排除」に関しては、ICTの中で、どんどんこぼれ落ち
ていく。子どもだけではなく、大人も学び合える観点が重要。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「誰もが、生涯
にわたって学び続けることができる環境を整える」としておりま
す。

Ｂ

113 2

現在、SNSが発展しているため、例えばLINEなどを用いてアンケートを実施
すれば、市の状況を数値で示すことができると思う。

そしてその数値に基づいて、具体的に基本目標に施策・取組を作成し、具体
的に1年間でどこまで変えるのか（例えば数値を何パーセント減らす・増やす
のか）を示すことが必要だと考える。 

　ご意見のあった「アンケート」については、回答者に年齢階層
別、地域・地区別、男女別人口構成の偏りがないよう、無作為抽
出により１６歳以上の鹿児島市民５，０００人を対象に、施策等
に関する市民の意識調査を実施することとしており、「ＳＮＳの
活用」については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。
　なお、「目標の数値化」につきましては、これらのアンケート
結果も活用しながら、基本計画において、基本施策毎に、指標と
目標値を設定したいと考えております。

Ｄ

114 2

人口減少、少子化と何年も云われているが、その抜本策が乏しくないか→経
済的（職業から家庭へ）な手厚い支援が解決するのではないかと思われま
す。 

　子育てに対する経済的支援については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるま
ち」で、「結婚、妊娠・出産、子育ての切れ目のない支援を充実
するとともに、未来の力となる子どもたちの明るく健やかな成長
を支えます」としており、また、現在、こども医療費の助成など
に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

115 2

　稼ぐ力とあるが、企業の売り上げ向上＝市民の所得向上ではない。
この10年で、県外資本の会社や店が増えているが、売上（つまり法人税）は

本社のある都市圏に昔よりはるかに多く吸い上げられるようになった。
地場の魅力ある会社を増やし（起業支援）、地産地消の経済にしなければな

らない。
総合計画はひと昔前の価値観で止まっている。観光客向けの施策は古い。

地元の人々が地元の魅力を知り、地元の商品を買い、地域の雇用を守るべ
き。

地域の人が地域を好きになり、盛り上がっている結果、外から人が集まる。
域内消費を高める事業・総合計画を策定すべき。

　ご指摘の件については、特に重点的に取り組むべき施策として
位置づけている「重点プロジェクト」の中で「”地域の稼ぐ力”
向上プロジェクト（仮称）」に取り組むこととしており、今後、
基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

－64－



－65－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

116 2

人とのつながりをいやがる傾向にある若い世代をどのように巻き込んで、人
とまちがつながる地域をつくるかを明確にして頂きたい。

　若い世代の巻き込みについては、「３　基本構想」－「（２）
基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」で、「市民や行
政、様々な地域団体や事業者など多様な主体が協働・連携し、新
しい価値を共に創るまちづくりを進める」としており、また、現
在、市民等を対象とした、人とまちがつながるワークショップ等
に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

117 2

観光・農業・スポーツ振興のいずれにしても、地域内の経済循環の仕組みを
作り出していくことが大切だと考えます。上からでなく、地元住民が担い手とな
るような活動の促進を行政には期待します。

　農業においては、生産者や農協等の関係団体と連携した農林水
産物のＰＲによる地産地消や集落での話し合い活動を基本とした
地域農業の振興に取り組んでおり、また、観光が経済成長のエン
ジンとなるよう、観光消費額の向上等に向けて取り組んでいると
ころです。
　ご意見については、特に重点的に取り組むべき施策として位置
づけている「重点プロジェクト」の中で「”地域の稼ぐ力”向上
プロジェクト（仮称）」に取り組むこととしており、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

118 2

観光面ではリピーター仕掛けづくり、特に桜島のリピーター仕掛けは重要で
す。

　現在、桜島をはじめとする豊かな自然や景観、個性ある歴史・
文化や食等の観光資源を生かした新しい魅力づくりに取り組んで
いるところであり、ご意見については、今後、基本計画や実施計
画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

119 2

　・在住外国人の活躍、海外の目から見た評価 　ご意見のあった「在住外国人の活躍、海外の目から見た評価」
については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信頼とやさ
しさのある　共創のまち」で、「国内外の都市との連携や交流を
進めるとともに、効果的な情報発信やシビックプライドの醸成な
どにより、まちの魅力を磨き高めます」、「国籍などに関係な
く、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮できる地域
社会を築きます」としており、また、現在、情報発信や多文化共
生の推進に取り組んでいるところです。ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

120 2
　・海外広報 　ご意見のあった「海外広報」につきましては、今後、基本計画

や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。 Ｄ

－65－



－66－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

121 2

　・多文化"違う"ことは楽しい、多様性 　多文化や多様性の尊重については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」で、
「国籍などに関係なく、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能
力を発揮できる地域社会を築きます」としており、また、現在、
多文化共生の推進に取り組んでいるところです。ご意見について
は、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

122 2

　・移民を増やす。海外の県人会ゆかりの方の移民。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「国内外の都市との連携
や交流を進める」及び「国籍などに関係なく、一人ひとりの人権
が尊重され、個性と能力を発揮できる地域社会を築きます」とし
ており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

123 2

　・市民である外国人との交流促進 　在住外国人との交流については、現在、国際交流センターを中
心とした交流機会の創出などに取り組んでいるところです。ご意
見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参
考とさせていただきます。

Ｄ

124 2

町内会の活性化が地域づくりの基礎だと思うので、仕組みづくりを考えてほ
しい。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「市民や行政、様々な地
域団体や事業者など多様な主体が協働・連携し、新しい価値をと
もに創るまちづくりを進める」としており、今後、基本計画や実
施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

125 2

多文化共生を推進し、将来多くの移民が鹿児島市民として生きていけるよう
に、政策を推し進めていくという点は前向きに捉えた。

多様性を重視し、差別のない社会を実現するために、子供たちにも外国人と
の交流を増やしていく方策を打ち出していくべきだと考えている。

日常に異文化があり、それが普通であるという社会では、グローバル資本主
義ではなく、草の根の市民活動を経た「草の根のグローバル化」に結びつくと
いえる。
　そうしたグローバル化が点在するような市になれば理想だと思う。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「国籍などに関係なく、
一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮できる地域社会
を築きます」としており、また、現在、多文化共生の推進などに
取り組んでいるところです。今後、基本計画や実施計画の検討に
あたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

126 2

　人口減のなかで雇用の創生を、モノの付加価値化を。 　現在、新たな産業やサービス等の創出支援やクリエイティブ産
業の振興、重点産業の企業立地等のほか、地域資源を生かしたも
のづくりや製品の高付加価値化への支援などに取り組んでいると
ころです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討
にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－66－
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127 2

人口減による公共物件空き家を、留学生の寮や交流の場につくるのもアイ
デア。

　市営住宅（公共物件）の空き住戸については、令和３年度よ
り、市営住宅の敷地や空き住戸の有効活用施策及び当該施策の事
業化に向けた可能性について検討を行っているところです。ご意
見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参
考とさせていただきます。

Ｄ

128 2

高齢者を含め市民の多様な能力を拾い上げ、各分野に生かすとともに、コラ
ボしたり、あるいは若者のＩＴ（プログラミング能力等）をつなげると、稼ぐ力につ
ながる。また、高齢者の疎外感の除外にもつながる。

　高齢者の能力活用については、「３　基本構想」－「（２）基
本目標　自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で、
「共に助け合い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくり
を進めます」としており、また、現在、高齢者の活動への支援に
取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計画
や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

129 2

高齢者へのＩＴ教育（プログラミングも含めて）をして、市の広報を知りえるよ
う、またアプリ制作で稼げるようにする。

　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「“ＩＣＴで住みよいまち”推進プロジェク
ト（仮称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

130 2

多様な年齢、性別、立場の市民が「つながる」プラットホームづくりに市の力
を注いでほしい。それによってWell-being（よりよく生きる）を実践しながら住み
続ける鹿児島市にしてほしい。

　多様な市民が「つながる」プラットホームづくりについては、
現在、市民活動団体等との協働推進に取り組んでいるところで
す。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

131 2

　かごりんなど自転車が走りやすい町づくり。 　自転車が走りやすいまちづくりについては、「３　基本構想」-
「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、
「効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、快適・便利な
交通環境を整えます」としており、また、現在、自転車走行空間
づくりの推進に取り組んでいるところです。ご意見については、
今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていた
だきます。

Ｄ

132 2

　錦江湾をもっと活用を、クルーザーで海を楽しむ、体験帆走型で良い。
空き農地、空き家の活用 所有者は誰かの問題もあるがスローライフで滞在

型観光に対応できるよう。

　現在、錦江湾を生かした海を体感するメニューづくりや多様な
資源を生かしたツーリズムを行っているところであり、ご意見に
ついては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考と
させていただきます。

Ｄ

－67－
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133 2

　・地産地消の活用〜Aコープおいどん市場の利用。 　地産地消については、現在、Ａコープおいどん市場等を利用し
農林水産物のＰＲ販売を実施し推進に努めているところであり、
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

134 2

防災の視点が欠けている？8.6水害の再発防止策→例えば各家庭に一時貯
水タンク投量 平時は溜まった雨水を庭の菜園やトイレ水に、早めに etc

　防災力の強化については、これまでも、個人住宅への雨水貯留
施設等の設置に対する助成等に取り組んでいるところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

135 2

　環境問題の啓発学習活動の積極的推進。
環境未来間で２ヶ月に１回環境問題スピーチ（提言）。市民も年に１回は必ず

聴いて、市民全員が環境を考えるシステムが必要。こう言う場があることはと
ても大切だと思います。これからも市民と共に考えみんなで創る我らの鹿児島
市を一緒に作っていきたい。コロナで大転換、明治維新と同じような時代と思
います。

　これまで、環境学習の拠点施設である「かごしま環境未来館」
では、講座やイベント等を実施しているほか、市民活動団体等の
交流や情報発信の場を設けているところです。ご意見について
は、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

136 2

外国人労働力は今後の鹿児島市において欠かせない人材であり、近い将来
は、コミュニティの一員になるのではないか。「産業政策」の一環とし、外国人
の受け入れや共生も課題にしていくべきだと考えます。 

　これまで、在学中から鹿児島の産業や事業所への理解促進を図
り、卒業後も鹿児島で活躍する有能な人材を確保するため、留学
生を対象とした職場見学会を実施してきたところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

137 2

地域産業・観光交流事業を展開するには、人材育成が何よりも重要です。人
材育成は先行投資であると思います。人材育成システムを長期に見据え、プ
ロフェッショナルの育成・確保・登用を図っていくことが都市の発展につながる
と思います。総合計画を見た人が「これから鹿児島市は面白くなるぞ！」と感じ
られるものになることを心から願います。 

　現在、クリエイティブ人材の育成や鹿児島観光コンベンション
協会における研修に取り組んでいるところであり、ご意見につい
ては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせ
ていただきます。

Ｄ

138 2

「稼ぐ観光につながる誘客推進」に稼ぐ観光のもととなる「サービス・プロダク
トの開発スキル向上と原資支援」を加えて欲しいです。

　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「”地域の稼ぐ力”向上プロジェクト（仮
称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今後、基
本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

－68－
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139 2

「スポーツを生かしたにぎわい創出」や「ホスピタル」「稼ぐ観光」また「エコ」に
も関わる事業として、「コミュニティサイクルの拡張と稼ぐ観光への連結」を取り
入れて欲しい。

特に「桜島」でのサイクリングロード／道路整備はテストからでも進めていっ
て欲しいです。

  自転車を活用した観光振興については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、
「誰もがスポーツを楽しむことができる環境を整え、国内外から
多くの人が集うまちをつくります」としており、ご意見について
は、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。
　また、利便性・回遊性の向上に向けたサイクルポートの増設に
ついては、これまで、段階的に取り組んでいるところです。ご意
見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参
考とさせていただきます。

Ｄ

140 2

変化の早い時代に10年後のあるべき姿をまとめる作業は非常に難しいもの
があると思います。変化の速度は非常に早く、その変化に対応するためにDX
化が必要である。変化に対応できるダイナミックケーパビリティを高めるために
デジタル人材の育成、多様性（これまでのシニア・女性に加えて外国人）の視
点に基づいた新産業の育成が必要である。デジタル化を生かす施策が「ICTで
住みよいまちづくり」という効率化の施策しか出ていないのは少し残念。今後
は単に連携するだけでは「稼げない」、どこにトレンドがあるかをデジタルで捉
えて、そのデータに基づいて施策を打ち、生産性をあげて行かなければならな
い。変化に対応できる能力をいかにシステム化するかの視点を入れるべきと
考える。

　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「“ＩＣＴで住みよいまち”推進プロジェク
ト（仮称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

141 2

この計画に明記されていることは全て実現できるようにご尽力頂きたいで
す。

特に「稼ぐ観光」においては富裕層を呼び込む仕掛け（高級ホテルの誘致な
ど）や、ホスピタリティの充実も。

ホスピタリティを学べる市立大学の整備も検討して頂きたい。錦江湾を活用
した水上でのアクティビティ（食事・余興付きクルーズ）なども計画して頂きた
い。

　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「”地域の稼ぐ力”向上プロジェクト（仮
称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今後、基
本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

142 2

各人が個性と能力を発輝するために地域のシステムづくりが鍵になるような
気がします。高齢者の能力を生かした、生きたコミュニティづくりができていくこ
とを期待しています。

　高齢者の能力活用については、「３　基本構想」─「（２）基
本目標　自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で、
「共に助け合い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくり
を進めます」としており、また、現在、高齢者の活動への支援に
取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計画
や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－69－
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143 2

　鹿児島市内でトライアスロン大会を開催できないでしょうか。 　「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う
活力あるまち」で、「誰もがスポーツを楽しむことができる環境
を整え、国内外から多くの人が集うまちをつくります」としてお
り、また、現在、鹿児島マラソン等の地域資源を活用したスポー
ツイベントを実施しております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

144 2

　・人口減少、財政減少の環境を踏まえると、「稼ぐ力」に焦点は賛同します。
　・その上で、観光やスポーツを切り口として取りこぼしは重要。
　・そのためには、ターゲットを明確にする→高齢者・外国人・若者。

・事業とターゲットを「ヒト・モノ・情報」の交流切り口から、取り組んで頂きた
い。
　・鹿児島市を着地、以外の国内外の都市を発地として取り組みを連動させる
　MICE分野でも鹿児島市は成長可能と考えます。

　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「”地域の稼ぐ力”向上プロジェクト（仮
称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今後、基
本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

145 2

中心市街地の活性化として都市型観光地を造る。具体的には旧ドルフィン
ポート跡地は緑地公園にして、鹿児島の観光の一丁目一番地にして欲しい。
桜島の景観そのものが稼ぐ観光そのものである。

不安として、ここにサッカースタジアムが建設されるのは桜島に戸板を立てる
ことになり、サッカーの試合は年間20試合程度しかなく、オフシーズンは閑古
鳥が鳴くことは目に見えている。地元の人は日帰り客が多く、果たして稼げる
だろうか。

高齢者がこれからどんどん増え、まちの人が市街地に降りてくるそのために
も憩いの場にして、子育て世代、高齢者に優しい鹿児島市にしてください。

　サッカー等スタジアムは、施設の複合化や機能・サービスの多
様化を図り、試合が開催されない日においても、日常的に多くの
人で賑わう施設を考えているところであり、今後、このような観
点から国内外のスタジアム等を参考にしながら検討してまいりた
いと考えております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

146 2

インバウンドの対応の変化が含まれていましたが、過去にも同様の取り組み
をして、結果として上手くいかなかった（国際的なども含む）ことがありました
が、具体的に何が違うのでしょうか？具体例が書いていないので分かりませ
んが、何かに取り組んだ結果にインバウンドがついてきたという形でないと、
昔のことを繰り返すだけになってしまうのではないかと思いました。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅
力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「国内外から多くの人
が集うまちをつくります」としており、今後、基本計画や実施計
画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

147 2

先行的にICTの施策にもスーパーシティに向けたデータマネジメントをできる
人材育成などを行っていき、10年後に効率的かつ効果的な「稼ぐ力」を浸透さ
せて欲しい。 

　ご意見については、現在、ＩＣＴ人材も含めたクリエイティブ
人材の育成に取り組んでいるところであり、今後、基本計画や実
施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ
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148 2

「大学の事業者と連携」・・・社会人になっても学び続けることができる環境づ
くりが重要。

　生涯学習については、「３　基本構想」－「（２）基本目標
豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「誰もが、生
涯にわたって学び続けることができる環境を整える」としてお
り、また、現在、生涯学習関連施設での講座・研修会等の開催な
どに取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

149 2

交流・産業については、ポストコロナを踏まえたインバウンドの取り込みや賑
わいが盛り込まれていますが、森永さんの講演であったような、地元の人が地
元の魅力を知り、地産地消につながるような取り組みも大切だと思いました。

通販でどこの物も購入できる世の中ですが、市民が地元製品の良さに気づく
機会が案外ないように感じます。特に、県外に進学や就職で出てしまう高校卒
業前までの子供たちに知らせることは、流出防止や U ターン促進につながる
のではないでしょうか。

　地元の方が本市の魅力を知り地産地消につなげることについて
は、市民が鹿児島の観光スポットや体験を楽しんでいただける取
組を進めるとともに、農林水産物の地産地消について、現在、生
産者、農協等の関係団体と連携して市内農林水産物のＰＲに取組
んでいるところです。
　また、現在、地域資源を生かしたものづくりや製品の高付加価
値化への支援などに取り組んでいるところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

150 2

別分野の「生きがいづくり・社会参画の促進」で盛り込まれているかもしれま
せんが、単に高齢者自身の問題だけではなく、今後少子高齢化が進み労働
者不足が深刻になる中で、高齢になっても社会の担い手であり続ける道を行
政も高齢者自身も考えていく必要があると思います。 

　生きがいづくり・社会参画の促進については、「３　基本構
想」─「（２）基本目標　自分らしく健やかに暮らせる　安心安
全なまち」で、「共に助け合い、一人ひとりが自分らしく生活で
きる地域づくりを進めます」としており、また、現在、高齢者の
活動への支援に取り組んでいるところです。ご意見については、
今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていた
だきます。

Ｄ

151 2

　予防医学の普及を強力に推進してほしい。 　ご意見については、「３　基本構想」―「（２）基本目標　自
分らしく健やかに暮らせる 安心安全なまち」で、「健康づくりや
感染症対策の強化、医療体制の確保などにより、保健・医療を充
実し、健康寿命を延ばします」としており、また、現在、がん検
診等の推進や感染症等の予防対策と拡大防止対策の推進に取り組
んでいるところです。今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

152 2

　障害者が安心して働き、収入を得られるような施策を推進してほしい。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
分らしく健やかに暮らせる安心安全なまち」で、「共に助け合
い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進めます」
としており、また、現在、障害者の就労支援の充実に取り組んで
いるところです。今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての
参考とさせていただきます。

Ｄ

－71－



－72－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

153 2

医療関係者の人材確保、人材育成が重要であり、有識者を確保するために
は小中高校より、福祉・介護の大切さを伝える必要がある。

　福祉・介護への理解の促進については、「３　基本構想」─
「（２）基本目標　自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なま
ち」で、「共に助け合い、一人ひとりが自分らしく生活できる地
域づくりを進めます」としており、また、現在、小学生向けに福
祉読本を配付しているところです。ご意見については、今後、基
本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

154 2

　医療の質向上のところでは、スペシャリストの育成。 　スペシャリストの育成については、「３　基本構想」―
「（２）基本目標　自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なま
ち」で、「保健・医療を充実」することとしており、また、市立
病院では、令和３年４月より、特定行為（一定の診療の補助）を
行うことができる看護師の育成を院内で開始し、職員の資質の一
層の向上に取り組んでいるところです。ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

155 2

市民の死亡時など、年金課・税務課・長寿支援課・障害福祉課など多数の課
に届け出が必要になりますが、課同士の横の連携によって、支援が受けやす
くなるなど、市民のメリットは大きいと思います。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「効率的で質の高い行政
サービスを展開する」としており、また、令和３年度に、死亡に
伴う各種手続の専用窓口（おくやみコーナー）を本庁舎内に設置
し、市民サービスの向上を図ることとしております。ご意見につ
いては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

156 2

　よかよか体操の地域拡大。 　ご意見については、「３　基本構想」―「（２）基本目標　自
分らしく健やかに暮らせる 安心安全なまち」で、「健やかな暮ら
しを支える福祉サービスを充実するとともに、共に助け合い、一
人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進めます」として
おり、また、現在、住民主体の通いの場づくりの推進に取り組ん
でいるところです。今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

157 2
産学官+市民が連携した防災計画、防災研究・教育・人材育成システムの構

築。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。 Ｄ

－72－



－73－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

158 2

　町内会活動を強化することも必要です。  　ご意見のあった「町内会活動の強化」については、「３　基本
構想」－「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のま
ち」で、「市民や行政、様々な地域団体や事業者など多様な主体
が協働・連携し、新しい価値をともに創るまちづくりを進める」
としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

159 2

まだ今の若者にとっても福祉・介護のイメージはよくないものが多い。世代間
をこえた関わりが増えるように、市の方で募集をかけたり、アルバイトを設けた
りしてほしい。

　ご意見については、「３　基本構想」─「（２）基本目標　自
分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で「健やかな暮ら
しを支える福祉サービスを充実する」としており、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。な
お、介護人材確保については、国・県の取り組みを市ホームペー
ジで案内しているところです。

Ｄ

160 2

教育に関して、発達障害等の多様な子どもがいる中で、どのような政策がな
されるか気になりました。

　特別支援教育については、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子ども
たちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学
校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、
健やかな体を育む教育を進めます」としており、また、現在、そ
の充実に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、
基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

161 2

私自身障害者の家族であるため、より充実した支援と、その家族を支える
仕組みがよりわかりやすく示されるとありがたいです。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で、「共に助け合
い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進めます」
としており、また、現在、障害者の地域生活の支援などに取り組
んでいるところです。今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

162 2

子どもがいない方の意見を聞けて大変貴重な時間になった。その中でそう
いった方々の方の子育て介入の話になった。「子どもはいないが、子育てに参
加・協力したい」。ただ方法や問い合わせ先などがわからないと、意見が多数
あった。本当に貴重な話だった。

市として視点を向けていただいたり、（告知・お知らせ等）わかりやすくしてい
ただきたいです。 

　地域における子育て支援の担い手については、現在、子育てサ
ポーターの養成や子育てグループの活動支援などに取り組んでい
るところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の
検討にあたっての参考とさせていただきます。 Ｄ

－73－



－74－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

163 2

子どもの出産・育児について、大きな手当て（住民税の免除・義務教育にお
ける家計負担分の給付）を行い、子どもを産んだ方が得だと思えるような鹿児
島市になると、県外からの転入も期待できると思いました。 

　子育てに対する経済的支援については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるま
ち」で、「結婚、妊娠・出産、子育ての切れ目のない支援を充実
するとともに、未来の力となる子どもたちの明るく健やかな成長
を支えます」としており、また、現在、こども医療費の助成など
に取り組んでいるところです。ご意見については、 今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

164 2

お金に対する知識が海外と比較して日本は貧しいと思います。「お金に強い
鹿児島」になるように、市独自の取り組みを期待します。
 

  消費者の自立の支援については、現在、消費者教育に取り組ん
でいるところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計
画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

165 2

　ジェンダー教育を大人にもしてほしいです。 　ジェンダー教育については、「３　基本構想」－「（２）基本
目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」で、「性別や年齢、
国籍などに関係なく、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力
を発揮できる地域社会を築きます」としており、また、現在、男
女共同参画の理解の促進に取り組んでいるところです。ご意見に
ついては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考と
させていただきます。

Ｄ

166 2

　子供達を地域で育てるあいご会などの組織を有効に運用。 　あいご会に関しては、現在、青少年教育と体験活動の充実に取
り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計画や
実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

167 2

多様性 比較的に小さいころは受け入れやすいと考えており、フィルター（色
めがね）が掛からないうちに色んな人と交流できるシステムつくりがこれから必
要ではないでしょうか。 

　令和２年度から実施されている学習指導要領については、「一
人一人が持続可能な社会の担い手として、その多様性を原動力と
し、質的な豊かさを伴った個人と社会の成長につながる新たな価
値を生み出していくことが期待される」ことなどが示されてお
り、本市でも同様に考えているところです。ご意見については、
今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていた
だきます。

Ｄ

－74－



－75－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

168 2

　鹿児島独自の組織である"あいご会"の活用を。
地域全体で子どもを育てる方法を具体的に生涯学習の中に取り入れて、高

齢化社会に向けての施策として。 

　あいご会に関しては、現在、青少年教育と体験活動の充実に取
り組んでいるところです。
　生涯学習については、「３　基本構想」－「（２）基本目標
豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「誰もが、生
涯にわたって学び続けることができる環境を整える」としてお
り、また、現在、生涯学習関連施設での講座・研修会等の開催な
どに取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

169 2

鹿児島には、郷中教育のように地域の教育力の礎がある。これは現在でも
通用する大事なことなので、再度「地域の教育力」を見直していく必要がある
のではないか。 

　生涯学習については、「３　基本構想」－「（２）基本目標
豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「誰もが、生
涯にわたって学び続けることができる環境を整える」としてお
り、また、現在、生涯学習関連施設での講座・研修会等の開催な
どに取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

170 2

心を育む教育においては、体験活動が大事だと思う。子どもたちに社会体
験・生活体験・自然体験させることで、感動する心や思いやりの心など豊かな
心が育まれると思う。このような視点もぜひお願いしたい。 

　青少年教育については、「３　基本構想」－「（２）基本目標
豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたち
が夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・
家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健や
かな体を育む教育を進めます」としており、また、現在、青少年
教育と体験活動の充実に取り組んでいるところです。ご意見につ
いては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

171 2

　既存住宅ストック、空き家対策、空き家発生抑制の言葉を入れてほしい。  　ご意見については、現在、多様な住まいの供給促進、安心・安
全に配慮した住環境の整備促進、管理不全な空き家等の発生の抑
制と対応および空き家等の活用に取り組んでいるところです。今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

172 2

県工業クラブスーパーシティ研究会（理事）で"Maas"のお手伝い（コラボ）さ
せてほしい。
①ドローンで荷物配達、人の移動補助を。
②無人運転カー（タクシーとかマイクロバス）の実験・実証を。
③都市中心部への乗用車の乗り入れ禁止を（市電、市バス活用、自転車etc.）
④自走小型ロボの開発・実験を（翻訳ロボ+人工頭脳）

未来の鹿児島市を共に創りたいです。（工業クラブと鹿児島大学の知恵結集
サポートします） 

　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「“ＩＣＴで住みよいまち”推進プロジェク
ト（仮称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。 Ｄ

－75－



－76－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

173 2

未来都市（スーパーシティ計画へのチャレンジ）、トランジットモール、市街地
車乗り入れ禁止など未来思考がない➡入れてほしい。 

　ご意見については、他都市の取り組み事例やその効果を研究し
ながら、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

174 2

　空き家対策（地域の特性を生かす）  　空き家対策等については、現在、管理不全な空き家等の発生の
抑制と対応および空き家等の活用に取り組んでいるところです。
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

175 2

　市電の延伸化を進める  　路面電車の延伸につきましては、以前、谷山中央地区など実現
可能性が高い地区について調査検討を行った結果、費用対効果の
面などから総合的に判断し断念せざるを得ないという結論に至っ
た経緯がございます。現在は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、路面電車観光路線として鹿児
島港本港区への市電延伸について検討を進めているところでござ
います。
　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な公
共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」と
しており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考と
させていただきます。

Ｄ

176 2

　地方空き家の別荘利用、都市部団地における若い人を呼ぶリノベーション  　ご意見については、現在、安心・安全に配慮した住環境の整備
促進および管理不全な空き家等の発生の抑制と対応、また、空き
家等の活用に取り組んでいるところです。今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

177 2

姶良、垂水や霧島等と連携して霧島・錦江湾・桜島ジオパークを世界ジオ
パークにするべくジオツアーをマイクロツーリズム等でおこして交流・学習をさ
かんにしてほしい。 

　現在、オンリーワンの魅力創出に取り組んでいるところであ
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－76－



－77－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

178 2

時々段差に躓いて転びます。ほんの少しの段差でも、夕方から夜は分から
ず、躓くことがあります。海外では歩行者を優先し、歩道や横断歩道には段差
のない道路を見たことがあります。

日本では難しいのかも知れませんが、少子高齢化でどんどんお年寄りが増
えているのであれば、もっと弱者に優しい道作りをして欲しいと思います。 

　歩道等の段差のない道路については、「３　基本構想」-
「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、
「生活道路など、市民の暮らしを支える生活基盤について、効果
的な整備を進め、誰もが暮らしやすいまちをつくります」として
おり、また、現在、安心・安全な道路空間の整備に取り組んでい
るところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

179 2

都市生活について、コンパクトシティの実現は人口減少のなか痛みもともな
い集約していく必要性を記述されたほうがいいと思います。

　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「コンパクトなまちの実
現を目指し、機能性の高い都市空間を形成します」としており、
今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていた
だきます。
　なお、コンパクトシティの必要性については、現在、かごしま
コンパクトなまちづくりプラン（立地適正化計画）に明記し、コ
ンパクトシティの実現に取り組んでおります。

Ｄ

180 2

　「つながる」を大切にした基本計画になると良いと思います。
子どもの問題は、どうしても学校や親の問題になりがちですが、子どものい

ない大人もつながることが出来るような施策を考えてほしい。
大きな枠ではなく、小さいコミュニティが「つながる」様々な層が「つながる」横

断的なものが必要になると思います。 

　本市においては、社会全体で子育て支援に取り組むべきと考え
ており、ご意見のあったことについては、今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

181 2

　子どもたちのみならず大人も夢と希望を持って挑戦できる制度を。 　「３　基本構想」－「（１）都市像」で、将来のまちのあるべ
き姿として、「次代を担う多彩な人材が育まれ、未来への希望に
あふれています」としており、ご意見については、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

182 2

　フォーラムの定期的開催を望みます。 　総合計画の策定にあたっては、幅広く市民の方々のご意見をお
聞きしながら検討を進めることとしており、若者世代、在住外国
人、関係団体、地域団体等を主な対象とした意見交換会を開催し
たところであり、「未来デザインフォーラム」もその一環として
開催したところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

－77－



－78－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

183 2

決していい大学に行くことがいいわけではない。結局、自分の能力をどう延
ばすのかが大事。そういう実験の場が鹿児島にはたくさんあると思う。もっと、
教育の中に取り込んでいかれたら良いと思う。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたちが
夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・家
庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健やか
な体を育む教育を進めます」としており、また、現在、学校で
は、個性あふれる学校づくりの推進などに取り組んでいるところ
です。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

184 2

鹿児島にいかに18歳人口を残すかが大事。教育において、18歳までの間に
できることは、鹿児島の地域産業を若いうちからきちんと理解するとか、郷土
教育の中で、昔を懐かしむような歴史教育だけではなく、今の産業や、あるい
はイノベーティブな人材育成をした企業にフォーカスをあてるような、新しい地
域教育に力を入れていかなければならないと思う。総合計画の中で、そういっ
た地域教育を支援する取組を盛り込んでいけるとよい。

　ご意見のあった「新しい地域教育」については、「３　基本構
想」－「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあ
るまち」で、「子どもたちが夢と希望を持って、限りない可能性
に挑戦できるよう、学校・家庭・地域が連携・協働しながら、確
かな学力、豊かな心、健やかな体を育む教育を進めます」として
おり、また、現在、学校では、個性あふれる学校づくりの推進な
どに取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

185 2

デジタルを使いこなす人間が増えていかないといけないので、デジタル教育
は重要。但し、デジタルは所詮ツールなので、何のためにデジタル使うかとい
うことが重要で、地場産業を世界標準にしていくことや、地場のコンテンツをき
ちっと磨くことが非常に大事。

　ご意見のあった「デジタル教育」については、「３　基本構
想」－「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあ
るまち」で、「子どもたちが夢と希望を持って、限りない可能性
に挑戦できるよう、学校・家庭・地域が連携・協働しながら、確
かな学力、豊かな心、健やかな体を育む教育を進めます」として
おり、また、現在、教育の情報化の推進などに取り組んでいると
ころです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討
にあたっての参考とさせていただきます。
　また、「地場産業を世界標準にしていくこと、地場のコンテン
ツを磨くこと」については、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「地域産業の活
力の創出を進める」としており、今後、基本計画や実施計画の検
討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

186 2

隆起するような鹿児島の産業を創っていく施策を打ち出し、それをデジタル
で、県外・海外に展開されると思うが、ベースとしてクリエイティブなものの考え
方をする子供たちを育てていくことが大事。アメリカではデザインシンキングな
どをどんどん取り入れている。今の教育の中では、前例踏襲であったり、暗記
とか、知識習得型になって、どうしてもクリエイティブなものに頭がいかない気
がしている。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたちが
夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・家
庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健やか
な体を育む教育を進めます」としており、今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－78－



－79－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

187 2

お祭りが多いところは18歳人口が多いようだ。自分の心を大きく揺さぶられ
るようなものを18歳までに体験すると、やはりそれに対する郷愁が強く、愛着
を持って、自分のまちの誇りのようなものを感じ、残る人が多いのだそう。鹿児
島でも年に１回など、全市民が集って、楽しい思い出を作れるような、そういっ
たものも是非、施策の中に入れていただきたい。

　現在、南九州を代表する市民のまつりとしておはら祭を開催し
ているほか、サマーナイト大花火大会など本市の観光振興に資す
る魅力的なイベントを開催しております。
 ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

188 2

18歳までに、もう少しフィールドワークをどんどんやっていけばいいのではな
いか。偉人の足跡をたどるとか、知識習得型のフィールドワークが多いと思う
ので、18歳までの中にもっと、気づき型のフィールドワークを行っていってほし
い。環境、健康など、課題はいっぱいあるので、小さくてもいいので課題解決
をするというフィールドワークを取り入れていくといいのではないか。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたちが
夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・家
庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健やか
な体を育む教育を進めます」としており、今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

189 2

日本でもトップクラスのデジタルの教育を行った場合に、18歳とか22歳になっ
たときに、鹿児島市でそういう活動をする企業がなかったら、昔のように、全部
県外に出ていってしまう。鹿児島でデジタル教育をすればするほど、結果的に
そういう有能なデジタル人材を全部県外に出してしまう、そういうことになって
しまう可能性もある。

18歳までに鹿児島の課題解決だとか、そういうことをやっている企業とか、そ
ういう人たちとマッチングさせて、地域の課題解決のためにデジタルを使う、と
いったような意識づけができると良い。

　現在、ＩＣＴ産業も含めたクリエイティブ産業の振興や情報関
連産業などの重点産業の企業立地等に取り組んでいるところであ
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。
　また、ご意見のあった「企業とのマッチングや、地域の課題解
決のためのデジタルの活用」については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるま
ち」で、「子どもたちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑
戦できるよう、学校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな
学力、豊かな心、健やかな体を育む教育を進めます」としてお
り、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

190 2

社会人のリカレントに関し、学ぶレベルや質がかなり多様で、学び直しとして
は、公民館など、公がやっているもの、そして民間がやっているもの、高等教
育機関がやっているものがある。学びを必要としている人に対し、どうマッチン
グをしていくか、ということが重要。

　現在、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　鹿児島
支部　鹿児島職業能力開発促進センター（ポリテクセンターかご
しま）において、在職者の方を対象として、業務に必要な技術・
技能・知識のレベルアップを図るための短期間の職業訓練を実施
しているほか、求職者の方を対象に、地域企業の人材ニーズに即
した訓練カリキュラムによるものづくり分野に関する専門的技
能・知識を習得するための職業訓練を実施しており、本市として
は、市ＨＰ等でポリテクセンターかごしまの取組内容の周知広報
に努めてまいります。
　また、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊かな個性を育
み未来を拓く　誇りあるまち」で、「誰もが、生涯にわたって学
び続けることができる環境を整える」としており、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－79－



－80－
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191 2

日本は大学的に言うと、最もリカレントスクールが世界で進んでいない国だと
思う。海外と比べて、日本は、リカレントスクールが進んでいないが、レベルの
高いリカレントを受けたいという人のニーズはあるし、そういう層は増えてきて
いる。一方、地域の生涯学習が応えられているかというと、そうでもない。

ニーズを掘り下げていって、少しレベルの高いリカレントというものを充実さ
せていくということは、地域の教育の力になると思う。
ニーズを掘り下げていって、レベルの高いリカレント教育を充実させていくの
は、地域の教育の魅力になっていく。新しいリカレント教育というものを創り出
していく必要があるのではないか。

　現在、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　鹿児島
支部　鹿児島職業能力開発促進センター（ポリテクセンターかご
しま）において、在職者の方を対象として、業務に必要な技術・
技能・知識のレベルアップを図るための短期間の職業訓練を実施
しているほか、求職者の方を対象に、地域企業の人材ニーズに即
した訓練カリキュラムによるものづくり分野に関する専門的技
能・知識を習得するための職業訓練を実施しており、本市として
は、市ＨＰ等でポリテクセンターかごしまの取組内容の周知広報
に努めてまいります。
　また、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊かな個性を育
み未来を拓く　誇りあるまち」で、「誰もが、生涯にわたって学
び続けることができる環境を整える」としており、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

192 2

クレーマーが増えていると思う。教職員や市役所の職員が、自分の身を守る
という意識は、ぜひ身に付けていただきたい。教職員・市職員を守る体制を整
えることが大切。

　ご意見のあった「教職員を守る体制」については、「３　基本
構想」－「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇り
あるまち」で、「子どもたちが夢と希望を持って、限りない可能
性に挑戦できるよう、学校・家庭・地域が連携・協働しながら、
確かな学力、豊かな心、健やかな体を育む教育を進めます」とし
ており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。
　また、「市職員が働きやすい職場環境づくり」については、現
在、各種研修等に取り組んでいるところです。ご意見について
は、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

193 2

子供たちには「やればできる」という感覚を持たせることが一番大事だと思
う。

会社は永遠ではないので、30代・40代になって放り出されたときに、「自分は
やればできるのだ」という感覚を、小さい頃から身につけているかどうかで大き
く変わると思う。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたちが
夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・家
庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健やか
な体を育む教育を進めます」としており、今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

194 2

　・墓地は再整備〜管理がなされなくなるので IA納骨堂の活用。 　市営墓地については、未整備な法面、参道、側溝、防護柵等の
改良及び給水栓設置を行い、墓参者の安全確保及び利便性の向上
を図っております。

Ｅ

－80－



－81－
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195 2

バリアフリーを別物とせず、それを建築の基本とするよう法改正（建築基準
法等）を望みます。 

　ご意見のあった「バリアフリー」については、「高齢者・障害
者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー法）
に規定されております。

Ｅ

196 2
鹿児島市は県の（医療関係の）人材が集中している。地域を支援する役割も

あり、地域との人材交流等も検討が必要と考えます。
　県内の各医療機関の要望に対し、地域医療支援の観点から、医
師を定期的に派遣しているところです。 Ｅ

197 2

市独自で市税の増税を大幅に行い、税収を利用して新規で事業を行うにあ
たってのサポートの充実を図ることで、稼げる鹿児島を実現の一助としてはい
かがでしょうか。

　稼げる鹿児島の実現については、特に重点的に取り組むべき施
策として位置付けている「重点プロジェクト」の中で「”地域の
稼ぐ力”向上プロジェクト（仮称）」に取り組むこととしてお
り、ご意見については、今後の参考とさせていただきます。

Ｅ

198 2

鹿児島に限ったことではないですが、道路は車のために造られていると感じ
ます。

もちろん色んな事情があるのでしょうが、徒歩と公共の機関を利用している
視覚障害者として、まず困るのが歩行者信号の位置です。大きな道路では特
に、横断歩道と離れた場所に設置されていることが多い気がします。道路を横
断する時、初めての場所では歩行者信号を探すことに時間がかかり、なかな
か渡れないということがよくあります。

時には車の動きに合わせ、勘で渡ります。どうしても信号機が見つけられな
いからです。音が鳴る交差点では、どっち方向が渡れるのかすぐ判断できな
いこともあります。周りの様子を見ているうちに、信号が変わってしまったりし
ます。

　信号機や道路交通の改善などの要望などについては、県警や道
路管理者など関係機関と連携して対応しているところです。視覚
障がい者のお立場からの貴重なご意見として県警にお伝えいたし
ます。

Ｅ

199 2

コロナ禍における最近の子供の変化としては、一番センセーショナルなの
は、20歳未満の自殺者が明らかに増えているということで、本当に、重大なこ
とだと思っている。それを裏付ける証拠として、おそらく数字としてはきちんと上
がってないと思うが、不登校が増えているはず。医療機関に、臨床心理士の
外来があり、明らかにここ1年でもうパンクしてしまって、外来数を増やしている
ような状況。

そういう子供たちと話をしてみると、明確に何かを思っているわけではなく、
何かよく分からない不安を抱えている。それは何から来ているかというと、周
囲の大人やマスコミから影響を受けている。大人が分からないものは子供は
分からないので、その不安は子供に負わせるべきではない。過度に恐怖をあ
おるような報道や指導というものはするべきではない。

　ご意見のあった新型コロナウイルス感染症に関する情報発信に
ついては、法や国の基準などに基づき適切な広報に努めていると
ころです。
　また、学校での感染症対応については、現在、国の衛生管理マ
ニュアル等を踏まえて、新型コロナウイルス感染症への対処な
ど、正しい知識を指導するとともに、児童生徒に寄り添う教育相
談等を実施しているところです。

Ｅ

－81－
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

200 3

大学に行く際、多くの学生が県外に出ると思うので、"また帰ってきたいな、
帰って就職したい"と思えるような環境を整えてあると良いのかなと思いまし
た。 

　「３　基本構想」－「（１）都市像」で、「まちへの誇りと愛
着を持つ人の輪が拡がり、多彩な魅力が国内外に発信され、多く
の人々を惹きつけ、交流と賑わいを生み出しています。そのよう
なまちの中で、次代を担う多彩な人材が育まれ、未来への希望に
あふれています」としており、若い世代にとって魅力ある環境の
創出を図ってまいりたいと考えております。
　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」の文中、「多様で柔軟な
働き方を促進し」を「雇用を創出し、若者の地元就労促進など担
い手の確保に取り組むほか、多様で柔軟な働き方を促進し」に修
正します。

Ａ

201 3

進学で市外、県外に出た子たちに不安なく戻ってきてもらえるには、愛着や
郷土愛など心を育むことも大切ではあるが、生活を営める様に…。

　「３　基本構想」－「（１）都市像」で、「まちへの誇りと愛
着を持つ人の輪が拡がり、多彩な魅力が国内外に発信され、多く
の人々を惹きつけ、交流と賑わいを生み出しています。そのよう
なまちの中で、次代を担う多彩な人材が育まれ、未来への希望に
あふれています」としており、若い世代にとって魅力ある環境の
創出を図ってまいりたいと考えております。
　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」の文中、「多様で柔軟な
働き方を促進し」を「雇用を創出し、若者の地元就労促進など担
い手の確保に取り組むほか、多様で柔軟な働き方を促進し」に修
正します。

Ａ

202 3

　世代を超えた地域のつながりの重要性。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「市民や行政、様々な地
域団体や事業者など多様な主体が協働・連携し、新しい価値をと
もに創るまちづくりを進める」としております。

Ｂ

203 3

　今回のような意見交換会の企画・開催はとても良かったが細かい具体的なこ
とはほとんど話せなかった。こうした話し合いがコミュニティ協議会はもちろん
ですが、もっと身近なところで集団討議できないと本当に良いものが実行でき
るとは思われません。「身近なところでの集団討議」これが一番大切だと思い
ました。

行政はさらに住民参加と言うか、住民をそれこそ楽しく動かす方法や仕掛け
を作って、真に計画が実現して行くような方法を考えて欲しいと思います。文
章は良いが、どう具体化するかここに「住民参加」を実現して欲しいです。

　本市においては、これまでも、個別行政分野における施策の基
本的な事項を定める計画の策定や、公用又は公共用に供される重
要な施設の建設等に係る計画の策定、市民生活に重大な影響を及
ぼす条例の制定等にあたっては、市民から意見聴取をすることと
しており、ご意見については、「１　総合計画策定の趣旨」－
「（５）策定にあたっての視点」－「視点④」で、「若者をはじ
め広く市民意見を聴取し、反映させる」としております。

Ｂ

－82－
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

204 3

　ジオパークの記述がない。  　総合計画は、基本計画を含めた計画全体で各種取組を推進する
こととしており、ご意見については、今後基本計画の中でお示し
したいと考えております。

Ｄ

205 3

交通は市電（JRも活用）を背景としたバス・乗合タクシーの活用など中心から
郊外へ整理し、高齢者が車がなくても安心して暮らせる具体的な方針を示して
いただきたい。 

　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な公
共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」と
しており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考と
させていただきます。

Ｄ

206 3

都市計画はそれ以外の全てのものがあって、その上に作っていくべきものだ
と思います。なので、土台をしっかり固めた上で考えて欲しいです。便利快適
より、鹿児島らしい街づくりをして欲しいと思います。自然と歴史と観光が融合
した、何より日常を大事にした街にして欲しいと思います。どこにでもあるよう
な、つまらない街にはしないで下さい。中心地を離れると、生活に不便を感じる
こともありますが、それは開発とは別の形で改善して欲しいと思います。

例えば私の地元、新潟県三条市ではデマンド交通というものがあります。予
約をするとタクシーが迎えに来てくれます。乗り降りは決められた停留所のみ
ですが、料金が通常のタクシー代の1/3 程で、誰でも利用できます。
　そんな風に、開発せずとも対応できる手段を作ってもらえたらと思います。 

　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「機能性の高い都市空間
を形成します」「効率的で持続可能な公共交通体系の構築によ
り、快適・便利な交通環境を整えます」としており、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

207 3

　コンパクトな街への構想とは？  　ご質問については、本市では「コンパクトシティ・プラス・
ネットワーク」の考えでまちづくりを進めることを目的とした
「かごしまコンパクトなまちづくりプラン（立地適正化計画）」
を策定し、その推進に取り組んでいるところです。

Ｅ

208 3

　第５次が気になる。 　第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者や各種
団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、その結
果は公表しております。なお、第六次総合計画は、第五次総合計
画の検証も行う中で策定作業を進めており、第六次総合計画基本
構想（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、改めて検
証状況等についても公表することとしております。

Ｅ

209 3
町内会の活性化、ICTの必要性、環境分野の話、CO2を少ない、多文化の調

整
　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

210 3

それぞれの自然環境…漠然としてますが、思いを言葉で述べられ、そしてそ
れを「ですね！」と受け入れ、素晴らしい！と感じた事例は真似たり参考にして
…。どうすることが未来を守れるか！いっぱい学び、一歩ずつ実現できますよ
うに。 

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

－83－
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

211 3
鹿児島市と県が連携してスピード感を持って対応して欲しい（ハード面・ソフト

面ともに）。
　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

212 3
　地域間での諸問題は解決できることも多いのでは？ 　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

213 3

　町内会に空屋があるので何か解決方法は？ 　ご質問については、空き家等の活用を検討している所有者等を
対象に、専門的知識を有する空家活用アドバイザーを派遣してお
ります。また、空き家を地域の集会所として活用を希望する町内
会と空き家所有者を引き合わせる支援も行っております。

Ｅ

214 3

今の時代だからこそSNSからの人への関わりも、より多くの人が、そしてアク
セスしやすさの点で、鹿児島をより魅力的にみせることが出来るのではないか
と考えました。 

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

－84－
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第六次鹿児島市総合計画 基本構想（素案）に関する意見の検討結果一覧表【３ 在住外国人との意見交換会】

１　基本構想（素案）に関する意見 対　応　区　分

(1) 総合計画策定の趣旨（計画の位置づけ、策定にあたっての視点など） Ａ 意見の趣旨等を反映し、基本構想（案）に盛り込むもの

(2) 総合計画策定の前提（時代の潮流、本市の特性、将来推計） Ｂ 意見の趣旨等は、基本構想（素案）に盛り込み済みのもの

(3) 基本構想（都市像、基本目標） Ｃ 基本構想（案）に盛り込まないもの

(4) その他全般 Ｄ 基本計画・実施計画の検討にあたり参考にするもの（具体的な施策・事業等）

２　具体的な施策・事業に関する意見 Ｅ その他要望・意見等

３　その他の意見

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

1 1 (3)

　文化（明治維新）を継承していけるまちにすること。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「文化芸術や歴
史に親しむことのできる市民文化を創造します」としており、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

2 1 (4)

　鹿児島市の１０年後の外国人口の動向が変わると考えられる。現在、労働
人口が圧倒的に多いが、１０年間後、永住・定住者の人口が増えてくるだろう。
多文化共生促進の取り組みをどのように考えていらっしゃるか。外国人市民に
対してどう配慮されるか気になる。ぜひそのことを総合計画において取り組ん
でいただきたい。（多言語情報、多言語対応の生活相談、医療通訳サービス
の充実化への支援、日本語学習支援など）
　外国人の抱えている課題として言葉、文化、制度の中で、第六次の総合企
画ではどのように構成されるか。外国人材をどのように大事にするのかご検
討いただきたいと思う。

　外国人市民への対応については、「３　基本構想」－「（２）
基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」で、「国籍など
に関係なく、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮で
きる地域社会を築きます」としており、また、現在、多文化共生
の推進に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、
基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

3 1 (4)
　国際的で魅力的な都市に変わるためには、まず固定観念から脱却し、より現
代的で具体的な考え方に変える必要がある。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。
Ｅ

項　目
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

4 2

　公共交通の整備、見直をすること(路線、市電ルート)。バスの段差をなくし、
老人が乗りやすいバスを準備すること。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」-「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」の文中、「効率的で持続
可能な公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整え
ます」を「効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、すべ
ての人が使いやすい、快適・便利な交通環境を整えます」に修正
します。

Ａ

5 2

　交通手段に不便を感じました。行ってみたいところがあっても、車を持たない
と行けません。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」-「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」の文中、「効率的で持続
可能な公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整え
ます」を「効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、すべ
ての人が使いやすい、快適・便利な交通環境を整えます」に修正
します。

Ａ

6 2

　鹿児島は独特の地理条件にあり、鹿児島で働く外国人労働者の移動手段を
拡充する必要がある。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」-「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」の文中、「効率的で持続
可能な公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整え
ます」を「効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、すべ
ての人が使いやすい、快適・便利な交通環境を整えます」に修正
します。

Ａ

7 2

　子育ての援助、支援を充実させてほしい。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「結婚、妊娠・
出産、子育ての切れ目のない支援を充実する」としております。

Ｂ

8 2

　もっとSNS(Tiktokなど)を使って、鹿児島の魅力をどんどん発信していただき
たい。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「効果的な情報発信」に
取り組むこととしております。

Ｂ

9 2

　SNSで鹿児島の魅力を発散してはどうか。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「効果的な情報発信」に
取り組むこととしております。

Ｂ
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

10 2

　行政上の色々書類の手続きを簡易にする必要がある。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「効率的で質の高い行政
サービスを展開します」としております。
　なお、本市におきましては、これまでも押印廃止や電子申請シ
ステムの活用など、行政手続における市民の負担軽減や利便性の
向上に取り組んできたところです。

Ｂ

11 2

　鹿児島から世界にアピールすること。鹿児島から人を世界に交流に行かせ
てはどうか。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「国内外の都市との連携
や交流を進めるとともに、効果的な情報発信やシビックプライド
の醸成などにより、まちの魅力を磨き高めます」としておりま
す。

Ｂ

12 2
　鹿児島の特徴をもっと、TIKTOKのようなプラットフォームで宣伝してはどう
か。（魅力にあふれる人が集う活力あるまち）

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信頼とやさしさ
のある　共創のまち」で、「効果的な情報発信」に取り組むこととしており
ます。

Ｂ

13 2

　交通不便を改善したほうがいいと思います。（質の高い暮らしを支える快適
なまち）

　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通ネットワーク
の形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、快
適・便利な交通環境を整えます」としております。

Ｂ

14 2

　交通の整備（国際、県内、市内）が重要である。 　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通ネットワーク
の形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、快
適・便利な交通環境を整えます」としております。

Ｂ

15 2

　外国人をまちのプラスとして考える必要がある。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「国籍などに関係なく、
一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮できる地域社会
を築きます」としております。

Ｂ

16 2
　アプリやオンラインによる文書提出など、行政のICTを強力に推進する。 　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま

す。 Ｂ

17 2

　教育、保険、児童手当の文書を簡素化する。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「効率的で質の高い行政
サービスを展開します」としております。
　なお、本市におきましては、これまでも押印廃止や電子申請シ
ステムの活用など、行政手続における市民の負担軽減や利便性の
向上に取り組んできたところです。

Ｂ
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

18 2

　鹿児島市民のワークライフバランスを改善すべき。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅
力にあふれ人が集う　活力あるまち」の文中、「多様で柔軟な働
き方を促進する」としております。

Ｂ

19 2

　良い計画だと思うし、鹿児島が計画策定の過程に外国人住民を含めてくれ
てうれしい。個人的には家族と一緒に鹿児島に住んで幸せだが、小さな改善
で鹿児島はこれまで以上に良くなると思う。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。

Ｂ

20 2

　友好的で 差別のない都市。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「年齢や性別、国籍など
に関係なく、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮で
きる地域社会を築きます」としております。

Ｂ

21 2

　外国人サポートセンターを設置してほしい。 　外国人へのサポートについては、「３　基本構想」－「（２）
基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」で、「国籍など
に関係なく、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮で
きる地域社会を築きます」としており、また、現在、多文化共生
の推進に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、
基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

22 2

　移住者を招くため、テレワーク環境を整える必要がある。 　移住・就業等支援事業を拡充し、東京２３区に在住または通勤
していた方が、鹿児島市内に移住し、中小企業等に就業、起業ま
たはテレワークを行っている場合に、移住支援金を支給しており
ます。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

23 2

　政府と観光機関を連携して魅力がある旅行コースを開発していただきたいで
す。SNSを利用して、鹿児島の魅力を発信して欲しいです。

　現在、多言語の観光ガイドマップやかごしま市観光ナビ等で本
市の魅力を体感できる観光ルート等の情報発信を行っているとこ
ろであり、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討
にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－88－



－89－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

24 2

　外国人と一般市民のコミュニケーションの場をもっと作っていただきたい。 　外国人と市民との交流については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」で、
「国籍などに関係なく、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能
力を発揮できる地域社会を築きます」としており、また、現在、
多文化共生の推進などに取り組んでいるところです。ご意見につ
いては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

25 2

　外国留学生に対する就職サポートを強化していただきたい。 　これまで、在学中から鹿児島の産業や事業所への理解促進を図
り、卒業後も鹿児島で活躍する有能な人材を確保するため、留学
生を対象とした職場見学会を実施してきたところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

26 2

　鹿児島市の魅力ポイントを増やすべき。 　現在、豊かな自然や景観、個性ある歴史・文化や食等の観光資
源を生かした新しい魅力づくりに取り組んでいるところであり、
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

27 2

　外国語・外国文化の教育を積極的に進めるべき。 　国際理解教育については、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子ども
たちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学
校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、
健やかな体を育む教育を進めます」としており、また、現在、そ
の推進に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、
基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

28 2

　基盤整備（交通環境等）を改善する（市電が通ってないところ） 　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通ネットワーク
の形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、快
適・便利な交通環境を整えます」としており、今後、基本計画や
実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

29 2

　技術革新を取り入れる。 　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「“ＩＣＴで住みよいまち”推進プロジェク
ト（仮称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

－89－



－90－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

30 2

　国籍を問わず誰でも働ける町にしてほしい。
１　鹿児島の方は外国人を受け入れることをもっと考えるべき。
２　外国人材も活躍すること－①外国学生の人材確保、②外国人専門性活か
す制度（医療通訳など）
３　外国との交流（物産・技能）を図る、WIN-WINの関係を築く
４　観光客に観光と買い物時の通訳

　ご意見については、在学中から鹿児島の産業や事業所への理解
促進を図り、卒業後も鹿児島で活躍する有能な人材を確保するた
め、留学生を対象とした職場見学会を実施してきたほか、鹿児島
観光コンベンション協会において、外国人観光客への対応力を向
上するために、観光事業者向けの人材育成研究等を行っていると
ころです。
　「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う
活力あるまち」で、「海外展開を進める」としており、今後、基
本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

31 2

　外国人が自分の専門性を活かして仕事ができる（今は仕事が足りない状況
だそうです）制度を作ってほしい。鹿児島で長く暮らしたくても、仕事ができなく
なると生活ができなることになるので。こういう制度を作るためには、こういった
外国人人材の能力を見抜くことができるリーダーが必要ではないかなと思い
ます。
　今後も国際交流を続けていくまちになってほしいです。異文化に対して理解
を高めていくと、人材の能力を見抜くとこができるリーダーが育てていくような
まち＝鹿児島になれると思います。
　鹿児島に住む働く外国人は、鹿児島で自分の力を出しきって役に立ちたい。
やりがいを感じながら暮らしたいと思っています。

　ご意見のあった「外国人材」については、これまで、在学中か
ら鹿児島の産業や事業所への理解促進を図り、卒業後も鹿児島で
活躍する有能な人材を確保するため、留学生を対象とした職場見
学会を実施してきたところです。ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。
　また、「異文化への理解」については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」で、
「国籍などに関係なく、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能
力を発揮できる地域社会を築きます」としており、また、現在、
多文化共生の推進に取り組んでいるところです。ご意見について
は、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

32 2

　県内種子島宇宙開発センターと連携してはどうか。
　TSMCやSAMSUNGを誘致してはどうか。

　現在、新たな産業やサービス等の創出支援や、重点産業の企業
誘致等に取り組んでいるところであり、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

33 2

　留学生を心理的、経済的側面から支援する割引制度があればよい。 　留学生への支援については、これまで、国際交流センターでの
外国人相談事業などに取り組んでいるところです。ご意見につい
ては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせ
ていただきます。

Ｄ

34 2

　交通面では、線路の開発を進めるべき。 　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通ネットワーク
の形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、快
適・便利な交通環境を整えます」としており、今後、基本計画や
実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－90－



－91－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

35 2

　多く国から便利に来られるように、フライトを増やしてほしいです。 　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通ネットワーク
の形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、快
適・便利な交通環境を整えます」としており、今後、基本計画や
実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

36 2

　外国人が地元の人たちに貢献できるまち。 　外国人の地元への貢献については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」で、
「国籍などに関係なく、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能
力を発揮できる地域社会を築きます」としており、また、現在、
多文化共生の推進に取り組んでいるところです。ご意見について
は、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

37 2

　通学、通勤している人や卒業した留学生たちとつながるなど、関係人口がこ
れから一番重要なポイントになると思う。

　現在、関係人口の創出や国際交流センターを中心とした交流機
会の創出などに取り組んでいるところです。ご意見については、
今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていた
だきます。

Ｄ

38 2

　コロナ禍において、外国人に対する心理的な母国語支援が必要だと思う。 　ご意見については、国際交流センターでの外国人相談事業など
に取り組んでいるところです。今後、基本計画や実施計画の検討
にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

39 2

　企業の誘致がとても重要。また、海外イベントの出展参加が重要。 　企業の誘致については、現在、重点産業の企業誘致等に取り組
んでいるところです。
　「海外イベントの出展参加」については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、
「海外展開を進める」としております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

40 2

　外国人に対する日本語や日本文化の継続的習得環境が必要である。 　ご意見については、国際交流センターでの日本語支援教室など
に取り組んでいるところです。今後、基本計画や実施計画の検討
にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

41 2

　様々な行政手続きの多言語化を進めて欲しい。 　行政手続きについては、必要に応じて、多言語化した案内文や
記載例の提供を行っているところです。ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

－91－



－92－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

42 2

　①人種の違いに関係なく、安心安全な平等的に交流できる町を作るには、
排他偏見をなくす事が必要。
　②例えマニュアルに沿わずに目的地に至ることも認め合うことが必要。
　③枠で人を囲まない事、ダイバーシティ精神、しきたりより、殻やぶりできる
方向性を作ることが必要。

　「外国人と市民との交流」については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」で、
「国籍などに関係なく、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能
力を発揮できる地域社会を築きます」としており、また、現在、
多文化共生の推進に取り組んでいるところです。ご意見について
は、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

43 2

　外国人が鹿児島で生活・仕事をし、安心して暮らしていくために必要なこと
は、
　・人（日本人）との関係をより良いものとして交流を活発にすること

　「外国人と市民との交流」については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」で、
「国籍などに関係なく、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能
力を発揮できる地域社会を築きます」としており、また、現在、
多文化共生の推進に取り組んでいるところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

44 2

　外国人を信用して、使って欲しい。外国人でも優良な心を持っています。外
国の差別なくしてほしい。考えの多様化を。日本人は考えが硬いところがまだ
あります。日本人のチャレンジする心もっともっと強くなれ。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある共創のまち」で、「国籍などに関係なく、一
人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮できる地域社会を
築きます」としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

45 2

　バス停時刻表の詳しい情報が欲しい。 　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通ネットワーク
の形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、快
適・便利な交通環境を整えます」としており、今後、基本計画や
実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

46 2

行政の手続き、学校、公共交通、医療などの分野で多言語対応を強化して
いただきたい。

　行政手続き等については、必要に応じて、多言語化した案内文
や記載例の提供を行っているところです。ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

－92－



－93－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

47 2

　外国料理のレストランやショップなど、地域経済の多様性を高める。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅
力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「街なかにおける商
業・観光などの魅力を創出し、にぎわいと活気を高めます」とし
ており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

48 2

　教育サービスや保育サービスを簡単に受けることができるようにする。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたちが
夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・家
庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健やか
な体を育む教育を進めます」としており、今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

49 2

　私は、より多くの日本人が英語を流暢に話すことができるようにする必要が
あると思う。そうすることにより、外国人が日本の文化に適応し、日本人とのや
りとりを簡単に行うことができると思う。

　国際理解教育については、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子ども
たちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学
校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、
健やかな体を育む教育を進めます」としており、また、現在、そ
の推進に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、
基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

50 2

　小学校1年から英語の授業を開始すれば子どもたちが英語を好きになると思
う。

　国際理解教育については、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子ども
たちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学
校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、
健やかな体を育む教育を進めます」としており、また、現在、そ
の推進に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、
基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

－93－



－94－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

51 2

　在住外国人の活用を高めるべきである。現在の日本社会における暫定的な
受入措置で十分だと思う。
　外国人人材が、高度な労働市場の供給源となることを、今から考えるべきだ
と思う。
　彼らが経済的・社会的に満足すれば、鹿児島県のまちづくりへの参加と活用
を高める機会が増える。在住外国人も含め、包括的に推進するべきである。

　在住外国人への対応については、「３　基本構想」－「（２）
基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」で、「国籍など
に関係なく、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮で
きる地域社会を築きます」としており、また、現在、多文化共生
の推進に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、
基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。
　また、「外国人人材」については、これまで、在学中から鹿児
島の産業や事業所への理解促進を図り、卒業後も鹿児島で活躍す
る有能な人材を確保するため、留学生を対象とした職場見学会を
実施してきたところです。ご意見については、今後、基本計画や
実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

52 2

　経済的アプローチに焦点を当てるべきである。 大学との強いつながりを持ち
ながら、新しいベンチャーやスタートアップを奨励することで、新しい仕事で収
入を増やすことができる。

　現在、新規創業者等の育成支援のほか、大学等と連携した新た
な産業やサービス等の創出支援に取り組んでいるところであり、
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

53 2

　外国人に滞在してもらう対策をさらに展開する必要がある。また、外国人へ
の言語やその他のサービスのサポートが不十分である。

　現在、Wi-Fiの設置看板等の多言語表示、またガイドマップやか
ごしま市観光ナビにおける多言語の情報発信を行っているところ
であり、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討に
あたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

54 2

　国籍に関係なく、外国人にとって職業が限られていないまちになればよい。
　外国人人材は様々な才能、文化、資格や経験があるが、現在の外国人の職
業は、主に教育やサービス業に集中している。
　建設、産業など様々な職種に、プロフェッショナルとして社会参画できるよう
になればよい。そうすれば、鹿児島の産業に貢献できるし、もっと世界へのア
ピールができると思う。

　これまで、在学中から鹿児島の産業や事業所への理解促進を図
り、卒業後も鹿児島で活躍する有能な人材を確保するため、留学
生を対象とした職場見学会を実施してきたところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

55 2

　インターンシップなどを通じて、卒業した留学生に積極的にアプローチするな
ど、国内外で積極的に人材を獲得してはどうか。

　これまで、在学中から鹿児島の産業や事業所への理解促進を図
り、卒業後も鹿児島で活躍する有能な人材を確保するため、留学
生を対象とした職場見学会を実施してきたところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

－94－
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

56 2

　安全・うまい・こだわりで育まれた鹿児島の農業・水産は海外でもっと普及が
可能と思う。トレードショーなどにもっと積極的に。そして貿易会社を誘致すべ
き。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅
力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「地域産業の活力の創
出や海外展開、農林水産業の振興を進める」としており、今後、
基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

57 2

　鹿児島は電気や水素自動車、シラスの輸出、宇宙関連産業など最新のテク
ノロジーに焦点を絞る必要があると思う。
　大学の多くの研究者は市内にとどまっておらず、地元産業界も彼らを高度な
スキルを活かせる立場においていないため、他の場所で仕事を見つけてい
る。特に水産部門に言える。

　「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う
活力あるまち」で、「地域産業の活力の創出を進める」としてお
り、また、現在、産学連携に積極的な大学研究者とのマッチング
を目指す取組等を行っているところです。
　水産部門における最新のテクノロジーの活用について、漁業関
係者や県、大学等から必要に応じて情報収集するなど、ご意見に
ついては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考と
させていただきます。

Ｄ

58 2

　学校や医療関連の事務手続きにおいて、英語でのより多くの情報を提供し
てほしい。

　行政手続き等については、必要に応じて、多言語化した案内文
や記載例の提供を行っているところです。ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

59 2

　インターナショナルスクール（があると良い） 　「３　基本構想」－「（２）基本目標　信頼とやさしさのある
共創のまち」で、「国籍などに関係なく、一人ひとりの人権が尊
重され、個性と能力を発揮できる地域社会を築きます」としてお
り、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

60 2
　寒い季節に子どもが半ズボンを履いている。制服を緩和してほしい。児童の
人権をもっと重視していただければと思います。

　児童生徒の服装については、学校において、児童生徒それぞれ
の状況に応じて、柔軟に対応しているところです。 Ｅ

61 2
　鹿児島の留学生にとって、車がなく、いろいろなところに行くのが不便です。
鹿児島のレンタカーサービスは発達していますが、日本人を中心にしていま
す。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。
Ｅ

62 2
　特別免税Areaを作ってはどうか。 　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

63 2
　自治権を守る。 　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

64 2
　卒業した留学生の学友会を組織してはどうか。 　ご意見のあった卒業した留学生の学友会については、各大学に

おいて所管する内容であり、各大学にお伝え致します。 Ｅ
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

65 2
　市立のインターナショナルスクールをつくってはどうか。 　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

66 2
　交通が簡単に出来るように。 　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

67 2

　これから外国からのワーカーが増える一方である。日本語のトレーニングし
ながら、仕事の方もしっかり教え、日本のルールも学んでもらうことが鹿児島
の将来につながる。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

68 2

　外国人が鹿児島で生活・仕事をし、安心して暮らしていくために必要なこと
は、
　・安定した収入源をもらうこと。
　・人材（能力）を保障してもらうことや育成してもらうためにそれを見抜いてく
れるリーダーが必要

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

69 2

外国人のために、学校（幼稚園）からのお知らせ書類を簡略化し分かりやす
くして頂きたい。

　ご意見については、分かりやすい資料等の作成や丁寧な説明に
努めてまいります。

Ｅ

70 2
　中国の店がたくさんあり、中国人が居住するチャイナタウンなど、外国人コ
ミュニティの改善を図る。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。
Ｅ

71 2
　訪問ビザの要件を簡素化する。 　国へのご意見として承ります。

Ｅ

72 2

　地域の課題を解決するため、鹿児島市は、大学の交換留学プログラムを通
じて在住外国人の数を増やすべきだと思う。そのために、SNSを活用すること
が必要である。

　交換留学については、各大学により実施されていることから、
ご意見として承ります。

Ｅ

73 2
　優良な日本語学校があることで、外国人の流入も増え、それに伴って新しい
アイデアや機会が生まれると思う。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。
Ｅ

74 2

　毎晩、大きな音を出して街を通り抜ける救急車と消防車のサイレンは、睡眠
に悪い。12:00 am-6:00amは、渋滞もなく、車も少ないので、サイレン音は一切
必要ないと思う。

　消防車や救急車等の緊急自動車が緊急走行するためには、サイ
レンを鳴らしかつ、赤色の警光灯をつけることが要件とされてお
ります。

Ｅ

75 2

　電気自動車や水素発電など、将来の産業に着手する必要がある。 　ご意見のあった二次エネルギーに係る技術革新・産業化促進に
ついては、国が２兆円のグリーンイノベーション基金を創設し、
民間企業の技術開発を支援することを表明していることから、そ
の状況を注視してまいりたいと考えております。

Ｅ
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

76 2

　動物の飼育放棄や餌やりに関する厳格なルールを設けてほしい。 　動物の飼育に関しては、動物の愛護及び管理に関する法律で、
終生飼養の努力義務が定められており、飼育の放棄は虐待として
罰則が課せられます。餌やりに関しては、鹿児島市動物の愛護及
び管理に関する条例等施行規則で、方法についての定めがありま
す。これらに基づき、犬猫の適正な飼い方の啓発を進めてまいり
ます。

Ｅ

77 2
　空港や入管には、最低限の英語が話せるスタッフが必要である。 　国等へのご意見として承ります。

Ｅ

78 2
　在住外国人を対象とした職業紹介所（があると良い） 　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

79 2

　無料の医療サービスが受けられるとよい。 　ご意見については、国民健康保険課の範囲では難しいところで
すが 、日本では在留期間が３か月を超える外国人の方は原則、社
会保険や国民健康保険等の医療保険に加入する必要があり、加入
者は原則、実際にかかった医療費の１割～３割の自己負担額で医
療機関等を受診できることとなっております。

Ｅ

80 2
　訪問ビザの延長手続きを簡易にしてほしい。 　国へのご意見として承ります。

Ｅ

81 3

　鹿児島市役所は長年にわたり、さまざまな業界や外国人の意見を聞くため
に同様のイベントを数多く開催されましたが、結果はあまり良くありませんでし
た。
　鹿児島市役所の職員達にとって、改革の焦点と方向性は、実は非常に明確
であるはずだと思いますが、実際の実施にはまだ多くの困難があります。
　将来的には鹿児島はこれほど閉鎖されなくなり、よりオープンな心で世界と
向き合うことができるようになることを願っています。鹿児島は近代イノベー
ションの発祥地として、その改革の力を忘れないでください。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「性別や年齢、国籍など
に関係なく、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮で
きる地域社会を築きます」としており、ご意見の内容も踏まえな
がら、総合計画の策定・推進に取り組みます。 Ｂ

82 3

　人間のことが重要となると思います。地域に戻りたいと思われるために、そ
の地域にこれがある、あれがあるからという理由の外に、人間関係が大きな
「魅力」になると思います。鹿児島人の優しさを外国人に伝えることができたら
良いと思います。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ
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第六次鹿児島市総合計画 基本構想（素案）に関する意見の検討結果一覧表【４ 地域別意見交換会】

１　基本構想（素案）に関する意見 対　応　区　分

(1) 総合計画策定の趣旨（計画の位置づけ、策定にあたっての視点など） Ａ 意見の趣旨等を反映し、基本構想（案）に盛り込むもの

(2) 総合計画策定の前提（時代の潮流、本市の特性、将来推計） Ｂ 意見の趣旨等は、基本構想（素案）に盛り込み済みのもの

(3) 基本構想（都市像、基本目標） Ｃ 基本構想（案）に盛り込まないもの

(4) その他全般 Ｄ 基本計画・実施計画の検討にあたり参考にするもの（具体的な施策・事業等）

２　具体的な施策・事業に関する意見 Ｅ その他要望・意見等

３　その他の意見

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

1 1 (1)

第六次鹿児島市総合計画とマスタープラン・コンパクトなまちづくり等違いが
分らない。

　総合計画の位置づけについては、「１ 総合計画策定の趣旨」－
「（２）計画の位置づけ」で、「行財政運営を総合的かつ計画的
に進めるための最上位計画であり、各分野の個別計画や施策は、
この計画に即して策定され、展開されるもの」としております。
　都市マスタープランは、総合計画における土地利用規制等の都
市計画分野に関する目標を実現するためのより具体的な実現化計
画です。
　かごしまコンパクトなまちづくりプラン（立地適正化計画）
は、土地利用規制に加え、医療や福祉、商業施設、住居などがま
とまって立地し、バス等の公共交通によりこれらの施設に行くこ
とができるコンパクトシティ・プラス・ネットワークの考えでま
ちづくりを進めるために策定した計画です。

Ｅ

2 1 (2)

時代が大きく変わるがどう変化していくかの検証が足りない。人口の変化は
20年後には安定すると思う。それまでの間に対応して、20年後をむかえたい。

　「２　総合計画策定の前提」－「（１）時代の潮流」で、「人
口減少・少子高齢化の進行」を記載するとともに、「（３）将来
推計」で、人口ビジョンにおける将来人口を示しており、計画期
間最終年である令和13年（2031年）で約58.0万人、長期的には令
和42年（2060年）頃には約51.5万人としております。
　また、今後、策定する基本計画内に、「まち・ひと・しごと創
生基本方針」を位置づけ、一体的に策定することとしており、将
来人口という長期目標に向け、地方創生に継続して取り組むこと
としております。

Ｂ

項　目
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

3 1 (2)

総合計画の策定前提に将来推計の人口動態は甘いと思います。前提をきび
しく考える必要を感じます。

　人口の将来推計は、「鹿児島市まち・ひと・しごと創生人口ビ
ジョン」と整合を図ることとしており、その算定にあたっては、
国立社会保障・人口問題研究所の推計方法に従いつつ、地方創生
の取組によって、合計特殊出生率の改善や人口移動の均衡を図る
こととしております。
　なお、今後、策定する基本計画内に、「まち・ひと・しごと創
生基本方針」を位置づけ、一体的に策定することとしており、将
来人口という長期目標に向け、地方創生に継続して取り組むこと
としております。

Ｂ

4 1 (2)

将来に向けた構想を考える時、その項目、課題を示した方が考え易いので
はないか。

　策定にあたっては、「２　総合計画策定の前提」で、時代の潮
流や本市の特性、人口・財政の将来推計を記載しております。ま
た、基本構想（案）と合わせて公表する前期基本計画（素案）の
中で、基本目標別・地域別の現状と課題、基本的方向等を示すこ
ととしております。

Ｂ

5 1 (2)

　人口の増加を考える構想はないのか。 　「２　総合計画策定の前提」－「（３）将来推計」で、人口ビ
ジョンにおける将来人口を示しており、計画期間最終年である令
和13年（2031年）で約58.0万人、長期的には令和42年（2060年）
頃には約51.5万人と推計されており、人口減少は進むものと考え
ております。
　なお、今後、策定する基本計画内に、「まち・ひと・しごと創
生基本方針」を位置づけ、一体的に策定することとしており、将
来人口という長期目標に向け、地方創生に継続して取り組むこと
としております。

Ｃ

6 1 (3)

　仕事にありつけるまち。若者が主役のまちになっている10年後。 　ご意見については、現在、新たな産業やサービス等の創出支援
や新規創業者等の育成支援のほか、クリエイティブ産業の振興や
重点産業の企業立地等に取り組んでいるところです。
　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」の文中、「多様で柔軟な
働き方を促進し」を「雇用を創出し、若者の地元就労促進など担
い手の確保に取り組むほか、多様で柔軟な働き方を促進し」に修
正します。

Ａ

7 1 (3)
「鹿児島市」を名称としてあげなくても、これだったら、この構想こそは鹿児島

市だと気付けるような文章化がなされたら。
　総合計画の策定にあたっては、基本構想と基本計画を含めた計
画全体で鹿児島らしさを出してまいります。 Ｂ
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

8 1 (3)

鹿児島市は観光都市であることから、スローガンに「つながる人・まち・自然
彩りあふれる躍動都市・かごしま」とし、基本目標のひとつに、「国際観光地と
して親しみのあるまち」とします。内容は観光地スポットライトの整備、外国観
光者と交流（観光地案内挨拶）できる人（一般から児童まで）の育成です。

　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　魅力
にあふれ人が集う　活力あるまち」の文中、「国内外から多くの
人が集うまちをつくります」としております。 Ｂ

9 1 (3)

全国的に安心安全を脅かせているのは災害です。特に鹿児島市は桜島大
噴火災害、土砂災害、河川氾らん、台風災害など災害の危険性が高いことか
ら、「施策のイメージ」を「防災に強く、健やかに暮らせる安心安全なまち」とし
てほしい。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」の中で、「危機管
理体制や防災力・消防力を強化」という考えの中に含まれている
と考えております。

Ｂ

10 1 (3)
基本目標については非常に素晴らしい計画になっています。６項目を実行し

て頂けるようお願い申し上げます。
　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

11 1 (3)

　活気のある街になるように。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅
力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「街なかにおける商
業・観光などの魅力を創出し、にぎわいと活気を高めます」とし
ております。

Ｂ

12 1 (3)

都市像・基本目標は総合的にまとめられており全体としては素晴らしいと思
うが、安心安全なまちなど個別の案件についてはより具体的なものとなるよう
にして欲しい。

　基本目標を踏まえた施策の基本的方向や施策の体系は、基本計
画において、お示しすることとしております。賛同のご意見とし
て承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｂ

13 1 (3)

基本目標も6つから最重点目標をいくつかに絞って、何でもかんでも目標か
らこの目標だけは100％達成する、というやり方もあるのではないでしょうか。

目標設定で終わらない様、予算を取って、絞って、具体的にやる、その達成
度を図るのが必要なのでしょうか。

　ご意見については、特に先導的かつ重点的に取り組むことを通
して、基本目標の達成ひいては都市像の実現を一層推進していく
役割として、重点プロジェクトを位置付けており、進捗管理を行
いながら、取り組むこととしております。

Ｂ

14 1 (3)

10年後の姿として「次代を担う多彩な人材」の中に障害者等への人権を意識
した表現ができると良いと思います。

　「多彩な人材」の中に障害者等を含む、さまざまな方々が含ま
れているものと考えており、ご意見については、参考として承り
ます。

Ｂ

15 1 (3)

　生活道路や上下水道などのインフラ整備をしてほしい。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「生活道路や上下水道
など、市民の暮らしを支える生活基盤について、既にあるインフ
ラなども有効に活用しながら効果的な整備を進め、誰もが暮らし
やすいまちをつくります」としております。

Ｂ

－100－



－101－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

16 1 (3)

市全体の総合計画理念から未来の積極的な意欲が薄い。10年先の姿が読
めない。

　「３　基本構想」－「（１）都市像」で、将来のまちのあるべ
き姿として、「新たな価値や多彩な魅力を生み出し、人もまちも
躍動する鹿児島市の創造」を掲げており、基本計画も含めて、計
画全体でそのような将来のまちの姿を描くこととしております。

Ｂ

17 1 (3)

　実質的な問題解決する為、目標を絞った方が良いのでは 　総合計画については、行財政運営を総合的かつ計画的に進める
ための計画として位置付けており、この計画に基づき、各分野の
個別計画等において、具体的な施策に取り組むこととしておりま
す。
　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点①」で、「地方創生や市民ニーズ、時代の要請に応
えるため、費用対効果を念頭に置きながら、施策の重点化・戦略
化を図る」こととしており、また、特に先導的かつ重点的に取り
組むことを通して、基本目標の達成ひいては都市像の実現を一層
推進していく役割を担うものとして、３つの重点プロジェクトを
位置づけております。

Ｂ

18 1 (3)

　ＩＣＴ活用。基本構想全般にＩＣＴを活用したまちづくりを組み入れる。 　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「“ＩＣＴで住みよいまち”推進プロジェク
ト（仮称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

19 1 (3)

市民の幸福度を上げる政策（心の豊かさ）（お金・物・だけではなく、心に関わ
る施策）
　この２点を重点にしてほしい（健康・安心政策）（子供・文教政策）

　特に先導的かつ重点的に取り組むことを通して、基本目標の達
成ひいては都市像の実現を一層推進していく役割として、重点プ
ロジェクトを位置付けており、ご意見については、基本計画の検
討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

20 1 (3)
　基本目標を着実に実行して欲しい。 　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

21 1 (3)

まず鹿児島市として将来的な構想を具体的に提案していただきたい（鹿児島
モデル）

　基本構想では、総合計画期間内で目指す、将来のまちのあるべ
き姿と、それを実現するための基本目標をお示ししており、基本
目標を踏まえた施策の基本的方向や施策の体系は、基本計画にお
いて、お示しすることとしております。

Ｅ

－101－



－102－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

22 1 (3)

基本構想に関してはスケールが大きすぎて実感がない。１０年後を語るので
あれば若い人の参加も必要なのでは。

　ご意見については、これまで若者会議等において若い世代や学
生などからも意見聴取を行ったところです。今後も意見交換会等
への若者の参加を呼びかけるなど、幅広くご意見をお聞きしてい
きたいと考えております。

Ｅ

23 1 (3)

　都市像の「つながる人・まち　彩りあふれる　躍進都市・かごしま」
　「・」の意味が不明
　「・」をつけるのであれば「彩りあふれる」の後にもあるべきでは
　「躍進するかごしま」ではいけないのか

　「・」の位置については、これまでの都市像を参考にしつつ、
「躍動都市＝かごしま」を表したもので、ご意見については、参
考として承ります。 Ｅ

24 1 (4)

　障害者の視点を入れてほしい。 　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」の文中、「共に
助け合い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進め
ます」を「高齢者や障害者をはじめ、市民一人ひとりが、ともに
支え合い、生きがいを持って自分らしく生活できる地域づくりを
進めます」に修正します。

Ａ

25 1 (4)

　若者が定着しやすい街作りをして欲しい 　ご意見については、「２　総合計画策定の前提」－「（１）時
代の潮流」で「若年層の就職等に伴う大都市圏への流出などが続
いており、地域経済の活力喪失を防ぐため、若い世代にとって魅
力ある環境の創出を図る必要性が高まっています」としておりま
す。
　これらの趣旨を踏まえ、今後、策定する基本計画内に、「ま
ち・ひと・しごと創生基本方針」を位置づけ、一体的に策定する
こととしており、将来人口という長期目標に向け、地方創生に継
続して取り組むこととしております。
　また、ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基
本目標　魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」の文中、「多様
で柔軟な働き方を促進し」を「雇用を創出し、若者の地元就労促
進など担い手の確保に取り組むほか、多様で柔軟な働き方を促進
し」に修正します。

Ａ

－102－



－103－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

26 1 (4)

　子供達が帰ってきたい環境づくり。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（１）都市像」で、
「まちへの誇りと愛着を持つ人の輪が拡がり、多彩な魅力が国内
外に発信され、多くの人々を惹きつけ、交流と賑わいを生み出し
ています。そのようなまちの中で、次代を担う多彩な人材が育ま
れ、未来への希望にあふれています」としており、若い世代に
とって魅力ある環境の創出を図ることとしております。
　なお、ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基
本目標　魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」の文中、「多様
で柔軟な働き方を促進し」を「雇用を創出し、若者の地元就労促
進など担い手の確保に取り組むほか、多様で柔軟な働き方を促進
し」に修正します。

Ａ

27 1 (4)

　地域資源の活用の促進→交流人口の増→地域活性化につながる。
　人口減少が早いスピードで進んでいることから、高齢化率も上昇している。

　ご意見のあった「地域資源の活用の促進」については、「２
総合計画の前提」－「（２）本市の特性」で、「まちづくりを考
える上で生かすべき本市の特性」を掲げております。
　「人口減少」については、本市においては、若年層の就職等に
伴う大都市圏への流出などが続いているため、若い世代にとって
魅力ある環境の創出を図ることが必要だと考えており、ご意見の
趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあ
ふれ人が集う　活力あるまち」の文中、「多様で柔軟な働き方を
促進し」を「雇用を創出し、若者の地元就労促進など担い手の確
保に取り組むほか、多様で柔軟な働き方を促進し」に修正しま
す。

Ａ

28 1 (4)

　現在住んでいる住民を大切にする事業をして欲しい。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（１）都市像」で、
将来のまちのあるべき姿として、「私たち市民は、子どもから高
齢者まで、自分らしく健やかに生き生きと暮らしています」とし
ております。

Ｂ

29 1 (4)

基本構想はすばらしい内容・文章だと思います。このような鹿児島市が創造
できれば、市民にとっても豊かな生活が保障されると思います。近年の個人主
義的傾向がこれからどうなっていくかが重要だと思います。人々がこの構想に
どれだけ関心をもち、お互いが協力しあっていくことが、鹿児島市の発展には
必要だと思います。

　賛同のご意見として承り、市民や市民活動団体、事業者などの
あらゆる主体と課題を共有し、協働・共創しながらまちづくりを
進めていきたいと考えております。 Ｂ

30 1 (4)

　人が育ちあえる鹿児島市であってほしい。 　「３　基本構想」－「（１）都市像」で、「さまざまな交流を
通じ、相互のつながりを深めることにより、新たな価値や多彩な
魅力を生み出し、人もまちも躍動する鹿児島市の創造を目指し」
としており、ご意見の考え方も盛り込んでおります。

Ｂ

－103－



－104－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

31 1 (4)

第六次基本構想（素案）については、構想のとおり進めていって頂ければ、
どこよりもすばらしい鹿児島市になると思いますが、第六次計画をするうえで、
その前の計画の達成率、問題点などが分からないので第六次にどの程度反
映されているのかも分かると良い（何が障害になり出来なかったのか、どの様
に進めていったら達成できたのか）

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。
　第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者や各種
団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、その結
果は公表しております。なお、第六次総合計画は、第五次総合計
画の検証も行う中で策定作業を進めており、第六次総合計画基本
構想（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、改めて検
証状況等についても公表することとしております。

Ｂ

32 1 (4)
総合計画の基本目標はすばらしい計画ですが、10年間の中で80%以上は達

成して欲しいと思います。
　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

33 1 (4)

安心安全なまちづくりの一環になるような危機管理、防災力の向上を全面的
に出す施策をして欲しい。大災害の予測が強いので準備する対応の推進も大
事であると考えられる。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で、「危機管理体
制や防災力・消防力を強化」としております。 Ｂ

34 1 (4)
素晴らしい基本構想である。実現できたら安心安全で活気ある鹿児島市に

なる。
　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

35 1 (4)

第六次総合計画基本構想は素晴らしいのでみんなが協力して実現して欲し
い。

　賛同のご意見として承り、市民や市民活動団体、事業者などの
あらゆる主体が課題を共有し、協働・共創しながらまちづくりを
進めていきたいと考えております。

Ｂ

36 1 (4)
下鶴市長の表明が早速反映されており、取り組む姿勢を大いに感じたところ

です。
　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

37 1 (4)

総合計画については、鹿児島市の現状、今迄の歴史的歩み等を考慮し大変
すばらしく、より具体的に展望されており、素晴らしい発想です。この計画を、
市民が自分たちの地域を、また市全体の改善改革と言う意気込みをどう集約
していくか。 市長さんは自信を持ってこの展望の実現に努力していただきた
いです。日本の中の鹿児島市と言う大きな希望実現に向けて。今後の計画は
その実現の一歩になります。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。

Ｂ

－104－



－105－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

38 1 (4)

　みんなが参加しやすいまちづくり→鹿児島市づくりになるのでは。
環境の問題、年齢の見える構想であれば安心できる中で、参加できるので

は。鴨池地域においてどの地区も穴がないように特徴を生かすまちづくり。近
隣・地域のつながりが薄い。万時の時は必要と言われるつながりだが。

　ご意見のあった「みんなが参加しやすいまちづくり」について
は、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信頼とやさしさのあ
る　共創のまち」の文中、「性別や年齢、国籍などに関係なく、
一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮できる地域社会
を築きます」としております。
　なお、総合計画の策定にあたり、基本構想（案）と合わせて公
表する前期基本計画（素案）の中の地域別計画により、地域ごと
の現状と課題を踏まえた各地域の基本的な考え方を示すこととし
ており、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討に
あたっての参考とさせていただきます。

Ｂ

39 1 (4)

　道路など公共の問題については住民の意見を聞いてほしい。
　若者と女性の意見の反映、参加を願ってます。

　本市においては、これまでも、個別行政分野における施策の基
本的な事項を定める計画の策定や、公用又は公共用に供される重
要な施設の建設等に係る計画の策定、市民生活に重大な影響を及
ぼす条例の制定等にあたっては、市民から意見聴取をすることと
しております。
　また、「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたって
の視点」－「視点④」で、「若者をはじめ広く市民意見を聴取
し、反映させる」としており、若い世代や学生などを対象とした
若者会議を開催したほか、鹿児島市総合計画審議会委員への女性
登用を行っているところです。

Ｂ

40 1 (4)

　人口減少に対する具体案がない。 　ご意見については、「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策
定にあたっての視点」－「視点①」で、「少子高齢化や人口減
少、地球温暖化、情報通信技術（ＩＣＴ）の進展など、社会経済
情勢を的確に見据え、長期的視点に立った計画とします」として
おり、今後、策定する基本計画内に、「まち・ひと・しごと創生
基本方針」を位置づけ、一体的に策定することとしており、将来
人口という長期目標に向け、地方創生に継続して取り組むことと
しております。

Ｂ

41 1 (4)

　素案は総じて中々良い案だと思います。
ただ、実行・実現ということが最も大事なことです。その為には、情報公開、

意見交換、情報交換を徹底することで市民の協力が得られるものと思いま
す。

市民とも大いに議論する場を作ってもらいたい。「パブコメ」とか「意見をお寄
せ下さい」ではなく、市職員の皆さんが積極的に吸い上げに出向くべきであ
る。

　賛同のご意見として承り、ご意見の内容も踏まえながら、総合
計画の策定・推進に取り組みます。

Ｂ

－105－



－106－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

42 1 (4)

４年くらい前に説明のあったコンパクトシティ計画実現を目指しながら、基本
構想を練っていったらいかがでしょうか。

　総合計画は、行財政運営を総合的かつ計画的に進めるための最
上位計画であり、「かごしまコンパクトなまちづくりプラン」
（立地適正化計画）を含め、各分野の個別計画や施策は、総合計
画に即して策定され、展開されることとなります。
　なお、ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「コンパクトな
まちの実現を目指す」としております。

Ｂ

43 1 (4)

前の計画の5次計画の進捗はどうなのでしょう。5次の進捗を正しく把握しな
いと6次を立てても、計画たてたな、よかったね、で終わらないでしょうか。

人口の減少、高齢者の増加で必然税収不足になり、実行が難しくなっていく
ので、なかなかきびしい。別予算が取れればいいのではないかという事です
が、思い切って予算化しないと、なあなあで終わりそう。

　第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者や各種
団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、その結
果は公表しております。また、第六次総合計画は、第五次総合計
画の検証も行う中で策定作業を進めており、第六次総合計画基本
構想（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、改めて検
証状況等についても公表することとしております。
　なお、ご意見のあった「予算化」については、「１　総合計画
策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視点」－「視点①」
で、「費用対効果を念頭に置きながら、施策の重点化・戦略化を
図るなど、将来にわたり持続的発展が可能な計画とします」とし
ております。

Ｂ

44 1 (4)

　住みやすい子ども・大人の町づくり 　ご意見については、「３　基本構想」－「（１）都市像」で、
「私たちの目指すまちでは、人やまちの多様なつながりの中で、
互いに支え合い、その英知を結集することで、地域社会に温もり
と活力が満ちています。豊かな自然と調和した環境の中、私たち
市民は、子どもから高齢者まで、自分らしく健やかに生き生きと
暮らしています」としており、ご意見の考え方も盛り込んでおり
ます。

Ｂ

45 1 (4)

　総合計画なので全てが網羅されるとはわかるが、何か特徴的なこと独自なも
のがわかりにくい。重点プロジェクトはあるが。「SDGｓ未来都市」は全てに関
連する。「ゼロカーボンシティ」は独自だが、総合計画では仕方ないが、より独
自性あるものにして欲しい。（これまで環境シティで他市と比べ優位あった）

　「２　総合計画策定の前提」－「（２）本市の特性」で、総合
計画期間内のまちづくりを考える上で生かすべき本市の特性をお
示ししており、それらを踏まえて、「３　基本構想」－「（１）
都市像」で、「市民、事業者、鹿児島への思いを寄せてくださる
多くの人々、関わりのある団体など、さまざまな交流を通じ、相
互のつながりを深めることにより、新たな価値や多彩な魅力を生
み出し、人もまちも躍動する鹿児島市の創造」を目指すこととし
ております。
　総合計画の策定にあたっては、基本構想と基本計画を含めた計
画全体で鹿児島らしさを出してまいります。

Ｂ

－106－



－107－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

46 1 (4)

「つながる人・まち 彩りあふれる 躍動都市・かごしま」はワクワクするス
ローガンだと思います。令和4年度からの今後10年間の第六次総合計画で定
める基本目標に向けて各事業を計画し、着実な事業実施を進めていただきた
いと思います。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。

Ｂ

47 1 (4)

　基本構想の素案は紙面上はとてもよく出来ています。
　しかしこれを、鹿児島市ではなく例えば宮崎市と置き換えてもほとんど変わら
ない素案になるのでしょう。現在世間的に言われている、持続可能、SDGｓ、多
様な連携、協働・共創などを柱に全国の自治体で作成する為、名前を変えると
ほとんど同じ内容になるのではないでしょうか。

行政さんの仕事としては、総合計画が無くては今後の実効性や予算や工程
表が作れず、結果、案だけで終わったとなりかねません。また、それを実行、
実践してPDCAサイクルを回して、より良くなる方法も民間、行政問わず必要で
す。またチェック機能を持ち、責任の所在をはっきりさせることも必要です。

やはり地方都市ですし、他にない特徴（いい点も悪い点）があります。ポテン
シャルがある鹿児島市を出来るだけ多くの市民を巻き込み計画をまちづくりに
生かすことです。

私は鹿児島市内の商店街から見ていると、現在商店街の課題は日本の課
題と同じ課題を抱えています。売るほどたくさんの課題があります。その課題
に悲観することは簡単ですが、課題を希望に変えることも出来るはずです。

今後の人口減少時代を生きる指針に商店街（エリアコミュニティ）がもつ機能
はなります。市井の「市民」市井の「人」こそが、鹿児島市の未来の財産である
ことは言うまでもありません。

行政、民間などの前に一市民、一生活者として、まちづくりに参画できる体制
が必須です。まちづくりは、継続して改善して実行し続けなければならない事
業です。
　一市民として協力はおしみません。よろしくお願いいたします。

　「３　基本構想」－「（１）都市像」で、総合計画期間内で目
指す、将来のまちのあるべき姿として、「市民一人ひとりが互い
に尊重しあい、個性と能力を発揮しつつ、市民、事業者、鹿児島
への思いを寄せてくださる多くの人々、関わりのある団体など、
さまざまな交流を通じ、相互のつながりを深めることにより、新
たな価値や多彩な魅力を生み出し、人もまちも躍動する鹿児島
市」としており、総合計画の策定にあたっては、基本構想と基本
計画を含めた計画全体で鹿児島らしさを出してまいります。
　また、ご意見のあった「ＰＤＣＡサイクル」及び「多くの市民
を巻き込むこと」につきましては、「１　総合計画策定の趣旨」
－「（５）策定にあたっての視点」－「視点④」で、「若者をは
じめ広く市民意見を聴取し、反映させるとともに、市民や市民活
動団体、事業者などのあらゆる主体が課題を共有し、協働・共創
しながらまちづくりを進めていくこととし、その共通のビジョン
となるよう、市民の視点に立った分かりやすい計画とします」、
「施策の目標と成果を指標等により把握・共有するなど、適切な
進行管理のあり方を見据えた計画とします」としております。

Ｂ

48 1 (4)

基本構想作成に色々な意見が基本目標に活かされ行政が推進するが、実
施計画が住民に活かされる具体的推進方法が課題となるので詳細な項目を
追加してほしい。

　総合計画は、都市像や基本目標を示す「基本構想」、基本目標
を踏まえた施策の基本的方向や施策の体系を示す「基本計画」、
施策を実現するため実施する事業を示す「実施計画」の３層で構
成されており、基本構想・基本計画の策定後に、実施計画を策定
することとしております。
　なお、実施計画につきましては、策定後、推進していくことと
しております。

Ｂ

49 1 (4)

　基本目標は広範に盛り込まれていると思います。
　市民のひろば、新聞・マスコミ等で周知にも力を入れて欲しい。

　賛同のご意見として承ります。
　なお、総合計画につきましては、市内全世帯へ配布する「市民
のひろば」等を通じて、市民への周知に努めてまいりたいと考え
ており、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討に
あたっての参考とさせていただきます。

Ｂ

－107－



－108－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

50 1 (4)

　１０年後に良い結果となるように地域住民の意見を反映してもらいたい 　総合計画の策定にあたっては、「１　総合計画策定の趣旨」－
「（５）策定にあたっての視点」－「視点④」で、「若者をはじ
め広く市民意見を聴取し、反映させる」としており、幅広く市民
の方々のご意見をお聞きしながら検討を進め、可能な限り反映し
てまいりたいと考えております。

Ｂ

51 1 (4)
　いろいろの考え、意見を吸い上げていかれるのはよい。 　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま

す。 Ｂ

52 1 (4)
基本構想については大賛成であるが、今かかえている問題でもある。絵に

書いた餅にならぬ様、着実に実施してもらいたい
　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

53 1 (4)

　基本的に構想に賛成です。
　中心は便利　周辺にも力を入れる構想を

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。
　なお、総合計画の策定にあたり、基本構想（案）と合わせて公
表する前期基本計画（素案）の中の地域別計画により、地域ごと
の現状と課題を踏まえた各地域の基本的な考え方を示すこととし
ており、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討に
あたっての参考とさせていただきます。

Ｂ

54 1 (4)

　懸案となる分野が広く網羅されており、しっかりとした計画と考えられる。
コロナ禍で不安がさらに広がっている。漠然とした不安や経済的な不安など

が払拭でき、安心を感じられる計画であって欲しい。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（１）都市像」で、
将来のまちのあるべき姿として、「人やまちの多様なつながりの
中で、互いに支え合い、その英知を結集することで、地域社会に
温もりと活力が満ちています」、「私たち市民は、子どもから高
齢者まで、自分らしく健やかに生き生きと暮らしています」とし
ております。賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に
取り組みます。

Ｂ

－108－



－109－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

55 1 (4)

　策定の前提となっている時代の潮流を一語で表すと「動」躍動、勢いすら感じ
られる。一方、市民の生活は？市の経済活動は？コロナの影響がなくてもどう
だろうか。今の鹿児島市のイメージは時代の「動」に圧倒され、「静」若しくは
「止」である。折角の本市の特性、活用し、「動」や「勢」への転換が成しとげら
れるのではないかと夢はふくらむ。人と人がつながり、地域と地域がつながり、
市という社会空間が心地良いものになれれば、どんなにいい事か。

家庭だったり、職場だったり、サークル・仲間、人には必ず居場所が必要。己
の居場所としての鹿児島市は”居場所”（もっとよい表現があればよいのだが）
創りを目指しているのだと、今回の第六次計画の策定がすすんでいくのを期
待します。

素案は抽象的になると思いますが、計画の中心にあるものをもっと表現した
らどうかと思います。　素案を見てワクワク感が欲しい。

今回、初めて参加しましたが、職員の方々にはワクワク感を感じました。期
待しております。

　「３　基本構想」－「（１）都市像」で、「私たちの目指すま
ちでは、人やまちの多様なつながりの中で、互いに支え合い、そ
の英知を結集することで、地域社会に温もりと活力が満ちていま
す」としており、ご意見のあった「つながり」の考え方を盛り込
んでおります。賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進
に取り組みます。

Ｂ

56 1 (4)

　市民が進んで参画できるものにしてほしい。 　ご意見については、「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策
定にあたっての視点」－「視点④」で、「若者をはじめ広く市民
意見を聴取し、反映させるとともに、市民や市民活動団体、事業
者などのあらゆる主体が課題を共有し、協働・共創しながらまち
づくりを進めていくこととし、その共通のビジョンとなるよう、
市民の視点に立った分かりやすい計画とします」としており、基
本計画においては、市民・地域、事業者・団体の役割についても
示していきたいと考えております。

Ｂ

57 1 (4)

目標を数値化したらどうか。例えば市の大目標を「人口を６０万人以上にす
る事」とし、それに向かって、農業、工業、商業、教育、観光、その他もろもろの
分野で各々の目標を立てて、数値で５年計画、１０年計画を立てる。

第六次総合計画ということで過去の第一次～第五次計画の結果を示せても
らえたら良かった。PDCAサイクルを回していけたらよい。

　ご意見のあった「目標の数値化」につきましては、基本計画に
おいて、基本施策毎に、指標と目標値を設定したいと考えてお
り、「１　総合計画策定の前提」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「施策の目標と成果を指標等により把握・
共有するなど、適切な進行管理」を行っていくこととしておりま
す。
　第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者や各種
団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、その結
果は公表しております。なお、第六次総合計画は、第五次総合計
画の検証も行う中で策定作業を進めており、第六次総合計画基本
構想（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、改めて検
証状況等についても公表することとしております。

Ｂ

－109－



－110－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

58 1 (4)

私個人は高齢ですので特に希望はありませんが、小中高生の孫たちが日本
に、それに鹿児島市に生まれた良かったなと、思えるような鹿児島市を作って
ください。私の住んでいる岡之原町は鹿児島市の僻地ですが、ここに生まれ
育ち良かったと心底から思っております。

　「３　基本構想」－「（１）都市像」で、「そのようなまちの
中で、次代を担う多彩な人材が育まれ、未来への希望にあふれて
います」としており、ご意見の考え方も盛り込んでおります。 Ｂ

59 1 (4)

現状分析をしっかり、それを踏まえた基本構想、基本計画を策定すること。
施策の濃淡、メリハリをつけたものにしてほしい。

　ご意見については、「２　総合計画策定の前提」－「（１）時
代の潮流」において、総合計画期間内のまちづくりを考える上で
踏まえるべき特に大きな時代潮流をお示ししており、これらにつ
いては、本市がまちづくりを進めるにあたって踏まえるべき大き
な課題として考えており、各分野の現状や課題、それらに対する
具体的な施策・事業については、基本計画・実施計画でお示しす
ることとしております。
　また、特に先導的かつ重点的に取り組むことを通して、基本目
標の達成」ひいては都市像の実現を一層推進していく役割を担う
ものとして、３つの重点プロジェクトを位置づけております。

Ｂ

60 1 (4)

まず第六次策定にあたって、１０年前に策定した第５次基本計画の棚卸を
しっかりと行い、計画通りに進んだのか否か、進まなかった理由が何であり、
そこから課題を明確にして、継続性のある計画が必要であると考えます。１０
年毎に新しい計画を考えるのではなく、１００年先の市の姿を描いて都市計画
を切望します。

　第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者や各種
団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、その結
果は公表しております。なお、第六次総合計画は、第五次総合計
画の検証も行う中で策定作業を進めており、第六次総合計画基本
構想（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、改めて検
証状況等についても公表することとしております。
　１００年先の社会経済情勢を的確に見据えることは困難であ
り、また、他都市においても、その多くが１０年毎に総合計画を
策定していること等を踏まえ、本市においては総合計画の計画期
間を１０年としたいと考えております。

Ｃ

61 1 (4)

10年計画の先、せめて50年後の人、土地、自然、科学を見据えての10年後
の計画を立てるべきで、その中で、今すぐやるべきこと、やらなければならない
こと等、優先順位を決めてすぐ動く。どんな良い政策でも、タイミングをまちが
えれば愚策でしかありません。異常気象、車が空を飛ぶ、５G、ＩＴ、未来の今
がちょっとでもよくなればいいという考え方は政策とはいえないのでは。

　将来人口については、２０６０年までの展望をお示ししており
ますが、５０年後の社会経済情勢を的確に見据えることは困難で
あり、他都市においても、その多くが１０年毎に総合計画を策定
していること等を踏まえ、本市においては総合計画の計画期間を
１０年としたいと考えております。

Ｃ

62 1 (4)

総合計画は10年間の計画であるが、20年後、30年後を見据えた計画にして
ほしい。

　将来人口については、２０６０年までの展望をお示ししており
ますが、２０年後、３０年後の社会経済情勢を的確に見据えるこ
とは困難であり、他都市においても、その多くが１０年毎に総合
計画を策定していること等を踏まえ、本市においては総合計画の
計画期間を１０年としたいと考えております。

Ｃ

－110－



－111－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

63 1 (4)

鹿児島市に他県などに誇れるものは多くあります。しかしながら取り組み
（PR含む）が保守的でダイナミックさに欠けます。他者から見て、魅力的な取り
組みを増やしてほしい。他がやっていない事に取り組める風土づくり。

　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

64 1 (4)

各部署の専門家をも含めてプロジェクトチームをつくり進めるのも良策では
ないかと思う。

　特に先導的かつ重点的に取り組むことを通して、基本目標の達
成ひいては都市像の実現を一層推進していく役割を担うものとし
て、３つの重点プロジェクトを位置づけており、これらのプロ
ジェクトは、分野横断的に様々な部署が連携して取り組むことと
しております。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の
検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

65 1 (4)

　中心市街地の活性化だけではなく周辺地域の活性化も入れてほしい 　総合計画の策定にあたり、基本構想（案）と合わせて公表する
前期基本計画（素案）の中の地域別計画により、地域ごとの現状
と課題を踏まえた各地域の基本的な考え方を示すこととしてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

66 1 (4)

市中心部から旧５町にも目を向け、地方から盛り上がりを期待する（過疎化
対策問題、他県市の研究）。

　総合計画の策定にあたり、基本構想（案）と合わせて公表する
前期基本計画（素案）の中の地域別計画により、地域ごとの現状
と課題を踏まえた各地域の基本的な考え方を示すこととしてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

67 1 (4)

旧鹿児島市中心の一極集中するまちづくりだけでなく、旧５町（周辺のまちづ
くり）のまちづくりの計画にも力をいれてほしい。
　地域の特徴をいかした拠点づくりを考えてほしい。

　総合計画の策定にあたり、基本構想（案）と合わせて公表する
前期基本計画（素案）の中の地域別計画により、地域ごとの現状
と課題を踏まえた各地域の基本的な考え方を示すこととしてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

68 1 (4)

鹿児島市中心部と、旧５町との現状のギャップが大きい。キャッチフレーズ
も、何だかよその事のような感じを受ける。都市としての活性化は重要だが、
周辺地域が疲弊している現状と取り込んでほしい。

特に吉田小校区では、駐在所、病院、コンビニ、ガソリンスタンド等々の統廃
合や廃業が続き、この１０月には「JA鹿児島みらい農協吉田支店」も撤退が決
まった。地域住民の疲弊感が顕著になってきている。

　総合計画の策定にあたり、基本構想（案）と合わせて公表する
前期基本計画（素案）の中の地域別計画により、地域ごとの現状
と課題を踏まえた各地域の基本的な考え方を示すこととしてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－111－



－112－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

69 1 (4)

市の中心だけが盛栄するのではなく、旧５町のすみずみまで配慮してほし
い。

　総合計画の策定にあたり、基本構想（案）と合わせて公表する
前期基本計画（素案）の中の地域別計画により、地域ごとの現状
と課題を踏まえた各地域の基本的な考え方を示すこととしてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

70 1 (4)

　市全体が同じように発展している10年後のまち。 　人口減少と少子高齢化が進む中において、地域において安心し
て暮らせる生活環境を形成するために、居住や都市機能の誘導と
公共交通体系の構築等により、地域活力の維持・増進を図るとと
もに、コンパクトなまちづくりを推進することとしており、ご意
見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参
考とさせていただきます。

Ｄ

71 1 (4)

構想は良いと思いますが、犬迫みたいな人口減少、過疎化が進む地域には
実感がありません。農村地域にも力を入れてほしいです。

　総合計画の策定にあたり、基本構想（案）と合わせて公表する
前期基本計画（素案）の中の地域別計画により、地域ごとの現状
と課題を踏まえた各地域の基本的な考え方を示すこととしてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

72 1 (4)

　市全体を公平に推進してほしい。 　人口減少と少子高齢化が進む中において、地域において安心し
て暮らせる生活環境を形成するために、居住や都市機能の誘導と
公共交通体系の構築等により、地域活力の維持・増進を図るとと
もに、コンパクトなまちづくりを推進することとしております。
　総合計画の策定にあたり、基本構想（案）と合わせて公表する
前期基本計画（素案）の中の地域別計画により、地域ごとの現状
と課題を踏まえた各地域の基本的な考え方を示すこととしてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

73 1 (4)

（参考資料・第五次総合計画地域別計画）現状、課題、基本的方向、主な施
策・事業のとおりです。少子高齢化は避けてとおれない、悪いことではない。現
状の中でいかに住みよいまちづくりを考えるべきでは。

　人口減少と少子高齢化が進む中において、地域において安心し
て暮らせる生活環境を形成するために、居住や都市機能の誘導と
公共交通体系の構築等により、地域活力の維持・増進を図るとと
もに、コンパクトなまちづくりを推進することとしており、ご意
見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参
考とさせていただきます。

Ｄ

－112－



－113－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

74 1 (4)

第五次総合計画内で松元地域の現状や課題が第六次基本計画につなげて
実施計画の中に継続するものが見られる。松元地域内でも各地域がかかえて
いる課題が違う為、各地域ごとの重点問題等を十分話し合い、確実に実行、
実施していく計画を立てていただきたい。

　総合計画の策定にあたり、基本構想（案）と合わせて公表する
前期基本計画（素案）の中の地域別計画により、地域ごとの現状
と課題を踏まえた各地域の基本的な考え方を示すこととしてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

75 1 (4)
　少子高齢化対策のスピード化 　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ

ての参考とさせていただきます。 Ｄ

76 1 (4)
色々なかたの貴重な意見を聞けて自分の勉強になった。ゴミ問題、インフ

ラ、ICTなどスピード感をもって取り組んでもらいたい。今後が楽しみである。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。 Ｄ

77 1 (4)

人口も確かに減っている。施策の全部を取組みするのはむずかしいのでは
ないか。

　高齢化等による社会保障費の増大や、公共施設等の老朽化など
に伴う財政負担の増加が見込まれますが、民間資源の活用や他自
治体との広域連携など、多様な主体との連携をさらに推進すると
ともに、効率的で健全な行財政運営により、持続可能な都市経営
を進めてまいりたいと考えております。

Ｅ

78 1 (4)

限られた人達だけに説明をするのも良いが、町内会個別に説明をしてほし
い。

　第六次総合計画基本構想（案）・前期基本計画（素案）の公表
に合わせて、再度、市内１４地域・地区で地域別意見交換会を開
催することとしております。
　ご意見のあった「町内会個別の説明」につきましては、町内会
など、おおむね２０人以上の市民グループを対象とした「市政出
前トーク」で対応したいと考えております。

Ｅ

79 1 (4)

広範囲なので交換の量がむずかしい。各団体毎のテーマを絞って、交換の
場がほしい。

　第六次総合計画基本構想（素案）の公表に合わせて、テーマ別
意見交換会を開催致しましたが、第六次総合計画基本構想
（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、再度、開催す
ることとしております。

Ｅ

－113－



－114－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

80 1 (4)

第五次計画の達成度をふまえての第六次計画の策定を。長期的展望に立
つ持続的発展と可能な開発目標を！！（ネコの眼のようなコロコロ変わる政策
企画はやめてほしい）

　第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者や各種
団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、その結
果は公表しております。
　なお、第六次総合計画は、第五次総合計画の検証も行う中で策
定作業を進めており、第六次総合計画基本構想（案）・前期基本
計画（素案）の公表に合わせて、改めて検証状況等についても公
表することとしております。
　また、「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたって
の視点」－「視点①」で、「少子高齢化や人口減少、地球温暖
化、情報通信技術（ＩＣＴ）の進展など、社会経済情勢を的確に
見据え、長期的視点に立った計画」、「地方創生や市民ニーズ、
時代の要請に応えるため、費用対効果を念頭に置きながら、施策
の重点化・戦略化を図るなど、将来にわたり持続的発展が可能な
計画」とすることとしております。

Ｅ

81 1 (4)

各事業の担当課がそれぞれの事業しか担わないのではなく各課を横串で突
刺して地域住民と一緒になって街づくりをする。六次計画の目標に向かって行
動する事が必要と思う。さすれば経費も少なくてすむ。

　ご意見の内容を踏まえながら、総合計画の策定・推進に取り組
みます。

Ｅ

82 1 (4)

市とエリアマネージメント計画を組んで、金集めは行政が、実施は地域が担
当する等（大きな計画は除く）将来像に向って進む事が大事と思う。

　市が実施する環境や産業、福祉、教育、まちの基盤整備などの
各分野の施策について、市民や市民活動団体、事業者などのあら
ゆる主体が課題を共有し、協働・共創しながらまちづくりを進め
ていきたいと考えております。

Ｅ

83 1 (4)
　第六次計画にスピードも大事です。 　ご意見の内容を踏まえながら、総合計画の策定・推進に取り組

みます。 Ｅ

84 1 (4)

「総合計画審議会」のメンバーについて、どのような人たちで構成されるの
か。

　「総合計画審議会」のメンバーは、学識経験者及び関係団体の
代表者、公募委員など２０人で構成されており、本市ホームペー
ジで、委員名簿、開催日、開催内容を公表しております。

Ｅ

85 1 (4)

第五次計画の地域別計画の「主な施策・事業」の11項目の着手進捗状況を
示してほしい。進捗しなければその理由も知りたい。第六次計画に入るのはそ
れから。

　第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者や各種
団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、その結
果は公表しております。なお、第六次総合計画は、第五次総合計
画の検証も行う中で策定作業を進めており、第六次総合計画基本
構想（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、改めて検
証状況等についても公表することとしております。

Ｅ

－114－



－115－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

86 1 (4)

鹿児島市がまず一番したい事を簡単に伝える。幅広くて伝えたい事が分かり
ずらい。

　将来のまちのあるべき姿として、「３　基本構想」－「（１）
都市像」で、「市民一人ひとりが互いに尊重しあい、個性と能力
を発揮しつつ、市民、事業者、鹿児島への思いを寄せてくださる
多くの人々、関わりのある団体など、さまざまな交流を通じ、相
互のつながりを深めることにより、新たな価値や多彩な魅力を生
み出し、人もまちも躍動する鹿児島市の創造」を目指すこととし
ております。
　なお、総合計画は、本市の行財政運営を総合的かつ計画的に進
めるための最上位計画であり、各分野の個別計画や施策は、本計
画に即して策定され、展開されるため、本市が実施する環境や産
業、福祉、教育、まちの基盤整備などあらゆる分野の施策を網羅
しております。

Ｅ

87 1 (4)
財源ある市となる基本構想となるようにプロの市職員の方々よろしくお願い

いたします。
　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

88 1 (4)
　アフターコロナを踏まえ、都市間競争にしっかり目標を持って取組む 　ご意見の内容も踏まえながら、総合計画の策定・推進に取り組

みます。 Ｅ

89 1 (4)

　唐突な意見の収集、得るものがない。他の市民の意見は終了されたのでしょ
うか。同じような収集なら如何なものでしょうか。

　第六次総合計画基本構想（素案）の概要を掲載したチラシにつ
きましては、市内全世帯に配布する「市民のひろば」と同時に配
布させていただいておりますが、基本構想（案）・前期基本計画
（素案）の公表に合わせて、再度、市内１４地域・地区で地域別
意見交換会を開催する際は、ご意見の趣旨を踏まえ、その案内方
法等について工夫してまいりたいと考えております。

Ｅ

90 1 (4)

　先ず第５次総合計画を先にし後に６次計画を行う 　第五次総合計画の計画終了を令和３年度に控えていることか
ら、現在、第六次総合計画の策定に向けた取組を進めておりま
す。
　また、第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者
や各種団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、
その結果は公表しております。なお、第六次総合計画は、第五次
総合計画の検証も行う中で策定作業を進めており、第六次総合計
画基本構想（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、改
めて検証状況等についても公表することとしております。

Ｅ

－115－



－116－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

91 1 (4)

基本構想なので今回策定されたものには特に意見はない。その後の基本計
画、実施計画においても、今回のような意見交換会を実施してほしい。

　第六次総合計画基本構想（案）・前期基本計画（素案）の公表
に合わせて、再度、テーマ別意見交換会や、市内１４地域・地区
での地域別意見交換会を開催することとしております。

Ｅ

92 1 (4)

第五次計画が具体的にどこまで出来ているか検証し、六次につなげた方が
良いのでは。
　市民に示す六次計画案が具体的部分が少ない。
　交換会が余りにも事務的である。

　第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者や各種
団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、その結
果は公表しております。なお、第六次総合計画は、第五次総合計
画の検証も行う中で策定作業を進めており、第六次総合計画基本
構想（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、改めて検
証状況等についても公表することとしております。
　また、基本構想では、総合計画期間内で目指す、将来のまちの
あるべき姿と、それを実現するための基本目標をお示ししてお
り、基本目標を踏まえた施策の基本的方向や施策の体系は、基本
計画において、お示しすることとしております。

Ｅ

93 1 (4)

基本構想についてはよく理解出来ない部分もありますが、地域の課題とし
て、少子高齢化をもろに実感しております。
　良い施策があればよろしく。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

94 1 (4)

第五次の総合計画のまとめや報告も記載して、第六次の総合計画にどのよ
うにつなげるのかをしっかりと記載すればもっと見やすくなると思う。

　第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者や各種
団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、その結
果は公表しております。なお、第六次総合計画は、第五次総合計
画の検証も行う中で策定作業を進めており、第六次総合計画基本
構想（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、改めて検
証状況等についても公表することとしております。

Ｅ

95 2

交通の便が悪く高齢者がこまっているので対策してもらいたい。10年後は少
しでも改善されますように。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」の文中、「効率的で持続
可能な公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整え
ます」を「効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、すべ
ての人が使いやすい、快適・便利な交通環境を整えます」に修正
します。

Ａ

－116－



－117－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

96 2

　高齢者対策について具体的な取り組みがほしい。 　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」の文中、「共に
助け合い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進め
ます」を「高齢者や障害者をはじめ、市民一人ひとりが、ともに
支え合い、生きがいを持って自分らしく生活できる地域づくりを
進めます」に修正します。

Ａ

97 2

　交通アクセスの取組み→高齢者対策を現実的に。 　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」の文中、「効率的で持続
可能な公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整え
ます」を「効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、すべ
ての人が使いやすい、快適・便利な交通環境を整えます」に修正
します。

Ａ

98 2

新たな企業の進展がみられず、若者は県外へ流出し人口は年々減少傾向
にあり、地域経済の活性化をしてほしいです。

　ご意見については、現在、新たな産業やサービス等の創出支援
や新規創業者等の育成支援のほか、クリエイティブ産業の振興や
重点産業の企業立地等に取り組んでいるところです。
　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」の文中、「多様で柔軟な
働き方を促進し」を「雇用を創出し、若者の地元就労促進など担
い手の確保に取り組むほか、多様で柔軟な働き方を促進し」に修
正します。

Ａ

99 2

　人口流出しない町づくり 　ご意見については、「３　基本構想」－「（１）都市像」で、
将来のまちのあるべき姿を、「まちへの誇りと愛着を持つ人の輪
が拡がり、多彩な魅力が国内外に発信され、多くの人々を惹きつ
け、交流と賑わいを生み出しています。そのようなまちの中で、
次代を担う多彩な人材が育まれ、未来への希望にあふれていま
す」としております。
　若年層の就職等に伴う大都市圏への流出などが続いており、地
域経済の活力喪失を防ぐため、若い世代にとって魅力ある環境の
創出を図る必要があると考えており、ご意見の趣旨を踏まえ、
「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う
活力あるまち」の文中、「多様で柔軟な働き方を促進し」を「雇
用を創出し、若者の地元就労促進など担い手の確保に取り組むほ
か、多様で柔軟な働き方を促進し」に修正します。

Ａ

－117－



－118－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

100 2

　高齢化に伴う支援 　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」の文中、「共に
助け合い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進め
ます」を「高齢者や障害者をはじめ、市民一人ひとりが、ともに
支え合い、生きがいを持って自分らしく生活できる地域づくりを
進めます」に修正します。

Ａ

101 2

　卒業生に県外転職より地元就職を優先する手立てを。 　ご意見については、現在、産学官で連携して若者の地元定着に
資する取組の検討や、地元企業等が一堂に会して、企業等の魅力
を若い世代へ発信するイベントの実施などに取り組んでいるとこ
ろです。
　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」の文中、「多様で柔軟な
働き方を促進し」を「雇用を創出し、若者の地元就労促進など担
い手の確保に取り組むほか、多様で柔軟な働き方を促進し」に修
正します。

Ａ

102 2

　高齢者対策について（福祉対策）
　高齢者が生きがいのある生活を送れる場を考えてもらいたい。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」の文中、「共に
助け合い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進め
ます」を「高齢者や障害者をはじめ、市民一人ひとりが、ともに
支え合い、生きがいを持って自分らしく生活できる地域づくりを
進めます」に修正します。

Ａ

103 2

　高齢化に伴う対策の充実
　安全網の整備

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」の文中、「共に
助け合い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進め
ます」を「高齢者や障害者をはじめ、市民一人ひとりが、ともに
支え合い、生きがいを持って自分らしく生活できる地域づくりを
進めます」に修正します。

Ａ

104 2

　高齢化対策を進めてほしい。 　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」の文中、「共に
助け合い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進め
ます」を「高齢者や障害者をはじめ、市民一人ひとりが、ともに
支え合い、生きがいを持って自分らしく生活できる地域づくりを
進めます」に修正します。

Ａ

－118－



－119－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

105 2

　鹿児島中央駅の地下通路の活性化。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「機能性の高い都市空
間を形成する」としており、また、現在、鹿児島中央駅の地下通
路におけるデジタル情報板社会実験の準備を進めております。

Ｂ

106 2

　公園をきれいにしてほしい。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
然と都市が調和したうるおいのあるまち」で「緑あふれる美しい
まちづくりに取り組む」としております。

Ｂ

107 2

　中央駅東口の地下道を有効活用をすることで中央駅周辺の活性化につなが
ると思う。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「機能性の高い都市空
間を形成する」としており、また、現在、鹿児島中央駅の地下通
路におけるデジタル情報板社会実験の準備を進めております。

Ｂ

108 2

　少子化にもっと力を入れてほしい（不妊治療等） 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「結婚、妊娠・
出産、子育ての切れ目のない支援を充実する」こととしておりま
す。なお、不妊治療等については、現在、特定不妊治療に対する
一部助成の拡充などに取り組んでおります。

Ｂ

109 2

歴史ある電車通り及び電停を中心とした街づくりを進めてください。電停が近
くにあれば駐車場は必要ないのでは。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「コンパクトなまちの
実現を目指し、機能性の高い都市空間を形成します」としてお
り、また、現在、コンパクトなまちづくりの推進に取り組んでい
るところです。

Ｂ

110 2

　箱建物は不要。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「健全な財政を維持し、
効率的で質の高い行政サービスを展開する」としております。 Ｂ

111 2

　公園の整備。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
然と都市が調和したうるおいのあるまち」で「緑あふれる美しい
まちづくりに取り組む」としております。 Ｂ

－119－



－120－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

112 2

中山地区は人口が増加している。道路整備が必要である。子供達が安全に
通学出来るようにしてほしい。中山地区は特に田園地帯であり、自然を生かし
た町づくりにつとめてほしい。

　ご意見のあった「安全な通学路」については、「３　基本構
想」－「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える　快適なま
ち」で、「生活道路など、市民の暮らしを支える生活基盤につい
て、効果的な整備を進め、誰もが暮らしやすいまちをつくりま
す」としており、また、現在、安心・安全な道路空間の整備に取
り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計画や
実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。
　「自然を生かした町づくり」については、「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「機能性の高い都市
空間を形成します」としており、また、現在、総合的・計画的な
土地利用の推進に取り組んでいるところです。

Ｂ

113 2

　町内会に対する視点がないのでは？ 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」の文中、「市民や行政、様々
な地域団体や事業者など多様な主体が協働・連携し、新しい価値
をともに創るまちづくりを進める」としております。

Ｂ

114 2

　町内会加入。つながりを持つ（民生員、社協など） 　「つながりを持つ（民生員、社協など）」については、「３
基本構想」－「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創の
まち」で、「市民や行政、様々な地域団体や事業者など多様な主
体が協働・連携し、新しい価値をともに創るまちづくりを進め
る」としております。
　なお、町内会への加入促進については、町内会の加入促進活動
に対する補助や転入者及び市営住宅入居者への働きかけなど、関
係部局と連携した取組に加え、県宅建協会等との協定締結に基づ
き、所属会員に加入案内リーフレット等を配布していただくな
ど、各面から取り組んでおります。

Ｂ

115 2

少子化について、育てる事に必要なジャンル・収入・支出のバランス、教育
費・給食費など地域産業の「稼ぐ力」を養う必要がある。産業育成に力を入れ
て欲しい。

　ご意見の「産業育成に力を入れて欲しい」については、「３
基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う　活力あ
るまち」で、「地域産業の活力の創出を進める」としておりま
す。

Ｂ

116 2

コミュニティーも良いが、町内会のことも掲げてほしい。町内会会員の入会の
件。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「市民や行政、様々な地
域団体や事業者など多様な主体が協働・連携し、新しい価値をと
もに創るまちづくりを進める」としております。

Ｂ

－120－



－121－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

117 2

　新しい地域産業育成 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅
力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「地域産業の活力の創
出を進める」としております。

Ｂ

118 2

　育児の環境を推進する。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「結婚、妊娠・
出産、子育ての切れ目のない支援を充実する」としており、賛同
のご意見として承ります。

Ｂ

119 2

　国内外から人を呼ぶスポーツイベント、施設をつくる。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅
力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「誰もがスポーツを楽
しむことができる環境を整え、国内外から多くの人が集うまちを
つくります」としております。

Ｂ

120 2

全てのことを実現できるとは思っていませんが、１つだけでもきちんと実行し
てもらいたいです。

「子育てするなら鹿児島市」ときちんと言えるように子どもが気軽に遊べる公
園づくり、田舎でくらしたいと考える若い世代を空き家に住めるようにする、橋
わたし役をつくる、現在あるグリーンファームや海水浴場などを収益があがる
ようにしていく等の取組をしてほしいと思います。

　ご意見のあった「子どもが気軽に遊べる公園づくり」について
は、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自然と都市が調和し
たうるおいのあるまち」で「緑あふれる美しいまちづくりに取り
組む」としております。
　「移住の促進」については、現在、本市の魅力や生活環境の情
報発信、移住希望者への相談・受入体制の充実を図るとともに、
移住支援制度の整備・拡充等に取り組んでいるところであり、ま
た、「グリーンファームや海水浴場」も活用しながら、稼ぐ観光
に向けた取組を推進しているところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｂ

121 2

　生ごみの堆肥化の取組みと推進。 　ご意見のあった「生ごみの堆肥化の取組みと推進」について
は、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自然と都市が調和し
た　うるおいのあるまち」で、「ごみの３Ｒ（発生抑制：リ
デュース、再使用：リユース、再生利用：リサイクル）や適正な
処理を進める」としております。

Ｂ

122 2

　調整区域への施策に対し、地域にあった施策を立ててもらいたい。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「機能性の高い都市空
間を形成します」としており、また、現在、総合的・計画的な土
地利用の推進に取り組んでいるところです。

Ｂ

－121－



－122－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

123 2

まずは”住みやすい町”でしょう。その為に、環境美化、人と人のつながりの
連帯感、動きやすい町（交通）等が少しでも解決されたら、少しでも人口が今よ
りも増加するでしょう。町内会でもこのことは努力しているつもりですが、行政
からの最大の後押しをお願いしたいものです。

　ご意見のあった「環境美化」については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　自然と都市が調和した　うるおいのあるま
ち」で、「美しいまちづくりに取り組む」としております。
　また、「人と人のつながりの連帯感」については、「（２）基
本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」で、「市民や行
政、様々な地域団体や事業者など多様な主体が協働・連携し、新
しい価値をともに創るまちづくりを進める」としております。
　「動きやすい町（交通）」については、「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な
公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」
としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｂ

124 2

　少子高齢化対策。 　ご意見については、「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策
定にあたっての視点」－「視点①」で、「少子高齢化や人口減
少、地球温暖化、情報通信技術（ＩＣＴ）の進展など、社会経済
情勢を的確に見据え、長期的視点に立った計画とします」として
おります。
　少子高齢化対策など、具体的な施策・事業については、基本計
画・実施計画でお示しすることとしております。

Ｂ

125 2

　子育支援の充実を（元気な子供の声がする町作りを） 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「結婚、妊娠・
出産、子育ての切れ目のない支援を充実する」こととしておりま
す。

Ｂ

126 2

　文教・災害対策 　ご意見のあった「文教」については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるま
ち」で、「子どもたちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑
戦できるよう、学校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな
学力、豊かな心、健やかな体を育む教育を進めます」としており
ます。
　また、「災害対策」については、「３　基本構想」－「（２）
基本目標　自分らしく健やかに暮らせる安心安全なまち」で、
「危機管理体制や防災力・消防力を強化」としております。

Ｂ

－122－



－123－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

127 2

　市とコミュニティの連携 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「市民や行政、様々な地
域団体や事業者など多様な主体が協働・連携し、新しい価値をと
もに創るまちづくりを進める」としております。

Ｂ

128 2

　交通アクセスの良い町 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な
公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」
としております。

Ｂ

129 2

　少子化に伴う支援 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「結婚、妊娠・
出産、子育ての切れ目のない支援を充実する」こととしておりま
す。

Ｂ

130 2

　市民一人一人の意識高揚を図る手立て。 　ご意見については、「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策
定にあたっての視点」－「視点④」で、「市民や市民活動団体、
事業者などのあらゆる主体が課題を共有し、協働・共創しながら
まちづくりを進めていく」こととしており、基本計画において
は、市民・地域、事業者・団体の役割についても示していきたい
と考えております。

Ｂ

131 2

　施設の活用のあり方 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　協
働とやさしさのある　共創のまち」で、「健全な財政を維持し、
効率的で質の高い行政サービスを展開します」としております。

Ｂ

132 2

　市街地の緑の少なさに驚く。中央駅前の無機質さ。
　街路樹のみすぼらしさ。
　ナポリ通りの緑地帯伐採は言語道断。
　あまりに緑地が少ないと洗練さを感じない、田舎っぽい。

40年前に鹿児島青年会議所が1000本の桜を甲突川沿いに植えて、今の名
所を作ったように、何十年先の街路樹、並木道、緑地帯を10年計画にしっかり
と入れていただきたい。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
然と都市が調和したうるおいのあるまち」で「緑あふれる美しい
まちづくりに取り組む」としております。

Ｂ

－123－



－124－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

133 2

「ゼロカーボンシティ」を標榜する以上、二酸化炭素を排出する自動車を如何
に排除するかが課題と考えます。

電気自動車や水素自動車など技術革新は進むのでしょうが、高価なもので
あり、庶民には簡単に手を出せるものではありません。

　本市といたしましても「ゼロカーボンシティかごしま」の実現
のためには、走行中ＣＯ２を排出しない電気自動車等の普及が重要

であると考えており、これらの車の購入に対し助成を行っている
ところです。ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基
本目標　自然と都市が調和した　うるおいのあるまち」の文中、
「ＣＯ２排出量の削減」に関する施策の中で推進してまいります。

Ｂ

134 2

　交通ネットワーク 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な
公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」
としております。

Ｂ

135 2

　松元地域の自然環境を守る
　松元ダムの自然を守り市民の憩いの場とする
　小水力発電でCO2を減らす

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
然と都市が調和した　うるおいのあるまち」で、「生物多様性の
保全・活用や、緑あふれる美しいまちづくりに取り組み、人と自
然が共生し、うるおいと安らぎを感じられる環境を整える」とし
ており、引き続き、本市の多様な自然環境の保全を図ってまいり
ます。
　また、本市におきましては、日射量が多いという地域特性を踏
まえ、主に太陽光の普及を進めているところですが、本市や国が
掲げる「２０５０年までにＣＯ２排出量実質ゼロ」の実現にあたっ

ては、水力・風力といった他の再生可能エネルギーの意義も大変
大きいことを踏まえ、これらのエネルギーについても事業者等と
連携して推進に努めてまいりたいと考えております。ご意見につ
いては、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自然と都市が調
和した　うるおいのあるまち」の文中、「再生可能エネルギーの
地産地消」に関する施策の中で推進してまいります。

Ｂ

136 2

現在、都市計画課で団地創生（再生）計画を策定中です。その計画を第６次
総合計画に都市活性化の柱の一つとして団地活性化を取入れて欲しい。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「住宅団地の活性化を
進め、機能性の高い都市空間を形成します」としており、また、
現在、住宅団地の活性化として、多世代居住の実現や支え合う地
域交流・子育て・福祉の充実等に向けて取り組んでいるところで
す。

Ｂ

137 2
JR中央駅西口開発計画については、予算化していただきありがとうございま

した。計画が進む中で、問題等があればご相談させていただきたいと思いま
す。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

－124－



－125－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

138 2

　喜入地域は郡部で市内との地域差が見られる。将来の素案対策としては、
　人口増対策・・・企業誘致と公園の設置

　ご意見のあった「企業誘致」については、現在、喜入地区も含
め、重点産業の企業誘致等に取り組んでいるところであり、ご意
見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参
考とさせていただきます。なお、「公園の設置」については、
「３　基本構想」－「（２）基本目標　自然と都市が調和した
うるおいのあるまち」で「緑あふれる美しいまちづくりに取り組
む」としております。

Ｂ

139 2

　少子化現象 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「結婚、妊娠・
出産、子育ての切れ目のない支援を充実する」こととしておりま
す。

Ｂ

140 2

あいばすの活用等による足の確保を図り、人が住みやすい地域となるようし
てほしい。
　原子力防災の避難経路としての道路整備の促進に努めてほしい。

　ご意見のあった「コミュニティバス」につきましては、公共交
通不便地の地域住民の日常生活の交通手段の確保を図るために運
行しているところでござます。
　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な
公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」
としております。
　また、「道路整備」については、「（２）基本目標　質の高い
暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通ネットワークの形
成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、快適・便
利な交通環境を整えます」としており、また、現在、幹線道路網
の整備促進に取り組んでいるところです。ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｂ

141 2

　あいばすも、利用をできる現実的な計画をよろしく。 　コミュニティバスにつきましては、公共交通不便地の地域住民
の日常生活の交通手段の確保を図るために運行しているところで
ござます。
　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な
公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」
としております。

Ｂ

－125－



－126－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

142 2

旧五町は交通体系の充実が必要である。買い物、通院などの日常生活が安
心しておくれるような施策を考えてほしい。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な
公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」
としております。

Ｂ

143 2

日本では東京への一極集中、鹿児島県では鹿児島市への一極集中、鹿児
島市では旧市内への一極集中、松元地域では春山、石谷への集中、私の住
む春山地域では春山小周辺への集中で、周辺の平田町、四元町、春山町でも
下川自治公民館等は少子高齢化、過疎化が進んでいる。スーパーマーケット
やドラッグストア、食堂、理髪店や美容室等々、商店街に近い所に人が住むの
は分かります。そこで周辺部を活性化させるにはあいばす、デマンドタクシー
等の少人数、多頻度移動手段の充実を図ることが大事であると思う。又は逆
に移動販売車の充実化に何か政策でできないだろうか。

　ご意見のあった「あいばす、デマンドタクシー等」について
は、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質の高い暮らしを支
える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な公共交通体系の構
築により、快適・便利な交通環境を整えます」としております。
　また、「移動販売車」については、ご意見のようなニーズ等を
捉え、事業転換や事業の多角化等に対する事業資金の融資制度を
設けるなど、移動販売車の導入を含む新たな事業等に挑戦する中
小企業者の支援に努めております。ご意見については、今後、基
本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｂ

144 2

出来る事なら車の運転ができなくなってからの、市街地へのアクセスがもっと
便利になればと思っています。今後とも田舎の生活が楽しくなる様な行政をお
願い致します。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な
公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」
としております。

Ｂ

145 2
　今後の区画整理はゆとりのあるまちづくりに 　賛同のご意見として承り、引き続き、にぎわいとゆとりのある

都市空間の創出に取り組むこととしております。 Ｂ

－126－



－127－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

146 2

　上町振興策の推進、ドルフィンポート、市電延伸 　ご意見のあった「上町振興策」については、「３　基本構想」
－「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」
で、「機能性の高い都市空間を形成する」としており、浜町１番
街区再開発事業の推進やかんまちあの活用などに取り組んでおり
ます。
　「ドルフィンポート跡地」については、土地所有者である県
が、国際会議などを開催できるコンベンション機能や展示機能を
備える施設の整備など、その方向性を検討することとしておりま
す。本市としては、県と緊密に連携を図りながら、個性と魅力あ
るまちづくりの推進に取り組んでまいりたいと考えております。
　「路面電車の延伸」につきましては、以前、谷山中央地区など
実現可能性が高い地区について調査検討を行った結果、費用対効
果の面などから総合的に判断し断念せざるを得ないという結論に
至った経緯がございます。現在は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、路面電車観光路線として
鹿児島港本港区への市電延伸について検討を進めているところで
ございます。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検
討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｂ

147 2

　健やかに穏やかに暮らせる安心安全政策の更なる推進
　保全事業の推進

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、防災施設を含めた既存
の都市基盤施設について、「市民の暮らしを支える生活基盤につ
いて、既にあるインフラなども有効に活用しながら効果的な整備
を進める」こととしております。

Ｂ

148 2
　ICT活用を推進してほしい。 　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま

す。 Ｂ

149 2
　インフラ整備  賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま

す。 Ｂ

－127－



－128－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

150 2

　本線道路の整備の上で地域開発を 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「機能性の高い都市空
間を形成します」、「広域交通ネットワークの形成や、効率的で
持続可能な公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を
整えます」としており、また、現在、コンパクトなまちづくりの
推進や幹線道路網の整備促進に取り組んでいるところです。な
お、吉田地域については、大原地区の県道鹿児島吉田線沿道を都
市機能誘導区域に設定し、商業施設や診療所等の誘導施設の立地
誘導を進めております。

Ｂ

151 2

中心市街地は大きく３地区に分かれるので３地区のエリアマネージメントをし
た方が良い。中心市街地は固定資産税に見合うフォローが必要。

　中心市街地のエリアマネージメントについては、現在、中心市
街地活性化基本計画において、各地区の土地利用・市街地整備方
針を踏まえながら活性化に資する各種事業を展開しているところ
です。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

152 2

市営・県営の集合住宅を、若者向けに少しデラックスにするとか、一戸建て
にするとかして、入居者を増やす努力をしてほしい。インフラ整備の充実。

　「市営住宅」については、多様な居住ニーズに対応するため、
建替などの際に子育てのしやすさや子どもの安全に配慮した仕様
の住戸を整備するなどの取組を行っているところです。ご意見に
ついては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考と
させていただきます。

Ｄ

153 2

　農地→住宅できるように。 　農業生産の基盤となる農地を守るため、農地を農業以外で利用
することについては農地法等により規制がございます。
　ただし、農地法等の条件に合えば、農地を農業以外で利用する
ことも可能です。
　今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせてい
ただきます。

Ｄ

154 2

都市計画による甲突川の土砂除去お願い、水流を良くすると大雨台風等の
不安も少なくなると思います。

　甲突川の土砂撤去については、これまでも、河川管理者である
県と協議を行いながら、適切な維持管理を要望しているところで
す。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

－128－



－129－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

155 2

子供の未来は地域が育てる。だからこそ学校が地域を活性化できるので
す。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたちが
夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・家
庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健やか
な体を育む教育を進めます」としており、今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

156 2

県道川内・郡山線の道路整備が急務である。カーブ多し、未整備箇所が６箇
所程度あり。避難時にトラックがとおることが想定される為。

　道路整備については、「３　基本構想」－「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通ネット
ワークの形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築によ
り、快適・便利な交通環境を整えます」としており、また、現
在、幹線道路網の整備促進に取り組んでいるところです。ご意見
については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

157 2

年々高齢化が加速している現状で高齢者自身が元気が無いと若い人たちも
寄りつかなくなると思います。お達者クラブなど、ただ与えるだけの福祉ではな
く、高齢者になってもモチベーションを高く、イニシアチブを発揮できるような体
制をとってほしい。

　高齢者の能力活用については、「３　基本構想」─「（２）基
本目標　自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で、
「共に助け合い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくり
を進めます」としており、また、現在、高齢者の活動への支援に
取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計画
や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

158 2

市営住宅の空き家が多い。人口減少につながる。システム上の問題がある
のではないか。

　「市営住宅の空き家」については、現在、先着順で受付を行う
随時募集の実施のほか、令和２年度から、これまで指定の会場の
みで受付していた定期募集（年４回）の申込みを、郵送でも可能
とするなど、募集方法の改善に取り組んでいるところです。ご意
見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参
考とさせていただきます。

Ｄ

159 2

小中学校の統廃合問題、袴腰にまとめて欲しいという意見がある。しかし、
裏側の桜島もあることも忘れないで欲しい。

　学校の規模適正化・適正配置については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるま
ち」で、「子どもたちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑
戦できるよう、学校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな
学力、豊かな心、健やかな体を育む教育を進めます」としてお
り、また、現在、よりよい教育環境づくりの推進に取り組んでい
るところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の
検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－129－



－130－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

160 2

　学校（小・中）の生徒（子ども）がふえる住み良い環境を整備してもらいたい。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「結婚、妊娠・
出産、子育ての切れ目のない支援を充実するとともに、未来の力
となる子どもたちの明るく健やかな成長を支えます」としてお
り、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

161 2

　観光について、地元（桜島地域）へプラスになる施策を考えて欲しい。 　現在、錦江湾・桜島ジオパークの取組などにおいて、桜島の魅
力づくりや誘客を推進しているところであり、ご意見について
は、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

162 2

　空家問題について具体的な取り組みがほしい。 　ご意見については、現在、安心・安全に配慮した住環境の整備
促進および管理不全な空き家等の発生の抑制と対応、また、空き
家等の活用に取り組んでいるところです。今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

163 2

小規模校統廃合問題について出来る限り引き伸す方向性を変えない施策。
フェリー発着に近い横山町袴腰付近に統合する。

　学校の規模適正化・適正配置については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるま
ち」で、「子どもたちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑
戦できるよう、学校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな
学力、豊かな心、健やかな体を育む教育を進めます」としてお
り、また、現在、よりよい教育環境づくりの推進に取り組んでい
るところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の
検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

164 2

　地域づくりをリードする校区コミュニティ協議会があるが、機能しているとは思
えない。行政側からの強力なテコ入れが必要だと思われる。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「市民や行政、様々な地
域団体や事業者など多様な主体が協働・連携し、新しい価値をと
もに創るまちづくりを進める」としており、機能向上に向けた対
応については基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせ
ていただきます。

Ｄ

165 2

桜島地域内には遊休農地が多いのだが、荒れた土地を耕作地に戻すため
の事業が必要である。農林事務所の事業に「よみがえれ農地」事業がある
が、他人名義の土地にしか適用されない制度である。親から引き継いだ農地
（荒れ地）に対しても補助ができれば交流人口の増加につながるのではない
か。

　遊休農地の対策については、集落での話し合い活動を通じて担
い手農家への農地の流動化を進めるなど、農業生産環境の保全・
継承に取り組んでいるところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたり
参考とさせていただきます。

Ｄ

－130－



－131－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

166 2

　桜島の特産のアピールを強く発信する。
　農大生などを混じえて意見交換会をして技術などの伝授をしたい。

　桜島の特産農産物のＰＲについては、現在、生産者、農協等の
関係団体と連携して取り組んでいるところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

167 2

　遊歩道の整備と足湯などのピーアールなど積極的に発信する。 　溶岩なぎさ遊歩道については、工作物の老朽化が見られること
から、施設を所管する県に整備を要請してまいります。
　また、「桜島」溶岩なぎさ公園足湯については、観光ガイド
マップやかごしま市観光ナビ等への掲載に加え、ＳＮＳ等を活用
した積極的な周知に努めてまいりたいと考えており、ご意見につ
いては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

168 2

　地元に住む人たちが幸せと思えるよう稼げる農業に力を入れて欲しい。 　稼げる農業については、ビニールハウス等の生産施設の整備な
ど生産性の向上に取り組んでいるところです。
　ご意見については、重点プロジェクトとして「“地域の稼ぐ
力”向上プロジェクト（仮称）」を位置づけることとしており、
今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていた
だきます。

Ｄ

169 2

高齢社会における住民の日常生活を確保するセーフティネット施策の取り組
み。

　高齢社会のセーフティネットについては、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なま
ち」で、「健やかな暮らしを支える福祉サービスを充実するとと
もに、共に助け合い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づ
くりを進めます」としており、また、現在、ひとり暮らし高齢者
等への生活支援などに取り組んでいるところです。ご意見につい
ては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせ
ていただきます。

Ｄ

170 2

　活気ある農業へのサポート。若者がやる気を持って出来るように。 　活力ある農業へのサポートについては、研修制度などの充実に
よる新規就農者の確保や意欲ある担い手への支援に加え、ビニー
ルハウス等の生産施設の整備の助成等に取り組んでいるところで
す。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

171 2

　もっと海辺（海岸）、海を活用したにぎわいの創出をしてほしい。 　現在、錦江湾を生かした海を体感するメニューづくりを行って
いるところであり、ご意見については、今後、基本計画や実施計
画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－131－



－132－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

172 2

人口は減少してもそこに住む人が活き活きと生活できる施策、そこに住む人
が得をする施策を考えてほしい。

　「２　総合計画策定の前提」－「（１）時代の潮流」で、「人
口減少・少子高齢化の進行」を記載するとともに、「（３）将来
推計」で、人口ビジョンにおける将来人口を示しており、計画期
間最終年である令和13年（2031年）で約58.0万人、長期的には令
和42年（2060年）頃には約51.5万人としております。
　また、今後、策定する基本計画内に、「まち・ひと・しごと創
生基本方針」を位置づけ、一体的に策定することとしており、将
来人口という長期目標に向け、地方創生に継続して取り組むこと
としてしています。ご意見については、今後、基本計画や実施計
画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

173 2

空き屋対策活用（NPO法人と地域と行政）。空き屋活用に関係するPR（市の
広報、回覧）

　空き家対策等については、現在、管理不全な空き家等の発生の
抑制と対応および空き家等の活用に取り組んでいるところです。
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

174 2

　桜島港のロータリーの駐車場。料金口のETC化。料金の同乗者をとらない。 　令和2年3月に交通広場については、供用を開始したところであ
り、広場内に送迎用の駐車スペースを確保したところです。
　料金所のETC化、同乗者無料化については、令和3年度に策定す
る次期船舶事業経営計画を策定する際の参考とさせていただきた
いと考えております。

Ｄ

175 2

　古里公園の整備、電源等。 　古里公園を含む市の管理する公園については、これまで、広く
市民に親しまれる公園の充実等に取り組んでいるところです。ご
意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての
参考とさせていただきます。

Ｄ

176 2

桜島では高齢化が進み、子供達も少なくなっており、担い手がいないので農
業をやめる方が多いので何かの、農業なり、仕事があると人が集まると思いま
す。魅力のある桜島にしていける様に計画したい。

　現在、新規就農にあたっての研修や施設整備への支援などを行
い、新規就農者の確保・育成に取り組んでいるところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたり
参考とさせていただきます。

Ｄ

177 2

甲突川を活かした中心市街地の発展を（中央駅エリアと天文館エリアをつな
ぐ）。

　「甲突川を活かした中心市街地の発展」については、現在、中
心市街地活性化基本計画において甲突川リバーサイドウォークや
加治屋まちの杜公園を生かした回遊性の向上などに取り組んでき
ているところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計
画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－132－



－133－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

178 2

　歩行者・自転車道をつくってほしい。 　ご意見のあった「歩行者・自転車道」については、「３　基本
構想」－「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える　快適なま
ち」で、「効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、快
適・便利な交通環境を整えます」としており、また、現在、自転
車走行空間づくりの推進に取り組んでいるところです。ご意見に
ついては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考と
させていただきます。

Ｄ

179 2

自動運転化を見込して、道路整備をすすめる 若者のマイカー離れ、高齢者
の増加により、交通弱者が増えてくるので対応が必要。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な
公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」
としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

180 2

　「かごりん」の電動自転車を増やす。試験的に数台から。 　「かごりん」は市内中心部で事業展開を行っており、そのエリ
アは地形的にほぼ平地であるため、現在、3段変速の自転車を使用
しております。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の
検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

181 2

鹿児島は歴史多き街ですので、古きを残し点として、動線を線としてつなげ
る事で歴史をつなげる事で歴史をおもんじる街になる。天文館と中央駅のつな
がりは歴史をつなげる線を引く。例えばオレンジ色で歴史オレンジロード、陸
の玄関口である中央駅から線を引き、字を書き、「大久保さんまで●●メート
ル」等の名所をアナログで伝えることができるように。天文館までや水族館ま
でを引く。

　現在、ストーリー性のある歴史と文化の磨き上げを行っている
ところであり、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の
検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

182 2

　天文館に手厚い支援 　「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う
活力あるまち」で、「街なかにおける商業・観光などの魅力を創
出し、にぎわいと活力を高めます」としており、また、現在、魅
力向上に取り組む商店街等を支援するなど、魅力ある地域拠点づ
くりの推進に取り組んでるところです。ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

－133－



－134－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

183 2

私は商店街の人間ですので、商業エリアがこのまま存続して欲しいと願って
います。それには、人、お金が大切です。人材の確保、商店街に対する保護を
お願いしたいです。鹿児島市の経済は県外客、観光客でなく、地元の市民の
消費で回っています。ぜひ地業地消の積極的方向性を進めて欲しいです。

　「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う
活力あるまち」で、「街なかにおける商業・観光などの魅力を創
出し、にぎわいと活力を高めます」としており、また、現在、魅
力向上に取り組む商店街等を支援するなど、魅力ある地域拠点づ
くりの推進に取り組んでるところです。ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

184 2

　市電路線を大きく伸ばすこと、今後観光の目玉になります。 　 路面電車の延伸につきましては、以前、谷山中央地区など実現
可能性が高い地区について調査検討を行った結果、費用対効果の
面などから総合的に判断し断念せざるを得ないという結論に至っ
た経緯がございます。現在は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、路面電車観光路線として鹿児
島港本港区への市電延伸について検討を進めているところでござ
います。
　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な
公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」
としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

－134－



－135－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

185 2

鹿児島市内に電車の路線を網羅して欲しい。交通弱者が目的地へ行けるよ
うにして欲しい。歴史の街の景観を充実して欲しい。

  路面電車の延伸につきましては、以前、谷山中央地区など実現
可能性が高い地区について調査検討を行った結果、費用対効果の
面などから総合的に判断し断念せざるを得ないという結論に至っ
た経緯がございます。現在は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、路面電車観光路線として鹿児
島港本港区への市電延伸について検討を進めているところでござ
います。
　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な
公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」
としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。
　歴史の街の景観の充実につきましては、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で
「良好な景観づくりを進める」としており、今後、基本計画や実
施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

186 2

鹿児島市の夜の顔、天文館繁華街の件ですが新しいビルが出来るのは非
常に良い事なんですが現存するビルの老朽化が進んでいるので整備等お願
いして明るい安心な街づくりを目指してほしい。

　明るい安心な街づくりについては、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、
「機能性の高い都市空間を形成します」としており、また、現
在、中心市街地等の整備・再生や総合的・計画的な土地利用の推
進に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

187 2

医療についても、攻めの策を講じれる専門の力を持つ鹿大をまきこんだ策を
考えていただけたら

　ご意見については、「３　基本構想」－「(２)基本目標　自分
らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で「感染症対策の強
化」としており、また、これまで、医療機関等との連携による健
康危機管理体制の充実に取り組んでいるところです。今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

188 2

子育て支援の中で、保健所の育児相談が年12回から年4回に減らされてい
るのは、市長の公約、基本構想と逆行している。

　地域での育児相談につきましては、これまでの実績や近隣での
開催状況を鑑み、回数を設定しているところです。ご意見につい
ては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせ
ていただきます。

Ｄ

－135－



－136－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

189 2

町内会員の減少が続いており、大変困っている。加入率の増大に具体的な
施策をお願いしたい。

　町内会への加入促進については、町内会の加入促進活動に対す
る補助や転入者及び市営住宅入居者への働きかけなど、関係部局
と連携した取組に加え、県宅建協会等との協定締結に基づき、所
属会員に加入案内リーフレット等を配布していただくなど、各面
から取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

190 2

谷山北部（特に中山地区）は、幹線道路の拡張整備が最優先で進めるべき
施策である。

　幹線道路の整備については、「３　基本構想」－「（２）基本
目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通
ネットワークの形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築
により、快適・便利な交通環境を整えます」としており、また、
現在、幹線道路網の整備促進に取り組んでいるところです。ご意
見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参
考とさせていただきます。

Ｄ

191 2

　町内会やあいご会の加入率の向上に市が積極的に取り組んでほしい。 　ご意見のあった「町内会への加入促進」については、町内会の
加入促進活動に対する補助や転入者及び市営住宅入居者への働き
かけなど、関係部局と連携した取組に加え、県宅建協会等との協
定締結に基づき、所属会員に加入案内リーフレット等を配布して
いただくなど、各面から取り組んでいるところです。ご意見につ
いては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。
　また、「あいご会」については、現在、青少年教育と体験活動
の充実に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、
基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

192 2

インフラ整備は優先があると思うが、高齢者がますます増える中、現在、車
で移動している方も、この10年の内には乗れなくなるので、広域交通ネット
ワークは大事であるが、民間のバスに委ねているので、採算がとれないと路
線廃止や減便などするので、しっかりとした交通手段を構築出来なければ、谷
山地域、市内の移動活性化は望めないと感じる。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な
公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」
としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

193 2

芸術、歴史、体育館ともに中心市街に集まりすぎ、他にも分散して、交通の
流れを分散する。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「コンパクトなまちの
実現を目指し、機能性の高い都市空間を形成します」としてお
り、また、現在、コンパクトなまちづくりの推進に取り組んでい
るところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の
検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－136－



－137－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

194 2

鹿児島市の観光資源を生かす施策を。宣伝の力が弱いもう少し考えてほし
い。

　現在、ニーズや時流に合わせ、プロモーションを行っていると
ころであり、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検
討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

195 2

　県体育館は谷山（土地があるので）。県下のどこからも高速でこれる。 　県の新たな総合体育館については、県が設置した基本構想検討
委員会において、まずは、施設の具体的な機能や規模・構成等の
検討を行い、次に、候補地などの検討を行うこととされておりま
すことから、県の基本構想に向けた検討状況を注視し、必要に応
じ対応してまいりたいと考えております。
 ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

196 2

　ゴミは出す量も違うので有料化へ。 　ご意見のあった「家庭ごみの有料化」については、ごみの減量
化・資源化を図るため、市民１人１日あたりの家庭ごみ量を１０
０ｇ減量する「家庭ごみマイナス１００ｇ」の目標を掲げ、期限
を令和５年３月として取組みを進めているところです。この取組
みは、有料化による減量と同等の効果があることから、市民のみ
なさんと一緒になって目標を達成してまいりたいと考えておりま
す。なお、達成できない場合は、改めて有料化を含めた検討を行
うこととしており、その際は、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

197 2

　合併の春山、松元、郡山と市内の中心との格差を意識した市政を期待。 　総合計画の策定にあたり、基本構想（案）と合わせて公表する
前期基本計画（素案）の中の地域別計画により、松元・郡山を含
め、地域ごとの現状と課題を踏まえた各地域の基本的な考え方を
示すこととしており、ご意見については、今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

198 2

　清和小裏の側溝の整備、通学路（水があふれる） 　側溝整備については、「３　基本構想」－「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「生活道路など、市
民の暮らしを支える生活基盤について、効果的な整備を進め、誰
もが暮らしやすいまちをつくります」としており、ご意見につい
ては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせ
ていただきます。

Ｄ

－137－



－138－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

199 2

　町内会加入率を増やす為に、一緒になって考えてほしい。 　町内会への加入促進については、町内会の加入促進活動に対す
る補助や転入者及び市営住宅入居者への働きかけなど、関係部局
と連携した取組に加え、県宅建協会等との協定締結に基づき、所
属会員に加入案内リーフレット等を配布していただくなど、各面
から取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

200 2

　交通（バス）を増やしてほしい。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な
公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」
としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

201 2

甲突川は、かごしま環境未来館が甲突川リバーフェスティバルを開催して、
カヌー体験、パワーパドラー体験、甲突川生き物観察会などをしています。永
田川は生物が多く子供達の自然やエコを学ぶよい環境と思いますので、子供
達が永田川にふれあえるような機会をつくってほしい。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
然と都市が調和した　うるおいのあるまち」で、「生物多様性の
保全・活用や、緑あふれる美しいまちづくりに取り組み、人と自
然が共生し、うるおいと安らぎを感じられる環境を整える」とし
ており、今後、基本計画・実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

202 2

　企業誘致をもっと積極的にやって欲しい 　現在、重点産業の企業誘致等に取り組んでいるところであり、
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

203 2

市内の農村部ではどこも同じと思いますが、山間部の遊休農地が年々増え
ております。水田は自然のダムの役割があります。現状では災害等の発生が
危惧されます。何らかの対策をしてほしい。吉田地区、鹿児島市の近郊野菜
の状況を調査して頂き、対策も講じていただきたい。

　遊休農地の対策については、集落での話し合い活動を通じて担
い手農家への農地の流動化を進めるなど、農業生産環境の保全・
継承に取り組んでいるところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたり
参考とさせていただきます。

Ｄ

204 2

新型コロナ感染症の有様が種々の活動の検討基盤となると考えられるの
で、鹿児島市が困っていることがあったら市民にもなげかけてほしい

　ご意見については、「３　基本構想」－「(２)基本目標　自分
らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で「感染症対策の強
化」としており、また、現在、市民生活や経済活動等に際して
行っていただきたい感染防止策の周知を図っているところです。
今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていた
だきます。

Ｄ

－138－



－139－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

205 2

人材育成に全力を（青年団、婦人会、子供会等の組織作り）。 地域コミュニ
ティーの活用と資金の自由利用わくなど。

　ご意見のあったことについては、「３　基本構想」－「（２）
基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」の文中、「市民
や行政、様々な地域団体や事業者など多様な主体が協働・連携
し、新しい価値をともに創るまちづくりを進める」としており、
今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていた
だきます。

Ｄ

206 2

　休耕地の利用と整備（管理が出来ない） 休耕地の利用と整備については、集落での話し合い活動を通じ
て担い手農家への農地の流動化を進めるなど、農業生産環境の保
全・継承に取り組んでいるところです。

ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたり
参考とさせていただきます。

Ｄ

207 2

　旧５町の地域をもっと考えてほしい 　総合計画の策定にあたり、基本構想（案）と合わせて公表する
前期基本計画（素案）の中の地域別計画により、地域ごとの現状
と課題を踏まえた各地域の基本的な考え方を示すこととしてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

208 2

　イベント等が出来る運動場を整備してほしい 　「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う
活力あるまち」で、「誰もがスポーツを楽しむことができる環境
を整え、国内外から多くの人が集うまちをつくります」としてお
り、また、現在、市内の各地域にイベント等が開催できるスポー
ツ施設を整備しているところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

209 2

　子供向けの市HPを作ってください 　ホームページについては、現在、全ての人が使いやすいものと
なるよう取り組んでいるところです。ご意見については、今後、
基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

210 2

お年寄りの方々で人の集まりに入っていく事が苦手で家にこもってる方がい
らっしゃると聞きました。コミュニティバスの路線・本数を増やすなど外出しやす
い環境を作って頂きたい）。

  高齢者の外出促進については、「３　基本構想」－「（２）基
本目標　自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で、
「健やかな暮らしを支える福祉サービスを充実するとともに、共
に助け合い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進
めます」としており、また、現在、敬老パスの交付などに取り組
んでいるところです。ご意見については、今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－139－



－140－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

211 2

　I・J・Uターンで若者達が住みたい町に。 　移住の促進については、現在、本市の魅力や生活環境の情報発
信、移住希望者への相談・受入体制の充実を図るとともに、移住
支援制度の整備・拡充等に取り組んでいるところです。ご意見に
ついては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考と
させていただきます。

Ｄ

212 2

　インバウンドの具体的な総合計画を。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅
力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「国内外から多くの人
が集うまちをつくります」としており、今後、基本計画や実施計
画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

213 2

　市民に見える市民サービスへICT活用を表現してほしい。 　市民サービスへのＩＣＴ活用については、現在、地域情報化の
推進の取組でＩＣＴの利活用による市民サービスの向上に取り組
んでいるところです。ご意見については、今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

214 2

「かごりん」の市内WEB（クモの巣）化により利用しやすい市民の交通インフラ
へ変換

　利便性・回遊性の向上に向けたサイクルポートの増設について
は、これまで、段階的に取り組んでいるところです。ご意見につ
いては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

215 2

施策のイメージ、それぞれの基本目的を実現するための具体策の中の地域
社会を支える共働・連携の推進として、その活動の基となる住民の協力という
「町内会」の活動を活かす必要があるので、ぜひ皆さん町内会へ加入し活動
に参画するよう明記してほしい。

　町内会への加入促進については、町内会の加入促進活動に対す
る補助や転入者及び市営住宅入居者への働きかけなど、関係部局
と連携した取組に加え、県宅建協会等との協定締結に基づき、所
属会員に加入案内リーフレット等を配布していただくなど、各面
から取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

216 2

　防災訓練への積極的に参加するよう明記する事。 　防災訓練については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　自
分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で「危機管理体制
や防災力・消防力を強化」としており、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

－140－



－141－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

217 2

コミュニティへの助成により、地域住民の交流、笑顔、健康への認識、見守
り・支え合い、地域資源の活用等プラスになっている状況が増え、協議会役員
の取り組みも前進しております。

しかし、過疎化に関して止めることは困難でお手上げ状態。１０年後の生見
小は存続しているのだろうか、少しでも解決するために規制緩和が必要です。
市営住宅の入居条件、海水浴場の施設、そして教職員住宅の再利用等です。
少しでも前進できたら、校区民は輝きだすと思っています。

　ご意見のあった「市営住宅の入居者資格（入居条件）」につい
ては、法令に定められており、緩和は困難ですが、空き住戸の解
消を図るため、令和２年度に、先着順で受付を行う随時募集の募
集方法の見直しを行ったところです。
　また、長期の空き住戸については、令和３年度より、他用途で
の有効活用施策等の可能性について検討を行っており、ご意見に
ついては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考と
させていただきます。
　「海水浴場の施設」については、「３　基本構想」－「（２）
基本目標　魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「誰もが
スポーツを楽しむことができる環境を整え、国内外から多くの人
が集うまちをつくります」としており、現在、生見海水浴場の活
用について、地域の方々と協議を行っているところです。ご意見
については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。
　「教職員住宅の再利用」については、これまで児童クラブに転
用した事例があるところです。ご意見については、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

218 2

　２２６号の拡張、整備 　国道２２６号の整備については、沿線５市で構成する「国道２
２６号整備促進期成会」などにおいて、４車線化や線形改良など
の要望をおこなっており、今後とも引き続き要望活動を行ってま
いりたいと考えております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

219 2

　観光資源の活用、整備 　現在、桜島をはじめとする豊かな自然や景観、個性ある歴史・
文化や食等の観光資源を生かした新しい魅力づくりに取り組んで
いるところであり、ご意見については、今後、基本計画や実施計
画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

220 2

交流人口を増やす施策。グリーンファーム、マリンピア、ユナイテッドなどの
活用、交通アクセスを考える。

　現在、新しい魅力づくりや効果的な情報発信、受入体制の充実
と各面から観光を推進し、交流人口を含めた誘客にもつなげてい
るところであり、ご意見については、今後、基本計画や実施計画
の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－141－



－142－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

221 2

交流人口を増やす施策。グリーンファーム、マリンピア、ユナイテッドなどの
活用、交通アクセスを考える。

　ご意見のあったことについては、「３　基本構想」－「（２）
基本目標　魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「商業・
観光などの魅力を創出し、にぎわいと活気を高めます」としてお
り、グリーンファームやマリンピアの関係団体を含め、鹿児島ユ
ナイテッドFCとつなぐ地域活性化喜入支所検討委員会を定期的に
開催し、喜入地域の活性化に取り組んでいるところであり、今
後、地域別計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて頂き
ます。

Ｄ

222 2

　各町内会活動への補助、柔軟な対応をしてほしい。 　ご意見のあったことについては、「３　基本構想」－「（２）
基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」で、「市民や行
政、様々な地域団体や事業者など多様な主体が協働・連携し、新
しい価値をともに創るまちづくりを進める」としており、今後、
基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

223 2

マリンピア、グリーンファーム、ユナイテッドの三つを生かした計画を作って欲
しい。

　現在、新しい魅力づくりや効果的な情報発信、受入体制の充実
と各面から観光を推進し、交流人口を含めた誘客にもつなげてい
るところです。
　なお、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人
が集う　活力あるまち」で、「商業・観光などの魅力を創出し、
にぎわいと活気を高めます」としており、グリーンファームやマ
リンピアの関係団体を含め、鹿児島ユナイテッドＦＣとつなぐ地
域活性化喜入支所検討委員会を定期的に開催し、喜入地域の活性
化に取り組んでいるところです。
　ご意見のあったことについては、今後、地域別計画を含む基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

224 2

　中央地域を囲む旧５町の開発を考える。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「コンパクトなまちの
実現を目指し、機能性の高い都市空間を形成します」としてお
り、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。
 なお、現在、郡山地域では、土地区画整理事業の推進に取り組ん
でいるところです。

Ｄ

－142－



－143－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

225 2

喜入から中央へのアクセスが混雑しているので道路網の整備。２２６号線の
整備。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通ネットワー
クの形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、快
適・便利な交通環境を整えます」としており、今後、基本計画や
実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。
　なお、国道２２６号の整備については、沿線５市で構成する
「国道２２６号整備促進期成会」などにおいて、４車線化や線形
改良などの要望をおこなっており、今後とも引き続き要望活動を
行ってまいりたいと考えております。

Ｄ

226 2

　荒地対策（田畑） 遊休農地の対策については、集落での話し合い活動を通じて担
い手農家への農地の流動化を進めるなど、農業生産環境の保全・
継承に取り組んでいるところです。

ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

227 2

　空家対策 　空き家対策等については、現在、管理不全な空き家等の発生の
抑制と対応および空き家等の活用に取り組んでいるところです。
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

228 2

　市道、農道の整備管理の早期の対応 　ご意見のあった「市道の整備等」については、「３　基本構
想」－「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える　快適なま
ち」で、「生活道路など、市民の暮らしを支える生活基盤につい
て、効果的な整備を進め、誰もが暮らしやすいまちをつくりま
す」としており、また、現在、安心・安全な道路空間の整備に取
り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計画や
実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。
　また、「農道の整備や管理の対応」については、農事事務嘱託
員等からご連絡をいただき、早急な対応に努めているところで
す。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

229 2

　農免道路の広域的な道路にする（直線道路にして走行できる道路）。 　農免道路の改良については、県と連携を図りながら、補助事業
を活用した整備を検討しております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

－143－



－144－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

230 2

生見海水浴場を活かしたスポーツ施設（ビーチバレー、ビーチサッカー等）、
国際試合ができるような規模の施設。集客による交流人口の増は２２６号拡
幅・JR増便、市内ホテル・飲食業の活性化に寄与する。

　「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う
活力あるまち」で、「誰もがスポーツを楽しむことができる環境
を整え、国内外から多くの人が集うまちをつくります」としてお
り、また、現在、生見海水浴場の活用について、地域コミュニ
ティ協議会と協議を行っているところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

231 2

　２２６号進捗しない。農道を高規格道路に整備する（２２６のバイパス）。 　国道２２６号の整備については、沿線５市で構成する「国道２
２６号整備促進期成会」などにおいて、４車線化や線形改良など
の要望をおこなっており、今後とも引き続き要望活動を行ってま
いりたいと考えております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

232 2

　とにかく２２６号線の整備を急いでほしい。交通が不便だと人も集まらない。 　国道２２６号の整備については、沿線５市で構成する「国道２
２６号整備促進期成会」などにおいて、４車線化や線形改良など
の要望をおこなっており、今後とも引き続き要望活動を行ってま
いりたいと考えております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

233 2

星和台団地は２６０世帯で高齢化が３分の１。救急車が瀬々串物産館を左
へのみで行っています。瀬々串小学校前の通りを幅員を拡張してスムーズに
通行できるよう（通学路を含めて）お願いしたい。

　市道の整備等については、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「生活道路な
ど、市民の暮らしを支える生活基盤について、効果的な整備を進
め、誰もが暮らしやすいまちをつくります」としており、また、
現在、安心・安全な道路空間の整備に取り組んでいるところで
す。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

234 2

　地域資源の活用で生見海水浴場の活用、整備など力を入れてほしい。 　「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う
活力あるまち」で、「誰もがスポーツを楽しむことができる環境
を整え、国内外から多くの人が集うまちをつくります」としてお
り、また、現在、生見海水浴場の活用について、地域の方々と協
議を行っているところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

－144－



－145－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

235 2

　かごりんを南部地域まで延ばして欲しい。 　利便性・回遊性の向上に向けたサイクルポートの増設について
は、これまで、段階的に取り組んでいるところです。ご意見につ
いては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

236 2

第五次総計の吉田地域の基本的方向の中で、幹線道路の整備、農地や森
林の保全活用等々あるが、目に見えた成果は得られていないのではないか。
というより益々後退しているのではないかと思われる。

特に幹線道路と、思川の氾濫などは、県に対して長年の陳情を続けている
が思川の寄り洲除去と一部の護岸整備以外の改善は遅々として進んでいな
い。

　ご意見のあった「幹線道路」については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、
「広域交通ネットワークの形成や、効率的で持続可能な公共交通
体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」としてお
り、また、現在、幹線道路網の整備促進に取り組んでいるところ
です。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。
　また、「思川の河川改修」については、これまでも、河川管理
者である県と協議を行いながら、早期整備を要望しているところ
です。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

237 2

吉田地区でもそれぞれの校区ごとに特徴が異なる。吉田校区側の田畑は
「農振」がかかっていて宅地が少なく、新たな住宅の建築が困難。

　現在、生産性の高い農地については、農業上の利用を確保すべ
き土地として農用地区域に指定し、優良農地の確保・保全に努め
ています。
　ただし、農地法等の条件に合えば農地を農業以外で利用するこ
とも可能です。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

238 2

山林の管理者不在、田畑の耕作放棄が進行している。継ぐ人がいないため
荒廃が進行しており、空き家も増加（後継者にさまざまな事情があり、対応が
困難）。

山林については、森林所有者に対する意向確認などの森林経営
管理制度に取り組んでいるところです。

また、遊休農地については、集落での話し合い活動を通じて担
い手農家への農地の流動化を進めるなど、農業生産環境の保全・
継承に取り組んでいるところです。

ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

－145－



－146－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

239 2

　少子高齢化対策に対し、地域にあった施策を立ててもらいたい。 　人口減少と少子高齢化が進む中において、地域において安心し
て暮らせる生活環境を形成するために、居住や都市機能の誘導と
公共交通体系の構築等により、地域活力の維持・増進を図るとと
もに、コンパクトなまちづくりを推進することとしております。
　総合計画の策定にあたり、基本構想（案）と合わせて公表する
前期基本計画（素案）の中の地域別計画により、地域ごとの現状
と課題を踏まえた各地域の基本的な考え方を示すこととしてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

240 2

郊外、農村地域です。高齢化は防ぎようがありません。交通手段、連絡網を
確立したい。災害時、特に重要性を感じます。

 ご意見のあった「交通手段」については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、
「効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、快適・便利な
交通環境を整えます」としており、今後、基本計画や実施計画の
検討にあたっての参考とさせていただきます。
　また、「連絡網」については、自主防災組織で災害時の連絡網
を作成している例もあり、作成にあたっては、地域安心安全推進
指導員等が支援を行うこともできますので、お申し出頂きたいと
考えております。

Ｄ

241 2

市街化区域、調整区域、団地それぞれニーズが違う。地域全体の活性化、
種々の課題解決には、南部谷山地域等の企業に勤めると交通アクセスに環
状道路が欲しい。小山谷山線（（郡山-小山田-松元仁田尾）を延長してほし
い。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通ネットワー
クの形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、快
適・便利な交通環境を整えます」としており、今後、基本計画や
実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。
　なお、県道小山田谷山線については、「国道３２８号整備促進
期成会」などにおいて、バイパス建設の要望をおこなっており、
今後とも引き続き要望活動を行ってまいりたいと考えておりま
す。

Ｄ

242 2

　市街化調整区域不便だけが多いのでは。（利便性は？） 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「機能性の高い都市空
間を形成します」としており、今後、基本計画や実施計画の検討
にあたっての参考とさせていただきます。
　なお、本市においては、市街化調整区域の集落核等の地域の核
となる地区に、店舗等の生活利便施設を集約し、高齢者をはじめ
多くの人が、公共交通機関等により日常生活が可能となる徒歩生
活圏が形成されるよう「鹿児島市集約型都市構造に向けた土地利
用ガイドプラン」を策定し、その推進に取り組んでおります。

Ｄ

－146－



－147－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

243 2

　獣害（イノシシ）対策をお願いしたい。 　獣害対策については、現在、農作物被害を防止するために、電
気柵等の導入助成や猟友会等に対する捕獲活動支援のほか、鳥獣
を寄せ付けない集落ぐるみの取組への支援等に取り組んでいると
ころです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

244 2

　空家、市住活用、住宅対策、生活苦しい方 　ご意見については、現在、管理不全な空き家等の発生の抑制と
対応、空き家等の活用、多様な住まいの供給促進および安心・安
全に配慮した住環境の整備促進に取組んでいるところです。今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

245 2

　テーマパークがあればいい。 　現在、豊かな自然や景観、個性ある歴史・文化や食等の観光資
源を生かした新しい魅力づくりに取り組んでいるところであり、
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

246 2

　小学校を核にしたまちづくりが進んでいる10年後。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたちが
夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・家
庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健やか
な体を育む教育を進めます」としており、今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

247 2

　出産に祝金をはずんでほしい。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「結婚、妊娠・
出産・子育ての切れ目のない支援を充実するとともに、未来の力
となる子どもたちの明るく健やかな成長を支えます」としてお
り、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

248 2

　空き家対策を考えたい。 　空き家対策等については、現在、管理不全な空き家等の発生の
抑制と対応および空き家等の活用に取り組んでいるところです。
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

－147－



－148－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

249 2

　高齢者の設備施設（デイケア施設を作ってもらう） 　ご意見については、「３　基本構想」─「（２）基本目標　自
分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で「健やかな暮ら
しを支える福祉サービスを充実する」としており、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

250 2

　都市農業センターの有効活用 　都市農業センターでは、現在、品種比較や栽培技術試験などを
行い、農業者の研修及び新規就農者の育成への支援を行うととも
に、市民農園や四季の花園などで農業に対する理解と相互の交流
を深めているところです。
　ご意見については、今後基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

251 2

　農業の大型化→営農→株式会社化（後継者不足） 　担い手農家の規模拡大については、地域の話し合い活動を通じ
た農地の集積・集約化やビニールハウスなどの園芸施設整備の支
援などに取り組んでいるところです。
　ご意見については、今後基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

252 2

隣接地が売りに出ましたが、宅地と畑（農地）が一緒だったため、その人は買
えませんでした。市街化調整区域、農地法の改正など、地方から国に働きか
けていくことが必要だと思います。法による地方の衰退。

　農業の基盤となる農地を守るため、農地の取得などについては
農地法等により一部規制がございます。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

253 2

　子どもが安心して歩ける道がもっとほしい。 　安心して歩ける道路については、「３　基本構想」－「（２）
基本目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「生活道
路など、市民の暮らしを支える生活基盤について、効果的な整備
を進め、誰もが暮らしやすいまちをつくります」としており、ま
た、現在、安心・安全な道路空間の整備に取り組んでいるところ
です。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－148－



－149－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

254 2

豊かな自然と言うが、あまり知られていないのではと思う。川遊びや森林遊
びがどこで出来るのか、駐車場がどこにあるのかなど分かりやすく発信してほ
しいと思う。

公園は砂場があるととても嬉しい（そして新しい公園には陰が少なくて困って
ます）

　豊かな自然の情報発信については、将来に残したい自然として
選定した「かごしま自然百選」や自然遊歩道、豊かな水辺環境に
ついて、ガイドブックの作成やホームページ等で周知・広報を
行っており、引き続き、様々な機会をとらえて周知・広報を行う
とともに、交通アクセス等についても情報発信に努めてまいりま
す。
　また、公園における砂場の整備等については、これまで、広く
市民に親しまれる公園の充実などに取り組んでいるところです。
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

255 2

市電の延長、回遊性の向上（慈眼寺までの延伸、本港区等への延伸）。交通
渋滞の緩和、観光への活用など。

　路面電車の延伸につきましては、以前、谷山中央地区など実現
可能性が高い地区について調査検討を行った結果、費用対効果の
面などから総合的に判断し断念せざるを得ないという結論に至っ
た経緯がございます。現在は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、路面電車観光路線として鹿児
島港本港区への市電延伸について検討を進めているところでござ
います。
　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な
公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」
としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

256 2

錫山地区など都市近郊の自然を活用した新たな人の流入促進（農業、テレ
ワークなど手段はあるのでは）

　県内外で開催される就農相談会に参加するなど新規就農者の確
保に取り組んでいるところであり、ご意見については、基本計画
や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

257 2

　10年後、市電、桜島の利便性、回遊性を高める 　「市電と桜島の利便性、回遊性」の向上については、「３　基
本構想」－「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える　快適な
まち」で、「広域交通ネットワークの形成や、効率的で持続可能
な公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えま
す」としております。
　また、現在、錦江湾・桜島ジオパークの取組などにおいて、桜
島の魅力づくりや誘客を推進しているところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

－149－



－150－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

258 2

　交通のアクセスが悪いのでは。道路整備が悪いのでは。 　「３　基本構想」－「（２）基本目標　質の高い暮らしを支え
る　快適なまち」で、「広域交通ネットワークの形成や、効率的
で持続可能な公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境
を整えます」としております。
　また、道路整備については、現在、幹線道路網の整備促進に取
り組んでいるところであり、ご意見については、今後、基本計画
や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

259 2

　町内会未加入世帯が多いので市の協力はできないのか 　町内会への加入促進については、町内会の加入促進活動に対す
る補助や転入者及び市営住宅入居者への働きかけなど、関係部局
と連携した取組に加え、県宅建協会等との協定締結に基づき、所
属会員に加入案内リーフレット等を配布していただくなど、各面
から取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

260 2

農試跡地に体育館・サッカー場を作ってほしい。交通にも便利で、町の活性
化にもなる。

　県の新たな総合体育館については、県が設置した基本構想検討
委員会において、まずは、施設の具体的な機能や規模・構成等の
検討を行い、次に、候補地などの検討を行うこととされておりま
すことから、県の基本構想に向けた検討状況を注視し、必要に応
じ対応してまいりたいと考えております。
　また、サッカー等スタジアムは、施設の複合化や機能・サービ
スの多様化を図り、試合が開催されない日においても、日常的に
多くの人で賑わう施設を考えているところであり、今後、このよ
うな観点から国内外のスタジアム等を参考にしながら検討してま
いりたいと考えております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

261 2

新鹿児島県体育館、サッカースタジアム等など鹿児島市を盛り上げる施設を
早期に建設してほしい。

　県の新たな総合体育館については、県が設置した基本構想検討
委員会において、まずは、施設の具体的な機能や規模・構成等の
検討を行い、次に、候補地などの検討を行うこととされておりま
すことから、基本構想に向けた県の検討状況を注視し、必要に応
じ対応してまいりたいと考えております。
　また、サッカー等スタジアムは、施設の複合化や機能・サービ
スの多様化を図り、試合が開催されない日においても、日常的に
多くの人で賑わう施設を考えているところであり、今後、このよ
うな観点から国内外のスタジアム等を参考にしながら検討してま
いりたいと考えております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

－150－



－151－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

262 2

　道路関係（幹線道路） 　幹線道路については、「３　基本構想」－「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通ネット
ワークの形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築によ
り、快適・便利な交通環境を整えます」としており、また、現
在、幹線道路網の整備促進に取り組んでいるところです。ご意見
については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

263 2

　産業の誘致 　現在、重点産業の企業誘致等に取り組んでいるところであり、
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

264 2

　若者達が働ける場所、企業誘致を進めて、県と一体となり進めて頂きたい。 　現在、県とも連携を図りながら、重点産業の企業誘致等に取り
組んでいるところであり、ご意見については、今後、基本計画や
実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

265 2

　町内会への加入対策を図ってほしいです。 　町内会への加入促進については、町内会の加入促進活動に対す
る補助や転入者及び市営住宅入居者への働きかけなど、関係部局
と連携した取組に加え、県宅建協会等との協定締結に基づき、所
属会員に加入案内リーフレット等を配布していただくなど、各面
から取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

266 2

　文化の町 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「文化芸術や歴
史に親しむことのできる市民文化を創造します」としており、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

267 2

　住みやすい働ける町、産業誘致 　「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う
活力あるまち」で、「多様で柔軟な働き方を促進する」としてお
り、また、現在、重点産業の企業誘致等に取り組んでいるところ
です。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

－151－



－152－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

268 2

　良い機会を与えていただきありがとうございました。
地域に密着した意見となるとスケールが小さくなり、市全体をとらえると理想

が表面化してしまい反省のかぎりです。
　素案に対しては個人的な希望として、公設の美術館の設置を期待します。

　ご意見のあった「美術館」については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるま
ち」で、「文化芸術や歴史に親しむことのできる市民文化を創造
します」としており、また、現在、企画展等の開催に取り組んで
いるところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画
の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

269 2

　錫山方面に大型の宿泊施設を期待します。 　ご意見については、「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う
活力あるまち」で、「国内外から多くの人が集うまちをつくりま
す」としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての
参考とさせていただきます。

Ｄ

270 2

　市民の働く場、収入がある仕事の普及等 　「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う
活力あるまち」で、「地域産業の活力の創出を進める」としてお
り、また、現在、新たな産業やサービス等の創出支援や新規創業
者等の育成支援のほか、クリエイティブ産業の振興や重点産業の
企業立地等に取り組んでいるところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

271 2

谷山に人が訪れる魅力あるまちづくり。まちの散策、ポイントポイントに珍し
いものを見たり、買ったり食事をする店を置く。校区住民のみのまちの活性化
は困難。外から客を呼びこむことにより、まちの活性化を図る。

　総合計画の策定にあたり、基本構想（案）と合わせて公表する
前期基本計画（素案）の中の地域別計画により、地域ごとの現状
と課題を踏まえた各地域の基本的な考え方を示すこととしてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

272 2

年齢別問題点（対策）、高齢者（要介護、要支援）対策、働く世代の問題点、
子供の問題点（公園等）

　　総合計画は、都市像や基本目標を示す「基本構想」、基本目標
を踏まえた施策の基本的方向や施策の体系を示す「基本計画」、
施策を実現するため実施する事業を示す「実施計画」の３層で構
成されており、個別分野の現状と課題や、それらに対する具体的
な施策・事業については、基本計画・実施計画でお示しすること
としております。

Ｄ

273 2

町内会加入促進（未加入者など）、町内会、PTA等役員の引き受け者が少な
い。

　町内会への加入促進については、町内会の加入促進活動に対す
る補助や転入者及び市営住宅入居者への働きかけなど、関係部局
と連携した取組に加え、県宅建協会等との協定締結に基づき、所
属会員に加入案内リーフレット等を配布していただくなど、各面
から取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－152－



－153－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

274 2

　交通路の整備（循環市道、観光案内ルートの整備） 　ご意見のあった「市道の整備」については、「３　基本構想」
－「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」
で、「生活道路など、市民の暮らしを支える生活基盤について、
効果的な整備を進め、誰もが暮らしやすいまちをつくります」と
しており、また、現在、地域間を結ぶ交通の円滑化に取り組んで
いるところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画
の検討にあたっての参考とさせていただきます。
　また、「観光案内ルートの整備」については、現在、観光ガイ
ドマップやかごしま市観光ナビ等でカゴシマシティビューを用い
た観光ルート等の情報発信を行っており、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

275 2

　魅力ある町並み（商店街の空屋の活用） 　「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う
活力あるまち」で、「街なかにおける商業・観光などの魅力を創
出し、にぎわいと活力を高めます」としており、また、現在、魅
力向上に取り組む商店街等を支援するなど、魅力ある地域拠点づ
くりの推進に取り組んでるところです。ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

276 2

　人の呼び込みの推進（スポーツキャンプ等の呼び込み、体育館等の整備） 　「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う
活力あるまち」で、「誰もがスポーツを楽しむことができる環境
を整え、国内外から多くの人が集うまちをつくります」としてお
り、また、現在、本市のスポーツ振興や魅力の情報発信につなが
るスポーツキャンプの誘致・受入を推進しています。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

277 2

　健康増進の取組（市内の遊歩道マップがあるが活用されていない） 　令和３年３月に作成しました鹿児島市健康づくりマップﾟの中
で、気軽に健康づくりが楽しめる施設の一つとしてお触れの遊歩
道マップを紹介しているところでございます。ご意見のあったこ
とにつきましては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

－153－



－154－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

278 2

谷山農業試験場跡地の県との協議の上、土地利活用を考えること、サッカー
スタジアム。

　サッカー等スタジアムは、施設の複合化や機能・サービスの多
様化を図り、試合が開催されない日においても、日常的に多くの
人で賑わう施設を考えているところであり、今後、このような観
点から国内外のスタジアム等を参考にしながら検討してまいりた
いと考えております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

279 2

　公共交通機関、市電延伸等活用して欲しい
　中山・山田への交通機関を

　鉄軌道の沿線でない地域における公共交通機関につきまして
は、現在、路線バスが基幹交通としてその役割を担っているとこ
ろであり、路面電車の延伸につきましては、以前、谷山中央地区
など実現可能性が高い地区について調査検討を行った結果、費用
対効果の面などから総合的に判断し断念せざるを得ないという結
論に至った経緯がございます。
　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な
公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」
としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。
　また、市電・市バスについては、「３　基本構想」－「（２）
基本目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的
で持続可能な公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境
を整えます」としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

280 2

　主要幹線道路、南清見諏訪線の延伸 　主要幹線道路については、「３　基本構想」-「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通ネット
ワークの形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築によ
り、快適・便利な交通環境を整えます」としており、また、現
在、幹線道路網の整備促進に取り組んでいるところです。
　また、南清見諏訪線の産業道路までの延伸については、谷山地
区の土地区画整理事業の進捗などを踏まえながら、引き続き検討
してまいりたいと考えております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

281 2

職員全員が全てのことに当たれる体勢づくりが大事である。バラバラでなく、
全ての力で大きく鹿児島市を盛り上げてほしい。

　職員の人材育成については、現在、各種研修等に取り組んでい
るところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の
検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－154－



－155－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

282 2

　交通結節点として谷山駅前の機能強化
　谷山駅前に集客施設の建設、誘致
　市電の延伸（谷山駅まで）

　「交通結節点として谷山駅前の機能強化」については、「３
基本構想」－「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える　快適
なまち」で「広域交通ネットワークの形成や、効率的で持続可能
な公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えま
す」としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての
参考とさせていただきます。
　また、「谷山駅前に集客施設の建設、誘致」については、現
在、土地区画整理事業を推進している谷山駅周辺地区において、
施設誘導のための用途地域の見直し、「申し出による駅前商業集
約換地」及び地区計画制度の活用を行ってきているところです。
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。
　なお、「路面電車の延伸」につきましては、以前、谷山中央地
区など実現可能性が高い地区について調査検討を行った結果、費
用対効果の面などから総合的に判断し断念せざるを得ないという
結論に至った経緯がございますが、ご意見として承ります。

Ｄ

283 2

　（谷山への）体育館の誘致 　県の新たな総合体育館については、県が設置した基本構想検討
委員会において、まずは、施設の具体的な機能や規模・構成等の
検討を行い、次に、候補地などの検討を行うこととされておりま
すことから、県の基本構想に向けた検討状況を注視し、必要に応
じ対応してまいりたいと考えております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

284 2

　鹿児島の副都心としての谷山地区への取り組みを示してほしい。 　総合計画の策定にあたり、基本構想（案）と合わせて公表する
前期基本計画（素案）の中の地域別計画により、地域ごとの現状
と課題を踏まえた各地域の基本的な考え方を示すこととしてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

285 2

学区制等も臨機応変に考え、将来、無駄な建物を建築しないように考えてほ
しいです。

　学校の規模適正化・適正配置については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるま
ち」で、「子どもたちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑
戦できるよう、学校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな
学力、豊かな心、健やかな体を育む教育を進めます」としてお
り、また、現在、よりよい教育環境づくりの推進に取り組んでい
るところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の
検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－155－



－156－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

286 2

　剪定枝の収集日を決めて定期的に回収する。 　剪定枝の分別収集については、現在、資源物の有効活用を推進
するため、取り組んでいるところですが、現行の収集体制では、
ごみステーションでの収集は対応が困難なことから、戸別収集と
しているところです。ご意見については、今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

287 2

地域創生はUターン、Iターン、子育てが重要だが、その基盤となる「中小企
業の基盤強化」に特性を出してほしい。環境未来館から事業者向け講座・支
援を強化して、またリーダー育成して、環境産業基盤育成発表会はできない
か。

　ご意見のあった「中小企業の基盤強化」については、「３　基
本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う　活力ある
まち」で、「地域産業の活力の創出を進める」としており、ま
た、現在、中小企業に対する円滑な資金調達への支援など、経営
基盤強化の促進に取り組んでいるところです。ご意見について
は、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

288 2

地域社会の強靭化を図るための、町内会加入促進条例を策定し、町内会の
充実を図られたい。

　町内会への加入促進については、町内会の加入促進活動に対す
る補助や転入者及び市営住宅入居者への働きかけなど、関係部局
と連携した取組に加え、県宅建協会等との協定締結に基づき、所
属会員に加入案内リーフレット等を配布していただくなど、各面
から取り組んでいるところであります。ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

289 2

市道・武岡原良線の原良4丁目付近の歩道整備を進め、歩行者の安心安
全、環境を整えられたい。

　歩道整備については、「３　基本構想」－「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「生活道路など、市
民の暮らしを支える生活基盤について、効果的な整備を進め、誰
もが暮らしやすいまちをつくります」としており、また、現在、
安心・安全な道路空間の整備に取り組んでいるところです。ご意
見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参
考とさせていただきます。

Ｄ

290 2

　地域の史跡の保存・活用 　地域の史跡の保存・活用については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるま
ち」で、「子どもたちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑
戦できるよう、学校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな
学力、豊かな心、健やかな体を育む教育を進めます」としてお
り、また、現在、埋蔵文化財や指定文化財等の保存活用等に取り
組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計画や実
施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－156－



－157－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

291 2

ゴミ袋の有料化と町内会での販売を行うことで町内会の活性化につなげて
欲しい

　ご意見のあった「家庭ごみの有料化」については、ごみの減量
化・資源化を図るため、市民１人１日あたりの家庭ごみ量を１０
０ｇ減量する「家庭ごみマイナス１００ｇ」の目標を掲げ、期限
を令和５年３月として取組みを進めているところです。この取組
みは、有料化による減量と同等の効果があることから、市民のみ
なさんと一緒になって目標を達成してまいりたいと考えておりま
す。なお、達成できない場合は、改めて有料化を含めた検討を行
うこととしており、その際は、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

292 2

都市農業センター～健康の森公園をつなぐ交通の便を図れないか。土日だ
けの運行で、車のないものには不便。あいばすの運行など考えられないか。

　コミュニティバスにつきましては、公共交通不便地の地域住民
の日常生活の交通手段の確保を図るために運行しているところで
ございます。
　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な
公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」
としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

293 2

　学校教育・家庭教育の充実 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたちが
夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・家
庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健やか
な体を育む教育を進めるとともに、誰もが、生涯にわたって学び
続けることができる環境を整える」としており、今後、基本計画
や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

294 2

　町内会加入率をあげ、隣近所づきあいのあるまちづくりの構築 　町内会への加入促進については、町内会の加入促進活動に対す
る補助や転入者及び市営住宅入居者への働きかけなど、関係部局
と連携した取組に加え、県宅建協会等との協定締結に基づき、所
属会員に加入案内リーフレット等を配布していただくなど、各面
から取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－157－



－158－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

295 2

区画整理事業で副都心として、また谷山地区が中心的役割を担う活性化し
た商業施設等の促進を期待していたが、現実として多数の医療機関や福祉施
設等が開設されており、今後谷山中央地区が魅力ある独自性を持った活気あ
る街づくりへつながるのか疑問に思います。

国道225線に南清見諏訪線との直結交差点を新設し、産業道路交差点と結
ぶ新設道路を開通させることで、交通渋滞の緩和につながるのではないかと
思います。

　現在、土地区画整理事業を推進している谷山駅周辺地区におい
て、施設誘導のための用途地域の見直し、「申し出による駅前商
業集約換地」及び地区計画制度の活用を行ってきているところで
す。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。
　また、南清見諏訪線の産業道路までの延伸については、谷山地
区の土地区画整理事業の進捗などを踏まえながら、引き続き検討
してまいりたいと考えております。

Ｄ

296 2

静岡市が20年くらい続けている、大道芸人ワールドカップのようなイベントを
みつけて欲しい。是非、職員の方は、視察に出向き、運営方法や、その盛り上
がりを肌で感じていただきたい。大道芸人の2番煎じにならないように、「マジッ
ク（手品）」や何か、ターゲットをみつけて、何十年も続くイベントを育てて欲し
い。

観光客向けのシティビューバスの車両が残念ながら普通のバスを使ってる
現状。私も一日乗車券で周遊してみましたが、イルカ型やレトロ車両に当たる
と嬉しかったですが、そうでない時はちょっとガッカリしました。観光客向けにな
んとか予算をと、感じた次第です。

　現在、豊かな自然や景観、個性ある歴史・文化や食等の観光資
源を生かした新しい魅力的づくりに取り組んでいるところであ
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

297 2

山口県萩の松下村塾に行ってみました。鹿児島にも中央駅裏側に西郷公園
があり、西郷屋敷の復元は興味深いです。

　現在、ストーリー性のある歴史と文化の磨き上げを行っている
ところであり、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の
検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

298 2

谷山地区の試験場跡地には体育館の誘致を協議して欲しい。因みに、サッ
カー場の案、補助グラウンドがないと困難では。

　県の新たな総合体育館については、県が設置した基本構想検討
委員会において、まずは、施設の具体的な機能や規模・構成等の
検討を行い、次に、候補地などの検討を行うこととされておりま
すことから、県の基本構想に向けた検討状況を注視し、必要に応
じ対応してまいりたいと考えております。
　また、サッカー等スタジアムは、施設の複合化や機能・サービ
スの多様化を図り、試合が開催されない日においても、日常的に
多くの人で賑わう施設を考えているところであり、今後、このよ
うな観点から国内外のスタジアム等を参考にしながら検討してま
いりたいと考えております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

－158－



－159－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

299 2

　町内会への加入の減少（なぜか？原因の分析が必要）
町内会役員への担い手不足、高齢化（就業年齢（70歳）の延長等あり、就業

しながらどこまでどんな役員の仕事ができるか）
原点に帰って町内会の存在意義を考えなければならないのではと思いま

す。

　ご意見のあったことについては、「３　基本構想」－「（２）
基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」で、「市民や行
政、様々な地域団体や事業者など多様な主体が協働・連携し、新
しい価値をともに創るまちづくりを進める」としており、今後、
基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

300 2

甲突川河畔は、川のすぐ横を散策できるように整備されている。整備当時は
利用者も多かったが最近は草が生い茂り利用しにくい。甲突川河畔は整備す
れば、市中央部に引けを取らない健康資源でもある。さらに整備をして、都会
の真ん中を通る河川を健康と観光に役立てる企画をして欲しい。

　「健康に役立てる企画」については、「３　基本構想」―
「（２）基本目標　自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なま
ち」で、「健康づくりや感染症対策の強化」に取り組むとしてお
り、また、これまで、健康づくりの推進に取り組んでいるところ
です。今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせ
ていただきます。
　また「観光に役立てる企画」については、現在、甲突川沿いに
維新ふるさと館や歴史ロード“維新ふるさとの道”を設置するな
どしているところであり、ご意見については、今後、基本計画や
実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

301 2

甲突川については、河川氾濫流区域と河岸浸区域がマップに表示された
が、このような災害をどのように改善するかの計画はされていない。氾濫や浸
食を想定しての避難地域という指針にはなる。

　甲突川の適切な維持管理については、今後とも、県に要望する
こととしており、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考と
させていただきます。

Ｄ

302 2

ゴミステーションは、第一に管理は町内会としているが、不法投棄やルール
違反、町内会会員以外への指導や注意が町内会では難しい。まち美化指導
員にもう少し指導権限を与える事はできないだろうか。第二は不法投棄や
ルール違反された物は、金属に至っては収集されず1ヶ月放置されてしまい他
の不法投棄ごみの呼び水になり、ますますゴミが増える状態になる。1月に1
回、日曜日に町内会がゴミステーションに残ったゴミを処理できるようにできな
いか。（作業を日曜日が行いやすい、他のゴミと区別するため）

　ごみステーションについては、ルール違反のごみ等が少なくな
るよう、現在、分別説明会の開催や分別アプリの配信等により、
ごみ出しの際のルールの周知を図るとともに、清掃指導員の監
視・指導などを行っているほか、地域で自主的にまちの美化に係
る啓発及び指導を行う「まち美化地域指導員」を認定しておりま
す。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－159－



－160－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

303 2

「ゼロカーボンシティ」を標榜する以上、二酸化炭素を排出する自動車を如何
に排除するかが課題と考えます。
　市電をどうするか？旧市内だけでなく、広域となった市内を網羅するのか？

公平性の原則から考えると、一部の地域だけに延伸するのは不公平感があ
るかと思います。

ただ、費用対効果も民間企業以上に考えないといけないというジレンマがあ
るのも分かります。

バス事業については、民間へ一部移譲しましたが、今後市電をどうすべきな
のかをある程度明確にする必要があると考えます。

船舶についていえば、県が錦江湾横断道路構想を立ち上げました。住民か
らすると、県も市も関係ありません。仮に道路が整備された場合、船舶をどの
様に使うのか？県と連携して考えていただきたい。（桜島噴火時の大量輸送
手段としては、ある程度のストックが必要と考えます。）

なお、既存市電電停のバリアフリー化は早急に行う必要があるかと思いま
す。

　「路面電車の延伸」につきましては、以前、谷山中央地区など
実現可能性が高い地区について調査検討を行った結果、費用対効
果の面などから総合的に判断し断念せざるを得ないという結論に
至った経緯がございます。現在は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、路面電車観光路線として
鹿児島港本港区への市電延伸について検討を進めているところで
ございます。ご意見につきましては、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、
「効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、快適・便利な
交通環境を整えます」としており、今後、基本計画や実施計画の
検討にあたっての参考とさせていただきます。
　「錦江湾横断道路構想」につきましては、桜島フェリーの経営
に大きな影響があることから、国や県での検討内容や進捗状況等
を踏まえ、十分な協議、検討が必要であると考えています。
　「市電」につきましては、市街地を結ぶ基幹交通の役割を担う
とともに、特色ある都市景観の骨格を形成し、環境・観光の面で
大きな役割を果たしており、交通局の経営の柱として今後とも維
持してまいります。
　「電停のバリアフリー化」につきましては、「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」の中で「快適・便利な交
通環境を整えます」としておりますので、今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

304 2

（天文館や中央駅の両エリアは場所によって、）路上喫煙禁止区間も一部
設定されていますが、路上喫煙者も後を絶ちません。路上喫煙については、
鹿児島市内全域で全面禁止にしては如何でしょうか？一定の周知期間を経た
後は、過料をとるといった厳しい対応をお願いしたい。

　ご意見のあった「路上喫煙」については、本市におきまして
は、市民総参加による美しいまちづくりの推進を図るため、平成
16年に「鹿児島市みんなでまちを美しくする条例」を制定してお
り、これまで「まち美化推進指導員」が巡回パトロールを行い、
路上禁煙地区での喫煙に対し、啓発や違反者への注意・指導を
行っているところです。ご意見については、今後、基本計画や実
施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－160－



－161－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

305 2

活性化している所と過疎化との間の交通の利便性充実して欲しい。（校区外
からのスクールバスなど）

　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な公
共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」と
しており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考と
させていただきます。
　また、学校の規模適正化・適正配置については、「（２）基本
目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子ど
もたちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、
学校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな
心、健やかな体を育む教育を進めます」としており、また、現
在、よりよい教育環境づくりの推進に取り組んでいるところで
す。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

306 2

　各地に小テーマパーク作ってもらいたい。
　イベントの充実（脱マンネリ化）

　現在、豊かな自然や景観、個性ある歴史・文化や食等の観光資
源を生かした新しい魅力的づくりに取り組んでいるところであ
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。 Ｄ

307 2

　稼げる田舎づくり、インバウンド事業の定着と拡大
　茶などの地域特産物を海外インバウンドの土産は作れないか
　グリーン・ツーリズムの推進、体験学習、農家民宿の拡大
　お茶の里を中心にした町づくり
　田舎資産の掘り起こしと案内板設置と町歩きマップづくり

  グリーン・ツーリズムの推進については、地域資源を生かした
体験・交流メニュー等の充実や、農家民宿の利用促進を図ってお
ります。
　また、地域特産物を活用し新たな付加価値を生み出す６次産業
化を推進する中で、商品開発等への支援に取り組んでいるところ
です。
　今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせてい
ただきます。

Ｄ

308 2

　少子高齢化が進む町内会で、店舗がなく買い物が困難となる問題。 　ご意見のようなニーズ等を捉え、事業転換や事業の多角化等に
対する事業資金の融資制度を設けるなど、移動販売車の導入を含
む新たな事業等に挑戦する中小企業者の支援に努めております。
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

－161－



－162－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

309 2

　ゴミステーション問題
　・ポイ捨て
　・カラス対策
　・会員外の人の問題

　ごみステーション問題については、ルール違反のごみ等が少な
くなるよう、現在、分別説明会の開催や分別アプリの配信等によ
り、ごみ出しの際のルールの周知を図るとともに、清掃指導員の
監視・指導などを行うほか、ごみステーション整備に対する助成
や飛散防止ネットの配布によりカラス等の鳥獣被害の軽減に取り
組んでいるところです。また、町内会会員以外の利用について
は、まず町内会への加入を進めるとともに、利用に際しては、そ
れぞれの町内会へ相談いただくようお願いしているところであ
り、今後も、取り組みを進めてまいります。ご意見については、
今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていた
だきます。

Ｄ

310 2

市内全域（特に田上地区）の道路の白線が消えている所が非常に多い、事
故の元になる。

　道路の白線については、「３　基本構想」－「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「生活道路など、市
民の暮らしを支える生活基盤について、効果的な整備を進め、誰
もが暮らしやすいまちをつくります」としており、また、現在、
安心・安全な道路空間の整備に取り組んでいるところです。ご意
見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参
考とさせていただきます。

Ｄ

311 2

　面的区画整理（予算大）より先に幹線道路や河川の整備を先にやれないか 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「機能性の高い都市空
間を形成します」としており、現在、田上小学校周辺において土
地区画整理事業の検討に取り組んでいるところです。ご意見につ
いては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

312 2

教育関係では、歴史や文化を生かしもっと太い人材、全国や世界で活躍で
きる人材を育成する鹿児島独自の施策として打ち出せないか

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたちが
夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・家
庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健やか
な体を育む教育を進めます」としており、今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

313 2

　この１０年間で防災の充実を図る事 　防災の充実につきましては、「３　基本構想」-「（２）基本目
標　自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で「危機管
理体制や防災力・消防力を強化」としており、これまで、災害に
強いまちづくりの推進に取り組んでいるところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

－162－



－163－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

314 2

　新川沿いの県道の拡充を区画整理を進めてほしい
田上校区は高速バイパスのインターチェンジになっているため自然と交通量

が年々増えていている。早めの対策をお願いしたい。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「機能性の高い都市空
間を形成します」としており、現在、田上小学校周辺において土
地区画整理事業の検討に取り組んでいるところです。ご意見につ
いては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

315 2

町内会加入率の低下が見えてきているため、市からの加入推進をしてほし
い。例えば町内会加入しなければゴミステーションにはゴミは捨てられない。
加入していない方は別の場所を作りそこに捨ててもらう。

　町内会への加入促進については、町内会の加入促進活動に対す
る補助や転入者及び市営住宅入居者への働きかけなど、関係部局
と連携した取組に加え、県宅建協会等との協定締結に基づき、所
属会員に加入案内リーフレット等を配布していただくなど、各面
から取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

316 2

　町内会加入促進活動についてお尋ねします　。
現在、私たちの町内会では、加入率が４７％と半分を切っていまして、赤十

字・共同募金・緑の羽等の義援金収集や防犯灯・ゴミステーションの維持管理
等においても「町内会員だけが負担している」と言うような不公平感がある中、
毎月の会報、町内会だより、加入推進月間の未加入者訪問、又、今年は加入
呼びかけのロゴ入りこみ袋やゴミステーションのネットを活用した加入活動をし
てまいりましたが、状況は変わりません。

理由はいくつかあると思いますが一番は町内会加入には、何の拘束力もな
く、ただただ、お願いベースで訴えるだけです。これには限界があります。

そこでお願いですが、法律上の問題等もあるでしょうが、鹿児島市の条例
で、市民に町内会加入を義務付ける様にして頂きたい。特に加入率の低い地
域は特区を設けて重点的に取り組むとか、そのことが義援金等も拡大し、元
気で安心安全なまちづくりになるのではないか、ゴミステーションの美化推進
にも繋がると思います。ご検討願えませんでしょうか。

　町内会への加入促進については、町内会の加入促進活動に対す
る補助や転入者及び市営住宅入居者への働きかけなど、関係部局
と連携した取組に加え、県宅建協会等との協定締結に基づき、所
属会員に加入案内リーフレット等を配布していただくなど、各面
から取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

317 2

　町内会で一番問題の多いのが、ごみ美化の問題です。
武町内会では約１２０か所のゴミステーションを管理して、設置場所確保、整

備、清掃、ポイ捨て防止に取り組んでおりますが、健全なゴミステーションを呼
びかける看板の設置も場所が狭く歩行者等の邪魔になる等の苦情もありま
す。そこで、巻き付け看板を設置した電柱は占用料を無料にするなど、九電・
NTT柱への設置は出来ないか。

又、清掃事務所で試作の折り畳み式ネット型のゴミステーションは、道路占
用、安全上との関係もあり、進んでいないとのことですが、いつごろから使用
開始になるのでしょうか。許可出てれば町内会でも作成したい。

　折り畳み式ごみステーションについては、令和３年度から、ご
みステーション整備費補助金の対象としているところです。ごみ
ステーションの美化に関する施策については、今後も基本計画や
実施計画を検討する際の参考とさせていただきます。
　なお、九電・ＮＴＴによると電柱への巻き付け看板の無料設置
については、困難とのことでございます。

Ｄ

－163－



－164－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

318 2

活気に満ちた町づくりのため市の集合住宅の建替えを計画して戴きたい。同
時に若者向けの住宅も考えてほしい。

　市営住宅の建替については、「鹿児島市公営住宅等長寿命化計
画」に基づき実施しており、良好なコミュニティ形成のために、
バランスの取れた世帯構成となるように配慮し、建替を実施して
おります。
　また、多様な居住ニーズに対応するため、建替の際に子育ての
しやすさや子どもの安全に配慮した仕様の住戸を整備するなどの
取組も行っているところです。ご意見については、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

319 2

以前区画整理の話が中止になってしまったが、道路整理等の要望に行くと
区画整理を断りましたよね。今さらできませんという話をされる。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「機能性の高い都市空
間を形成します」としており、現在、田上小学校周辺において土
地区画整理事業の検討に取り組んでいるところです。ご意見につ
いては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

320 2

　新川の河川改修について県ともう少し協力してやっていただきたい 　新川の河川改修については、これまでも、河川管理者である県
と協議を行いながら、早期整備を要望しているところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

321 2

武・田上地区の朝夕の交通渋滞が長年続いている現状（紫原方面、星ヶ峯
方面、広木方面からの通交量が解消されない。早期対策を）

　交通渋滞については、「３　基本構想」－「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通ネット
ワークの形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築によ
り、快適・便利な交通環境を整えます」としており、また、現
在、幹線道路網の整備促進に取り組んでいるところです。ご意見
については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

322 2

　新川沿いの河川対策が長年に渡り、改善されない。 　新川の河川改修については、これまでも、河川管理者である県
と協議を行いながら、早期整備を要望しているところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

－164－



－165－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

323 2

　若い世代の会合参加や町内会加入等
　特に市からも加入強制等？

　町内会への加入促進については、町内会の加入促進活動に対す
る補助や転入者及び市営住宅入居者への働きかけなど、関係部局
と連携した取組に加え、県宅建協会等との協定締結に基づき、所
属会員に加入案内リーフレット等を配布していただくなど、各面
から取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

324 2

　三和町に限定した意見
三和町は、昭和25年頃からの戦災復興事業実施に伴い、焼土と化した市街

地の道路、公園等に建設された住宅の移転地として、鴨池飛行場跡地の９～
１２坪の土地を貸与し千百戸余りが居住を始めた。

そのあと過密解消対策により市営住宅（改良）が整備され戸建住宅は、使い
かっての悪さ（建蔽率・狭隘等）により減少の一途を辿る。
　借地の返還も進み空地が点在する現況から再開発が必要と思われる。

　三和町の市有地貸付地につきましては、現在、災害の未然防止
並びに安心安全な住環境づくりを推進するため、返還された市有
地上の空き家の撤去に取り組んでいるところです。ご意見につい
ては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせ
ていただきます。

Ｄ

325 2

　（喜入地域に）市中心部から人を呼ぶイベント企画を組む。 　ご意見のあったことについては、「３　基本構想」－「（２）
基本目標　魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「多彩な
魅力を生かした観光・交流を進める」としており、地域資源を活
用した「とっておき喜入体験事業」を実施し、喜入地域の魅力を
感じてもらうとともに市民との交流促進に取り組んでいるところ
であり、今後、地域別計画や実施計画の検討にあたっての参考と
させて頂きます。

Ｄ

326 2

　マリンピア喜入の活用を。 　「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う
活力あるまち」で、「誰もがスポーツを楽しむことができる環境
を整え、国内外から多くの人が集うまちをつくります」としてお
り、また、現在、マリンピア喜入では特産品の販売などの自主提
案事業を実施しているほか、鹿児島ユナイテッドＦＣ等と連携し
ていくこととしております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

－165－



－166－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

327 2

　農用地の見直しを（人口増対策）
　耕作放棄地の対策

　農地は農業の基盤となるものであり、特に生産性の高い農地に
ついては、農業上の利用を確保すべき土地として農用地区域に指
定し、優良農地の確保・保全に努めています。
　ただし、条件に合えば農地以外に利用することも可能でござい
ます。
　耕作放棄地の対策については、集落での話し合い活動を通じて担
い手農家への農地の流動化を進めるなど、農業生産環境の保全・継承
に取り組んでいるところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての
参考とさせていただきます。

Ｄ

328 2

　国道２２６号の整備 　国道２２６号の整備については、沿線５市で構成する「国道２
２６号整備促進期成会」などにおいて、４車線化や線形改良など
の要望をおこなっており、今後とも引き続き要望活動を行ってま
いりたいと考えております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

329 2

　国道２２６号線の直線化 　国道２２６号の整備については、沿線５市で構成する「国道２
２６号整備促進期成会」などにおいて、４車線化や線形改良など
の要望をおこなっており、今後とも引き続き要望活動を行ってま
いりたいと考えております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

330 2

　田畑山林の荒廃化の防止対策
田畑の耕作の減少の一因に害獣による被害が大きいこともあるので、イノシ

シ、アナグマの駆除もお願いします。

　田畑の荒廃化の防止対策については、集落での話し合い活動を
通じて担い手農家への農地の流動化を進めるなど、農業生産環境
の保全・継承に取り組んでいるところです。
　山林の荒廃化の防止対策については、適切な森林整備を行うた
めに森林管理制度の推進を行います。
　また、イノシシ、アナグマ等の駆除については、現在、農作物
被害を防止するために、猟友会等に対する捕獲活動支援に取り組
んでいるところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

－166－



－167－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

331 2

　空屋対策 　空き家対策等については、現在、管理不全な空き家等の発生の
抑制と対応および空き家等の活用に取り組んでいるところです。
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

332 2

　河川の観光化（渓流を活用する） 　現在、豊かな自然や景観、個性ある歴史・文化や食等の観光資
源を生かした新しい魅力的づくりに取り組んでいるところであ
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

333 2

　喜入地域は郡部で市内との地域差が見られる。将来の素案対策としては、
交通の整備・・・国道の拡張、JRの電化（旧喜入町は指宿枕崎線電化促進

委員会があり指宿郡内の市町で運動をしていた）

　ご意見のあった「国道２２６号の整備」については、沿線５市
で構成する「国道２２６号整備促進期成会」などにおいて、４車
線化や線形改良などの要望をおこなっており、今後とも引き続き
要望活動を行ってまいりたいと考えております。ご意見について
は、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。
　また、「ＪＲの電化」については、鹿児島県鉄道整備促進協議
会などを通じ、現在もＪＲ九州への要望について、必要に応じて
行っているところでございます。

Ｄ

334 2

　喜入地域は郡部で市内との地域差が見られる。将来の素案対策としては、
　交通手段の確保としては、コミュニティバスの増々の充実を。

　現在、公共交通不便地の地域住民の日常生活の交通手段の確保
を図るために運行しているところでございます。ご意見について
は、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質の高い暮らしを支
える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な公共交通体系の構
築により、快適・便利な交通環境を整えます」としており、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

335 2

　喜入地域は郡部で市内との地域差が見られる。将来の素案対策としては、
　グリーンファームと喜入駅をバスで送迎する。

　グリーンファーム・喜入間の送迎については、交通手段の確保
と来園者増への取組の観点から、イベント開催時、シャトルバス
を運航させる場合もございます。

Ｄ

336 2

松元には農業用ダムがあり、鹿児島市場への利便性もあると思います。た
だ農業後継者が少なく農地の荒廃が進んできていますが、企業とタイアップし
た農業振興も必要な時になっているのではと思います。

　新規就農にあたっての研修や施設整備への支援などを行い、新
規就農者の確保・育成に取り組んでおります。
　また、農地の荒廃化の防止対策については、集落での話し合い
活動を通じて担い手農家への農地の流動化を進めるなど、農業生
産環境の保全・継承に取り組んでいるところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたり
参考とさせていただきます。

Ｄ

－167－



－168－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

337 2

計画の実行には、市だけでなく、公民館、NPOなどとの連携が不可欠と思う
ので、計画の実行を担う公民館なども計画の中でしっかりと位置付けて欲し
い。また、そのための事業等も準備して欲しい。

　生涯学習については、「３　基本構想」－「（２）基本目標
豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「誰もが、生
涯にわたって学び続けることができる環境を整える」としてお
り、また、現在、生涯学習関連施設での講座・研修会等の開催な
どに取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

338 2

コロナ禍によるリモートワークをきっかけとした大都市からの移住、田園回帰
の風潮をつかむなど、外からの人の獲得の意欲が計画から感じられないが、
それで良いのか。

　コロナ禍における移住の促進については、現在、オンライン相
談のほか、県外の移住検討者が本市に一時滞在する際の宿泊料等
の割引サービスや、引越費用等を対象とした移住奨励金の実施な
どに取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

339 2

　ゴミステーションボックスの路上設置の法制化を
道路上に工作物を設置することは道路交通法に抵触する恐れがあることは

十分に承知しています。また、車両通行上からも支障があるか・・・と認識して
います。

しかし、鳥獣被害・ゴミの飛散防止のうえからみれば、ゴミステーションボック
スの設置が最も有効と考えられます。

ゴミステの高い公共性を考えるとき、県条例若しくは市条例で設置可能にな
らないかご検討を

　ごみステーションの整備については、令和３年度から、ごみス
テーション整備費補助金の対象に、折り畳み式を加えているとこ
ろであり、更なる周辺の美化を促進してまいります。なお、ごみ
ステーションの美化に関する施策については、今後も基本計画や
実施計画を検討する際の参考とさせていただきます。 Ｄ

340 2

　旧来の民営団地の活性化について
地方創生や住宅団地活性化がうたわれていますが、市街地付近にある民間

開発団地の公営化と再開発はできないか。
高齢化がすすみ空き地・空き屋が増加しつつあるにもかかわらず県や市の

基準に合致しないとして放置され、同じ市民ながら私営の水道で我慢したり道
路整備から取り残されたりしている旧来の民間団地を活性化する方策のご検
討を

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「住宅団地の活性化を
進め、機能性の高い都市空間を形成します」としており、現在、
また、住宅団地の活性化として、多世代居住の実現や支え合う地
域交流・子育て・福祉の充実等に向けて取り組んでいるところで
あり、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせ
ていただきます。

Ｄ

341 2

昨今の地域コミュニティの崩壊現象は目をおおうばかり。地域コミュニティ対
策を怠ると、取り返しのつかないことになると思うので、基本構想・計画の重点
にこの対策を据えてほしい。資料「施策のイメージ」中、「地域社会を支える協
働・連携の推進」施策について熟考してほしい。「協働の推進」「市民主体の地
域づくり」をスローガン倒れにさせないよう、実効ある枠組、手だての提起を市
民にしなければならない。「自治基本条例」を定め、行政、議会、市民、文字ど
おり連携して地域自治づくりに踏み出すのもそのひとつである。他都市の先進
例を参考にしてほしい。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「市民や行政、様々な地
域団体や事業者など多様な主体が協働・連携し、新しい価値をと
もに創るまちづくりを進める」としており、今後、基本計画や実
施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。
　なお、「自治基本条例」についてはご意見として承ります。

Ｄ

－168－



－169－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

342 2

　郷土芸能の推進 　郷土芸能の推進については、地域の貴重な伝統芸能活動が継承
されるための一助として、芸能保護団体に対し、用具の補修等や
運営経費の補助を行っております。ご意見については、今後、基
本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

343 2

郡山、鹿児島にとって甲突川の治水は大きな課題。郡山、小山田境周辺は
川があふれ易い地域。そこに調水池（政企：調整池のこと？）を作り、かねては
親水公園とすることも検討を。

　甲突川の河川改修等については、これまでも、河川管理者であ
る県と協議を行いながら、早期整備を要望しているところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

344 2

　高齢者に優しい交通体系（買物支援、通院支援等デマンドタクシー） 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な
公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」
としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

345 2

　子育て世帯に対しての入居制限の廃止や家賃補助 　ご意見のあった「地域活性化住宅」については、小学生以下の
子供がいる若い世帯などの入居により、地域の活力維持の一助と
することを目的として整備しており、定期借家制度（期限付入
居）は整備効果を持続させるため、平成２２年度から導入してお
ります。
　これまで入居期限を迎えて退去された方はおられませんが、ご
意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての
参考とさせていただきます。
　また、「子育て世帯への家賃補助」については、「３　基本構
想」－「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあ
るまち」で、「結婚、妊娠・出産、子育ての切れ目のない支援を
充実するとともに、未来の力となる子どもたちの明るく健やかな
成長を支えます」としており、今後、基本計画や実施計画の検討
にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

346 2

　独居老人に対する見守り活動の更なる充実化 　独居老人に対する見守り活動については、「３　基本構想」-
「（２）基本目標　自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なま
ち」で、「健やかな暮らしを支える福祉サービスを充実する」と
しており、また、現在、ひとり暮らし高齢者等への生活支援に取
り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計画や
実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－169－



－170－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

347 2

　空家対策 　空き家対策等については、現在、管理不全な空き家等の発生の
抑制と対応および空き家等の活用に取り組んでいるところです。
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

348 2

サッカー場建設は市の中心部でなければいけないのか。車社会の中で駐車
場が十分とれるスペースがなければ利用価値が下がるのではないか。郡山に
は市議会の方にも要望してあるが、膨大な土地があるので検討していただき
たい。

　サッカー等スタジアムは、施設の複合化や機能・サービスの多
様化を図り、試合が開催されない日においても、日常的に多くの
人で賑わう施設を考えているところであり、今後、このような観
点から国内外のスタジアム等を参考にしながら検討してまいりた
いと考えております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

349 2

　道路の拡幅 　道路の拡幅については、「３　基本構想」－「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「生活道路など、市
民の暮らしを支える生活基盤について、効果的な整備を進め、誰
もが暮らしやすいまちをつくります」としており、また、現在、
安心・安全な道路空間の整備に取り組んでいるところです。ご意
見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参
考とさせていただきます。

Ｄ

350 2

（吉野地域）歴史上の素晴らしい偉人も多く史跡も多いので、活用して観光
化して経済発展につなげていってほしい。

　現在、ストーリー性のある歴史と文化の磨き上げを行っている
ところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検
討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

351 2

　吉野地域の区画整理事業の促進。
　バス路線の見直しが必要である。

　「吉野地域の区画整理事業」については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、
「機能性の高い都市空間を形成します」としており、ご意見につ
いては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。
　また、「路線バスの運行ルート等」については、交通事業者に
より設定されているため、個別の路線の要望に関しましては、交
通事業者にも共有させていただきたいと考えております。

Ｄ

－170－



－171－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

352 2

（吉野地域）小学校を１校増設しないといけない。学校における子供たちの密
をさけるためゆとりある教育環境を作るべきである。

　学校の規模適正化・適正配置については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるま
ち」で、「子どもたちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑
戦できるよう、学校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな
学力、豊かな心、健やかな体を育む教育を進めます」としてお
り、また、現在、よりよい教育環境づくりの推進に取り組んでい
るところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の
検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

353 2

　町内会加入をもっと市は支援してほしい。 　町内会への加入促進については、町内会の加入促進活動に対す
る補助や転入者及び市営住宅入居者への働きかけなど、関係部局
と連携した取組に加え、県宅建協会等との協定締結に基づき、所
属会員に加入案内リーフレット等を配布していただくなど、各面
から取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

354 2

吉野は人口が増えていると同時に高齢化も進んでいます。もう少し、現在
走っているあいばすの便数を増やして頂きたい。
　県道鹿児島吉田線の雀ヶ宮よりバイパス道を作ってほしい。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通ネットワー
クの形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、快
適・便利な交通環境を整えます」としており、今後、基本計画や
実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

355 2

　区画整理を推進し、交通混雑を解決する。 　「吉野地域の区画整理事業」については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、
「機能性の高い都市空間を形成します」としており、ご意見につ
いては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

356 2

吉野地域の人口増に対応したまちづくりを期待します。市外・県外の都市も
参考にしてみてはどうでしょうか。面白みのある構想を楽しみにしています。

　総合計画の策定にあたり、基本構想（案）と合わせて公表する
前期基本計画（素案）の中の地域別計画により、地域ごとの現状
と課題を踏まえた各地域の基本的な考え方を示すこととしてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－171－



－172－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

357 2

交通渋滞の課題が多くみられたが、渋滞は鹿児島県全体を見ても多いと思
うので県としての課題でもあると感じた。

　交通渋滞については、「３　基本構想」－「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通ネット
ワークの形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築によ
り、快適・便利な交通環境を整えます」としており、また、現
在、高規格幹線道路・地域高規格道路の整備促進に取り組んでい
るところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の
検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

358 2

吉野町は高度が高い地域で、景観も良いので観光に生かせたら良いと思
う。

　現在、豊かな自然や景観、個性ある歴史・文化や食等の観光資
源を生かした新しい魅力的づくりに取り組んでいるところです。
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

359 2

　道路交通網の整備（鹿児島～吉田線）上り下り線ともに渋滞解消策 　道路交通網の整備については、「３　基本構想」－「（２）基
本目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通
ネットワークの形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築
により、快適・便利な交通環境を整えます」としており、また、
現在、幹線道路網の整備促進に取り組んでいるところです。ご意
見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参
考とさせていただきます。

Ｄ

360 2

　ＩＣＴの推進に伴う高齢者への情報伝達の在り方推進 　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「“ＩＣＴで住みよいまち”推進プロジェク
ト（仮称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

－172－



－173－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

361 2

　健やかに穏やかに暮らせる安心安全政策の更なる推進
　消防力の強化、防災対策の推進（特に土砂災害）
　土砂災害対策

　ご意見のあった「消防力の強化」については、「３　基本構
想」-「（２）基本目標　自分らしく健やかに暮らせる　安心安全
なまち」で「消防力を強化する」としており、現在、大規模災害
時の災害対応力の強化、救急業務高度化の推進、消防団を中核と
する地域防災力の充実強化に取り組んでいるところです。ご意見
については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。
　「防災対策の推進（特に土砂災害）」については、「（２）基
本目標　自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で「危
機管理体制や防災力・消防力を強化」としており、また、これま
で、安心安全ガイドブックの全世帯配布や、市政出前トーク等を
通じて、市民と取り組む防災対策の推進に取り組んでいるところ
です。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。
　「土砂災害対策」については、これまでも、急傾斜地の崩壊対
策等に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基
本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

362 2

　環境整備（特にゴミステーションの管理の在り方）の検討 　ごみステーションについては、現在、町内会や利用される方々
により清潔に保たれるよう維持管理を行っていただいているとこ
ろです。ルール違反のごみ等が少なくなるよう、現在、分別説明
会の開催や分別アプリの配信等により、ごみ出しの際のルールの
周知を図るとともに、清掃指導員の監視・指導などを行っている
ところですが、今後、更なる周知等に努めてまいります。ご意見
については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

363 2

市全体をみると、南部地区（旧谷山）の開発は急ピッチで進んでいるが、北
部地区は地形など問題はあると思うがかなり遅れている様だ。バランスのとれ
た開発をお願いしたい。

　総合計画の策定にあたり、基本構想（案）と合わせて公表する
前期基本計画（素案）の中の地域別計画により、地域ごとの現状
と課題を踏まえた各地域の基本的な考え方を示すこととしてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

364 2

バランスの取れた地域開発をしてもらいたい。我が地域から見ると置き去り
にされているとしか見えない。もっと私達の地域に将来展望を示してほしい。こ
れから先の住環境がどうなるのか知りたい。絶対的に地域の変化がこれから
の高齢化に不安がないよう政策が特に川上、岡之原地域、具体的対策が必
要です。

　総合計画の策定にあたり、基本構想（案）と合わせて公表する
前期基本計画（素案）の中の地域別計画により、地域ごとの現状
と課題を踏まえた各地域の基本的な考え方を示すこととしてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－173－



－174－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

365 2

岡之原地域の住み良い町づくりの検討を。50～60年前に構成された団体の
対策を。高齢化、人口減少により買い物困難、交通不便が発生。岡之原地域
に人の集まる憩の場所づくりを。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「コンパクトなまちの
実現を目指し、機能性の高い都市空間を形成します」としてお
り、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。
　なお、本市においては、市街化調整区域の集落核等の地域の核
となる地区に、店舗等の生活利便施設を集約し、高齢者をはじめ
多くの人が、公共交通機関等により日常生活が可能となる徒歩生
活圏が形成されるよう「鹿児島市集約型都市構造に向けた土地利
用ガイドプラン」を策定し、その推進に取り組んでおります。

Ｄ

366 2

交通の整備に関して、市内の幹線道路（主に国道３・１０・２２５号線や県道な
ど）の渋滞緩和をしてもらいたい。それには、公共交通機関を鹿児島市全域に
しっかりできようにした方がよいと思う。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通ネットワー
クの形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、快
適・便利な交通環境を整えます」としており、また、現在、高規
格幹線道路・地域高規格道路の整備促進に取り組んでいるところ
です。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

367 2

「共創」は重要なキーワードだと思います。そのための対話の機会をどのよう
に構築するかが肝心だと思います。

　「共創」については、「３　基本構想」－「（２）基本目標
信頼とやさしさのある　共創のまち」で、「多様な主体が協働・
連携し、新しい価値を共に創るまちづくりを進める」としてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

368 2

　高齢者の買い物、通院の為のあいばすの運行を多くして欲しい。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な
公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」
としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

369 2

　学童の通学路、安全対策、標識設置 　通学路の安全対策等については、「３　基本構想」－「（２）
基本目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「生活道
路など、市民の暮らしを支える生活基盤について、効果的な整備
を進め、誰もが暮らしやすいまちをつくります」としており、ま
た、現在、安心・安全な道路空間の整備に取り組んでいるところ
です。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－174－



－175－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

370 2

　市内中央地区へ行く為の幹線道路の整備 　幹線道路の整備にあたっては、「３　基本構想」－「（２）基
本目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通
ネットワークの形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築
により、快適・便利な交通環境を整えます」としており、また、
現在、高規格幹線道路・地域高規格道路の整備促進に取り組んで
いるところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画
の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

371 2

　人口の多少で価値を決めない（学校の統廃合等）。 　学校の規模適正化・適正配置については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるま
ち」で、「子どもたちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑
戦できるよう、学校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな
学力、豊かな心、健やかな体を育む教育を進めます」としてお
り、また、現在、よりよい教育環境づくりの推進に取り組んでい
るところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の
検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

372 2

健康の森公園（パークゴルフ）活性化されてきた。公認グラウンドゴルフ、市
比野東郷。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅
力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「誰もがスポーツを楽
しむことができる環境を整え、国内外から多くの人が集うまちを
つくります」としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

373 2

　道路におおいかぶさる竹木の伐採を、誰でもできるようにしてほしい。 　竹木の管理は、原則として所有者が行うものであり、伐採など
適正な措置を講ずるよう指導しております。
　なお、道路管理上、車両等の通行に支障をきたし、緊急性の高
い場合は、所有者等の承諾を得たうえで、安全対策として本市が
対応する場合もあります。

Ｅ

374 2

西郷銅像から宝山ホール前を通り桜島桟橋まで国道224号（重複する場合
は若い数字が表面に出ます）、袴腰から桜島の付け根までも国道224号で国
道です。桜島架橋は国の直轄事業では。

　ご意見のあった「桜島架橋」につきましては、県において錦江
湾横断交通ネットワークの可能性調査を実施された上で、「大規
模なプロジェクトであることから、その必要性について調査結果
を踏まえ、県民の意向、事業の緊急性・意義、採算性等を総合的
に勘案して判断する必要がある」との考え方が示されておりま
す。

Ｅ

375 2
塩屋ヶ元地区は集会所がないため、黒神消防団分団舎を取壊しをせずに塩

屋ヶ元地区の集会所として活用させてもらいたい。
　ご意見として承ります。

Ｅ

－175－



－176－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

376 2
黒神の方は、桜島口から高免で県道のサイドの木や草が茂っているので県

の方にも、避難道路として整備されていない
　ご意見のあった県道の維持・管理については、管理者である県
にお伝え致します。 Ｅ

377 2
東桜島地区黒神地区の県道を利用しているが草や木がはえていて整備され

ていない。道路がダンプ道路になっている。
　ご意見のあった県道の維持・管理については、管理者である県
にお伝え致します。 Ｅ

378 2

右回り、左回りの巡回式のバス運行をしてほしいという意見がありました。こ
れまでもずーっと要望はいろいろ出されてはきましたが、改善されていないの
で改善されないのに新しい施策はおかしくないか？

　路線バスの運行ルート等につきましては、交通事業者により設
定されているため、個別の路線の要望に関しましては、交通事業
者にも共有させていただきたいと考えております。

Ｅ

379 2

　桜島架橋について取り組んでもらいたい。 　ご意見のあった「桜島架橋」につきましては、県において錦江
湾横断交通ネットワークの可能性調査を実施された上で、「大規
模なプロジェクトであることから、その必要性について調査結果
を踏まえ、県民の意向、事業の緊急性・意義、採算性等を総合的
に勘案して判断する必要がある」との考え方が示されておりま
す。
　本市といたしましても、フェリー事業への影響や火山活動等に
対する安全対策など、さまざまな課題が考えられることから、こ
れらを勘案しながら慎重に対応する必要があるものと考えており
ます。
　現時点では、県の判断が示されていないところでありますが、
ご意見として承ります。

Ｅ

380 2

フェリーなども花電車のような目を引くかざりも時期によってはしてもらうとよ
いのではないか。

　以前は、夏季期間中、全船にイルミネーションを設置しており
ましたが、海上で使用することによる耐久性（耐塩害）や燃料消
費に与える影響が大きいなど課題があり、現在は納涼船として運
航する船舶に限りイルミネーションを設置しているところです。
お触れの件については、ご意見として承ります。

Ｅ

381 2

　通院、買物等　桜島⇔鹿児島間のバス運行。 　通院等を目的とした桜島から鹿児島市街へのバスの運行につき
ましては、効率性や地域バランス等の観点から、実現は難しいと
考えておりますが、ご意見として承ります。

Ｅ

－176－



－177－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

382 2

　（桜島地域）橋、トンネルも検討して欲しい。 　ご意見のあった「桜島架橋」につきましては、県において錦江
湾横断交通ネットワークの可能性調査を実施された上で、「大規
模なプロジェクトであることから、その必要性について調査結果
を踏まえ、県民の意向、事業の緊急性・意義、採算性等を総合的
に勘案して判断する必要がある」との考え方が示されておりま
す。
　本市といたしましても、フェリー事業への影響や火山活動等に
対する安全対策など、さまざまな課題が考えられることから、こ
れらを勘案しながら慎重に対応する必要があるものと考えており
ます。
　現時点では、県の判断が示されていないところでありますが、
ご意見として承ります。

Ｅ

383 2

　（桜島地域）橋の建設。 　ご意見のあった「桜島架橋」につきましては、県において錦江
湾横断交通ネットワークの可能性調査を実施された上で、「大規
模なプロジェクトであることから、その必要性について調査結果
を踏まえ、県民の意向、事業の緊急性・意義、採算性等を総合的
に勘案して判断する必要がある」との考え方が示されておりま
す。
　本市といたしましても、フェリー事業への影響や火山活動等に
対する安全対策など、さまざまな課題が考えられることから、こ
れらを勘案しながら慎重に対応する必要があるものと考えており
ます。
　現時点では、県の判断が示されていないところでありますが、
ご意見として承ります。

Ｅ

384 2
　甲突川で水泳＆キャンプ。 　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

385 2

　中洲通りにバスを通してほしい。 　「路線バスの運行ルート等」については、交通事業者により設
定されているため、個別の路線の要望に関しましては、交通事業
者にも共有させていただきたいと考えております。

Ｅ

386 2

　地下道路に店を。 　地下通路は道路法に基づく道路となっており、出店等を想定し
た設備（電気・水道・消防用設備等）が整備されておらず、現状
での出店は難しい状況ですが、様々な形態の店舗があることか
ら、ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

－177－



－178－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

387 2

稲荷町として防災計画の策定が急がれる。計画策定への行政の支援もいた
だきたい。町内会のみでの検討には限界があります。

　ご意見のあったことにつきましては、地域安心安全推進指導員
等による策定支援を行いますので、ご希望がありましたらお申し
出頂きたいと思います。

Ｅ

388 2
元気高齢者を支援する「よかよか体操」や「地域ささえ隊」など、具体的な施

策が出てきている。このような施策を多面的に進めて欲しい。
　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

389 2

市民のひろばにも町内会の活動等を載せ、団地等の現状を広報してほしい
（良い面を特に）。市職員への加入促進（町内会への加入）と同様に、県職員
への促進してほしい。

　本市では毎年８月を「町内会加入促進月間」として市の広報紙
や市政広報番組を通して、町内会をはじめとする地域コミュニ
ティの取組等を紹介しております。また、市職員の町内会加入や
地域活動への参加については、これまでも全職員に対し要請する
とともに職員研修の機会を捉えて継続的に働きかけてきておりま
す。引き続き、地域活動への意識啓発や積極的な参加を促してま
いりたいと考えております。

Ｅ

390 2

工事業者は信頼を第一にマゴ受けでやる所は排除すべき（工事期間が倍か
かる）

　公共工事の発注におきましては、事前に入札参加資格審査を行
ない、不良・不適格業者を排除しており、また、下請工事（孫請
け工事を含む）の有無に関わらず、発注者は建設業法に基づく監
理・監督を行い、工事の品質確保を図っております。

Ｅ

391 2
　子供だけでなく、老人にもタブレット配ってください 　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

392 2

中山小学校校区の見直し又入学時小・中学校の選択制（中山町真方町内会
から中山小まで約2km、谷山北中まで約3.5kmあり、冬場の登校時家を出る時
は外がまだ暗く危ない）。

　小・中学校の校区については、住所地や地域の実情に応じて指
定されており、ご意見については、標準的な距離の範囲内である
と考えておりますが、個別の事情に応じて指定校を変更できる場
合もありますので、お尋ねください。

Ｅ

393 2

　天文館の固定資産税が高すぎる 　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。
　固定資産税は、総合計画を進める上での貴重な財源であり、こ
れまでも国の定めた基準に基づいて、公平・公正な課税を行って
いるところです。

Ｅ

－178－



－179－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

394 2

コロナ対策を充分にしてください。コロナで職を失った人々の声を聴く会を開
きたい。

　現在、コロナ対策については、新型コロナウイルス感染症の影
響により事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業等における従
業員の雇用維持を図るため、国の雇用調整助成金と協調して市独
自の支援金を支給しております。
　「コロナで職を失った人々の声を聴く会を開きたい」について
は、ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

395 2
SDGｓ→持続可能性を担保する為には分野の横断的連携を実現し、互いが

補完する社会を実現しなくては！
　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

396 2
地域コミュニティー⇔小中学校区⇔地域商店街などの地場産業連携のプ

ラットフォームを行政がサポート
　ご意見として承ります。

Ｅ

397 2

　ゴミステーションの法の策定（不法投棄等） 　ご意見のあった「ごみステーションへのルール違反のごみへの
対応」については、法律で規定することは難しいところですが、
引き続き、分別説明会の開催や分別アプリの配信等により、ごみ
出しの際のルールの更なる周知に努めるとともに、町内会等から
の要望による清掃指導員の監視・指導など、町内会や関係団体等
と連携を図り、市民のごみ出しマナーの向上が進むよう取り組ん
でいきたいと考えております。

Ｅ

398 2
　町内会活動の充実 　町内会活動に対しては、町内会の活性化や加入率向上を目的に

町内会活動に補助を行っているところです。 Ｅ

399 2

町内会未加入者に対して、本人たちは市役所に行って訊いて来たので、入
らないとの返事が返ってくるが、市はどんな対応をされているのか。加入促進
に協力してほしい。

　町内会への加入促進については、町内会の加入促進活動に対す
る補助や転入者及び市営住宅入居者への働きかけなど、関係部局
と連携した取組に加え、県宅建協会等との協定締結に基づき、所
属会員に加入案内リーフレット等を配布していただくなど、各面
から取り組んでいるところです。

Ｅ

400 2

観光農業公園の活性化を図る上でも、隣接地域（一倉）の空き地を活用して
「芸術家村」を創り、他エリアからの人口交流を期する。

cf.１０年移住したら、土地、建物は市が提供するようにすることで若い芸術家
が集まりやすい。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

－179－



－180－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

401 2

　マリンピアの中に食堂を早く作って欲しい。 　「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う
活力あるまち」で、「誰もがスポーツを楽しむことができる環境
を整え、国内外から多くの人が集うまちをつくります」としてお
り、また、現在、事業者の出店に向け、取り組んでいるところで
す。

Ｅ

402 2
　日本遺産旧麓の駐車場を作って欲しい。 　喜入旧麓については、令和２年度から観光客及び市民向けの駐

車場を開放しております。 Ｅ

403 2
地域のことを全体的に捉えて、施策を実行していく部署をつくって、地域のコ

ミュニティーと一緒に地域おこしができるようにしていってほしいです。
　ご意見として承ります。

Ｅ

404 2
　喜入の現状の中で雇用につながる計画をお願いします。 　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

405 2
　コミュニティーに過疎化の解消につながるプロを配置してください。 　ご意見として承ります。

Ｅ

406 2

　防災・安心安全なまちづくりとして、安全な避難所を建設してほしい。
また、高齢者が避難する際にバスの運用をして欲しい。避難したくても避難

できない。

　ご意見については、本市では、大雨や地震等の災害時に危険か
ら逃れるため、災害の種類ごとに、洪水浸水想定区域外・土砂災
害警戒区域外に立地していること、新耐震基準等を満たしている
ことなどの要件を満たす小学校、地域福祉館などを指定避難所
（指定緊急避難場所）として、避難所間のバランス等にも配慮し
ながら、市内全域で２２４箇所（令和３年４月１日時点）を指定
し、避難者への対応を行っております。
　また、災害時に避難の手助けが必要な、要介護者や重度の障害
者の方々などに関して、避難行動要支援者名簿を作成して、消防
や警察、町内会等の避難支援等関係者と情報共有し、個別支援計
画の作成に努めているところです。

Ｅ

407 2

防災に対する具体的施策の追求。避難所への交通手段（マイクロバス等の
調達）　備品の糧食等の確保。

　ご意見については、災害時に避難の手助けが必要な、要介護者
や重度の障害者の方々などに関して、避難行動要支援者名簿を作
成して、消防や警察、町内会等の避難支援等関係者と情報共有
し、個別支援計画の作成に努めているところです。
　また、本市では、県が平成25年に実施した地震等災害被害予測
調査において、最大の被害想定である鹿児島湾直下地震による避
難者数をもとに37,600人分の食糧と22,600人分の資機材を備蓄し
ております。

Ｅ

－180－



－181－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

408 2

最近錦江湾で地震が頻発している。いつ大きいものが起きるかわからない
状態だと思う。

住民を災害から守るため避難訓練を実施したいがわからないので教えてほ
しい。模擬でもよいので詳細を教えてほしい。

　ご意見については、毎年、11月5日の「津波防災の日」に合わせ
て、全市民を対象としてシェイクアウト訓練を行っているほか、
事業所の従業員や町内会の住民の方々と一緒に地域の防災力向上
に取り組む地震・津波防災訓練を実施しているところです。ま
た、自主防災組織において避難訓練を行っている事例もあり、訓
練の実施に向けては、地域安心安全推進指導員等が支援を行うこ
ともできますので、お申し出頂きたいと考えております。

Ｅ

409 2

転入者が自治会に加入しない。地域に暮らす人々どうしのコミュニケーション
作りが困難になってきている。ご近所付き合いを面倒に思う傾向。

　町内会への加入促進については、町内会の加入促進活動に対す
る補助や転入者及び市営住宅入居者への働きかけなど、関係部局
と連携した取組に加え、県宅建協会等との協定締結に基づき、所
属会員に加入案内リーフレット等を配布していただくなど、各面
から取り組んでいるところです。

Ｅ

410 2

商業、文教、工業等の集積施設で核となる地域を小野区画整理に合わせて
取り組んでほしい。

 「小野区画整理」については、人口フレーム保留制度により開発
される団地で、現在、鹿児島市小野土地区画整理組合を施行者と
して、主に社会福祉施設等の設置を目的に計画され、組合設立を
認可しており、周辺の自然環境と調和した良好な住環境の保全、
形成を図ることとしております。
 本市としては、引き続き、コンパクトなまちづくりの推進に取り
組んでまいります。

Ｅ

411 2
　町内会活動への援助。 　町内会活動に対しては、町内会の活性化や加入率向上を目的に

町内会活動に補助を行っているところです。 Ｅ

412 2

　市街化調整区域。例えば国道3号線沿いの市街化区域への編入。 　市街化区域への編入については、全市的な都市計画見直しにお
いて都市計画法の趣旨を踏まえた上で、総合的に検討を行ってい
るところです。

Ｅ

413 2

姶良の蒲生に遊びに行ったところ、周遊バスが田舎の山の中を１日３往復し
て、年寄りの足を助けていた。１回乗ったところ、それはそれは山の中で、家は
見当たらなかった。１人降り、１人降りして去って行った。この様なバスが市の
方にもと思いました。

伊敷団地→ニュータウン、伊敷団地→吉野方面への直通のマイクロバスが
行っていたらと思います。

　ご意見のあった、路線バスの運行ルート等については、交通事
業者により設定されているため、個別の路線の要望に関しまして
は、交通事業者にも共有させていただきたいと考えております。

Ｅ

414 2
市営プール、無料でなく、１００円でもとってもらえたらいいのでは。コロナの

前は、吉野のプールはお茶も出て一日遊べる。
　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

－181－



－182－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

415 2
　住宅建築等が簡単な手続きができる10年後。 　ご意見のあった「住宅建築の手続き」については、建築基準法

等に規定されております。 Ｅ

416 2
　人口定着を図るため住宅建築の手続きをスムーズに。 　ご意見のあった「住宅建築の手続き」については、建築基準法

等に規定されております。 Ｅ

417 2

　自動車免許（高齢者）返上のかわりに地域限定免許を設けてほしい。 　本市においては、これまで高齢者に対する交通事故防止を図る
ため、交通安全教室や啓発活動に取り組んでおります。
　限定免許については、これまで国において検討が進められ、令
和2年度に道路交通法の改正により安全運転サポート車限定免許が
創設され、今後、施行されることとなっており、地域限定免許に
ついては、ご意見として承ります。

Ｅ

418 2
　伊敷地域に核になる総合病院をつくってほしい。 　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

419 2
　大型病院（総合病院）を伊敷地域へ 　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

420 2

少子高齢化が進んで老人が増えて遠くに出かけられない。福祉につながる
ケアセンターや福祉館など小山田町にも欲しいと思います。
　それにより元気なまちができて、ふるさと帰りを願う子供も増える。

　地域福祉館については、類似の公共施設との関連や人口、地理
的条件等を踏まえ、整備してきており、現在のところ、新たな整
備計画はございませんが、ご意見として承ります。

Ｅ

421 2

災害時の高齢者、被介護者、要支援者などの避難支援は、隣近所や町内会
では無理があります（殆どが高齢者のため）。行政の方での対応も必要になっ
てくるのではないでしょうか。（早めの避難の呼びかけはするが、避難所への
誘導はできない（人手が足りない。））

　ご意見については、災害時に避難の手助けが必要な、要介護者
や重度の障害者の方々などに係る避難行動要支援者名簿を作成し
て、消防や警察、町内会等の避難支援等関係者と情報共有し、個
別支援計画の作成に努めているところです。また、消防局におい
て、河川の氾濫や崖崩れの危険性が高まるなど、緊急性があった
地域について避難行動要支援者の避難状況確認などを実施してい
るところです。

Ｅ

422 2

　あいバスに利便性を。バス停以外でも手を上げれば乗車できるなど。 　ご意見のあった、コミュニティバスあいばすにつきましては、
定時性及び安全性を確保するために、バス停での乗降を行ってお
り、利便性向上のために、ご要望等に応じて、バス停の新設など
の対応をしているところでございます。

Ｅ

423 2
　永田川の使用活用 　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

424 2
　自然 　ご意見として承ります。

Ｅ

425 2
　ゴミステーションの規格化を期待します。 　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

－182－



－183－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

426 2

　防災避難施設（14人規模の収容可）を期待します。 　ご意見については、本市では、大雨や地震等の災害時に危険か
ら逃れるため、災害の種類ごとに、洪水浸水想定区域外・土砂災
害警戒区域外に立地していること、新耐震基準等を満たしている
ことなどの要件を満たす小学校、地域福祉館などを指定避難所
（指定緊急避難場所）として、避難所間のバランス等にも配慮し
ながら、市内全域で２２４箇所（令和３年４月１日時点）を指定
し、避難者への対応を行っております。

Ｅ

427 2

　防災計画を具体的に話し合いを進める。 　ご意見については、関係機関・専門家と連携して、地域防災計
画等の見直しを行っているところであり、今後とも引き続き取り
組んでまいりたいと考えております。

Ｅ

428 2

　グリーンベルトの活用を考えてほしい。 　市内の主要なグリーンベルトとして、谷山緑地がございます
が、当該地については、県において、谷山緑地再生計画に取り組
んでいることから、管理者である県にお伝えします。

Ｅ

429 2

　道路の拡張などで交通の緩和がなされている。
　市電を延長できないか（動物園がある事から。喜入など市に合併したのに）
　指宿枕崎線の改良（雨で汽車が止まるなど）

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。
　なお、「路面電車の延伸」につきましては、以前、谷山中央地
区など実現可能性が高い地区について調査検討を行った結果、費
用対効果の面などから総合的に判断し断念せざるを得ないという
結論に至った経緯がございます。
　また、「指宿枕崎線」につきましては、指宿枕崎線輸送強化促
進期成会や鹿児島県鉄道整備促進協議会を通じて、輸送力の強化
に取り組んでいるところでございます。

Ｅ

430 2

谷山緑地、楽しいいろんな施設、樹木の管理に費用がかかる。費用を打出
すにはどんな手立てがあるのか。住民が語り合う、ソフトなプランタ園芸などを
創る。

　ご意見のあった「谷山緑地」については、県において、谷山緑
地再生計画に取り組んでいることから、管理者である県にお伝え
します。

Ｅ

431 2

　新川下流の整備と南港の今後の活用について
新川下流に小型船の廃船、沈没船の放置が目立つので撤去して整備するこ

とにより新川の流れが良くなり氾濫防止に役立つ。小型船を南港に集めて管
理、マリンポートクルーズ船寄港の旅行者や一般市民の錦江湾の海のレ
ジャー（釣り・クルージング）等の出発点にする。

又、南港船舶廃油処理場をスポーツ健康づくりの広場や駐車場として整備
活用してはどうか。

　南港については、県が鹿児島港港湾計画において、小型船だま
り・緑地を位置付けていますが、未整備であり、本市としては、
県と緊密に連携を図りながら取り組んでまいりたいと考えており
ます。

Ｅ

－183－



－184－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

432 2

地域コミュニティの大切さを多くの市民にメディアを通して知らせてほしい（町
内会参加etc）

　本市では毎年８月を「町内会加入促進月間」として市の広報紙
や市政広報番組を通して、町内会をはじめとする地域コミュニ
ティの取組等を紹介しており、今後とも市民意識の醸成に取り組
んでまいります。

Ｅ

433 2

中央駅に地下街を作り、加治屋町から天文館まで地下街を伸ばす。通路で
はなく店を誘致する。
　地下鉄を作り、3号線、天文館本駅、谷山、喜入へ。

　本市における公共交通としては、現在、鉄道、路面電車、路線
バス等があり、それぞれが市民等の移動手段として重要な役割を
担っていると考えており、地下鉄整備については、ご意見として
承ります。

Ｅ

434 2

　新照院町内に避難場所がない。 　新照院町については、町内会からの要望に基づき現地確認（令
和２年６月）を行ったところですが、安全性を確保できる適切な
避難場所がないため、引き続き、町内会とも連携しながら対応し
てまいります。

Ｅ

435 2

　環境補助金で国のものを市がもっと使いやすくアレンジを。 　ご意見については、国の動向を注視して、情報発信に努めてま
いりたいと考えております。

Ｅ

436 2

歩いて渡れる桜島の実現を目指し、「桜島架橋」を県の地域規格道路網にぜ
ひ位置づけをされるよう努力願いたい。第六次市総合計画にも盛り込んで頂
きたい。

　ご意見のあった「桜島架橋」につきましては、県において錦江
湾横断交通ネットワークの可能性調査を実施された上で、「大規
模なプロジェクトであることから、その必要性について調査結果
を踏まえ、県民の意向、事業の緊急性・意義、採算性等を総合的
に勘案して判断する必要がある」との考え方が示されておりま
す。
　本市といたしましても、フェリー事業への影響や火山活動等に
対する安全対策など、さまざまな課題が考えられることから、こ
れらを勘案しながら慎重に対応する必要があるものと考えており
ます。
　現時点では、県の判断が示されていないところでありますが、
ご意見として承ります。

Ｅ

437 2

高齢者の就活を支援するのは良い事だと思うが、その為に地域の役員の
「担い手不足」が起こっている。

住み良いまちづくりの為には、若い世代の活力が必須。その為には魅力あ
る役員増を創生したい。

コミュニティ協議会の構想がスタートして、ある（程度）期間が過ぎたので、検
証する機会が欲しい（メリット／デメリット）。

　今後多くの地域コミュニティ協議会において、１期目の地域コ
ミュニティプランが終了することから、２期目のプラン策定にあ
わせてこれまでの取組について検証する必要があると考えており
ます。 Ｅ

－184－



－185－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

438 2

山間部（明和）永吉団地親和会では、昨年末に団地内のバス路線廃止によ
り交通弱者の足（バス）が廃止され、乗合タクシー制度が進められています
が、住民のニーズに合っていない。ミニバスorあいバスの運用に移行してほし
い。

市営バス事業の再検討→あいバスと同じく小型化しての運用を検討して
は？

　永吉団地地域の代替交通手段については、利用見込、効率性な
どを総合的に判断し、持続可能な方法として乗合タクシーとした
ところです。
　また、市営バス事業については、現在、自動車運送事業の抜本
的見直しにより民間事業者に路線移譲を行い事業縮小を進めてい
るところであり、新たな路線新設については、ご意見として承り
ます。

Ｅ

439 2

　ドルフィンポート跡地への提案
大規模な建物を決めるまで、あのスペースをそのままにせず、中央公園（テ

ンパーク）にあふれるスケートボーダーのために、スケートパークを作ってあげ
て欲しいです。スケートボーダーが入口付近で楽しんでいると、赤ちゃん連れ
は公園に入るのに躊躇されてます。スケートボードは競技にもなっているの
で、その若者達の遊べる場所を作ってあげて下さい。

また、照国公園にあるバスケットコートも大変な人気で、いつも人が楽しんで
います。ドルフィンポートの一部でいいから、バスケットゴールだけ数個作って
あげて下さい。

鹿児島市には中学生、高校生、若者のデートする場所がありません。若者
が遊べる、デートできる場所を提供するのも自治体の構想に入れて欲しいで
す。
　屋内アイススケート場も是非。

灰が降っても、強風でも遊べます。そして、市が運営することで、お値段を押
さえられたら、親子3代親しめると思います。

鹿児島の子供たちの習い事としても選択肢が増えて、需要はみこめるし、私
立学校の部活等の発展もあるかもしれません。
　

　ドルフィンポート跡地の暫定活用については、土地所有者であ
る県がイベントスペースや月極駐車場として活用しております。
また、同跡地における施設整備については、県が国際会議などを
開催できるコンベンション機能や展示機能を備える施設の整備な
ど、その方向性を検討することとしております。
本市としては、県と緊密に連携を図りながら、個性と魅力あるま
ちづくりの推進に取り組んでまいりたいと考えております。

Ｅ

440 2

安心政策として、津波に対する警戒意識の向上については市も情報を発出
しているが、自分の地域がどのくらい危険なのかわかりにくい。3号線沿いの
電柱に海抜表示をしたら避難の際も役に立つと思う。

災害時避難場所の収容人数が、地域住民が避難したとき不足が予想され
る。災害にもよると思うが地域の避難予想者数を考慮して、各町内の公民館
を避難所として利用できるように改築や設備の充実をしていく年次計画を策定
して欲しい。現在の指定避難場所までは高齢者にとっては遠く困難である。

  ご意見のあった「標高表示標識」につきまして、本市では、津
波災害からの円滑な避難を進めるため、市沿岸部の市道上の電柱
など約５４０箇所に設置し、国道３号線などの国道沿道沿いにつ
いては、国により設置されたところでございます。今後につきま
しては、津波想定区域について、津波ハザードマップやかごしまi
マップを活用するなどにより危険な区域の周知を図ってまいりま
す。
　災害時における避難場所につきましては、洪水浸水想定区域外
や土砂災害警戒区域外に立地していることなど、安全性等の一定
の基準を満たす施設又は場所としており、避難所の利用状況や避
難所間の配置バランス等にも配慮しながら、現在２２４箇所を指
定しておりますが、地域から要望があった場合は、町内会等と連
携を図りながら、適切に対応してまいりたいと考えております。

Ｅ

－185－



－186－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

441 2

桜島の大噴火に対しての防災訓練を定期的に行って欲しい。それもある程
度強制力を伴うものを。八幡校区は頻繁に行っていると報道されるが、それを
各地区模倣出来ないものか？

また、８・６水害から相応の年数が経過し、危機感が風化している。護岸工事
等整備され、危機感を煽る必要はないのかも知れないが、ゲリラ豪雨は頻発
している。
　この点についても、強制力を伴った訓練を計画していただきたい。

 ご意見については、桜島の大規模噴火に備え、これまで、毎年桜
島火山爆発総合防災訓練を実施しており、特に平成30年度からは
市街地側の地域住民参加型の訓練にも取り組んでおります。
　災害に対する訓練は、市が主体となり実施するものや、自主防
災組織等が独自に実施するものなどがありますが、いずれも強制
力を伴った訓練の実施は困難と考えております。なお、自主防災
組織で訓練実施や計画作成のご相談がありましたら、協力支援等
を行ってまいります。

Ｅ

442 2

エコの観点より自転車利用者が増えています。天文館や中央駅の両エリア
は場所によって、乗車禁止時間帯が設定されていますが、周知が不徹底であ
り、違反者を良く見掛けます。

そこで提案です。両エリアとも時間制限を設けた上で、完全に乗車禁止にし
ては如何でしょうか？一定の周知期間を経た後は、過料をとるといった厳しい
対応をお願いしたい。

天文館の自転車の件については、早急に対応をお願いしたいと存じます。
UberEatsの面々は、かなりのスピードで駆け抜けます。交番や商店街組合に
も申しましたが、効果が見えません。自分自身も違反者には注意しますが、知
らぬ存ぜぬの世界です。南日本新聞にも寄稿しましたが、なかなかはかどりま
せん。行政の介入が必要かと思います。是非、大きな事故が起こらないうち
に、対応願います。

　ご意見のあった「自転車の利用」については、これまで交通安
全教室や各季の交通安全運動など様々な機会を捉えて交通ルール
やマナーの周知・啓発などに取り組んでいるほか、交通安全対策
に係る市民の皆様からのご要望については警察や道路管理者など
関係機関と連携して対応しております。ご意見については、所管
する警察署にお伝えいたします。

Ｅ

443 2
　県内（市内）に薬学の大学がない。 　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

444 2

市街化調整区域制度を外して（無くして）都市整備がある程度自由にできる
制度として頂きたい

　市街化区域と市街化調整区域に区分する線引き制度について
は、コンパクトなまちづくりを進めていく上で、一定の効果が
あったと評価しており、今後、調査・検討を進めてまいります。

Ｅ

445 2

　田上地区の区画整理はどうなってるのか 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　質
の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「機能性の高い都市空
間を形成します」としており、現在、田上小学校周辺において土
地区画整理事業の検討に取り組んでいるところです。

Ｅ

446 2

　年々町内会員の減少して来ている。市は何らかの方法がないか。 　町内会への加入促進については、町内会の加入促進活動に対す
る補助や転入者及び市営住宅入居者への働きかけなど、関係部局
と連携した取組に加え、県宅建協会等との協定締結に基づき、所
属会員に加入案内リーフレット等を配布していただくなど、各面
から取り組んでいるところです。

Ｅ

－186－



－187－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

447 2

　命を守る危機管理。防災力の向上。
西下町内会に住んでいますが、鹿児島市の危機管理のあり方に疑問があり

ます。レベル３の発令をする時、河の水位を測定する河川管理ができていれ
ば避難の目安が出来るけどどうでしょう。後期高齢者の判断材料が欲しい。

　県管理河川の水位計については、鹿児島県公式ホームページの
「河川水位・土砂災害予測情報」のほか、テレビのdボタンでも水
位計設置箇所の水位情報が提供されております。対象の河川は、
甲突川、新川、稲荷川、脇田川、永田川、永井田川、木之下川、
和田川、思川、八幡川であり、水害リスクの判断材料としてご活
用いただきたいと思います。

Ｅ

448 2

武岡は武・田上公民館、明和は城西公民館。利用するには大変不便であり
学校適正規模統合の計画があり、武岡・明和の地域公民館としてその時に考
慮してほしい。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

449 2

第５次計画には武岡団地の施策がみつけられない。第６次構想に市営集合
住宅の改修時期に合わせ、子ども・高齢者・保護者等多様な方々が集える場
を作る計画を入れてほしい。その中にコミュニティ協議会の事務所を入れると
地域のまとまりがよくなり、地域の活性化につながる。第五次は子ども・高齢
者別の施設、これは良かった。さらによくするためにコミュニティ協議会の事務
所を入れて様々な人々の集える施設をまず武岡につくってください。

　ご意見として承ります。
　なお、コミュニティ協議会では活動内容によって近隣の施設を
活用し、対応されているところであり、利用頻度を踏まえた必要
性や財政的な課題などから、既存施設の有効活用による対応を考
えております。

Ｅ

450 2

　町内会役員に市のOB＆職員さんも積極的に参加してほしい。 　市職員の町内会加入や地域活動への参加については、これまで
も全職員に対し要請するとともに職員研修の機会を捉えて継続的
に働きかけてきております。引き続き、地域活動への意識啓発や
積極的な参加を促してまいりたいと考えております。

Ｅ

451 2

防災無線の設置をもう少しすすめてほしい（唐湊地区では何も聞こえませ
ん）

　ご意見のあった「防災行政無線」については、市域内に250箇所
設置しておりますが、雨や風向きなどの気象状況によって聞こえ
づらい場合がありますので、放送と同じ内容を次の①市ホーム
ページ、②緊急速報メール、③登録制メール「安心ネットワーク
１１９」、④ＬＩＮＥ⑤自動電話案内サービス、⑥登録制ＦＡ
Ｘ、⑦防災ラジオ（令和２年度導入。有償提供）でも広報してい
るところです。
　なお、防災ラジオにつきましては、令和３年度も、募集を行う
こととしており、市民のひろば５月号で市内の全世帯にご案内し
ました。

Ｅ

452 2

町内会の少子高齢化は年々進んでいる。活力ある町内会ができるようコミュ
ニティ施設の建設をお願いしたい。

　ご意見として承ります。
　なお、各団体におかれましては活動内容によって近隣の施設を
活用し、対応されているところであり、利用頻度を踏まえた必要
性や財政的な課題などから、既存施設の有効活用による対応を考
えております。

Ｅ

－187－



－188－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

453 2

「多様なつながり」をうたうのであれば、幼い子供から高齢者までがつどい、
交流することを可能にする一定程度の規模をもち、多機能である施設を建設
していただきたい。

　ご意見として承ります。
　なお、各団体におかれましては活動内容によって近隣の施設を
活用し、対応されているところであり、利用頻度を踏まえた必要
性や財政的な課題などから、既存施設の有効活用による対応を考
えております。

Ｅ

454 2

広い地域に対する防災のアナウンスがとても聞きずらい。いざというときに役
に立たないのではないか。戸別の受信機があるとよい。（郡山町にはあったよ
うだが、、、、）

　ご意見のあった「防災行政無線」については、市域内に250箇所
設置しておりますが、雨や風向きなどの気象状況によって聞こえ
づらい場合がありますので、放送と同じ内容を次の①市ホーム
ページ、②緊急速報メール、③登録制メール「安心ネットワーク
１１９」、④ＬＩＮＥ⑤自動電話案内サービス、⑥登録制ＦＡ
Ｘ、⑦防災ラジオ（令和２年度導入。有償提供）でも広報してい
るところです。
　なお、防災ラジオにつきましては、防災行政無線戸別受信機の
貸与対象世帯及び事業所等（吉田・桜島・喜入・松元・郡山支所
管内及び磯・竜ヶ水地区）以外を対象に、令和３年度も、募集を
行うこととしており、市民のひろば５月号で市内の全世帯にご案
内しました。

Ｅ

455 2

　高齢者等の避難誘導計画策定の為の研修会実施 　ご意見については、本市では、自主防災組織の防災活動に対す
る助成や、地域安心安全推進指導員等による指導も行っており、
避難誘導等の計画策定や訓練実施等にあたっては、地域安心安全
推進指導員等が支援を行うこともできますので、お申し出頂きた
いと考えております。

Ｅ

456 2

　ウォーキングコースに活用する（八幡川の上流） 　ご意見のあった「八幡川上流のウォーキングコース」について
は、当該地域には、観光農業公園内にグリーンファーム自然遊歩
道を設置していることから、現在のところ追加指定する予定はあ
りませんが、ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組
みます。

Ｅ

457 2
　喜入地域は郡部で市内との地域差が見られる。将来の素案対策としては、
　敬老パスをJRにも使用できるようにして欲しい。

　ご意見として承ります。
Ｅ

458 2

総合計画は各分野の専門の委員により検討され素案ができていますが、地
震や自然災害等に対する情報伝達や避難、避難所運営に関する自主防災組
との体制づくりが重要と思います。

　ご意見については、本市では、自主防災組織の防災活動に対す
る助成や、地域安心安全推進指導員等による指導も行っており、
今後も引続き自主防災組織の支援に取り組んでまいります。

Ｅ

－188－
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

459 2

自治公民館長としては、松元支所はありがたい存在。常に親身に相談に対
応していただいていることに感謝申し上げます。今後、支所機能が強化され、
計画実行の重要な拠点になるといいなあと感じました。

　ご意見として承ります。

Ｅ

460 2

　原子力訓練は、３０ｋｍ圏内だけでなく、郡山地域に広げてほしい。 　ご意見のあった「原子力防災訓練」については、国・県の考え
方に基づき、事故が拡大する可能性を踏まえ、屋内退避や避難等
を準備する区域である、ＵＰＺ内の住民を対象として実施してい
るところでございます。
　なお、ＵＰＺ外の郡山地域にお住まいで、訓練に参加を希望さ
れる方におかれましては、訓練にご参加いただけます。市民のひ
ろばにて訓練の実施をご案内いたしますので、ご連絡いただきま
すようお願いいたします。

Ｅ

461 2

川内原発の説明会を３０ｋｍ圏内の市民だけでなく、郡山全域の市民にも説
明会を開催してほしい。

　ご意見のあった「住民説明会」については国・県の考え方に基
づき、事故が拡大する可能性を踏まえ、屋内退避や避難等を準備
する区域である、ＵＰＺ内の９自治会の住民を対象として実施す
る原子力防災訓練等についての説明をしており、原子力防災に関
する説明等を希望される方は、９自治会で開催される説明会にご
参加いただきたいと考えております。

Ｅ

462 2
　コミュニティセンターの建設
　寺山など資源を生かした拠点づくり

　ご意見として承ります。
Ｅ

463 2

　吉野にコンサートホール、カラオケ、ライブハウスなどを作ってほしい。
吉野に複合施設を作ってほしい。（この中にカラオケ、ショッピングモール、

ホールなど）

　ご意見については、本市の財政事情や既存施設の配置状況、公
共施設等総合管理計画なども十分に踏まえる中で、慎重に検討し
てまいりたいと考えております。

Ｅ

464 2

吉野から下田、緑ヶ丘、伊敷（西伊敷等も）へ通じるバス路線を作っていただ
きたい。

　ご意見のあった、路線バスの運行ルート等については、交通事
業者により設定されているため、個別の路線の要望に関しまして
は、交通事業者にも共有させていただきたいと考えております。

Ｅ

465 2

　寺山遊歩道の整備及び管理
　遊歩道周辺にトイレほしい

　「寺山自然遊歩道」については、一部が、炭窯跡周辺の土砂崩
れにより、現在通行できませんが、快適にご利用いただけるよう
引き続き適切に管理してまいります。
　なお、「トイレ」については近接の公園等にございますので、
そちらをご利用ください。
　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

－189－
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

466 2

　寺山ふれあい公園周辺に複合施設がほしい 　ご意見については、本市の財政事情や既存施設の配置状況、公
共施設等総合管理計画なども十分に踏まえる中で、慎重に検討し
てまいりたいと考えております。

Ｅ

467 2

吉野は毎年人口が増加しています。治安が悪くなる前に吉野に警察署を考
えて頂きたい。（鹿児島北警察署）

　地域の防犯対策については、市民の防犯活動への参加や町内会
等の防犯灯設置など防犯対策に対する積極的な支援を行い、犯罪
の未然防止に努めてきたところであり、今後も引き続き、地域や
県警などの関係機関と連携、協働し、明るく住みよいまちづくり
を進めてまいります。
　なお、ご意見については鹿児島県警にお伝えいたします。

Ｅ

468 2
　吉野地域は人口増加で大変な地域が多い。
　支所機能を十分にするため新しい支所をつくる。

　ご意見として承ります。
Ｅ

469 2

吉野地区（市街）と緑ヶ丘、岡之原地区への交通アクセスがない。検討を頂
きたい。

　ご意見のあった、路線バスの運行ルート等については、交通事
業者により設定されているため、個別の路線の要望に関しまして
は、交通事業者にも共有させていただきたいと考えております。

Ｅ

470 2

岡之原、緑ヶ丘は行政区域なのに特に高齢者は交通ルートが確保されてい
ない。ご検討を。

　ご意見のあった、路線バスの運行ルート等については、交通事
業者により設定されているため、個別の路線の要望に関しまして
は、交通事業者にも共有させていただきたいと考えております。

Ｅ

471 2

　区画整理は小学校周辺等部分的に重要な所を先に実施できないか。 　ご意見のあった「土地区画整理事業」については、密集住宅地
の解消や道路及び公園等の公共施設の整備改善を図ることを目的
に、施行区域等について総合的に判断しながら取り組んでいると
ころです。
　なお、田上小学校周辺においては、土地区画整理事業の検討を
進めるための調査を実施することとしております。

Ｅ

472 2

町内会離れが進む中、未加入者との不公平な感覚が生じているような気が
する。対策が必要と感じる。

　町内会への加入促進については、町内会の加入促進活動に対す
る補助や転入者及び市営住宅入居者への働きかけなど、関係部局
と連携した取組に加え、県宅建協会等との協定締結に基づき、所
属会員に加入案内リーフレット等を配布していただくなど、各面
から取り組んでいるところです。

Ｅ

473 2

　（吉野地域・緑ヶ丘町）行政区画の再構築を。 　ご意見として承ります。
　なお、本市における支所の所管区域につきましては、市町村合
併時の行政区画や地域住民の利便性を考慮し、設定しているとこ
ろです。

Ｅ
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

474 2

鹿児島市中央部（本港区）に大型の都市型緑地公園を造ってください。6つ
の基本目標をすべてクリアすることと思います。鹿児島県との交渉が必要とな
りますが、鹿児島市は県都です。自信を持って進めてください。ここは世界一
の公園になれる場所です。

　ご意見のあった「ドルフィンポート跡地」については、県にお
いて、コンベンション機能や展示機能を備える施設の整備につい
て検討を行うこととしております。
　同跡地を含む本港区エリアについては、桜島や錦江湾が眺めら
れるよう配慮いただきたいと考えております。
　また同エリアは、本市のまちづくりにとって大変重要な地域で
あることから、今後の施設整備などの検討にあたっては、市民・
県民の理解が得られることが重要と考えております。

Ｅ

475 2

　町内会未加入者への啓発活動 　本市では毎年８月を「町内会加入促進月間」として市の広報紙
や市政広報番組を通して、町内会をはじめとする地域コミュニ
ティの取組等を紹介しており、引き続き、市民のコミュニティ意
識の醸成を図るための意識啓発に取り組んでまいりたいと考えて
おります。

Ｅ

476 2

市街化調整区域の改正。農地法による田畑の荒廃化が進む。自分の土地
でありながら何もできない。

　市街化区域と市街化調整区域に区分する線引き制度について
は、コンパクトなまちづくりを進めていく上で、一定の効果が
あったと評価しており、今後、調査・検討を進めてまいります。

Ｅ

477 3

若者が鹿児島を出たら帰って来ないのは、鹿児島では仕事もなく、魅力がな
いのではないか。空き家だけでなく、空き墓地までも増えることは将来も期待
できない。

　ご意見については、現在、新たな産業やサービス等の創出支援
や新規創業者等の育成支援のほか、クリエイティブ産業の振興や
重点産業の企業立地等に取り組むとともに、産学官で連携して若
者の地元定着に資する取組の検討や、地元企業等が一堂に会し
て、企業等の魅力を若い世代へ発信するイベントの実施などに取
り組んでいるところです。
　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」の文中、「多様で柔軟な
働き方を促進し」を「雇用を創出し、若者の地元就労促進など担
い手の確保に取り組むほか、多様で柔軟な働き方を促進し」に修
正します。

Ａ

478 3

　少子化社会をどうするかを第一に考えたい。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「結婚、妊娠・
出産、子育ての切れ目のない支援を充実する」こととしておりま
す。

Ｂ

－191－
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

479 3

　高齢者の組織を見直し、自分たちで考えて活動する。   高齢者の組織については、「３　基本構想」─「（２）基本目
標　自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で、「共に
助け合い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進め
ます」としており、また、現在、お達者クラブや老人クラブの事
業に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

480 3

地域が行政と一体となって取り組めるには？本日のような会を広げてもらい
たい。

　本市においては、市民や市民活動団体等との協働を推進するた
め、これまでも、市民が市政に対して、自分の意見や提言などを
自由に述べる機会を設けるなど、市政への参画を推進しており、
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

481 3

商業施設が少ないけれど、少子高齢化がだんだん進んできている。何か若
い人が集まってくれるような仕事があれば少し解決に向かうのでは。

　「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う
活力あるまち」で、「地域産業の活力の創出を進める」としてお
り、また、現在、新たな産業やサービス等の創出支援や新規創業
者等の育成支援のほか、クリエイティブ産業の振興や重点産業の
企業立地等に取り組んでいるところです。ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

482 3

学校の児童生徒も年々減少しており、教育委員会からは「学校統廃合」の話
も出始めている。１６ある集落でも人口減、高齢化で「限界集落」を過ぎた集落
も多くなってきた。１０年後には３～４つの集落が壊滅の危機にさらされてい
る。

　学校の規模適正化・適正配置については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるま
ち」で、「子どもたちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑
戦できるよう、学校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな
学力、豊かな心、健やかな体を育む教育を進めます」としてお
り、また、現在、よりよい教育環境づくりの推進に取り組んでい
るところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の
検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

483 3

まちづくりの推進・観光資源・地域資源・地域の活性化・定住促進・人口減
少・中央と旧５町の格差。

　総合計画は、都市像や基本目標を示す「基本構想」、基本目標
を踏まえた施策の基本的方向や施策の体系を示す「基本計画」、
施策を実現するため実施する事業を示す「実施計画」の３層で構
成されており、個別分野の現状と課題や、それらに対する具体的
な施策・事業については、基本計画・実施計画でお示しすること
としております。
　なお、総合計画の策定にあたり、基本構想（案）と合わせて公
表する前期基本計画（素案）の中の地域別計画により、地域ごと
の現状と課題を踏まえた各地域の基本的な考え方を示すこととし
ており、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討に
あたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

484 3

　町内会長としては、町内会員の安心安全な町内にすることが重要です。
そのため、防災の観点から我が町内ある彦四郎川も旧設計基準を基に設置

されており、また、流域面積も拡大しており、近年の地球温暖化に伴う気象変
動では断面積不足が明らかである。（令和２年３月２１日、市河川港湾課の回
答により、当時の設計基準の設定は６６．３ｍｍとの事で流域面積は１９４．３
haとの事）
　近年の最大雨量は、１００以上が度々でるのが普通である。

  公共下水道事業計画区域内について、雨水管理方針策定に取り
組むこととしております。
　ご意見のあったことにつきましては、計画策定にあたっての参
考とさせていただきます。

Ｄ

485 3

基本構想を意見交換会場で渡されて意見を述べられるか考えて欲しい。事
前に出席者は判っている筈だから、前もって郵送なりで周知する必要はない
のかと思います。

　第六次総合計画基本構想（素案）の概要を掲載したチラシにつ
きましては、市内全世帯に配布する「市民のひろば」と同時に配
布させていただいておりますが、基本構想（案）・前期基本計画
（素案）の公表に合わせて、再度、市内１４地域・地区で地域別
意見交換会を開催する際は、ご意見の趣旨を踏まえ、その案内方
法等について工夫してまいりたいと考えております。

Ｅ

486 3

鹿児島は自然災害リスクが他県に比べてかなり高い。その割にはその対策
がおそまつに感じる。

　ご意見については、これまでも本市は、災害に強いまちづくり
を推進してきておりますが、引き続き、本市の防災力を更に高め
ていくために、ハード・ソフト両面から各種対策に力を注いでま
いりたいと考えております。

Ｅ

487 3
　新市長に期待。時代は40～60代。シガラミのない市政の改革を期待します。 　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

488 3
縦割りになりがちな地域コミュニティーに横串となる行政サービス。行政組

織・予算・施策の横断化へ取り組むべき？ワンストップで市民とつながる鹿児
島市。

　ご意見の内容も踏まえながら、総合計画の策定・推進に取り組
みます。 Ｅ

－193－
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

489 3

　県と市の行政はうまく行っているのか。 　県・市が連携して取り組むべき事業につきましては、郷土かご
しまの発展という共通の目的に向け、引き続き、協議・連携を密
にしながら、まちづくりを進めていくこととしております。

Ｅ

490 3

市・県の垣根を超えて、考えなくてはならないことが多くあるのだと感じまし
た。（災害時の対応、学校（県立・市立）の活用、道路状況・・・・）

　県・市が連携して取り組むべき事業につきましては、郷土かご
しまの発展という共通の目的に向け、引き続き、協議・連携を密
にしながら、まちづくりを進めていくこととしております。

Ｅ

491 3
　役員の勧誘をするが、全く同調してくれず。 　ご意見として承ります。なお、役員等リーダー育成について

は、研修会の開催等支援してまいりたいと考えております。 Ｅ

492 3
鹿児島市はどんどん開けて行き、大きなビルも増えていってると思います。

工事中の所も多く、危ないなと感じるところもあります。
　ご意見のあった「工事現場の安全対策」については、建築基準
法等に規定されております。 Ｅ

493 3

　ドルフィンポートの跡地がどうなるのか気になってます。 　ドルフィンポート跡地については、土地所有者である県が、国
際会議などを開催できるコンベンション機能や展示機能を備える
施設の整備など、その方向性を検討することとしております。
本市としては、県と緊密に連携を図りながら、個性と魅力あるま
ちづくりの推進に取り組んでまいりたいと考えております。

Ｅ

494 3
市で推進する事業が、全員に理解し、利用できるのか、出来る人だけでな

く、できない人まで、ひろえるようなものにしてほしいと思います。
　ご意見の内容も踏まえながら、総合計画の策定・推進に取り組
みます。 Ｅ

495 3

　コロナ禍の後、誰がどう稼ぐか？稼げるかと検討することが必要。 　ご指摘の件については、特に重点的に取り組むべき施策として
位置づけている「重点プロジェクト」として「”地域の稼ぐ力”
向上プロジェクト（仮称）」に取り組むこととしております。

Ｅ

496 3

　都市型農業の意味を知りたいです。 　都市型農業とは、市街地と調和を保ちながら、農地の集約的・
効率的な利用を行い、地域の特性を生かした農畜産物を生産し、
市民に供給するとともに、防災や緑地保全などの農業の持つ公益
的機能の点から都市と農業の共存を図ろうとする農業のことで
す。

Ｅ

497 3

　女性の意見を聞きたい。 　総合計画の策定にあたっては、女性を含め、幅広く市民の方々
のご意見をお聞きしながら検討を進めることとしており、鹿児島
市総合計画審議会委員へも女性登用を行っているところです。 Ｅ

－194－



－195－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

498 3

地域別計画（中央地域）が参考資料としてあったが、町内会と無関係ではな
いが、町内会の課題（悩み）からはほど遠く、今回の出席は人選が違ってたの
かな？と感じた。

　地域別意見交換会につきましては、その地域の特性や課題に精
通した地域団体として、地域コミュニティ協議会、町内会、通り
会、その他団体等に案内させていただいております。
　それぞれの団体で精通している分野が異なるため、それぞれの
お立場で、その地域の特性や課題、活用できる資源等を踏まえ、
まちづくりの基本的方向についてご意見をいただきたいと考えて
おります。

Ｅ

499 3
　若い市長の誕生、職員からも色々なアイデア等出して検討していく。 　ご意見の内容も踏まえながら、総合計画の策定・推進に取り組

みます。 Ｅ

500 3

今後の将来的な都市計画構想（マスタープラン）を知りたい。特に道路計画、
公園計画etc、50年先を見た計画を考えてほしい。

　本市においては、総合計画の都市計画に係る部門の実現化計画
として、都市計画法に基づき、長期的な視点から都市計画の基本
的方向を定めた「かごしま都市マスタープラン」を策定してお
り、現行のプランが策定当初の目標年次を迎えることから、「第
二次かごしま都市マスタープラン」を令和３年度末に策定するこ
ととしております。

Ｅ

501 3
これからのそれぞれの部署で協力要請をしてもらっていますが更なる進展を

お願いします。
　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

－195－



－196－

第六次鹿児島市総合計画 基本構想（素案）に関する意見の検討結果一覧表【５ 若者会議】

１　基本構想（素案）に関する意見 対　応　区　分

(1) 総合計画策定の趣旨（計画の位置づけ、策定にあたっての視点など） Ａ 意見の趣旨等を反映し、基本構想（案）に盛り込むもの

(2) 総合計画策定の前提（時代の潮流、本市の特性、将来推計） Ｂ 意見の趣旨等は、基本構想（素案）に盛り込み済みのもの

(3) 基本構想（都市像、基本目標） Ｃ 基本構想（案）に盛り込まないもの

(4) その他全般 Ｄ 基本計画・実施計画の検討にあたり参考にするもの（具体的な施策・事業等）

２　具体的な施策・事業に関する意見 Ｅ その他要望・意見等

３　その他の意見

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

1 1 (1)
第六次総合計画にSDGｓの視点を取り入れているという点はとても良いこと

だと思います。
　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

2 1 (2)
　価値観の変化・多様化に着目した政策は非常に良いと思った。 　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま

す。 Ｂ

3 1 (3)

　環境に配慮した生活スタイルをどう目指すのか、疑問点がありました。 　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
自然と都市が調和した　うるおいのあるまち」の文中、「環境に
配慮した生活スタイルへの転換」を「省エネなどの環境に配慮し
た生活スタイルへの転換」に修正します。

Ａ

4 1 (3)

自然が身近にある鹿児島市を今も魅力的に感じているので、この先10年後
も今以上に緑あふれるまちであってほしいです。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
然と都市が調和した　うるおいのあるまち」で、「生物多様性の
保全・活用や、緑あふれる美しいまちづくりに取り組み、人と自
然が共生し、うるおいと安らぎを感じられる環境を整える」とし
ております。
　なお、平成２６年３月に策定した鹿児島市生物多様性地域戦略
において、自然環境の保全に関する取組を行っており、令和３年
度に策定する次期生物多様性地域戦略においても、引き続き自然
環境の保全とその恵みの持続可能な活用に取り組んでまいりま
す。

Ｂ

項　目

－196－



－197－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

5 1 (3)

　自然と都市が調和したまちづくりも重要になっていくと思った。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
然と都市が調和した　うるおいのあるまち」で、「生物多様性の
保全・活用や、緑あふれる美しいまちづくりに取り組み、人と自
然が共生し、うるおいと安らぎを感じられる環境を整える」とし
ております。
　なお、平成２６年３月に策定した鹿児島市生物多様性地域戦略
において、自然環境の保全に関する取組を行っており、令和３年
度に策定する次期生物多様性地域戦略においても、引き続き自然
環境の保全とその恵みの持続可能な活用に取り組んでまいりま
す。

Ｂ

6 1 (3)

基本構想の“信頼とやさしさのある共創のまち（信頼・共創・政策）”が特に大
切な施策だなと思いました。都市や地域で市民との交流を深めたり、今はコロ
ナ禍で難しいですが、国際交流をしたりして、知り合いを増やしたり、色々な人
が関わることができることがこれからのまちづくりに対して役立つと思います。

地域社会を形成することで、人権尊重や多文化共生、平和意識を高めること
ができるので、一人一人が優しさを持つには、交流できる場を設けることはこ
れからも必要なことです。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。

Ｂ

7 1 (3)
　都市像については目指したいまちが分かりやすくてよかった。 　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま

す。 Ｂ

8 1 (3)

今回参加して、総合計画基本構想というと難しく感じてしまうけれど、「よりよ
いまちにするために」という視点でかんがえると様々な考えが浮かぶなと思い
ました。

漠然としていて、曖昧ですが、市民が互いに尊重しあって生活できる、自分
の今の幸福感と鹿児島に移住しているということがリンクするようなまちになっ
たら素敵だなと思います。

人がいないとまちは成り立たないですし、いいまちへ導くのも人の力だと思う
ので、まずは人を大切にできる、人が集まるまちになってほしいと思いました。

　「３　基本構想」－「（１）都市像」で、将来のまちのあるべ
き姿として、「市民一人ひとりが互いに尊重しあい、個性と能力
を発揮しつつ、市民、事業者、鹿児島への思いを寄せてくださる
多くの人々、関わりのある団体など、さまざまな交流を通じ、相
互のつながりを深めることにより、新たな価値や多彩な魅力を生
み出し、人もまちも躍動する鹿児島市の創造」を目指すこととし
ており、ご意見の内容も踏まえながら、総合計画の策定・推進に
取り組んでまいります。

Ｂ

9 1 (3)

　外国の人たちの住みよいまち 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「国籍などに関係なく、
一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮できる地域社会
を築きます」としております。

Ｂ

－197－



－198－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

10 1 (3)

鹿児島の自然を守りつつ、どのようにして都市化を進めていくのかが課題と
なっていくのではないかと感じた。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
然と都市が調和した　うるおいのあるまち」で、「生物多様性の
保全・活用や、緑あふれる美しいまちづくりに取り組み、人と自
然が共生し、うるおいと安らぎを感じられる環境を整える」とし
ております。
　なお、平成２６年３月に策定した鹿児島市生物多様性地域戦略
において、自然環境の保全に関する取組を行っており、令和３年
度に策定する次期生物多様性地域戦略においても、引き続き自然
環境の保全とその恵みの持続可能な活用に取り組んでまいりま
す。

Ｂ

11 1 (3)
人口減少の中、コンパクトな街を目指すというのも時代の流れに沿っていて

良いと感じた。
　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

12 1 (3)
大きな市だからこそ、一人ひとりの人権が尊重され、個性を発揮できるような

都市づくりの計画についても楽しみです。
　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

13 1 (3)

全体を通して、多様な角度・視点から考えられていて、鹿児島市民として、と
てもありがたいことだと感じました。特に“信頼とやさしさのある 共創のまち”
という言葉が印象的で、これが実現すれば、誰もが幸せで誇りと愛着を持って
暮らしていけると思います。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。

Ｂ

14 1 (3)

かなり抽象的ではありますが、基本構想の「信頼とやさしさのある 共創のま
ち」に描かれているように年齢、国籍を問わず、交流できる市になってほしいで
す。
　10年後も生活したいと思えるまちになってほしいです。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。

Ｂ

15 1 (3)

大学の講義を通しても、本日のような「まちづくり」や「地方創生」について考
える機会が多々あるが、本日の若者会議でもひしひしと感じたことだが、大学
を中心とした座学により、十分に理解していると勘違いをしていることが多い。
大切なのは、「参加」すること「つながる」ことである、

実際の見聞から理想と現実のギャップをしっかりと捉えることだと思う。そこ
で私は「参加し、つながる」ことを大きく打ち出した基本構想であれば良いと願
う。

　「３　基本構想」－「（１）都市像」で、将来のまちのあるべ
き姿として、「市民一人ひとりが互いに尊重しあい、個性と能力
を発揮しつつ、市民、事業者、鹿児島への思いを寄せてくださる
多くの人々、関わりのある団体など、さまざまな交流を通じ、相
互のつながりを深めることにより、新たな価値や多彩な魅力を生
み出し、人もまちも躍動する鹿児島市の創造」を目指すこととし
ており、ご意見の内容も踏まえながら、総合計画の策定・推進に
取り組んでまいります。

Ｂ

－198－



－199－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

16 1 (3)

子ども・文教政策の欄にある「学校・家庭・地域が連携・協働しながら、確か
な学力、豊かな心、健やかな体を育む教育を進めます」という目標が特に良い
なと感じました。

学校教育の問題は、学校内のみで解決できるわけではないというのを大学
の講義で習ったため、学校と地域が協力するまちを目指すという考え方がとて
も印象に残り、ぜひ推進していただきたいと思いました。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。

Ｂ

17 1 (3)

「広域交通ネットワークの形成」は、とてもいいなと思いました。市内から地方
へ繋いで行けるネットワークが活性化していけばいいなと思います。若いうち
に（車がなくても）色々な場所に触れることができる環境ができていけばなと思
いました。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。

Ｂ

18 1 (3)
鹿児島市のポテンシャルの高さを改めて認識しました。国内外の都市との連

携や多様性を受け入れること、交通環境を整えることは共感しました。
　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

19 1 (3)

コンパクトな街を目指すと同時に、地方（？）の過疎化がすすみ、そこに変わ
らず住みつづけたい人、住みつづけなければいけない人の生活に支障が出な
いか心配です。

　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「機能性の高い都市空間
を形成します」としており、また、現在、きめ細かで質の高い土
地利用の推進として、総合的・計画的な土地利用の推進に取り組
んでいるところです。

Ｂ

20 1 (3)

６つの政策がありますが、その中でも特にこれに力を入れるというものはあ
るのか気になりました。

　ご意見については、特に先導的かつ重点的に取り組むことを通
して、基本目標の達成ひいては都市像の実現を一層推進していく
役割を担うものとして、３つの重点プロジェクトを位置づけてお
ります。

Ｂ

21 1 (3)
少子高齢化対策として介護サービスの充実と妊娠・出産・子育てにおける切

れ目のない支援の充実は特に重要だと感じました。
　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

22 1 (3)

信頼・共創・・・シビックプライドという言葉は聞き慣れないけど、基調講演で
「鹿児島はpride」という言葉で納得できました。市民ひとりひとりが「自分が好
きな鹿児島のコト・モノ」を自覚し、アウトプットできる力が必要だと思いました。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。

Ｂ

－199－



－200－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

23 1 (3)

改善点として私が感じたのは「コンパクトなまちづくりの実現」について、コン
パクトシティ化が今後鹿児島で為されていく中で、過疎地や住民の少ない地域
の暮らしについてよりフォーカスを当てるべきと感じました。

行政をしていく上で県民全体が等しく住みやすい鹿児島づくりにつながれば
と思います。

　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「コンパクトなまちの実
現を目指し、機能性の高い都市空間を形成します」としており、
今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていた
だきます。
　なお、本市においては、集落核等の地域の核となる地区に、店
舗等の生活利便施設を集約し、高齢者をはじめ多くの人が、公共
交通機関等により日常生活が可能となる徒歩生活圏が形成される
よう「鹿児島市集約型都市構造に向けた土地利用ガイドプラン」
を策定し、その推進に取り組んでおります。

Ｄ

24 1 (3)

いい点としては、人権や価値観の尊重です。ここ近年で、様々な立場
（LGBTQや障害など）の人がいらっしゃると耳にします。みんなが心から楽しい
と思える暮しにしたいです。そのためにも、ぜひ当事者の方々に話を聞いたう
えで、より具体的な策を出していただきたいです。

　様々な立場の方の人権や価値観の尊重については、「３　基本
構想」－「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のま
ち」で、「性別や年齢、国籍などに関係なく、一人ひとりの人権
が尊重され、個性と能力を発揮できる地域社会を築きます」とし
ており、また、現在、多様な人権問題の啓発に取り組んでいると
ころです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討
にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

25 1 (3)

私自身、子育てや教育者について、関心があるのですが、これらの項目の
中に親（保護者）に対しての事項もあるといいなと思いました。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたちが
夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・家
庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健やか
な体を育む教育を進めます」としており、今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

26 1 (3)

“魅力にあふれ人が集う 活力あるまち”という目標はとてもいいなと思った
のですが、鹿児島は特に、クリエーターの質が高く、表現力のあるまちである
と感じているので、誰もがアートや音楽も楽しめるまちになってほしいなと思い
ます。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「文化芸術や歴
史に親しむことのできる市民文化を創造します」としており、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

27 1 (3)

　生涯にわたって学び続ける環境をどう整えるのか、疑問点がありました。 　ご意見のあった「生涯学習」については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるま
ち」で、「誰もが、生涯にわたって学び続けることができる環境
を整える」としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－200－



－201－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

28 1 (3)

快適なまちを目指すにあたり、すでにあるインフラを有効に活用して整備を
行なっていくという点を具体的に知りたい。

　道路や上下水道などを含めた都市基盤施設については、既存イ
ンフラの長寿命化による有効活用を図ることを基本としながら、
必要に応じて更新や新設を行っているところです。

Ｅ

29 1 (3)

本市においても子ども食堂が次々と実施されていることと思う。未だその定
義はあいまいで、また食品管理についても至らない点や運営者自身の不安に
思うところがあるのではないだろうか。

私は子ども食堂の意義が、「自分らしく健やかに暮らせる 安心安全なまち」
の部分と共通するところが大きいと思う。鹿児島市が10年後も地域住民の交
流の場として機能するような子ども食堂像を打ち出し、その運営管理の指導、
更には福祉的教育的作用への可能性を打ち出し、基本構想にもりこんではど
うかということを提案させていただく。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

30 1 (3)

シビックプライドのことも考慮し、住民の鹿児島に対するイメージ・愛着形成
のストーリーを改めてお聞きしたいです。

　ご質問については、本市の持つ多彩な地域資源を知り、魅力を
磨き、自ら情報発信を行うなどのワークショップ等を通して、ま
ちに対する愛着や誇りを高める取り組みを行っているところで
す。

Ｅ

31 1 (4)

　シビックプライドなど市民の方々には分かりにくい言葉もあった。 　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「共通のビジョンとなるよう、市民の視点
に立った分かりやすい計画とします」としており、ご意見の趣旨
を踏まえ、シビックプライドなど、分かりにくいと考えられる言
葉がないか、改めて精査したうえで、必要に応じて注釈を記載す
るなど、市民にとって分かりやすい計画となるようにしてまいり
たいと考えております。

Ａ

32 1 (4)

「シビックプライド」という言葉の意味が分からなかったという人が多かったで
す。どんな人でもわかりやすいような言葉のほうが、より伝わるのではないか
と思いました。

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「共通のビジョンとなるよう、市民の視点
に立った分かりやすい計画とします」としており、ご意見の趣旨
を踏まえ、シビックプライドなど、分かりにくいと考えられる言
葉がないか、改めて精査したうえで、必要に応じて注釈を記載す
るなど、市民にとって分かりやすい計画となるようにしてまいり
たいと考えております。

Ａ

－201－



－202－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

33 1 (4)

この構想は、鹿児島市民に向けて発信するものだと思います。誰が読んでも
わかるような文章で書く、または違ったメディアで発信しないともったいないと
思いました。市民が身近で想像しやすい総合計画になればと思います。

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「共通のビジョンとなるよう、市民の視点
に立った分かりやすい計画とします」としており、ご意見の趣旨
を踏まえ、シビックプライドなど、分かりにくいと考えられる言
葉がないか、改めて精査したうえで、必要に応じて注釈を記載す
るなど、市民にとって分かりやすい計画となるようにしてまいり
たいと考えております。

Ａ

34 1 (4)

[自然・環境政策］にあるゼロカーボンシティはどのようなものなのか、どうい
う効果があるのかが分かりませんでした。

　「ゼロカーボンシティ」とは、２０５０年までにＣＯ２排出量を

実質ゼロにすることを目指す自治体のことを指します。ご意見の
趣旨を踏まえ、「ゼロカーボンシティ」については注釈を記載い
たします。
　なお、国においても、「ゼロカーボン」という言葉が使われて
おり、本市では、「ゼロカーボンシティかごしま」をご理解いた
だくため、親しみやすいロゴマーク、市電広告、３分見ていただ
くことで「ゼロカーボン」のことがわかる動画や「ゼロカーボ
ン」の基本的なことが分かる「地球と環境のポケットガイド」を
作成し普及啓発に努めているところです。

Ａ

35 1 (4)

私にはカタカナの語が難しく意味がわからなかったので、一目でわかるよう
な分かりやすい言葉が増えてほしいです。

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「共通のビジョンとなるよう、市民の視点
に立った分かりやすい計画とします」としており、ご意見の趣旨
を踏まえ、カタカナ語など、分かりにくいと考えられる言葉がな
いか、改めて精査したうえで、必要に応じて注釈を記載するな
ど、市民にとって分かりやすい計画となるようにしてまいりたい
と考えております。

Ａ

36 1 (4)

カタカナが多く、一見しただけだとどういう意味なのかが理解できないと思う
ところがあった（シビックプライド、セーフコミュニティ、ウォーターフロント）。

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「共通のビジョンとなるよう、市民の視点
に立った分かりやすい計画とします」としており、ご意見の趣旨
を踏まえ、シビックプライドなど、分かりにくいと考えられる言
葉がないか、改めて精査したうえで、必要に応じて注釈を記載す
るなど、市民にとって分かりやすい計画となるようにしてまいり
たいと考えております。

Ａ

－202－



－203－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

37 1 (4)

様々な人に対してわかりやすく伝わるような言葉を選び、中身の充実した総
合計画が作成されることを心から願っています。

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「共通のビジョンとなるよう、市民の視点
に立った分かりやすい計画とします」としており、ご意見の趣旨
を踏まえ、分かりにくいと考えられる言葉がないか、改めて精査
したうえで、必要に応じて注釈を記載するなど、市民にとって分
かりやすい計画となるようにしてまいりたいと考えております。

Ａ

38 1 (4)

鹿児島のいいところをどんどん強めていくことができるような興味深い話し合
いが出来たと思います。素案については、特に感じたのは言葉選びの重要さ
です。

鹿児島をつくるのは「人」と考えると、この総合計画を鹿児島市民にもよく読
んでもらう必要があると思います。定義の分かりにくい横文字より、分かりやす
い言葉を使ってみるのはどうでしょうか。

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「共通のビジョンとなるよう、市民の視点
に立った分かりやすい計画とします」としており、ご意見の趣旨
を踏まえ、横文字など、分かりにくいと考えられる言葉がない
か、改めて精査したうえで、必要に応じて注釈を記載するなど、
市民にとって分かりやすい計画となるようにしてまいりたいと考
えております。

Ａ

39 1 (4)

「シビックプライド」「セーフコミュニティ」など、一見しただけでは意味がわから
ないワードが多いため、わかりやすく表現してほしい。

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「共通のビジョンとなるよう、市民の視点
に立った分かりやすい計画とします」としており、ご意見の趣旨
を踏まえ、シビックプライドなど、分かりにくいと考えられる言
葉がないか、改めて精査したうえで、必要に応じて注釈を記載す
るなど、市民にとって分かりやすい計画となるようにしてまいり
たいと考えております。

Ａ

－203－



－204－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

40 1 (4)

　次世代の鹿児島を生きる小中学生にも簡単に計画を説明するべき。
「コンパクトなまち」「ウォーターフロント」など、難しい専門用語があると分か

らない人も多いと思う。

　ご意見のあった「専門用語」については、「１　総合計画策定
の趣旨」－「（５）策定にあたっての視点」－「視点④」で、
「共通のビジョンとなるよう、市民の視点に立った分かりやすい
計画とします」としており、ご意見の趣旨を踏まえ、分かりにく
いと考えられる言葉がないか、改めて精査したうえで、必要に応
じて注釈を記載するなど、市民にとって分かりやすい計画となる
ようにしてまいりたいと考えております。
　また、総合計画の策定においては、若い世代や学生（高校生以
上）を対象とした若者会議を開催しているところで、小中学生は
対象としておりませんが、環境やＳＤＧｓなど、個々の分野にお
ける小中高生などへの周知・意識啓発は重要だと考えており、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。
　なお、「コンパクトなまち」については、本市においては、集
落核等の地域の核となる地区に、店舗等の生活利便施設を集約
し、高齢者をはじめ多くの人が、公共交通機関等により日常生活
が可能となる徒歩生活圏が形成されるよう「鹿児島市集約型都市
構造に向けた土地利用ガイドプラン」を策定し、その推進に取り
組んでいるところです。
　

Ａ

41 1 (4)

この素案を読む人が理解しやすい表現で書くことで、1人1人の理解が深まる
のではないかと考えた。（「コンパクトなまち」や「シビックプライド」など）

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「共通のビジョンとなるよう、市民の視点
に立った分かりやすい計画とします」としており、ご意見の趣旨
を踏まえ、シビックプライドなど、分かりにくいと考えられる言
葉がないか、改めて精査したうえで、必要に応じて注釈を記載す
るなど、市民にとって分かりやすい計画となるようにしてまいり
たいと考えております。
　なお、「コンパクトなまち」については、本市においては、集
落核等の地域の核となる地区に、店舗等の生活利便施設を集約
し、高齢者をはじめ多くの人が、公共交通機関等により日常生活
が可能となる徒歩生活圏が形成されるよう「鹿児島市集約型都市
構造に向けた土地利用ガイドプラン」を策定し、その推進に取り
組んでいるところです。

Ａ

－204－



－205－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

42 1 (4)

くわしくいろいろ書いていていいのですが、むずかしい言葉があったりして、
よくつたわらないところもあったので、もっとわかりやすいように※などで、意見
を書いてくれたらいいと思います。あと具体的になにをするのか、などがあれ
ばわかりやすいとおもいます。

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「共通のビジョンとなるよう、市民の視点
に立った分かりやすい計画とします」としており、ご意見の趣旨
を踏まえ、分かりにくいと考えられる言葉がないか、改めて精査
したうえで、必要に応じて注釈を記載するなど、市民にとって分
かりやすい計画となるようにしてまいりたいと考えております。
　なお、総合計画は、都市像や基本目標を示す「基本構想」、基
本目標を踏まえた施策の基本的方向や施策の体系を示す「基本計
画」、施策を実現するため実施する事業を示す「実施計画」の３
層で構成されており、具体的な施策・事業については、基本計
画・実施計画でお示しすることとしております。

Ａ

43 1 (4)

改善点としては、ICTやMICEといったアルファベットを用いた言葉、シビックプ
ライド等、聞きなじみのない言葉の言い換え、またはわかりやすい（イメージを
つかみやすい）補足の説明が有るとよいと思う。

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「共通のビジョンとなるよう、市民の視点
に立った分かりやすい計画とします」としており、ご意見の趣旨
を踏まえ、アルファベットを用いた言葉や、シビックプライドな
ど、分かりにくいと考えられる言葉がないか、改めて精査したう
えで、必要に応じて注釈を記載するなど、市民にとって分かりや
すい計画となるようにしてまいりたいと考えております。

Ａ

44 1 (4)

シビックプライドやブランディング等、一目見ただけでは分かりづらい言葉が
いくつか見られたので、市の構想であるならば高齢者から子どもまで誰が見て
も一目で内容を理解できるような、もっとわかりやすい言葉で表現してほしい
なと思いました。

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「共通のビジョンとなるよう、市民の視点
に立った分かりやすい計画とします」としており、ご意見の趣旨
を踏まえ、シビックプライドなど、分かりにくいと考えられる言
葉がないか、改めて精査したうえで、必要に応じて注釈を記載す
るなど、市民にとって分かりやすい計画となるようにしてまいり
たいと考えております。

Ａ

45 1 (4)

午後の意見交換の中では、リーフレットの文章・言葉の分かりにくさが多く挙
げられた。老若男女が理解できると、鹿児島市の目標に足並みをそろえられ
ると思う。

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「共通のビジョンとなるよう、市民の視点
に立った分かりやすい計画とします」としており、ご意見の趣旨
を踏まえ、分かりにくいと考えられる文章・言葉がないか、改め
て精査したうえで、必要に応じて注釈を記載するなど、市民に
とって分かりやすい計画となるようにしてまいりたいと考えてお
ります。

Ａ

－205－



－206－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

46 1 (4)

ほとんどの計画は基本構想をしっかり踏まえて書かれており、鹿児島市が行
おうと考えている計画・政策がよく分かりました。

しかし、所々、言葉が難しく、理解しづらい点がありました。例えば、「都市ブ
ランディング」や「シビックプライド」といった言葉は、専門性が高く、理解するの
に時間がかかりました。皆が分かるような言葉選びをしたほうが良いのではな
いかと思いました。全体的には細かく書かれており、計画に対する熱心さがと
ても感じられました。

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「共通のビジョンとなるよう、市民の視点
に立った分かりやすい計画とします」としており、ご意見の趣旨
を踏まえ、シビックプライドなど、分かりにくいと考えられる言
葉がないか、改めて精査したうえで、必要に応じて注釈を記載す
るなど、市民にとって分かりやすい計画となるようにしてまいり
たいと考えております。

Ａ

47 1 (4)

改善点としては、全体的に抽象的すぎたり、分からない言葉が使用されてい
ることです。この策を市民に広める・理解させるためには、皆が実際に行動し
やすいように分かりやすく提示していただきたいと思いました。そして、個人の
取り組みを促すのか、市で行うのかなども明確に示してもよいと思いました。

　総合計画は、都市像や基本目標を示す「基本構想」、基本目標
を踏まえた施策の基本的方向や施策の体系を示す「基本計画」、
施策を実現するため実施する事業を示す「実施計画」の３層で構
成されており、具体的な施策・事業については、基本計画・実施
計画でお示しすることとしております。
　また、基本計画・実施計画でお示しする具体的な施策・事業に
ついては、本市が実施するものを記載致しますが、基本計画にお
いては、市民・地域、事業者・団体の役割についても示していき
たいと考えており、ご意見については、今後、基本計画や実施計
画の検討にあたっての参考とさせていただきます。
　なお、「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたって
の視点」－「視点④」で、「共通のビジョンとなるよう、市民の
視点に立った分かりやすい計画とします」としており、ご意見の
趣旨を踏まえ、分かりにくいと考えられる言葉がないか、改めて
精査したうえで、必要に応じて注釈を記載するなど、市民にとっ
て分かりやすい計画となるようにしてまいりたいと考えておりま
す。

Ａ

48 1 (4)

第６次総合計画の学生委員を務めさせていただいたので基本計画には理
解・賛同していましたが、限られた文字数の中では伝えきれていない部分が
あったり、横文字か知られていない言葉があったりということが想定されてい
たけど、現実としてあったのがはがゆかったです。

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「共通のビジョンとなるよう、市民の視点
に立った分かりやすい計画とします」としており、ご意見の趣旨
を踏まえ、横文字など、分かりにくいと考えられる言葉がない
か、改めて精査したうえで、必要に応じて注釈を記載するなど、
市民にとって分かりやすい計画となるようにしてまいりたいと考
えております。

Ａ

49 1 (4)
第六次鹿児島市総合計画については10年後の鹿児島のイメージが湧いてく

るような良いものに感じました。
　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

50 1 (4)
素案を拝見させていただき、多方面にわたる計画を作成いただきありがとう

ございます。
　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

－206－



－207－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

51 1 (4)

事案内容はとてもいいと思うが、一番大事なことは市（行政）の方向性と市民
の方向性が可能な限り合致することだと思う。2022年度のスタート時に1人で
も多くの市民が行政が考える未来に共感することで1人1人の市民の意識が変
わり、目指す未来に近づけると思う。

　ご意見については、「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策
定にあたっての視点」－「視点④」で、「市民や市民活動団体、
事業者などのあらゆる主体が課題を共有し、協働・共創しながら
まちづくりを進めていくこととし、その共通のビジョンとなるよ
う、市民の視点に立った分かりやすい計画とします」としてお
り、基本計画においては、市民・地域、事業者・団体の役割につ
いても示していきたいと考えております。

Ｂ

52 1 (4)

「一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくり」や「オンリーワン」など、一人
一人の個性を活かしてまちづくりを行おうとしているのを知り、とても魅力的な
まちになりそうな期待感が持てました。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。

Ｂ

53 1 (4)
上位計画としてとても前向きで、その通り実現すれば鹿児島市はとても素晴

らしい街になると感じた。
　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

54 1 (4)

コロナを経て、また、デジタル化社会において、より時代を先取りする文言も
入れてみてはどうか。

　ご意見については、「２　総合計画策定の前提」－「（１）時
代の潮流」－「グローバル化・ＩＣＴの進展」で、「ＩｏＴ、Ａ
Ｉ、ビッグデータなど“第４次産業革命”ともいわれる技術革新
が進む中、新しい生活様式の実践も相まって、経済活動や日常生
活におけるデジタル技術の活用が、今後さらに社会全体へ広がる
ことが予想されます」としております。

Ｂ

55 1 (4)

率直な意見としては現段階でこのような案は難しいと感じました。全体的に
叶うと素晴らしい意見が多いと思いますが、鹿児島の「オンリーワン」といえる
ものが果たして表せているのかというのが一つあります。

若者のためのたくさんの案がありますが、実際に関わる人々としてはもっと
言いたいことがあります。しかし、対応ができない部分もたくさんあるのだと学
ぶこともできてとても良い経験となりました。

　総合計画の策定にあたっては、基本構想と基本計画を含めた計
画全体で鹿児島らしさを出してまいります。

Ｂ

56 1 (4)

今回のイベントを通じてみたことによって、計画素案が具体的で現実的なも
のに感じました。

鹿児島市には鹿児島市だけの強みがあると思うので、ここを最大限に生か
せるような計画にし、実践してほしいと思いました。10年という長期スパンとい
うこともあり、中々先が見えにくいですが、計画はすごく良いものであると思う
ので、ぜひ目標達成してほしいです。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。

Ｂ

57 1 (4)

ジェンダーについて、あまり触れられていないのかなと思いました（LGBTな
ど）

　ご意見については、「３　基本構想」―「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「性別や年齢、国籍など
に関係なく、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮で
きる地域社会を築きます」としております。

Ｂ

－207－



－208－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

58 1 (4)
　素晴らしい「まち」を作ってくださることを願っています。 　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま

す。 Ｂ

59 1 (4)

鹿児島らしさがあまり感じられなかった。第五次の計画により、今の鹿児島
になっていて、そのときの計画案とその結果を知っておく必要があったと実感
した。しかし今日みたいな若い人たちが10年前のことを知る機会がそもそも少
ないので、それを増やす必要もあるのではないかと考えた。

　総合計画の策定にあたっては、基本構想と基本計画を含めた計
画全体で鹿児島らしさを出してまいります。
　また、第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者
や各種団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、
その結果は公表しております。なお、第六次総合計画は、第五次
総合計画の検証も行う中で策定作業を進めており、第六次総合計
画基本構想（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、改
めて検証状況等についても公表することとしております。

Ｂ

60 1 (4)

１０年分の計画だから、分野が多岐にわたっているのは当然のことだろうけ
ど、全体的に見ると、矛盾するのでは・・・？となるところが何点かあったため、
何を優先するのかなどをしっかりと考えるべきだと思った。

十分に明確に計画を想像できるものもあったため、そこはすごく良いと思っ
た。また、市の職員の方が私たちの意見に真剣に耳を傾けてくれていたことが
とても印象的だった。

　総合計画は、本市の行財政運営を総合的かつ計画的に進めるた
めの最上位計画であり、各分野の個別計画や施策は、本計画に即
して策定され、展開されるため、本市が実施する環境や産業、福
祉、教育、まちの基盤整備などあらゆる分野の施策を網羅してお
ります。
　なお、ご意見のあった「優先する施策」については、特に先導
的かつ重点的に取り組むことを通して、基本目標の達成ひいては
都市像の実現を一層推進していく役割を担うものとして、３つの
重点プロジェクトを位置づけております。

Ｂ

61 1 (4)

“総合計画”があるということを知らなかった。もっと広報してほしいのと、第
五次の計画とその成果も知りたいと思いました。６つの政策がありますが、そ
の中でも特にこれに力を入れるというものはあるのか気になりました。

　総合計画につきましては、市内全世帯へ配布する「市民のひろ
ば」等を通じて、市民への周知に努めてまいりたいと考えてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。
　また、第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者
や各種団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、
その結果は公表しております。なお、第六次総合計画は、第五次
総合計画の検証も行う中で策定作業を進めており、第六次総合計
画基本構想（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、改
めて検証状況等についても公表することとしております。
　ご意見のあった「特に力を入れる施策」については、特に先導
的かつ重点的に取り組むことを通して、基本目標の達成ひいては
都市像の実現を一層推進していく役割を担うものとして、３つの
重点プロジェクトを位置づけております。

Ｂ

62 1 (4)
策定の前提がふまえられ、希望ある未来の都市像、柱となる基本目標に期

待がもてた。鹿児島市にかかわる様々な人の幸せを願ったものになっている
と思う。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

－208－



－209－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

63 1 (4)

政策について考える中で、当事者を含めた意見交換の場があると、より、効
果的で、ニーズに合ったものを提供できると思う。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で「多様な主体が協働・連携
し、新しい価値を共に創るまちづくりを進める」としておりま
す。

Ｂ

64 1 (4)
　環境（SDGｓ含め）に注目した、まちづくりにはとても共感できました！！ 　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま

す。 Ｂ

65 1 (4)

マイノリティー（外国人や生活困難者）の意見をもう少し取り入れて欲しいで
す。多言語対応や国際色豊かにするための文言を取り入れてほしいです。稼
ぐ力をつけるために、誰かを蔑ろにするようなことはしないで欲しい。個人を取
りこぼすことのない市にしてほしい。

　ご意見のあった「外国人の意見」については、留学生や、就
労・子育てしている在住外国人との意見交換会を開催し、総合計
画に加えるべき視点などについてご意見をいただいたところで
す。
　「個人を取りこぼすことのない市にして欲しい」というご意見
については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信頼とやさ
しさのある　共創のまち」の文中、「性別や年齢、国籍などに関
係なく、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮できる
地域社会を築きます」という考えの中に含まれていると考えてお
ります。
　また、「多言語対応や国際色豊かにするための文言」について
は、「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」
で、「国内外の都市との連携や交流を進める」及び「国籍などに
関係なく、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮でき
る地域社会を築きます」としております。

Ｂ

66 1 (4)
鹿児島市の総合計画をこのように市民の声を取り入れて進めていくことに親

近感という魅力を感じます。
　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

67 1 (4)

市民は「市は何もしてくれない」と思いがち。市や各自治体が具体的にどの
ような施策を行っているのかアピールをもっとして欲しい。総合計画について
知らない人が多いと思う。市全体の小中高生にも広く意見を求めるべきだと思
う。

　ご意見のあった「施策のアピール」については、現在、ＳＮＳ
やホームページ、各種広報誌を通じて取り組んでいるところです
が、引き続き、努めてまいりたいと考えております。
　なお、総合計画の策定においては、若い世代や学生（高校生以
上）を対象とした若者会議を開催しているところで、小中学生は
対象としておりませんが、環境やＳＤＧｓなど、個々の分野にお
ける小中高生などへの周知・意識啓発は重要だと考えており、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

－209－



－210－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

68 1 (4)

鹿児島らしい取り組みがもっとたくさんあっていいと思います。具体的な政策
が一番大事だと思うので、これらの基本目標を具体化して行って欲しいと思い
ます。

　総合計画は、都市像や基本目標を示す「基本構想」、基本目標
を踏まえた施策の基本的方向や施策の体系を示す「基本計画」、
施策を実現するため実施する事業を示す「実施計画」の３層で構
成されており、具体的な施策・事業については、基本計画・実施
計画でお示しすることとしております。

Ｄ

69 1 (4)

　素案が漠然としていて 　総合計画は、都市像や基本目標を示す「基本構想」、基本目標
を踏まえた施策の基本的方向や施策の体系を示す「基本計画」、
施策を実現するため実施する事業を示す「実施計画」の３層で構
成されており、具体的な施策・事業については、基本計画・実施
計画でお示しすることとしております。

Ｄ

70 1 (4)

今回「第六次鹿児島市総合計画基本構想」と見て、基本目標はとてもよいと
思いました。私は今回で初めてこの計画があることを知ったので完成したら、
大人だけでなく子どもにも知らせてほしいし、自分が鹿児島市の一員であると
自覚できる取り組みをしていけたらいいのではないかと感じました。
　多くの項目があるので、全て実行できたらいいと思います。

　総合計画につきましては、市内全世帯へ配布する「市民のひろ
ば」等を通じて、市民への周知に努めてまいりたいと考えてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。
　また、策定後は、施策の目標と成果を指標等により把握・共有
するなど、適切な進行管理を行ってまいります。

Ｄ

71 1 (4)

基本構想はあっても実際の現場には届いてないし、わかりにくい、知らない
ことでスルーしている人も多いと思いました。

　総合計画につきましては、市内全世帯へ配布する「市民のひろ
ば」等を通じて、市民への周知に努めてまいりたいと考えており
ます。
　また、総合計画を周知するための概要リーフレットについて
は、学生など若い世代の意見を取り入れて、分かりやすさを意識
して作成するほか、計画書の表紙について、本市にゆかりのある
アーディストやデザイナー等に制作を依頼し、総合計画を身近に
感じていただけるようなデザインにするなど、周知についても工
夫してまいりたいと考えており、ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－210－



－211－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

72 1 (4)

新規素案、継続の取り組みが入り混じる１０年という長い期間を想像して、細
やかなプログラムまで構想されている点が、将来かごしまでなにかをしたい若
者には刺さるのかなと思いました。

施策のイメージが構想されているからこそ、これを誰が取り組めるのか、ど
のような過程を踏めば現実に近づくのか、そこら辺の詳細を知りたくなりまし
た。また若者の意見をたくさん取り込んだ総合計画であるのであれば、その若
者が目に入れやすい、調べやすい媒体で発信を継続することが必要になって
くるのかと感じます。総合計画を知ってもらうための工夫を考えるWSなどを開
いてほしいです。参加します！

　総合計画は、都市像や基本目標を示す「基本構想」、基本目標
を踏まえた施策の基本的方向や施策の体系を示す「基本計画」、
施策を実現するため実施する事業を示す「実施計画」の３層で構
成されており、具体的な施策・事業については、基本計画・実施
計画でお示しすることとしております。なお、基本計画・実施計
画でお示しする具体的な施策・事業については、本市が実施する
ものを記載致しますが、基本計画においては、市民・地域、事業
者・団体の役割についても示していきたいと考えております。
　ご意見のあった「情報発信」につきましては、市内全世帯へ配
布する「市民のひろば」等を通じて、市民への周知に努めてまい
りたいと考えております。
　また、総合計画を周知するための概要リーフレットについて
は、学生など若い世代の意見を取り入れて、分かりやすさを意識
して作成するほか、計画書の表紙について、本市にゆかりのある
アーディストやデザイナー等に制作を依頼し、総合計画を身近に
感じていただけるようなデザインにするなど、周知についても工
夫してまいりたいと考えており、ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

73 1 (4)

まず、計画書を読んで思ったことは、ふわふわしていて具体的にどういったこ
とをしていくのか分かりにくい。○○の向上、○○の推進等がたくさんあった
が、具体的にはどのようなことをして、それが向上するのか、推進されるのか、
別冊の資料でもあればいいと思った。

　総合計画は、都市像や基本目標を示す「基本構想」、基本目標
を踏まえた施策の基本的方向や施策の体系を示す「基本計画」、
施策を実現するため実施する事業を示す「実施計画」の３層で構
成されており、具体的な施策・事業については、基本計画・実施
計画でお示しすることとしております。

Ｄ

74 1 (4)

実際に自分たちに何ができるのか書いてあった方が、自分たちのこととして
考えられる人が増えるのではないか。また、鹿児島市に愛着がもてるのでは
ないかと思う。

　総合計画は、都市像や基本目標を示す「基本構想」、基本目標
を踏まえた施策の基本的方向や施策の体系を示す「基本計画」、
施策を実現するため実施する事業を示す「実施計画」の３層で構
成されており、具体的な施策・事業については、基本計画・実施
計画でお示しすることとしております。
　また、基本計画においては、市民・地域、事業者・団体の役割
についても示していきたいと考えております。

Ｄ

75 1 (4)

今日まで第六次鹿児島市総合計画があることや、その内容が全然知らな
かったので、もっと知れる機会が増えるべきだと思いますが。

10年後、これらの計画がしっかりと実行でき、今よりもたくさんの人が鹿児島
のことを愛せる県に、市になってほしいです

　総合計画につきましては、市内全世帯へ配布する「市民のひろ
ば」等を通じて、市民への周知に努めてまいりたいと考えてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。
　また、策定後は、施策の目標と成果を指標等により把握・共有
するなど、適切な進行管理を行ってまいります。

Ｄ

－211－



－212－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

76 1 (4)

　「鹿児島市総合計画」というものがあることを市民の方に知ってほしい。
意見を集める手段としてＳＮＳを利用してほしい。本日のような話合活動に参

加するのはごく一部なので、ＬＩＮＥなどでアンケート等を行う、幅広い世代から
情報・意見を集めてほしい。

　総合計画につきましては、市内全世帯へ配布する「市民のひろ
ば」等を通じて、市民への周知に努めてまいりたいと考えており
ます。
　ご意見のあった「アンケート」については、回答者に年齢階層
別、地域・地区別、男女別人口構成の偏りがないよう、無作為抽
出により１６歳以上の鹿児島市民５，０００人を対象に、施策等
に関する市民の意識調査を実施することとしており、「ＳＮＳの
活用」については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。
　なお、幅広い世代から意見をお聞きするために、主に、若者世
代、在住外国人、関係団体、地域団体等を主な対象とした意見交
換会を開催しているところです。

Ｄ

77 1 (4)

子ども、子育て世代、高齢者に加え、働く世代や、職のない人、貧困家族な
どに向けたものもあるとよいと思う。

　「３　基本構想」－「（２）基本目標　自分らしく健やかに暮
らせる　安心安全なまち」で「健康づくりや感染症対策の強化、
医療体制の確保などにより、保健・医療を充実し、健康寿命を延
ばします」としており、働く世代に対しては、事業所等と連携し
て生活習慣改善やメンタルヘルス対策に取り組むこととしていま
す。
　また、「（２）基本目標　自分らしく健やかに暮らせる　安心
安全なまち」で「健やかな暮らしを支える福祉サービスを充実す
るとともに、共に助け合い、一人ひとりが自分らしく生活できる
地域づくりを進めます」としており、ご意見については、今後、
基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

78 1 (4)

総合計画の存在をどうやって広めるか（紙 or online）というのも課題だと感じ
ました。全ての世代に伝えることに壁を感じました。次期総合計画を作った側
だったので、関わりのなかった市民のみなさんのご意見を聞けてよかったで
す。

　総合計画につきましては、市内全世帯へ配布する「市民のひろ
ば」等を通じて、市民への周知に努めてまいりたいと考えてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

79 1 (4)

良いことがたくさん書かれているので、もっとはじめて見た人でも分かりやす
く、たくさんの市民の方に伝わっていってほしいと思いました。今回、この会議
に高校生から社会人まで集まってることがとても良いことだと思いました。コロ
ナで変化していく時代だからこそできることがたくさんあると思います。今ある
システムを使いつつ、良い方向へ変わっていってほしいと思います。私はまだ
情報が届いている方だと思いますが、伝わっていない人がまだまだ多いと思
います。情報を発信できたり受け取れたりする場をこれからいろんな場所につ
くってほしいと思います。

　総合計画につきましては、市内全世帯へ配布する「市民のひろ
ば」等を通じて、市民への周知に努めてまいりたいと考えてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－212－



－213－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

80 1 (4)
普段生活していて総合計画をすみからすみまで読んで疑問点や改善すべき

なのではと書く機会がないので何を目指し、市民は何をすべきなのかわかっ
た。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。
Ｅ

81 1 (4)

総合計画の詳しい部分に触れ、考える機会をいただきありがとうございまし
た。何となく知っていたことが多かったので、詳しく知ることによりいろんな疑問
も生まれました。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

82 1 (4)

「以前までがこのような状態だったから、次の総合計画ではこうしていきた
い」や中学生ができること、小学生ができることなど、鹿児島市のどの世代の
人が読んでも理解しやすいものになれば、市民全員が意識してくれるのでは
ないかと思った。

　ご意見については、総合計画を周知するための概要リーフレッ
トについて、学生など若い世代の意見を取り入れて、分かりやす
さを意識して作成したいと考えております。 Ｅ

83 1 (4)

　　第五次総合計画の結果やその時との比較をするべきだと思う。 　第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者や各種
団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、その結
果は公表しております。なお、第六次総合計画は、第五次総合計
画の検証も行う中で策定作業を進めており、第六次総合計画基本
構想（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、改めて検
証状況等についても公表することとしております。

Ｅ

84 1 (4)

今回の若者会議を通していろんな意見が出たと思いますので、ぜひその皆
様の意見を街づくりにしっかりと反映していただければうれしいです。

いろんなアイディアを持っている若者が多いなと実感しました。この熱い思い
を持った方々がつながれる場所をもっと増やし、何か一つ実現することで鹿児
島の街づくりという形になっていくのではないかと思います。

　いただいたご意見につきましては、可能な限り反映してまいり
たいと考えております。
　また、ご意見の内容も踏まえながら、総合計画の策定・推進に
取り組みます。

Ｅ

85 1 (4)

都市・地域・大学・事業者との連携は、何を目指しているのですか。連携する
ことで達成したい目標は。

　ご質問については、「３　基本構想」－「（１）都市像」で、
将来のまちのあるべき姿として、「市民、事業者、鹿児島への思
いを寄せてくださる多くの人々、関わりのある団体など、さまざ
まな交流を通じ、相互のつながりを深めることにより、新たな価
値や多彩な魅力を生み出し、人もまちも躍動する鹿児島市の創
造」を目指すことととしているほか、「（２）基本目標　信頼と
やさしさのある　共創のまち」で、「多様な主体が協働・連携
し、新しい価値を共に創るまちづくりを進める」としておりま
す。

Ｅ

86 1 (4)

　「子どもが希望をもてる環境の充実」って何ですか。 　ご質問のあったことについては、子どもの貧困対策や子ども食
堂への支援など、未来の力となる子どもたちの明るく健やかな成
長を支える取組を推進していきたいと考えております。

Ｅ

－213－



－214－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

87 1 (4)

「魅力ある就業環境」って何ですか。行政にできることとは。所得の安定、自
己実現できる制度づくりなどあると思うが、どうやって実現するか。

　「魅力ある就業環境」とは、ワーク・ライフ・バランスが促進
され、働き手の事情に応じた多様で柔軟な働き方が確保されてい
る環境等を指しております。引き続き、労働局等関係機関と連携
を図りながら、ワーク・ライフ・バランスの推進について、労政
広報紙等による周知・啓発に努めてまいります。

Ｅ

88 1 (4)

　市民意見の共有と反映スピードが上がると尚良いです。 　いただいたご意見につきましては、ホームページ等で公表する
こととしており、可能な限り反映してまいりたいと考えておりま
す。

Ｅ

89 1 (4)

いろいろな年齢の方と意見交換ができてとてもよかったと思います。こういっ
た機会がもっとあれば、よりよい鹿児島ができるのではと感じました。意見が
たくさん出て、みんな思っていることは一緒で、それを実施する力が必要だと
思いました。

　いただいたご意見につきましては、可能な限り反映してまいり
たいと考えております。

Ｅ

90 1 (4)

今回の会を通して、自分が考えていた以上に多くの方が市について、期待し
ていることに気付くことができました。自分個人にとっても良い経験であったた
め、これからの鹿児島市には、今回のように多くの人とつながりを持てる場を
日常的に体験できるような場所になってほしいと考えます。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

91 1 (4)

　　「第五次鹿児島市総合計画」で実施されたことと比較する資料がほしい。
構想が考えただけのものになっていないかを知りたいです。それを市民の

方々にも分かりやすい形で公表してほしいです。

　第五次総合計画については、令和元年度に、学識経験者や各種
団体の代表者等により、政策・施策評価を実施しており、その結
果は公表しております。なお、第六次総合計画は、第五次総合計
画の検証も行う中で策定作業を進めており、第六次総合計画基本
構想（案）・前期基本計画（素案）の公表に合わせて、改めて検
証状況等についても公表することとしております。

Ｅ

92 1 (4)

岩永さんのお話から、”関係の質”の向上の重要性を痛感した。そして、関係
の質にはレベルがあることも知ったため、段階的な政策や活動を行っていくと
よいと感じた。（”協働”をいきなり目指しがちな気がするからです。）

　ご意見の内容も踏まえながら、、総合計画の策定・推進に取り
組みます。

Ｅ

93 2

内容的なことで言うと、少子化対策の所で、結婚支援、出会いの場の提供と
ありましたが、出会い＝結婚＝少子化対策なのでしょうか。出会えれば子供が
増えるのでしょうかと感じました。ジェンダーに関わらずパートナーシップ制度
等を導入したことと矛盾してしまうかもしれないと思います。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」の文中、「結婚、
妊娠・出産、子育ての切れ目のない支援を充実する」を「市民の
結婚、妊娠・出産、子育ての希望をかなえる支援を充実する」に
修正します。

Ａ

－214－



－215－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

94 2

高齢者の方と若者世代が交流できるコミュニティが欲しい。そういう場、機会
があれば、高齢者の生き甲斐や健康増進、若者層にとっては人生の教訓やモ
チベーションを得られる良い場になると思う。

　「若者世代との交流を通じて、高齢者が生きがいや健康増進を
得る場になる」とのご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なま
ち」の文中、「共に助け合い、一人ひとりが自分らしく生活でき
る地域づくりを進めます」を「高齢者や障害者をはじめ、市民一
人ひとりが、ともに支え合い、生きがいを持って自分らしく生活
できる地域づくりを進めます」に修正します。
　また、ご意見については、「（２）基本目標　豊かな個性を育
み未来を拓く　誇りあるまち」で、「誰もが、生涯にわたって学
び続けることができる環境を整える」としており、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ａ

95 2

鹿児島に住む子どもを次世代を担う多彩な人材を育てることは素晴らしいこ
とだと思います。しかし、いくら育成しても県外に流出してしまっては意味がな
いと思います。

そこでUターン制度の充実、かせげる企業の誘致をお願いしたいです。いくら
鹿児島に愛着があったとしても、稼げなければ県内就職の道は閉ざされてし
まうのかもしれません。今ある農業をより稼げるものにするなど経済的にも魅
力的な企業づくりをしてほしいです。

　ご意見については、現在、産学官で連携して若者の地元定着に
資する取組の検討や、地元企業等が一堂に会して、企業等の魅力
を若い世代へ発信するイベントの実施などに取り組むとともに、
クリエイティブ人材の誘致に向けた支援や、重点産業の企業誘致
等に取り組んでいるところです。
　また、農業については、ビニールハウス等の生産施設の整備な
ど生産性の向上に取り組んでいるところです。
　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」の文中、「多様で柔軟な
働き方を促進し」を「雇用を創出し、若者の地元就労促進など担
い手の確保に取り組むほか、多様で柔軟な働き方を促進し」に修
正します。
　なお、「Ｕターン制度の充実」については、現在、本市の魅力
や生活環境の情報発信、移住希望者への相談・受入体制の充実を
図るとともに、移住支援制度の整備・拡充等に取り組んでいると
ころです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討
にあたっての参考とさせていただきます。

Ａ

96 2

介護サービスは、「高齢者＝ただサービスを受ける人」とするのではなく、高
齢者に役割や生きがいを与える（ex.子供に郷土資料を教える、のこぎりの扱
いを教えるなど）など、今と異なるカタチを推進した方が良いと感じました。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」の文中、「共に
助け合い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進め
ます」を「高齢者や障害者をはじめ、市民一人ひとりが、ともに
支え合い、生きがいを持って自分らしく生活できる地域づくりを
進めます」に修正します。

Ａ

－215－



－216－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

97 2

何をするにしても、行政単独でやらないこと。若者会議のように、市民の声を
聞き、スピーディーに反映すること。

過去からの総合計画もそうですが、書かれていることは、どれも重要で取り
組むべきことです。しかし、アウトプットといして行政が企画した事業が本質か
らズレていたり、ただやってます。自己満足で終わっているものが多いです。

具体的に、どうやって実行し、成果(目に見える数値）を出すのか、一番重要
ですが、行政単独では現実できません。市民協働する場づくり、市民の活動を
後押しが今後の行政の役割です。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で「多様な主体が協働・連携
し、新しい価値を共に創るまちづくりを進める」としておりま
す。

Ｂ

98 2

既にあるインフラなどの有効活用や、年齢、性別、国籍にとらわれない地域
社会の築きは、総合計画には、必要なものだと思う。

　ご意見の「既にあるインフラなどの有効活用」については、
「３　基本構想」－「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える
快適なまち」で、「既にあるインフラなども有効に活用しながら
効果的な整備を進め、誰もが暮らしやすいまちをつくる」ことと
しております。
　また、「年齢、性別、国籍にとらわれない地域社会の構築」に
ついては、「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のま
ち」で、「性別や年齢、国籍などに関係なく、一人ひとりの人権
が尊重され、個性と能力を発揮できる地域社会を築きます」こと
としております。

Ｂ

99 2

保健・医療を充実するだけでは、健康寿命を延ばすことにつながらないので
はと思った。普段から体を動かすことも充実すべきと思った。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で「健康づくりや
感染症対策の強化」に取り組むこととしております。

Ｂ

100 2
誰もが生涯にわたって学び続ける社会になる環境はとても大切で充実して

欲しい。
　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

101 2

　公共交通機関の発展なども期待しています。 　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通ネットワーク
の形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、快
適・便利な交通環境を整えます」としております。

Ｂ

102 2

様々な世代が社会的つながりを維持していくために、地域行事などの維持
が大切になってくると考える。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「市民や行政、様々な地
域団体や事業者など多様な主体が協働・連携し、新しい価値をと
もに創るまちづくりを進める」としております。

Ｂ

－216－



－217－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

103 2

スポーツを楽しむことができる環境を整えることについて、スポーツイベント
などを催すことによって、市民と市民、また、市民と行政が近くなるきっかけに
なるのではないかと思っております。

　現在、鹿児島マラソン等のスポーツイベントを実施しており、
多くの市民の方々にボランティアとして大会を支えていただいて
おります。
　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅
力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「誰もがスポーツを楽
しむことができる環境を整え、国内外から多くの人が集うまちを
つくります」としております。

Ｂ

104 2

教育に関して、"地域とともにある学校づくり"というテーマはとても良いと思
いました。

地域と繋がりを持つことで、幸福度が上がったり、地域の防犯ができるという
利点があり、その積み重ねでさらに自然体が豊で活気のあるものになると思う
ので、実行されるととても良い策だと思いました。

学力の面では、個人であったり、家庭であったりとという要素も大きいのかも
しれませんが、他県の都市部との格差があることを解消したいと考えます。宿
題についてや教育内容について、都市部と比較し、取り入れたら良いものを取
り入れたり、学生がより充実した学びができるように行政の方と話をすることの
できる機会が欲しいです。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。

Ｂ

105 2

ゼロカーボンシティは早く成立させ、世界でも最先端の取り組みをしてくださ
い。

　本市では、２０１９年１２月に、２０５０年までに鹿児島市域
内のＣＯ２排出量を実質ゼロにすることを目指す「ゼロカーボンシ

ティかごしま」を宣言し、各種取組を進めております。
　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
然と都市が調和した　うるおいのあるまち」でＣＯ２排出量の削減

や再生可能エネルギーの地産地消、環境に配慮した生活スタイル
への転換により、ゼロカーボンシティかごしまの実現を目指しま
す」としております。

Ｂ

106 2

鹿児島の一番の魅力は人だと思うので、コミュニティが失われないようにして
欲しいです。市民主体の活動を応援してください。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「市民や行政、様々な地
域団体や事業者など多様な主体が協働・連携し、新しい価値をと
もに創るまちづくりを進める」としております。

Ｂ

107 2

　都市ブランディングについては、市の方向性を知りたいと思いました。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「効果的な情報発信やシ
ビックプライドの醸成などにより、まちの魅力を磨き高めます」
としております。
　なお、現在、市ブランドメッセージ「あなたとわくわく マグマ
シティ」を合言葉に都市ブランドの確立に取り組んでいるところ
です。

Ｂ

－217－



－218－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

108 2

鹿児島市の取り組みやニュースで取り上げている内容を知る機会がSNSや
普段の生活、学校の授業等であるといいのになと思いました。きっと若いころ
から聞いていたら、周りの大人への刺激となり、まちの役所もその意見を聞い
て変わっていてほしいと思います。

　ご意見のあった「ＳＮＳなどでの知る機会」については、「３
基本構想」－「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創の
まち」で、「効果的な情報発信やシビックプライドの醸成などに
より、まちの魅力を磨き高めます」としております。
　また、「学校の授業での知る機会」については、「（２）基本
目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子ど
もたちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、
学校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな
心、健やかな体を育む教育を進めます」としており、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｂ

109 2

　本日は非常に機会をありがとうございました。
私はまちのひとびとが、生き生きと楽しく暮らせるまちを理想としています。

私は常識や周囲の目などを気にして自己を発揮できていない人がいることが
悲しく、もっと個性を大切にしてみんなが生きていけるまちにするために、”個
性との能力を伸ばす教育の推進”　に賛同しました。

その取り組みで、幼少期の子どもたちに伸びのびと自信をもって過ごせるよ
うな教育や支援が必要だと考えました。互いを尊重し、高め合えるような大人
になり、次世代へつなげていけるように私たちが手を差し伸べるべきです。そ
ういった教育の場や指導者など準備や時間が必要なことだと思いますが、実
現できればいいなと思っております。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。

Ｂ

110 2

循環型社会でリサイクルなど「ゴミが出た後」のことを重視していたが「ゴミが
出る前」(例　ゴミ袋の有料化)などの政策を実施した方が良いと感じた。

　ご意見のあった「ごみが出る前の施策の実施」については、
「３　基本目標」－「（２）基本目標　自然と都市が調和した
うるおいのあるまち」で、「ごみの３Ｒ（発生抑制：リデュー
ス、再使用：リユース、再生利用：リサイクル）や適正な処理を
進める」としております。

Ｂ

111 2

私自身が多文化共生や国際交流に興味があるので、そのような視点ももっ
と増えるといいなと思いました。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「国内外の都市との連携
や交流を進める」及び「国籍などに関係なく、一人ひとりの人権
が尊重され、個性と能力を発揮できる地域社会を築きます」とし
ております。

Ｂ

112 2
10年後は、子育て世代になるので、出産、育児、教育関連の政策が充実す

ると嬉しいです。
　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

－218－



－219－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

113 2

　鹿児島市の魅力は“まちを想う人”がたくさんいることだと思います。
Play City Days!に参加したり、地域で活躍する人と出会いそのことを実感し

ました。誰もが「きっかけ」があるだけでまちとつながり、まちを想う人になれる
と思います。そういう機会を市が積極的に作って欲しいと思います。

その点で総合計画（素案）の中に、“人とのつながり”や“多彩な人材”という
言葉が明記されていることが素晴らしいと思いました。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。

Ｂ

114 2
農林水産業の振興、商業・観光などの魅力を創出し、賑わいと活気を高める

ことは、鹿児島市が発展するうえで、どんどん進めてほしいと思います
　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

115 2

バスなどの公共交通機関の運用便が年々減ってしまっているのが残念だと
感じています。便数を減らすのではなく、利用客の少ない時間帯はマイクロバ
スを利用するなどして、利便性が高まると、公共交通機関を効率的に利用でき
るのではないかと思います。

　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通ネットワーク
の形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、快
適・便利な交通環境を整えます」としております。

Ｂ

116 2

具体的な施策で特に重要視してほしいことは、産業の地域企業は、競争・人
材不足・後継者問題など多くの課題を抱えている。地域経済の根幹である地
域経済の根幹である地域企業の支援にぜひ力を入れてほしい。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅
力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「街なかにおける商
業・観光などの魅力を創出し、にぎわいと活力を高める」「地域
産業の活力の創出を進める」としており、今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｂ

117 2

交通の便をよくできればいいなと思った。そうすれば、交通事故も必然的に
減り、高齢者の免許返納につながるのではないかと考えた。

　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通ネットワーク
の形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、快
適・便利な交通環境を整えます」としております。

Ｂ

118 2

　外国人が何不自由なく、暮らせる街にもしたい。
なぜかというと、外国人が来て、そこに雇用が生まれ、鹿児島の景気も向上

するのではないかと思ったからだ。また、外国人が増えることによって、英語を
話せる鹿児島県民の人も増えるのではないかと思った。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「国籍などに関係なく、
一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮できる地域社会
を築きます」としております。

Ｂ

119 2

子ども・文教政策の中の「切れ目のない支援」に、結婚前の未婚男女への支
援を入れた方がいい。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「結婚、妊娠・
出産、子育ての切れ目のない支援を充実する」中で、未婚男女へ
の支援に取り組むこととしております。

Ｂ

－219－



－220－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

120 2

人と人がつながる場をもっと増やしていきたい。つながりの中でいろんな出
会いの中で、地域での活動のチャンスを広げていけば若者の地域定着にもつ
ながると思う。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（１）都市像」で、
「私たちの目指すまちでは、人やまちの多様なつながりの中で、
互いに支え合い、その英知を結集する地域社会に温もりと活力が
満ちています」、「まちへの誇りと愛着を持つ人の輪が拡がり、
多彩な魅力が国内外に発信され、多くの人々を惹きつけ、交流と
賑わいを生み出しています」としております。

Ｂ

121 2

「中心市街地の活性化」とあるが、郊外の高齢化が進んでいる地域について
も考えてほしい。

　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「機能性の高い都市空間
を形成します」としており、また、現在、きめ細かで質の高い土
地利用の推進や住宅団地の活性化等に取り組んでいるところで
す。

Ｂ

122 2

今、コロナで日本が大きく変わろうとしているので、外に向けての市のよさ発
信だけではなく、地元の人に向けて改めて鹿児島市の魅力を伝えられる取り
組みをしていただけたらうれしいです。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「効果的な情報発信やシ
ビックプライドの醸成などにより、まちの魅力を磨き高めます」
としております。

Ｂ

123 2

意見交換をしていて感じた、少子化を防ぐためには、まず母親が安心して産
めるように、より支援の拡大をするべきだと思いました。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「結婚、妊娠・
出産、子育ての切れ目のない支援を充実する」こととしておりま
す。

Ｂ

124 2

鹿児島市で働きたい、暮らしたいと思うための最低賃金の上昇や子育て支
援などをしていただけたらうれしいです。外部に向けて魅力を発信するだけで
なく、内部（今住んでいる方）に向けた発信をしていって「鹿児島市っていい
な」って思えるような感じにしていただけたらと思いました。

　ご意見のあった「最低賃金の引き上げ」については、個人消費
の拡大等による経済活性化が期待される一方で、大幅な引き上げ
は中小企業の経営への影響が大きく、その引き上げ額について
は、労使双方の代表が入った審議会で検討され、決定されること
から、鹿児島県の最低賃金についても、それぞれの立場を踏まえ
て議論がなされたものと考えております。
　国においては、中小企業等の生産性向上を支援し、事業場内最
低賃金の引き上げを図る助成金制度等を実施していることから、
本市としても、労働局等関係機関と連携しながら、引き続き、こ
れらの制度について事業所への周知広報に努めてまいります。
　また、「子育て支援」については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるま
ち」で、「結婚、妊娠・出産、子育ての切れ目のない支援を充実
する」こととしております。

Ｂ

－220－



－221－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

125 2

「地域社会を支える協働・連携の推進」に「事業者（会社）」も含めて考えるべ
き（住民と行政だけではできないこともあるのではないか？）

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「市民や行政、様々な地
域団体や事業者など多様な主体が協働・連携し、新しい価値を共
に創るまちづくりを進める」としております。

Ｂ

126 2

都市部を参考にすることも大事ですが、もっと鹿児島らしさを出して、観光客
や外部からくる方に強いインパクトを与えられるような都市に発展していけば、
同時にブランディングもみがかれていく気がします。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある共創のまち」で、「効果的な情報発信やシ
ビックプライドの醸成などにより、まちの魅力を磨き高めます」
としております。
　なお、現在、市ブランドメッセージ「あなたとわくわく マグマ
シティ」を合言葉に都市ブランドの確立に取り組んでいるところ
です。

Ｂ

127 2

ウォーターフロント、まずは市民が楽しめる場所に。→それが県外から集客
にもつながる。

  ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「機能性の高い都市空間
を形成します」としており、現在、魅力あるウォーターフロント
の形成に向けて取り組んでいるところです。

Ｂ

128 2

鹿児島はたくさんの魅力があるのにもかかわらず、住んでいるかごしま県民
も知らないこともあるので、情報発信をたくさん行えればいいと思う。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある共創のまち」で、「効果的な情報発信」に取
り組むこととしております。

Ｂ

129 2

私は鹿児島市民ではないので、鹿児島市を住むところではなく、通学すると
ころ、遊びに来るところという風に利用しています。なので、「中心市街地の活
性化」には特に期待しています。市内にはアミュも天文館もあり、遊び場が多
いですが、アミュにプレミアム館が増えたり、マルヤガーデンズができたり、ど
んどん活性化されていくことが、とても嬉しいです。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。

Ｂ

130 2
ぜひ「個性と能力を伸ばす教育の推進」に取り組んでいただきたいです。鹿

児島の「つめ込み教育」感を払しょくしてほしいです。
　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

131 2
「廃棄物の適正処理の推進」「エネルギー源としての廃棄物の有効利用」に

ついて、より市民の認知度をあげる取組が必要だと感じました。
　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

132 2

働く場所が充実していて、子育てしながら働ける環境づくりが必要だと思いま
した。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅
力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「地域産業の活力の創
出を進める」、「多様で柔軟な働き方を促進する」としておりま
す。

Ｂ

－221－



－222－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

133 2

自然・環境政策の面では、CO2削減の取組だけではなく、自然浄化力向上
の為の植林など自然を町中に増やす取組もすべきではないのかなと思いまし
た。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
然と都市が調和した　うるおいのあるまち」で、「緑あふれる美
しいまちづくりに取り組む」としております。

Ｂ

134 2

景観を保ちつつ、県内外の若い人がたくさん観光に訪れる鹿児島であって
ほしい。

　ご意見の「景観の保全」については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える快適なまち」で、
「良好な景観づくりを進め、機能性の高い都市空間を形成しま
す」としております。
　現在、ニーズに合わせた効果的なプロモーションを展開してい
るところであり、ご意見については、今後、基本計画や実施計画
の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｂ

135 2

いじめという言葉が見当たりませんでしたが、こういうことにもしっかりと目を
向けて取り組む姿勢が大切ではないでしょうか？最悪な事態が起きてからで
は、遅いですよ。

　いじめの問題については、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子ども
たちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学
校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、
健やかな体を育む教育を進めます」としており、また、現在、
「鹿児島市いじめ防止基本方針」に基づき、市・学校・地域住
民・家庭その他の関係者が連携して、対応しているところです。
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

136 2

鹿児島県には離島がたくさんあること、農業や畜産業が盛んであること、全
国に誇れるもの同士をコラボさせたイベントや商品販売を、まず鹿児島市民向
けに行えないかと考えました。

新型コロナウイルスの影響により手軽に旅行に行くこと、イベントに参加する
ことは難しいですが、オンラインや小規模のイベントを少しずつ増やしていけな
いかと思います。

具体的な内容としては”食”について、特に農水産業の中でも地元食材を利
用した郷土料理についてのイベントの開催をして頂きたいです。また、そういっ
た商品を鹿児島市民が購入しやすい市場の整備、告知をして頂きたいです。

　商品販売については、現在、地域特産物を活用し新たな付加価
値を生み出す６次産業化の支援に取り組んでいるところです。
　また、イベントの開催については、現在、新型コロナウィルス
感染症対策を講じた上で、生産者、農協等の関係団体と連携して
取り組んでいるところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考にさせていただきます。

Ｄ

137 2

自然が身近にあるまちだからこそ、もっと防災に力を入れ、1人1人に意識し
てもらえるような施策が必要だと思います。

　防災に関する各種施策については、「３　基本構想」-「（２）
基本目標　自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で
「危機管理体制や防災力・消防力を強化」としており、また、こ
れまで、安心安全ガイドブックの全世帯配布や、市政出前トーク
等を通じて、市民と取り組む防災対策の推進に取り組んでいると
ころです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討
にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－222－



－223－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

138 2

学生のうちから授業等の一環として、もっと今回のようにまちづくりや地域と
のつながりを”自分”で考えていけるようなプログラムがあったら良さそうだと感
じました。

　まちづくりなどに関するプログラムについては、現在、大学で
の講義など若い世代の市民参画を推進する取組みを進めていると
ころです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討
にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

139 2

「女性」が生きやすいように法の整備などにもっと力を入れてほしいと思いま
した。

　女性の生きづらさの改善については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」で、
「性別や年齢、国籍などに関係なく、一人ひとりの人権が尊重さ
れ、個性と能力を発揮できる地域社会を築きます」としており、
また、現在、働く場における男女共同参画やワーク・ライフ・バ
ランスの推進等に取り組んでいるところです。ご意見について
は、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

140 2

歴史・文化資源の保存と活用の点で、歴史・文化資源の活用は良いと思う
が、保存の管理がむずかしくなっていくと思うので、それの対策について細か
に決定していくべきだと思う。

　歴史・文化資源の保存については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるま
ち」で、「文化芸術や歴史に親しむことのできる市民文化を創造
します」としており、また、現在、埋蔵文化財や指定文化財等の
保存活用や世界文化遺産の管理保全等に取り組んでいるところで
す。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

141 2

生活道路の整備も充実して欲しいが、新しい交通機関がもっと広い範囲で使
いやすい移動手段も欲しいと思った。

　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通ネットワーク
の形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、快
適・便利な交通環境を整えます」としており、今後、基本計画や
実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

142 2

鹿児島は魅力がいっぱいあるのに発信できてなくてもったいないという意見
があり、鹿児島のみんなで魅力を探し、魅力いっぱいの鹿児島にしていけると
いいなと思いました。

今まで知らなかったた鹿児島についてたくさん知ることができ、自分もいつか
よりよいまちづくりに貢献したいです。

　現在、豊かな自然や景観、個性ある歴史・文化や食等の観光資
源を生かした新しい魅力づくりに取り組んでいるところであり、
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

143 2

「魅力にあふれ人が集う活力あるまち」というところで「魅力を”創出”する」前
に、鹿児島には素晴らしい魅力がたくさんあるので、その魅力をまず「発見す
る、気づく」ということが大切なのではないかと思いました。
　県外の人の視点を取り入れるというのも良いのではないかと思います。

　現在、本市の観光資源を生かした新しい魅力づくりに取り組む
中で、市民が地元の魅力に気づき楽しむことや、在住外国人の視
点による情報発信等を推進しているところであり、ご意見につい
ては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせ
ていただきます。

Ｄ

－223－



－224－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

144 2

県外のアピールも大事ですが、移住したい・長く住みたいと思える鹿児島に
するためには、賃金アップが必須なのではないかと思います。

　ご意見のあった「賃金」については、特に重点的に取り組むべ
き施策として位置づけている「重点プロジェクト」の中で「”地
域の稼ぐ力”向上プロジェクト（仮称）」に取り組むこととして
おり、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせ
ていただきます。

Ｄ

145 2

現在は、新型コロナウイルスの影響で交流人口が少ない状態だが、収束し
たら以前のように観光客が戻ってくると考える。そのため、世界文化遺産やク
ルーズ船、再開発などに力を入れ、活力あるまちを引き続き目指いしていくべ
きである。

　現在、第４期観光未来戦略の策定において、コロナ後の観光の
トレンドを踏まえた観光施策を検討しているところであり、ご意
見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参
考とさせていただきます。

Ｄ

146 2

新たな産業の創出では、他の市町村と比べ、大規模な企業誘致では難しい
と考える。そのため、鹿児島特有の個性的な産業の創出ができるような環境
作りが大切だと考える。

　現在、ヘルスケア産業など新たな産業やサービス等の創出支援
に取り組んでいるところであり、ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

147 2

「質の高い暮らしを支える 快適なまち」の中で、”住宅団地の活性化”が取り
上げられていたが、これがどのように質の高い暮らしに結びつくのか疑問に感
じた。職員の方の説明があって理解が出来たので、もっと分かりやすいといい
なと思いました。

　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

148 2

鹿児島市は、魅力がたくさんあるので”魅力の創出”ではなく”魅力の発掘”
なのかなと思いました。魅力を創るのではなく、埋もれているものを掘り起こす
イメージの方がいいのではと思いました。

　現在、本市の観光資源を生かした新しい魅力づくりに取り組む
中で、市民が地元の魅力に気づき楽しむことや、在住外国人の視
点による情報発信等を推進しているところであり、ご意見につい
ては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせ
ていただきます。

Ｄ

149 2

誰もが育児休暇を取ることができる、と話をしたらあまり現実的ではない気も
するという意見が出た。

　「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う
活力あるまち」で「多様で柔軟な働き方を促進する」としてお
り、引き続き、労働局等関係機関と連携を図りながら、ワーク・
ライフ・バランスの推進について、労政広報紙等による周知・啓
発に努めてまいります。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

150 2

コロナ禍で厳しいとは思うが、インバウンドの対応強化など観光に力を入れ
るのは鹿児島にとって大事なことになるので良いと思った。

　現在、第４期観光未来戦略の策定において、コロナ後の観光の
トレンドを踏まえた観光施策を検討してるところであり、ご意見
については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

－224－



－225－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

151 2

ICT化は、これからの社会に必要なものになっていくと思いますが、高齢化が
進んでいくことを考えると、高齢者の方へのサポートがどのようにされるのか。

　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「“ＩＣＴで住みよいまち”推進プロジェク
ト（仮称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

152 2

環境問題に関しては、ゴミを減らすことだけでなく、ポイ捨てができないような
環境づくり、ゴミ箱を増やすなどが必要になってくると思いました。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
然と都市が調和した　うるおいのあるまち」で、「美しいまちづ
くりに取り組む」としており、今後、基本計画や実施計画の検討
にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

153 2

子供の教育について、行政が積極的に子供たちの視野を広げることができ
るような取り組みを行なっていただきたいです。

さまざまな職業の方と話す機会を設けたり（オンライン等で）、自分の意見を
発表するような場を設けることをすると（未成年の主張のような）、行政に興味
を持ってもらう機会にもなると思います。

　様々な職業の方と話す機会の設定については、「３　基本構
想」－「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあ
るまち」で、「子どもたちが夢と希望を持って、限りない可能性
に挑戦できるよう、学校・家庭・地域が連携・協働しながら、確
かな学力、豊かな心、健やかな体を育む教育を進めます」として
おり、また、現在、キャリア教育の充実等に取り組んでいるとこ
ろです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討に
あたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

154 2

セーフティネットについての言及がなかったので、そこはもっと考えてほしい
と感じた。

コロナの影響で収入が減ったり、アルバイトを解雇されたり、一日一日を生き
ているので精一杯だと感じる人もいるからだ。苦しんでいる人への施策という
のももう少し考えてほしいと思った。

セーフティネットを充実させることで市民が安心して過ごせるまちになると考
えている。

　ご意見については「３　基本構想」－「（２）基本目標　自分
らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」の中で「健やかな暮
らしを支える福祉サービスを充実するとともに、共に助け合い、
一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進めます」とし
ており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

155 2

私は普段看護師をしていますが、医療・病院・役所などはうけとめるだけで精
一杯になっていて、孤独な方や内縁のみの情報で困っている人も多く見かけ
ます。

制度の申請をしようにも、知っていなければ活用できていません。正直個人
的にも今の現状に疲弊していたりしているので、少しでも現場がよりよくなって
いったらよいなと思います。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で、「共に助け合
い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進めます」
としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

－225－



－226－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

156 2

子育て政策について、特に障害児に関する項目についてはより具体的に記
載して頂きたいと思います。

　特別支援教育については、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子ども
たちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学
校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、
健やかな体を育む教育を進めます」としており、また、現在、そ
の充実に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、
基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

157 2

障害福祉に関する項目も少ないと感じ、高齢福祉と比較すると見劣りする気
がします。

　高齢化対策の推進の項目には、ご高齢の障害者も対象に含まれ
ておりますので、比較は難しいところですが、ご意見として承
り、総合計画の策定・推進に取組みます。

Ｄ

158 2

地域コミュニティ協議会と住民との接点があまりなく、存在を知らない人も多
いようです。（地域差がある）何かしらの形で計画へ落とし込んで頂ければ幸
いです。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「市民や行政、様々な地
域団体や事業者など多様な主体が協働・連携し、新しい価値をと
もに創るまちづくりを進める」としており、今後、基本計画や実
施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

159 2

子どもたちが夢と希望をもって、限りない可能性に挑戦できるよう学校・家
庭・地域が連携・協働しながら…というのは、いじめにもいえることではないで
しょうか？

前向きなことだけを書くのではなく、ダークな部分にもしっかり目を向け、いじ
めから子どもたちを守るため、学校・家庭・地域の連携・協働は重要だと思い
ます。絶対にいじめ対策を入れるべき！！

　いじめの問題については、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子ども
たちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学
校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、
健やかな体を育む教育を進めます」としており、また、現在、
「鹿児島市いじめ防止基本方針」に基づき、市・学校・地域住
民・家庭その他の関係者が連携して、対応しているところです。
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

160 2

　鹿児島の自然を満きつできる遊園地や商業施設を作ってほしい。
鹿児島といえば、桜島や景色がきれいな場所という印象があり、魅力なのか

なと思いました。そこに、自然を体験できる遊園地、アトラクションを加えること
で、多くの人が鹿児島の魅力を知ることができ、県外から足を運んでくれるよう
になると思います。
　鹿児島にも「USJ」のような大きな遊園地があったら、絶対行きます！

　現在、豊かな自然や景観、個性ある歴史・文化や食等の観光資
源を生かした新しい魅力づくりに取り組んでいるところであり、
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。 Ｄ

－226－
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

161 2

　バスの種類や路線がわかりずらいので簡略化して欲しい。 　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「広域交通ネットワーク
の形成や、効率的で持続可能な公共交通体系の構築により、快
適・便利な交通環境を整えます」としており、今後、基本計画や
実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

162 2

  確かに新しく入ってくる外国人に向けての政策が必要だが「障害者」や「ジェ
ンダー」などマイノリティーに向けての記述を増やすことで価値観の多様化を
アピールして欲しい。←特に教育面において 

　多様化する価値観の尊重については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」で、
「性別や年齢、国籍などに関係なく、一人ひとりの人権が尊重さ
れ、個性と能力を発揮できる地域社会を築きます」としており、
また、現在、多様な人権問題の啓発に取り組んでいるところで
す。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

163 2

私は、環境と産業に関して興味を持っており、特に鹿児島は自然豊かで第一
次産業が盛んであることが他にはない魅力だと感じて思っています。

高齢化が進む中で、ICTの導入や新産業育成、「産業の稼ぐ力」を向上する
には市民の理解が必要となり、大きな課題だと思います。長期的な視点の中
で、市として今後どのように取り組んでいくか、またコスト面はどうするのか幅
広い視点で考えていく必要があると思いました。

　ご意見については、重点プロジェクトとして「“地域の稼ぐ
力”向上プロジェクト（仮称）」を位置づけることとしており、
今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていた
だきます。 Ｄ

164 2

鹿児島にはまだ交通整備が不十分な場所があり移動手段が限られている。
また全くないという地域もあるので、もう少し交通整備を充実させることに力を
入れるべき。（かごりんの設置を増やす）

　ご意見のあった「交通整備」については、「３　基本構想」-
「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、
「広域交通ネットワークの形成や、効率的で持続可能な公共交通
体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」としてお
り、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。
　また、「かごりん」については、利便性・回遊性の向上に向け
たサイクルポートの増設について、これまで、段階的に取り組ん
でいるところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計
画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

165 2

　子育ての充実はもっと力を入れてやってほしい。特に金銭面の充実を!! 　子育てに対する経済的支援については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるま
ち」で、「結婚、妊娠・出産、子育ての切れ目のない支援を充実
するとともに、未来の力となる子どもたちの明るく健やかな成長
を支えます」としており、また、現在、こども医療費の助成など
に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－227－



－228－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

166 2

海外に目を向けるのはとても良いと思いますが、鹿児島の産業を盛り上げて
いってほしい。（地産地消）

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅
力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「地域産業の活力の創
出を進める」としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

167 2

　ICTの利用で高齢者の方々も使えるように教育を充実させること。 　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「“ＩＣＴで住みよいまち”推進プロジェク
ト（仮称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

168 2

「学校教育の充実」に性教育に関する項目を入れてほしい。小学生から取り
入れてもよいのでは…！大学生になっても性に対する知識がない人が多いで
す。

　性教育については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたちが
夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・家
庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健やか
な体を育む教育を進めます」としており、また、現在、健康に関
する指導の充実に取り組んでいるところです。ご意見について
は、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

169 2

鹿児島の農林水産業、特に水産業の振興についてです。鹿児島の水産業
の魅力は分かるけど、高くて買えない人が多いと思うため、地産地消が行いえ
やすい取り組みが欲しいです。地魚をもって広めてほしい。そこで、産業の活
性化にもつながると感じます。

　現在、生産者、漁協等の関係団体と連携したＰＲを実施し、水
産業の振興や地産地消の推進に取り組んでいるところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

170 2

　子供の性教育を「学校教育の充実」に加えてほしいと思います。 　性教育については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたちが
夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・家
庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健やか
な体を育む教育を進めます」としており、また、現在、健康に関
する指導の充実に取り組んでいるところです。ご意見について
は、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

－228－



－229－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

171 2

アウトレットモールとスタジアムを併設した一つのスモールタウンを作ってほ
しい（ウォータフロントパークや水族館のスペース一体に）

　サッカー等スタジアムは、施設の複合化や機能・サービスの多
様化を図り、試合が開催されない日においても、日常的に多くの
人で賑わう施設を考えているところであり、今後、このような観
点から国内外のスタジアム等を参考にしながら検討してまいりた
いと考えております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

172 2

　市電を伸ばす。市電のICカードを使えるようにする。 　路面電車の延伸については、以前、谷山中央地区など実現可能
性が高い地区について調査検討を行った結果、費用対効果の面な
どから総合的に判断し断念せざるを得ないという結論に至った経
緯がございます。現在は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、路面電車観光路線として鹿児島港
本港区への市電延伸について検討を進めているところでございま
す。
　また、全国交通系ＩＣカードへの対応については、これまでも
検討してきておりますが、費用対効果等の課題が多く、市内では
ラピカ等が普及していることもあり、今日まで実現に至っており
ません。
　ご意見につきましては、「３　基本構想」-「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能
な公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えま
す」としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての
参考とさせていただきます。

Ｄ

173 2

　甲突川沿いの砂部分に芝を引く。 　市で管理する公園については、これまで、広く市民に親しまれ
る公園の充実などに取り組んでいるところです。ご意見について
は、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考にさせて
いただきます。

Ｄ

174 2

鹿児島は農業、水産業が栄えているからそこをもっと発展させる。逆に鹿児
島はあまり稼げないから他の地域と提携して鹿児島の新たな強みをつくって
いく。

　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「“地域の稼ぐ力”向上プロジェクト（仮
称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今後、基
本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

175 2

少子高齢化に関しても、経済的に子供ができない、結婚できない人をサポー
トしたり、社会人向けにスポーツなどで交流し、出会えるような場を設けてあげ
るべきだと思った。

　結婚への支援については、現在、結婚を希望する人たちに対
し、出会いの場の提供などの取組を実施しているところです。ご
意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての
参考とさせていただきます。

Ｄ

－229－



－230－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

176 2

　それぞれの地域の特性（歴史、文化）を活かしたまちづくり案を盛り込む。
例えば、上町エリアなら島津家の史跡、谷山エリアなら縄文後期の遺跡、中

世の山城跡（懐良親王）など

　地域の特性を活かしたまちづくりについては、現在、埋蔵文化
財や指定文化財等の保存活用や世界文化遺産の管理保全等に取り
組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計画や実
施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

177 2

　結婚したくてもできない人への経済的支援 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「結婚、妊娠・
出産、子育ての切れ目のない支援を充実する」としており、ご意
見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参
考とさせていただきます。

Ｄ

178 2

私有地に所在する文化財をどうやって保護していくかの方針（谷山なら、鉱
山跡、清水寺あとなど）

　文化財の保護等については、「３　基本構想」－「（２）基本
目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「文化
芸術や歴史に親しむことのできる市民文化を創造します」として
おり、また、現在、埋蔵文化財や指定文化財等の保存活用や世界
文化遺産の管理保全等に取り組んでいるところです。ご意見につ
いては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

179 2

　地域全体で芸術をもっと価値あるものとして評価すべき。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「文化芸術や歴
史に親しむことのできる市民文化を創造します」としており、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

180 2

　移住者が仕事しやすい環境の整備に力を入れてみるといいかも。 　現在、ＵＩＪターンによる就業・起業者の創出を図るため、東
京２３区に在住または通勤していた方が、鹿児島市内に移住し、
中小企業等に就業、起業またはテレワークを行っている場合に、
移住支援金を支給しております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

181 2

広域交通の充実とかごりんの有効活用をして欲しいです。かごりんは便利な
のに、ポートが近すぎて、市電や徒歩のほうが良いと感じてしまうことがあるの
でもう少し域を広げていけば、使用率が上がると思います。

　利便性・回遊性の向上に向けたサイクルポートの配置について
は、いただいたご意見を、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

－230－



－231－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

182 2

地域貢献をすればするほど優遇されるようなポイント制度をやっていく、表彰
を行う、という取り組みを行うべきだと思う。鹿児島の文化として突出する、さ
せることを嫌う文化があるが、やったことに対して評価をしてあげることを若者
世代は望んでいる。（貢献すればするほど、例えば、子どもに対しての＋αが
生まれるとか…）

環境的にそのようなことが難しい人たちもいるかもしれないが、そういう人を
引っ張り上げることもまた一つの評価にしていくと共助の精神が生まれたり、
財政を圧迫する生活保護等の歳出を減らせるのではないか。

　本市においては、産業、福祉、環境、まち基盤などの個別分野
のほか、市政全般を対象とした表彰制度の運用に取り組んでいる
ところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検
討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

183 2

死んでいる公園をよみがえらせるために公園から導線を生む市の管理する
公園を町内会の借地にし、例えば、団地までの公開空地でイベントを行う等、
行っていく。大正、昭和、平成においての鹿児島の魅力を発見し、温故知新を
行っていく。

　市で管理する公園については、これまで、広く市民に親しまれ
る公園の充実などに取り組んでいるところです。ご意見について
は、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

184 2

国際交流の推進について未だに外国の方に対して偏見を持っている人もい
る。

原因の一つとして、実際に交流する経験がないということも考えられるため、
例えば、小学生のうちからALTの先生だけでなく、同じ年代の外国人と交流す
る取り組みを難しいとは思うが全学校で行えたら、成長していくうえで偏見を
持ってしまうことを防げるのではないかと考える。

　国際理解教育については、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子ども
たちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学
校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、
健やかな体を育む教育を進めます」としており、また、現在、そ
の推進に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、
基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

185 2

誰にでも家を失う可能性や貧困から抜け出せない（抜け出したくても）人も多
いので、ホームレスへの対応も教えてほしい。

　ご質問のあった「ホームレスへの対応」については、巡回相談
による相談活動などを行っているところでございます。
　ご意見については「３　基本構想」－「（２）基本目標　自分
らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」の中で「健やかな暮
らしを支える福祉サービスを充実するとともに、共に助け合い、
一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進めます」とし
ており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

186 2

誰でも病気や事故にあう可能性があるので、障害の有無にかかわらず通え
る学校（インクルーシブな学校）ができてほしい。

　特別支援教育については、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子ども
たちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学
校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、
健やかな体を育む教育を進めます」としており、また、現在、そ
の充実に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、
基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

－231－



－232－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

187 2

　LGBTの人が安心して住める街づくりをしてほしい。 　ＬＧＢＴの方々が安心して住める街づくりについては、「３
基本構想」－「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創の
まち」で、「性別や年齢、国籍などに関係なく、一人ひとりの人
権が尊重され、個性と能力を発揮できる地域社会を築きます」と
しており、現在、パートナーシップ宣誓制度の導入や、性の多様
性の理解促進に向けた取り組みを進めているところです。ご意見
については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

188 2

かごりんの設置場所を広げてほしい。使いたいけど地元が郊外だから使え
ない。また、システムを分かりやすくしてもらえたら、もっと利用者が増えると思
う。

　利便性・回遊性の向上に向けたサイクルポートの増設について
は、これまで、段階的に取り組んでいるところです。ご意見につ
いては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。
　また、より多くの方にご利用いただけるよう、使用方法等につ
いての周知を引き続き図ってまいりたいと考えております。

Ｄ

189 2

子育て支援のために、まず親への支援が必須であり、物や経済的支援に限
らず、主に育てる人への介助がもっと充実してほしいです。産後一か月程度は
安静がとれるよう配食サービスや身体的不調に対する介入等、子育てクーポ
ンとして利用が出来たらいいと思います。

鹿児島は収入も低く、産後院等は採算が取れないということも大きく、施設も
ありません。主に育児をする人が自身を大切にできる環境づくりが子どもを大
切にできるということにつながると思っています。

　母親が安心して出産できる環境づくりについては、現在、子育
て世代包括支援センターでの切れ目ない支援や産後ケア、産婦小
児科連携などに取り組んでいるところです。ご意見については、
今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていた
だきます。

Ｄ

190 2

全国共通ICカードを市電・バスで使えるようにしてほしいです。キャッシュレス
の時代に、県外等から来た観光客、学生などが非常に不便です。

　全国交通系ＩＣカードへの対応については、これまでも検討し
てきておりますが、費用対効果等の課題が多く、市内ではラピカ
等が普及していることもあり、今日まで実現に至っておりませ
ん。ご意見につきましては、「３　基本構想」-「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能
な公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えま
す」としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての
参考とさせていただきます。

Ｄ

191 2

パートナーシップの制度の確立・充実・周知です。2021年度から早期運用さ
れるとのことでしたが、徐々でいいので、「結婚」とほぼ同等の扱いが受けられ
るようにしていただきたいです。鹿児島市の発展を願っています。

　パートナーシップ宣誓制度については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」で、
「性別や年齢、国籍などに関係なく、一人ひとりの人権が尊重さ
れ、個性と能力を発揮できる地域社会を築きます」としており、
また、現在、制度の導入や、性の多様性の理解促進に向けた取り
組みを進めているところです。ご意見については、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－232－



－233－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

192 2

　鹿児島の資源である火山灰の有効活用化。 　現在、地域資源を生かしたものづくりや製品の高付加価値化へ
の支援、オンリーワンの魅力創出などに取り組んでいるところで
す。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

193 2

幼児教育の観点にも地域との結びつき、関わりをあてはめるべき（子育て支
援だけではなく）ではないでしょうか。にぎわいとゆとりある都市空間の創出に
は、自身も子どもを二人もつ立場であるため、とても感謝しています。

　幼児教育と地域の結びつきや関わりについては、「３　基本構
想」－「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあ
るまち」で、「結婚、妊娠・出産、子育ての切れ目のない支援を
充実する」としており、また、現在、多様な保育サービスの提供
に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

194 2

いじめに関する言葉が１つも入っていませんが、意図的に入れていないので
しょうか？鹿児島でもいじめ関連の自殺などが起きています。鹿児島市にいじ
め問題はないのでしょうか？（違うのであれば、いじめと向き合って、施策に盛
り込むべきではないでしょうか？）

　いじめの問題については、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子ども
たちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学
校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、
健やかな体を育む教育を進めます」としており、また、現在、
「鹿児島市いじめ防止基本方針」に基づき、市・学校・地域住
民・家庭その他の関係者が連携して、対応しているところです。
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

195 2

教育としての施策で、学校教育として充実を行うのではなく、自治体や民間
のサービスや事業として進めていってほしい。
（学校教育だけでは、まかないきれない程のカリキュラムがあり、これ以上学
校教育に求めるのではなく、地域として、世代を問わず学び続ける仕組みを
作ってもらいたい）

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたちが
夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・家
庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健やか
な体を育む教育を進めます」としており、今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

196 2

人権の尊重、男女共同参画等は、日本国民が守るべきものなので、はやめ
に改善するために、活動すべきだと思う。

　人権の尊重については、「３　基本構想」－「（２）基本目標
信頼とやさしさのある　共創のまち」で、「性別や年齢、国籍な
どに関係なく、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮
できる地域社会を築きます」としており、また、現在、あらゆる
場における人権教育・啓発の推進に取り組んでいるところです。
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

－233－



－234－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

197 2

　「健康づくり」は、医療者や保健行政のみですることではないと思う。
自宅で最期を迎えるには家族の理解が必要であるし、地域の関係が希薄で

あると「社会的健康」が損なわれるのではないか。他の視点からの「健康」も盛
り込むべきだと思う。

　高齢者の生きがいづくりや社会参画については、「３　基本構
想」-「（２）基本目標　自分らしく健やかに暮らせる　安心安全
なまち」で、「共に助け合い、一人ひとりが自分らしく生活でき
る地域づくりを進めます」としており、また、現在、敬老パスの
交付やひとり暮らし高齢者等への生活支援などに取り組んでいる
ところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検
討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

198 2

国際交流の推進→地域のNPOやボランティアなど、地域に根差して活動して
いる国際交流のプロを支援することが、目標達成につながると思います。行政
の視点に偏らないこと。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある共創のまち」で、「市民や行政、様々な地域
団体や事業者など多様な主体が協働・連携し、新しい価値を共に
創るまちづくりを進める」としており、今後、基本計画や実施計
画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

199 2

待機児童ゼロ、是非実現を→そうでないと子供を文化的事業にふれさせる
余裕ができないので、いくら文化芸術を進行しても子どもにつながりません。

　待機児童の解消については、「３　基本構想」－「（２）基本
目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「結
婚、妊娠・出産、子育ての切れ目のない支援を充実する」として
おり、また、現在、就学前児童の待機児童対策に取り組んでいる
ところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検
討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

200 2

「市民文化の創造」のところで、「文化芸術の振興」や「歴史・文化資源の保
存と活用」というところがあり、幼いころから地域と深く関わることで愛着やプラ
イドが養われ、とても良いと思いました。

ですが、古い城跡や貴重な遺跡を地域の有志の方々の手によって整備され
ている所もあるので、是非そのような場所への支援をして頂きたいなと思いま
す。

　文化財の保護等については、「３　基本構想」－「（２）基本
目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「文化
芸術や歴史に親しむことのできる市民文化を創造します」として
おり、また、現在、埋蔵文化財や指定文化財等の保存活用や世界
文化遺産の管理保全等に取り組んでいるところです。ご意見につ
いては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

201 2

鹿児島市の待機児童問題が全国的にも深刻になっていることを知り、子育
てしやすい環境づくりの具体的な策がもう少しあればいいと思う。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「結婚、妊娠・
出産、子育ての切れ目のない支援を充実する」としており、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

202 2

ICTの利用に際して、それを使いこなせない方々への配慮も項目に入れてほ
しいです。

　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「“ＩＣＴで住みよいまち”推進プロジェク
ト（仮称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

－234－
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203 2

子ども・文教政策の面において、教育者への支援を充実させるとよいのでは
ないかと感じた。

　教職員への支援については、「３　基本構想」－「（２）基本
目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子ど
もたちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、
学校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな
心、健やかな体を育む教育を進めます」としており、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

204 2

「豊かな個性を育み未来を拓く誇りあるまち」という項目で、“子ども”だけにし
か着目しておらず、その支えとなっている“教育者”“教育機関”“保護者”に対
しての支援がまだ不十分ではないかと思いました。鹿児島では全国的な問題
でもある“待機児童問題”があり、2019年では200人を超えているというデータ
もあります。その原因としては、やはり教育者である保育士・幼稚園教諭の支
援が必要だと思いました。

　保育士等への支援については、「３　基本構想」－「（２）基
本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「結
婚、妊娠・出産、子育ての切れ目のない支援を充実する」として
おり、また、現在、保育士等の業務負担軽減・就労継続支援に取
り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計画や
実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

205 2

「次世代の担い手の確保・育成」に関して、保育園や小・中・高校等で鹿児島
の第一次産業等について学べる機会があれば良いのではないかと思いまし
た。「魅力ある地域資源の活用」について、外部業者（ex.星野リゾート等）への
委託から、新たな魅力発見につながるのではないかと考えました。

　都市農業センターの市民農園や収穫体験等を通じ第一次産業等
について学べる機会を提供しているところです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考にさせていただきます。

Ｄ

206 2

私は、鹿児島市がより育児支援に力を入れたら、住みやすいまちに近づくと
思います。もちろん、介護サービスに力を入れることも重要だけれど、近年女
性が社会進出をしているにつれて子どもが産みづらい環境ができてしまった
り、産みたくても産めない状況になったりしています。育児支援（託児サービス
の拡張、保育園の増加など）を充実させることで、暮らしやすく住み続けたいと
思える“まち”になると思います。

　育児支援（保育園の増加など）については、「３　基本構想」
－「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるま
ち」で、「結婚、妊娠・出産、子育ての切れ目のない支援を充実
する」としており、また、現在、就学前児童の待機児童対策、多
様な保育サービスの提供に取り組んでいるところです。ご意見に
ついては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考と
させていただきます。

Ｄ

207 2

私は鹿児島市が教育と働きやすいまちになったらいいかなと思います。その
ためには、高校や大学での学びの環境や鹿児島の魅力を発信していくことが
必要だと思います。学びの環境というのは、英検などの資格取得をもっと気軽
にできることやICTを活用した活動の促進が大切なのかなと思います。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたちが
夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・家
庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健やか
な体を育む教育を進めます」としており、今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－235－



－236－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

208 2

　今、通学をしていて、電停からフェリー乗り場までを明るくしてほしいです。 　防犯灯につきましては、町内会等が設置し、市は設置や維持管
理に係る経費に対し補助金を交付しており、今後とも引き続き、
「4 生活の安全性の向上」の「Ⅲ市民総ぐるみの防犯対策の推
進」の中で、防犯灯の設置など地域の自主的な防犯対策を支援
し、明るく住みよいまちづくりを進めてまいります。
　また、ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「生活道路など、市
民の暮らしを支える生活基盤について、効果的な整備を進め、誰
もが暮らしやすいまちをつくります」としており、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

209 2

子育て世代や仕事と家庭の両立に関心があります。会社の同僚も大変そう
なので、保育施設の充実や病児保育の受入の拡大など検討してほしいです。

　保育施設の充実や病児保育については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるま
ち」で、「結婚、妊娠・出産、子育ての切れ目のない支援を充実
する」としており、また、現在、安全な教育・保育環境の充実や
多様な保育サービスの提供に取り組んでいるところです。ご意見
については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

210 2

ジェンダーにも興味があります。先日、LGBTの同性婚に関するパブリックコ
メントを提出しました。性に関する悩みを行政の力で少しでも軽減できればい
いなと思います。

　ＬＧＢＴなど性の多様性については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」で、
「性別や年齢、国籍などに関係なく、一人ひとりの人権が尊重さ
れ、個性と能力を発揮できる地域社会を築きます」としており、
また、現在、パートナーシップ宣誓制度の導入や、性の多様性の
理解促進に向けた取り組みを進めているところです。ご意見につ
いては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

211 2

今回の素案で疑問に感じたのは、ＩＣＴの利活用促進です。ＩＣＴを利用するこ
とが最大の目的となっているように感じました。利用することで得られる効果を
具体的に知りたいです。高齢者や親世代にはネットへの苦手意識や不信感が
ある人も多いので、その世代をどう取り込むかも知りたいです。

　ＩＣＴの利活用推進およびインターネットに関する学習の場に
ついては、現在、地域情報化の推進の取組でＩＣＴの利活用によ
る市民サービスの向上やＩＣＴ基礎講座の実施に取り組んでいる
ところです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検
討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

212 2

男女共同参画の推進については、よく謡われていることではありますが、鹿
児島では、まだ改善の余地があるという話を聞いたことがあります。そのた
め、より多くの人にとって住みやすいまち、働きやすいまちの形成を実現でき
るよう、推進し続けたら嬉しいです。

　ご意見については、「３　基本構想」―「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で「性別や年齢、国籍などに
関係なく、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮でき
る地域社会を築きます」としており、今後、基本計画や実施計画
の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－236－



－237－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

213 2

鹿児島をよりよく住みやすい街づくりにするために、鹿児島ならではのイベン
トがあった方が、観光客の方も楽しめ地元の方たちも楽しめていいと思う。鹿
児島の魅力をもっと発信できるようなイベントを知るために、広告やＣＭ等、Ｓ
ＮＳを通じて伝えてもいいと思った。

　現在、豊かな自然や景観、個性ある歴史・文化や食等の観光資
源を生かしたイベントの開催や支援、またそれらの効果的な情報
発信を行っているところであり、ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

214 2

産業・交流政策と子ども・文教政策の面では、企業や子どもに焦点を当てる
のも大切だと思いますが、それを支える社員やアルバイト、親へのもっと手厚
い支援をすべきではないかなと思います。

　ご意見のあった「働く人々の支援」については、（公財）鹿児
島市中小企業勤労者福祉サービスセンターにおいて、職場の環境
づくりや勤労者の福祉の向上、元気回復を目的とし、共済給付事
業や健康維持増進事業、余暇活動助成事業等、個々の中小企業で
は充実したサービスを提供することが困難な福利厚生事業を提供
しており、引き続き同サービスセンターの運営を支援します。ご
意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての
参考とさせていただきます。
　「子育てに対する経済的支援」については、「３　基本構想」
－「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるま
ち」で、「結婚、妊娠・出産、子育ての切れ目のない支援を充実
するとともに、未来の力となる子どもたちの明るく健やかな成長
を支えます」としており、また、現在、こども医療費の助成など
に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

215 2

商業・観光の充実にはとても賛成します。私は１年半前に仙台から引っ越し
てきましたが、魅力的な鹿児島をもっと盛り上げ全国、世界に発信していく余
地があると強く感じました。発信と、人を呼び込み、受け入れる体制作りがもっ
と進むといいなと感じます。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅
力にあふれ人が集う　活力あるまち」で、「国内外から多くの人
が集うまちをつくります」としており、今後、基本計画や実施計
画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

216 2

学校教育に関して、いじめに関する記述が出てきていませんが、なぜでしょ
うか。

この10年の間にいじめ防止対策推進法が制定され、またテレビでも多くのい
じめに関するニュースが取り上げられています。子どもの限りない可能性に挑
戦する下地をつくることも大切ですが、いじめから子どもたちを守る、いじめの
加害者にならないための施策も非常に重要だと思います。

　いじめの問題については、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子ども
たちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学
校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、
健やかな体を育む教育を進めます」としており、また、現在、
「鹿児島市いじめ防止基本方針」に基づき、市・学校・地域住
民・家庭その他の関係者が連携して、対応しているところです。
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

－237－



－238－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

217 2

ICTで便利にするということが少し想像がしづらかったです。←高齢者が多
く、アナログの方が便利な場合もあると思うため。

　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「“ＩＣＴで住みよいまち”推進プロジェク
ト（仮称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

218 2

１０年後そしてその先を見据えた計画として、重要な項目を幅広く、細やかに
網羅されている素敵な素案だと感じました。特に重点プロジェクトとして掲げら
れている３つにつきましては、共感できることが多かったです。

少子高齢化を減速させ、域内外経済を活性化させるためには、子育て支援
や、観光交流促進が大切だと思うからです。今後の人口減少を考えると、鹿児
島市にはどうしても外の力（外貨etc.）が必要になると思います。誘客はさらに
大切になってくるので、鹿児島に合った持続可能な観光の推進とその土台
（ハード面etc.）づくりに注力してほしいです。また、観光にしても交流にしても、
「双方向」であると思うので、インバウンドと同時にアウトバウンドの促進にも取
り組んでほしいです。

　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「“地域の稼ぐ力”向上プロジェクト（仮
称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今後、基
本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

219 2

自然・環境・・・墓地の整備。市民の多様化にそくした整備、宗教などの配慮
も欲しいです。

　本市では、現在、市営墓地の環境整備に取り組んでいるところ
です。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

220 2

子ども・文教・・・就職までの支援。特に学費。家の経済状況で教育の質に差
があるのを感じる。松陽高校で美術・音楽が出来るのに、芸大がない。学ぶ場
を求めて若者が出てしまうので、もっと好きなことを伸ばせる場が欲しいです。

　学費の支援については、「３　基本構想」－「（２）基本目標
豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたち
が夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・
家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健や
かな体を育む教育を進めます」としており、教育費の負担軽減等
に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

221 2

　産業・交流・・・色んなコンテンツのイベントを楽しめたらいいなと思います。 　現在、豊かな自然や景観、個性ある歴史・文化や食等の観光資
源を生かしたイベントの開催や支援、またそれらの効果的な情報
発信を行っているところであり、ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

222 2

都市・交通・・・市電や市バスでは届かないところにも行けるので、自転車道
路の整備。

　自転車道路の整備については、「３　基本構想」-「（２）基本
目標　質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持
続可能な公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整
えます」としており、また、現在、自転車走行空間づくりの推進
に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－238－



－239－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

223 2

人権に関する内容ではLGBTについての理解等を当事者に実際に話を聞い
て、困っていることや手助けできることを見つけて、目標実現に動くべきである
と考えました。

　ＬＧＢＴなど性の多様性については、「３　基本構想」－
「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」で、
「性別や年齢、国籍などに関係なく、一人ひとりの人権が尊重さ
れ、個性と能力を発揮できる地域社会を築きます」としており、
また、現在、パートナーシップ宣誓制度の導入や、性の多様性の
理解促進に向けた取り組みを進めているところです。ご意見につ
いては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

224 2

平和の言葉の具体的な内容や、それぞれどのように取り組んでいくのか見
えないような目標も見られたので具体性も必要だと思いました。

　平和意識の醸成については、現在、平和都市宣言の趣旨啓発等
に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

225 2

「産業・交流政策」の分野においては、「農林水産業の振興」の一環として、
「次世代の担い手の確保・育成」の点で、まず、鹿児島にはどのような農業・水
産業があるのか知られていない部分を知らせるという活動から、だと感じまし
た。

　現在、農林水産業への理解を深めるため、生産者、農協等の関
係団体と連携した情報発信や交流促進に取り組んでいるところで
す。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考にさせていただきます。

Ｄ

226 2

鹿児島は、まだまだ性的マイノリティという点に置いて、もう少しだけ活動？
を増やしてほしいと思いました。

　性的マイノリティなど性の多様性については、「３　基本構
想」－「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のまち」
で、「性別や年齢、国籍などに関係なく、一人ひとりの人権が尊
重され、個性と能力を発揮できる地域社会を築きます」としてお
り、また、現在、パートナーシップ宣誓制度の導入や、性の多様
性の理解促進に向けた取り組みを進めているところです。ご意見
については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

227 2

教育と子育てに対する政策が少ない。教育と子育て、結婚等は別々に切り
離して考えてほしい。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「結婚、妊娠・
出産、子育ての切れ目のない支援を充実するとともに、未来の力
となる子どもたちの明るく健やかな成長を支えます。子どもたち
が夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・
家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健や
かな体を育む教育を進めます」としており、今後、基本計画や実
施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－239－



－240－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

228 2

中学・高校生たちが学びやすい環境（学びの機会を奪う要因が取り除かれ
た環境）を整えることが重要だと感じた。理想を掲げることと同時に、実際に子
どもたちが何に困っていて、どこを改善すればより良い環境に繋がるのか、そ
の情報から改善策が実践されることを願います。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたちが
夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・家
庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健やか
な体を育む教育を進めます」としており、今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

229 2

高校生の立場から、駅の近くに学習ができる場所ができたら良いなと思いま
す。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「誰もが、生涯
にわたって学び続けることができる環境を整える」としており、
今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていた
だきます。

Ｄ

230 2

外国人の方と交流する機会がもっと増えればグローバル化にもつながると
思いました。

　国際理解教育については、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子ども
たちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学
校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、
健やかな体を育む教育を進めます」としており、また、現在、そ
の推進に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、
基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

231 2

学校でも、「まちづくり」についてみんなで話あう時間が設けられれば面白い
と感じました。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊
かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたちが
夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・家
庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、健やか
な体を育む教育を進めます」としており、今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

232 2

バスの乗り場の表示（時刻表や行き先など）を多言語表記にしたり、わかり
やすくしてもらえたら嬉しいです。

　ご意見につきましては、「３　基本構想」-「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能
な公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えま
す」としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての
参考とさせていただきます。

Ｄ

－240－



－241－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

233 2

意見としては“稼ぐ力”向上を中学・高校生からでも取り組める町としての企
画があってもいいと思いました。まちを自分ごとにするという概念は、自分がま
ちに影響を与える経験があって始めて身につくものだと思います。

若い世代が結集する機会をつくり社会に価値を届けることが市民全体へま
ちを自分ごとしてつくる意識にさせると思います

　キャリア教育については、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子ども
たちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学
校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、
健やかな体を育む教育を進めます」としており、また、現在、
キャリア教育の充実等に取り組んでいるところです。ご意見につ
いては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

234 2

医療体制の確保などによる健康寿命を延ばす計画で、健康寿命が延びれ
ば、高齢者の割合が増え、働きざかりの人々の年金の保険料の増加が懸念さ
れると思う。

　ご意見のあった「年金の保険料増加が懸念される」について
は、国において、保険料の上限を設定し、財源の範囲内で給付水
準を自動調整するなど、少子高齢化が進んでも、将来にわたり年
金制度を持続させるための仕組みを導入しているところであり、
本市といたしましては、年金制度の周知を図っていきたいと考え
ております。

Ｅ

235 2

　スポーツ施設の無料化（公園でボール遊びなどができなくなっているため） 　現在、「こどもの日」にスポーツ施設等の無料開放を行ってい
るところです。ご意見として承り、今後の参考とさせていただき
ます。

Ｅ

236 2

  「行政が暮らしをよりよくしてくれる」の時代ではないこと、自分たちで地域を
よりよくする意識がもっと根付くと、持続的でより良い暮らしになると思うので、
そのような意識を自分自身も持っていきたいです。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

237 2
交流の賑わいを増やすのは大切だと思うが、消極的な人をどう取り入れるべ

きであるか。
　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

238 2
自然と都市が調和したうるおいのあるまちにおいて、３Rではなく、５Rの方が

良いのではないのかなと思いました。
　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

239 2

　甲突川沿いの銅像が老朽化により怖くなているので、どうにかして欲しい。 　甲突川沿いにある彫刻については、花と緑と彫刻のある文化的
香りの高いまちづくりを目指すことを基本理念に、昭和59年から
平成4年度にかけて8体設置したものであり、年2回、清掃を行い適
切に管理しております。ご意見として承ります。

Ｅ

240 2

高齢者の生きがいづくりに関しては、人によってそれぞれの生きがい、幸せ
の感じ方などが異なるので、どのように多くの高齢者がいきがいを得られるの
か考えるのは重要でもあり、難しいことでもあると思った。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

－241－



－242－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

241 2

エコスタイルへの転換の一環として環境税を導入してほしい。全てではなくて
導入しても需要があるから売り上げが落ち込まない商品とかに。

　国において、カーボンプライシングについての議論が行われて
いるようでございますので、その動向を注視してまいりたいと考
えております。

Ｅ

242 2

「幼児教育・保育の充実」➨充実って何をどうするの？箱なのか人材なの
か。

　ご質問のあった「幼児教育・保育の充実」については、保育士
等の確保などによる保育の受け皿確保や教育・保育の質の向上に
関する施策など、ハード・ソフト両面から取り組んでいきたいと
考えております。

Ｅ

243 2

　「魅力ある地域資源」って何？ 　魅力ある地域資源とは、農林水産業の分野では、地域の特色あ
る農林水産物や農林水産業に携わる人材、それらを取り巻く自然
資源などであり、これらを活用する取組を、今後検討してまいり
たいと考えております。

Ｅ

244 2

高校はスマホ禁止（アカウントをつくるのも禁止）なのに、ICTの推進って？
もっと活用させてくれてもいいんじゃない？

　ご質問のあったことについては、スマートフォンの使い方や注
意点などを指導する場合はあるものの、その所持自体を禁止する
指導は行っていないところです。

Ｅ

245 2

今回の意見活動を通して、鹿児島に住みたくなるようになるためには、まず
最低賃金を上げることが必要だと本当に思いました。鹿児島で、自分の能力
を生かしたくても、やはりそれに見合う給料が必要なわけであります。

　最低賃金の引き上げについては、個人消費の拡大等による経済
活性化が期待される一方で、大幅な引き上げは中小企業の経営へ
の影響が大きく、その引き上げ額については、労使双方の代表が
入った審議会で検討され、決定されることから、鹿児島県の最低
賃金についても、それぞれの立場を踏まえて議論がなされたもの
と考えております。
　国においては、中小企業等の生産性向上を支援し、事業場内最
低賃金の引き上げを図る助成金制度等を実施していることから、
本市としても、労働局等関係機関と連携しながら、引き続き、こ
れらの制度について事業所への周知広報に努めてまいります。

Ｅ

246 2

鹿児島市総合計画の中で10年後どのような町であってほしいかを考えて、
交通の面で不便だという案がたくさんでて、やっぱりみんな思っているのだなと
感じた。かなり多くの人からそのような話を聞くので、交通ICカードの統一など
をしてほしいと思った。

　ご意見のあった、交通ＩＣカードの相互利用につきましては、
導入費用の負担が大きく、導入に対する各交通事業者の経営判断
等もあることから、今後とも、交通事業者等と連携を図りながら
研究してまいりたいと考えております。

Ｅ

247 2
「稼ぐ」観光という表現はもっとマイルドに、人が集まる（魅力的）街だったり、

違う表現でも良いのかなと思います。
　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

248 2

産業・交流施策の施策イメージ「新たな産業の創出」に関して、より詳しい説
明の必要性を感じます。「新たな産業の創出」より、「地域を支える産業の成長
促進」に力を入れるべきだ感じました。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

－242－



－243－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

249 2
行政主体の地域づくりの促進について、「住民主体」をどこまでレベルをあげ

てできるのか（ex.参加のはしご）重要なポイントだと思います。
　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

250 2

リサイクルについて、現在でも環境問題に対する呼びかけは行っています
が、今後さらにどのような工夫をすれば、まちが変わっていくのか、具体策を
教えて頂きたく思います。

　ご意見のあった「今後の具体策」については、先般、国におい
て、近年の海洋プラスチックごみ問題や地球温暖化への対策とし
て、プラスチックの資源循環を総合的に推進するための「プラス
チック資源循環戦略」を策定したところであり、本市において
も、今後は使い捨てプラスチック削減の重要性等について、意識
啓発を図ることとしており、これまでの取組みに加え、市民１人
１人が使い捨てプラスチックごみの削減に向けた取組みを実践し
ていただきたいと考えております。

Ｅ

251 2

健康・安心・・・豪雨災害を経験しました。実感したのは支援物資の効率的な
配分でした。

　ご意見については、本市では、県が平成25年に実施した地震等
災害被害予測調査において、最大の被害想定である鹿児島湾直下
地震による避難者数をもとに37,600人分の食糧と22,600人分の資
機材を備蓄しております。
　また、大規模災害時には、あらかじめ「鹿児島市災害時業務継
続及び受援計画」において、他自治体や民間団体からの人的応援
や物資集積拠点（鹿児島市ふれあいスポーツランド等）等を活用
し、効率的に国や民間団体等との協定に基づく支援物資を受け入
れ、供給する枠組みについて定めております。

Ｅ

252 2

言葉が難しくて伝わりづらいのではないかと感じました。「子ども・文教政策」
の「子どもが希望を持てる環境の充実」というところが、何の視点から見ての
充実なのか、希望という象像的な目に見えないものだからこそ、具体的に示し
てほしいと思いました。

　ご意見については、子どもの貧困対策や子ども食堂への支援な
ど、未来の力となる子どもたちの明るく健やかな成長を支える取
組を推進していきたいと考えております。 Ｅ

253 3

鹿児島市で暮らしていて、良い素材はあるけど、有効活用することができて
いないと思っていました。お話を聞いていく中で、まずは私たち市民が当事者
意識を高めていく必要があると考えました。鹿児島市をよりよくするには、市民
1人1人が小さな一歩を踏み出せる環境、雰囲気を作っていくべきだと思いまし
た。

　ご意見については、「１　総合計画策定の趣旨」－「（４）策
定にあたっての視点」－「視点④」で、「市民や市民活動団体、
事業者などのあらゆる主体が課題を共有し、協働・共創しながら
まちづくりを進めていく」としており、基本計画においては、市
民・地域、事業者・団体の役割についても示していきたいと考え
ております。

Ｂ

－243－



－244－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

254 3

話していると、皆鹿児島が好きなんだという事が伝わった。町の幸福度を上
げる為にはつながりが必要と分かったので、もっと積極的につながれるイベン
トなどあればいいなと思う。ただ、このようなイベントが一般化しないと大きな
ムーブメントにならないので、どう届けるのかが重要になると思う。まずは、一
般の人にも理解しやすい町のconceptを作るのが大切なのかな？？とも思っ
た。

　ご意見のあった「一般の人にも理解しやすいまちのコンセプ
ト」については、「３　基本構想」－「（１）都市像」で、将来
のまちのあるべき姿として、「つながる人・まち　彩りあふれる
躍動都市・かごしま」を掲げております。
　また、ご意見のあった「つながれるイベントや、その届け方」
については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｂ

255 3

ポテンシャルのあるまちでとどまるのは悔しいです。実際に魅力あふれる鹿
児島にしたい。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（１）都市像」で、
将来のまちのあるべき姿として、「市民一人ひとりが互いに尊重
しあい、個性と能力を発揮しつつ、市民、事業者、鹿児島への思
いを寄せてくださる多くの人々、関わりのある団体など、さまざ
まな交流を通じ、相互のつながりを深めることにより、新たな価
値や多彩な魅力を生み出し、人もまちも躍動する鹿児島市の創
造」を目指すこととしており、ご意見の内容も踏まえながら、総
合計画の策定・推進に取り組んでまいります。

Ｂ

256 3

私は昨年11月に東京から鹿児島市に引っ越してきました。両親が鹿児島出
身なので、ゆかりのある土地でしたが、周りの人からは「なんで鹿児島？」と言
われることも多く、認知度の低さを感じました。実際に住んでみて、とても住み
やすくてきれいな町なので、もっと移住者や観光客がいてもいいのに、もった
いないと感じます。

　ご意見として承り、本市への移住の促進に取り組みます。
　なお、「観光客誘致」については、現在、ニーズに合わせた効
果的なプロモーションを展開しているところであり、ご意見につ
いては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

257 3

活動や取り組みはとても魅力的かつ実用的で期待のもてるものばかりと思
います。

しかし、それらの取り組みを鹿児島市で生活する一人一人により多く、告知・
周知する手段や、その手段があまり浸透していないように思います。

まちづくりに興味がある人だけが情報を取るだけでなく、それ以外の方でも
手に入る仕組み（ＳＮＳの発信の仕方、TVでの広告の仕組）を充実させてほし
い。楽しみにしてます。

　総合計画につきましては、市内全世帯へ配布する「市民のひろ
ば」等を通じて、市民への周知に努めてまいりたいと考えてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

258 3

若者まちづくりの会議に参加してみて、鹿児島に対してとても興味を持って
いる人たちと交流することによって鹿児島について深く考えられたので、このよ
うな活動がたくさん増えればいいと思う。

　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

－244－



－245－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

259 3

15～39までの幅広い年齢層の方々と同じ議題について語り合うことができ、
とても充実した時間となりました。僕は南九州市出身で鹿児島市に住み始め
たのが約1年前と、まだまだ鹿児島市歴は浅いですが、日に日にこのまちが好
きになっていく毎日です。

これからも愛が増し続けるようなまち“鹿児島市”である為にも、僕たち若い
世代がまちを面白くしていきます！！

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

－245－



－246－

第六次鹿児島市総合計画 基本構想（素案）に関する意見の検討結果一覧表【６ 鹿児島市総合計画審議会】

１　基本構想（素案）に関する意見 対　応　区　分

(1) 総合計画策定の趣旨（計画の位置づけ、策定にあたっての視点など） Ａ 意見の趣旨等を反映し、基本構想（案）に盛り込むもの

(2) 総合計画策定の前提（時代の潮流、本市の特性、将来推計） Ｂ 意見の趣旨等は、基本構想（素案）に盛り込み済みのもの

(3) 基本構想（都市像、基本目標） Ｃ 基本構想（案）に盛り込まないもの

(4) その他全般 Ｄ 基本計画・実施計画の検討にあたり参考にするもの（具体的な施策・事業等）

２　具体的な施策・事業に関する意見 Ｅ その他要望・意見等

３　その他の意見

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

1 1 (1)

　指標だけではなく、豊かな精神性とか、「人」に着眼する必要があるのではな
いか。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（１）都市像」
の文中、「新たな価値や多彩な魅力を生み出し、人もまちも躍動
する鹿児島市の創造を目指し」を、「新たな価値が生み出され、
多彩な人材やまちの魅力が豊かな彩りとなる、人もまちも躍動す
る鹿児島市の創造を目指し」に修正します。

Ａ

2 1 (1)

　社会における様々な機能や主体の複合化・協働・連携を率先、先導するとい
う観点も重要（コミュニティ協議会、コミュニティスクール、地域包括ケア、まち
なか図書館など）

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「市民や市民活動団体、事業者などのあら
ゆる主体が課題を共有し、協働・共創しながらまちづくりを進め
ていくこと」としております。
　協働・連携はあらゆる分野で必要なことであり、基本目標の
「信頼・共創政策」は、他の基本目標のベースになるものであ
り、また各基本目標も相互に関連し、連携していく面もあること
から、都市像を実現するための基本目標の位置づけが伝わるよう
に、「４　総合計画の体系図」を修正します。

Ａ

3 1 (1)

　県外からの視点なども踏まえながら、具体的に進めていくべきである。 　これまで、県外の有識者ヒアリングやアンケート調査を通し
て、県外在住者の意見を参考にしながら進めているところであ
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

項　目

－246－



－247－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

4 1 (2)

　ウィズコロナで社会が大きく変わる中、地方回帰が言われ始めている。 　ご意見の趣旨を踏まえ、「２　総合計画策定の前提」－
「（１）時代の潮流」の「価値観の変化・多様化」の文中、「大
都市部への人口集中リスクへの認識の広がりなどに伴い、人々の
価値観やライフスタイルの多様化がさらに進んでいます」を「大
都市部への人口集中リスクへの認識の広がりなどに伴う地方回帰
の機運など、人々の価値観やライフスタイルの多様化がさらに進
んでいます」に修正します。

Ａ

5 1 (2)

　コロナ禍により、東京一極集中から地方の価値が改めて顕在化したところが
あり、若者をはじめとした地方回帰の動きも踏まえ、これを契機に新しい地域
のあり方や鹿児島の価値を考える視点が重要。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「２　総合計画策定の前提」－
「（１）時代の潮流」の「価値観の変化・多様化」の文中、「大
都市部への人口集中リスクへの認識の広がりなどに伴い、人々の
価値観やライフスタイルの多様化がさらに進んでいます」を「大
都市部への人口集中リスクへの認識の広がりなどに伴う地方回帰
の機運など、人々の価値観やライフスタイルの多様化がさらに進
んでいます」に修正します。

Ａ

6 1 (2)

　新型コロナによって人とのつながりの大事さに気づかされている。 　「３　基本構想」－「（１）都市像」で、将来のまちのあるべ
き姿として、「市民一人ひとりが互いに尊重しあい、個性と能力
を発揮しつつ、市民、事業者、鹿児島への思いを寄せてくださる
多くの人々、関わりのある団体など、さまざまな交流を通じ、相
互のつながりを深めることにより、新たな価値や多彩な魅力を生
み出し、人もまちも躍動する鹿児島市の創造」を目指すこととし
ており、賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り
組みます。

Ｂ

7 1 (2)
　いろいろな課題も網羅されている。 　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま

す。 Ｂ

8 1 (2)

　働き方改革などコロナ前からある課題と、新しい生活様式などコロナ後に新
しく出てきた課題は、解決の時間軸が違うので分けて議論した方がいい。

　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」や、「２　総合計画策定の前提」は、特に重要となる視点や
踏まえるべき大きな時代の潮流等を記載しており、基本構想
（案）と合わせて公表する前期基本計画（素案）の中で、基本目
標別・地域別の現状と課題、基本的方向等を示すこととしてお
り、ご意見については基本計画や実施計画の検討にあたっての参
考とさせていただきます。

Ｄ

－247－



－248－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

9 1 (2)

　団塊の世代が後期高齢者になることや、８０５０問題に関する文言を入れて
はどうか。

　「２　総合計画策定の前提」－「（１）時代の潮流」の「人口
減少・少子高齢化の進行」の中で、「我が国の人口減少は、今
後、少子高齢化の進行に加え、老年人口さえも減少していく人口
構造の変化を伴いながら加速度的に進む」としており、ご意見に
ついては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考と
させていただきます。

Ｄ

10 1 (3)

　シビックプライドは用語の補足説明が必要である。 　「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策定にあたっての視
点」－「視点④」で、「共通のビジョンとなるよう、市民の視点
に立った分かりやすい計画とします」としており、ご意見の趣旨
を踏まえ、シビックプライドなど、分かりにくいと考えられる言
葉がないか、改めて精査したうえで、必要に応じて注釈を記載す
るなど、市民にとって分かりやすい計画となるようにしてまいり
たいと考えております。

Ａ

11 1 (3)

　基本目標「信頼とやさしさのある　共創のまち」の「市民や行政、様々な地域
団体や事業者など多様な主体が協働・連携し」の部分は、語順の整理・工夫
が必要ではないか。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
信頼とやさしさのある　共創のまち」の文中、「市民や行政、
様々な地域団体や事業者など多様な主体が協働・連携し」を「市
民や地域団体、大学、事業者、行政など多様な主体が協働・連携
し」に修正します。

Ａ

12 1 (3)

　基本目標「自然と都市が調和した　うるおいのあるまち」の語順は、「ごみの
３Ｒや適正な処理を進め」ではなく、「３Ｒによるごみの減量や適正な処理を進
め」とすべきではないか。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
自然と都市が調和した　うるおいのあるまち」の文中、「ごみの
３Ｒ（発生抑制：リデュース、再使用：リユース、再生利用：リ
サイクル）や適正な処理を進め」を「３Ｒの推進によるごみの減
量化・資源化や適正な処理を進め」に修正します。

Ａ

13 1 (3)

　基本目標「豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」の文頭に唐突に「結
婚」と出てくるのは違和感がある。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」の文中、「結婚、
妊娠・出産、子育ての切れ目のない支援を充実するとともに、未
来の力となる子どもたちの明るく健やかな成長を支えます」を、
「市民の結婚、妊娠・出産、子育ての希望をかなえる支援を充実
するとともに、未来の力となる子どもたちの明るく健やかな成長
を支え、安心して子どもを生み育てられるまちづくりを進めま
す」に修正します。

Ａ

－248－



－249－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

14 1 (3)

　「躍動都市」という言葉は良いと思う。但し「都市の躍動」とは何をさすのか定
義が必要。

　ご意見については、「多彩な人材やまちの魅力」そのものを
「彩り」として捉え、「彩り」があふれている状態を「躍動都
市」として表現しております。
　ご意見を踏まえ、その趣旨が伝わるように、「３　基本構想」
－「（１）都市像」の文中、「新たな価値や多彩な魅力を生み出
し、人もまちも躍動する鹿児島市の創造」を、「新たな価値が生
み出され、多彩な人材やまちの魅力が豊かな彩りとなる、人もま
ちも躍動する鹿児島市の創造」に修正します。

Ａ

15 1 (3)

　都市像の中で、「そのため市民一人一人が互いに尊重し合い、個性と能力を
発揮しつつ市民、事業者、鹿児島への思いを寄せてくださる多くの人々、関り
のある団体など様々な交流により相互のつながりを深めることにより新たな価
値が多彩な魅力を生み出し、人もまちも躍動する鹿児島市の創造を目指す」と
あるが、ここは市民一人一人の努力を言われているように感じる。一方、信
頼・共創政策の基本目標のうち、「健全財政の維持や効率的で質の高い行財
政サービスの展開」は行政の努力である。具体的に、何をすれば、都市像に
つながっていくのか整理が必要。

　都市像、基本目標を含む基本構想、そして基本計画は、市民や
市民活動団体、事業者などのあらゆる主体が課題を共有し、協
働・共創しながらまちづくりを進めていく共通のビジョンと捉え
ております。
　「３　基本構想」－「（２）基本目標　信頼とやさしさのある
共創のまち」に記載のある、健全財政の維持や効率的な行財政運
営においても、ふるさと納税や、民間・大学との連携による課題
解決など、市民、事業者、団体との連携が必要な面もあるなど、
あらゆる分野での協働が大切であり、基本計画においては、市
民・地域、事業者・団体の役割についてもお示ししたいと考えて
おります。
　また、ご意見のあった「信頼・共創政策」は、他の基本目標の
ベースになるものであることから、都市像を実現するための基本
目標の位置づけが伝わるように、「４　総合計画の体系図」を修
正します。

Ａ

16 1 (3)

　どの基本目標が都市像のどこにつながっているのか、都市像と基本目標の
関係がもう少し分かりやすく入ってくるといいのではないか。

　基本目標「信頼・共創政策」は、他の基本目標のベースになる
ものであり、また各基本目標も相互に関連し、連携していく面も
あることから、都市像を実現するための基本目標の位置づけが分
かりやすく伝わるように、「４　総合計画の体系図」を修正しま
す。

Ａ

17 1 (3)

　信頼・共創政策は横断的な概念を表していると思う。シティプロモーションな
ど、今後１０年間でどう世の中が変わるか分からない中、ぶれない軸が通って
いることで住んでいる人のプライドにつながるのではないか。

　ご意見のとおり、基本目標「信頼・共創政策」は、他の基本目
標のベースになるものであり、また各基本目標も相互に関連し、
連携していく面もあることから、都市像を実現するための基本目
標の位置づけが分かりやすく伝わるように、「４　総合計画の体
系図」を修正します。

Ａ

－249－



－250－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

18 1 (3)

　中核市の中でこれだけ大学が集まっている都市は珍しく、本市の特徴的な
部分であろうと思う。県外で発展している都市は大学とともに地域づくりに取り
組んでおり、地域づくりと大学という視点を盛り込めないか。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
信頼とやさしさのある　共創のまち」の文中、「市民や行政、
様々な地域団体や事業者など多様な主体が協働・連携し」を「市
民や地域団体、大学、事業者、行政など多様な主体が協働・連携
し」に修正します。

Ａ

19 1 (3)

　環境に関して市民全体で取り組んでいく表現を盛り込めないか。 　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
自然と都市が調和した　うるおいのあるまち」の文中、「環境に
配慮した生活スタイルへの転換により、ゼロカーボンシティかご
しまの実現を目指します」を「環境に配慮した生活スタイルへの
転換を進め、市民みんなでゼロカーボンシティかごしまの実現を
目指します」に修正します。

Ａ

20 1 (3)

　基本目標「自然と都市が調和した　うるおいのあるまち」に「緑あふれる、うる
おいのあるまち」とあるが、鹿児島市は海が近く、自然は緑だけでなく青もある
のではないか。川や海など水に対することを入れるべきではないか。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
自然と都市が調和した　うるおいのあるまち」の文中、「緑あふ
れる美しいまちづくり」を「水と緑豊かな美しいまちづくり」に
修正します。

Ａ

21 1 (3)

　「目指す都市像とはなんだろう」と思うと、フレーズとしては、やはり「安心して
子育てできるまち」ということではないか。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」の文中、「結婚、
妊娠・出産、子育ての切れ目のない支援を充実するとともに、未
来の力となる子どもたちの明るく健やかな成長を支えます」を、
「市民の結婚、妊娠・出産、子育ての希望をかなえる支援を充実
するとともに、未来の力となる子どもたちの明るく健やかな成長
を支え、安心して子どもを生み育てられるまちづくりを進めま
す」に修正します。

Ａ

22 1 (3)

　子育てをするまちなんだという希望を裏切らないという方向性が打ち出せな
いか。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」の文中、「結婚、
妊娠・出産、子育ての切れ目のない支援を充実するとともに、未
来の力となる子どもたちの明るく健やかな成長を支えます」を、
「市民の結婚、妊娠・出産、子育ての希望をかなえる支援を充実
するとともに、未来の力となる子どもたちの明るく健やかな成長
を支え、安心して子どもを生み育てられるまちづくりを進めま
す」に修正します。

Ａ

－250－



－251－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

23 1 (3)

　基本目標「豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」の文中、「切れ目の
ない」という表現は、結婚から出産、子育てまでつながっているように見える
が、それぞれ個別の選択だと思う。結婚への考え方や性自認の多様性も社会
的に認識され、ジェンダー平等が言われる中で適切か。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」の文中、「結婚、
妊娠・出産、子育ての切れ目のない支援を充実するとともに、未
来の力となる子どもたちの明るく健やかな成長を支えます」を、
「市民の結婚、妊娠・出産、子育ての希望をかなえる支援を充実
するとともに、未来の力となる子どもたちの明るく健やかな成長
を支え、安心して子どもを生み育てられるまちづくりを進めま
す」に修正します。

Ａ

24 1 (3)

　稼げる産業を育成し、その果実をどう再分配するかが重要である。現状に
「人口集中と過疎化、地域的・経済的格差の課題」や、１０年後の姿に「安心し
て暮らせる」といった文言を入れてはどうか。

　「２　総合計画策定の前提」－「（１）時代の潮流」は、まち
づくりを考える上で踏まえるべき特に大きな時代潮流を記載して
いるものであり、ご意見については、今後、基本計画や実施計画
の検討にあたっての参考とさせていただきます。
　また、ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　自分らしく健やかに暮らせる安心安全なまち」で「安心して
安全に暮らせるまちをつくります」としております。

Ｂ

25 1 (3)

　他の自治体の都市像と比較して、特徴的なところを打ち出す必要があるので
はないか。

　「２　総合計画策定の前提」－「（２）本市の特性」で、総合
計画期間内のまちづくりを考える上で生かすべき本市の特性をお
示ししており、それらを踏まえて、「３　基本構想」－「（１）
都市像」で、将来のまちのあるべき姿として、「市民、事業者、
鹿児島への思いを寄せてくださる多くの人々、関わりのある団体
など、さまざまな交流を通じ、相互のつながりを深めることによ
り、新たな価値や多彩な魅力を生み出し、人もまちも躍動する鹿
児島市の創造」を目指すこととしております。
　なお、総合計画の策定にあたっては、基本構想と基本計画を含
めた計画全体で鹿児島らしさを出してまいります。

Ｂ

26 1 (3)

　都市像の中で示されている「人口減少・少子高齢化の進行、グローバル化や
ICT等新技術の進展、災害や感染症リスクの高まり」などは、全国的、平均的
な表現になっていないか。

　「２　総合計画策定の前提」－「（１）時代の潮流」は、特に
重要となる視点や踏まえるべき大きな時代の潮流等を記載してお
り、基本構想（案）と合わせて公表する前期基本計画（素案）の
中で、基本目標別・地域別の現状と課題、基本的方向等を示すこ
ととしております。
　なお、総合計画の策定にあたっては、基本構想と基本計画を含
めた計画全体で鹿児島らしさを出してまいります。

Ｂ

－251－



－252－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

27 1 (3)

　人権についての項目が、前回は５番目の「学びよろこびが広がる誇りあるま
ち」に位置付けられ、人権意識の向上や啓発に重きが置かれていたように
思っていた。今回、一つ目の「信頼とやさしさのある共創のまち」に、「性別や
年齢、国籍などに関係なく、一人一人の人権が尊重され、個性と能力を発揮
できる地域社会を築きます」とあり、人権意識の向上、人権意識とは何かとい
うことが具体的に書かれており、とてもよい。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。

Ｂ

28 1 (3)

　基本目標「信頼とやさしさのある　共創のまち」の文中の「性別」は「ジェン
ダー（社会的・文化的につくられる性別）」としてはどうか。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」の文中の「性別」に、ジェン
ダー（社会的・文化的につくられる性別）の概念も含まれている
と考えております。

Ｂ

29 1 (3)

　基本目標「信頼とやさしさのある　共創のまち」について、社会の文化や慣習
が公正でなければ女性は十分に能力を発揮できないので、「公正な社会規範
の下、個性と能力を発揮できる」としてはどうか。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「性別や年齢、国籍など
に関係なく、一人ひとりの人権が尊重された社会」を実現するこ
とで、偏見や差別のない公正な社会規範が生まれるものと考えて
おり、文中の表現に含まれていると考えております。

Ｂ

30 1 (3)

　医療についてはコロナの関係もあるし、鹿児島には火山もあり、危機管理な
ど注目されており、非常に大事である。市民にとっても、医療と防災は、もっと
高度化していかなければ、力を入れなければいけないのではないか。

  ご意見のあった「医療」については、県の保健医療計画におい
て、各保健医療圏の機能に応じた医療提供体制を整備するとの考
えが示されているところです。
  本市といたしましては、「３　基本構想」－「（２）基本目標
自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」で「医療体制の
確保などにより、医療を充実」するとしており、市立病院におい
ては、救急医療やがん治療などの高度急性期医療等を維持しなが
ら、新型コロナウイルス感染症対応については、院内体制や機器
の整備を行うなど、診療機能の充実に取り組んでいるところで
す。今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。
　また、「３　基本構想」－「（２)基本目標　自分らしく健やか
に暮らせる安心安全なまち」で「危機管理体制や防災力・消防力
を強化」としており、ご意見を踏まえながら、取組を推進してま
いります。

Ｂ

31 1 (3)
　基本構想・基本目標については、まさにそうだなと思う。 　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま

す。 Ｂ

－252－



－253－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

32 1 (3)

　都市像の響きが良い。（第五次総合計画の）「みどり」というのも良かったが、
「彩り」は多様性を表しており、言葉だけでカラーが見えるような感じもする。
「躍動」はブランドメッセージの「マグマシティ」とも重なり音まで聞こえてくるよう
な感じがする。全国や世界に通用する高いポテンシャルを一言でよく表してい
る。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。

Ｂ

33 1 (3)
　基本目標は大体網羅していると思う。 　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま

す。 Ｂ

34 1 (3)

子どもたちの自己効力感、自己肯定感が下がっていると言われている。プラ
イドを持っていくことは人の育ちにも町の育ちにも重要であり、基本目標に「誇
りあるまち」とあるのはとてもよい印象。

　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。

Ｂ

35 1 (3)

　基本目標「信頼とやさしさのある　共創のまち」について、人権は憲法では
「保障」となっている。「市民一人ひとりの人権が保障され」または「市民一人ひ
とりの人権を尊重し」としてはどうか。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」の文中、「性別や年齢、国籍
などに関係なく、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発
揮できる地域社会を築きます」は、目指す地域社会の姿をお示し
していることや、ご意見のあった憲法について、第11条・第13条
等で基本的人権の尊重が定められていること、また、国の「人権
教育・啓発基本計画」において「すべての人々の人権が尊重さ
れ、相互に共存し得る平和で豊かな社会を実現する」とされてい
ることを踏まえ、「一人ひとりの人権が尊重され」としておりま
す。

Ｂ

36 1 (3)

　基本目標「信頼とやさしさのある　共創のまち」について、（「公正な社会規範
の下」との文言を入れた場合）社会規範といえば法規範を指すことも多く、語
感の硬さもあり、誤解が生まれやすいのではないか。自治体が公平さや社会
規範を決めたり評価したりする姿勢に見え、後退する気がする。また、「人権
が保障され」や「人権を尊重し」など、強い語調や能動態にした場合、「公正な
社会規範」と相まって行政の主観的なニュアンスまで入りやすい気がする。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「性別や年齢、国籍など
に関係なく、一人ひとりの人権が尊重された社会」を実現するこ
とで、偏見や差別のない公正な社会規範が生まれるものと考えて
おり、文中の表現に含まれていると考えております。
　また、「（２）基本目標　信頼とやさしさのある　共創のま
ち」の文中、「性別や年齢、国籍などに関係なく、一人ひとりの
人権が尊重され、個性と能力を発揮できる地域社会を築きます」
は、目指す地域社会の姿をお示ししていることや、ご意見のあっ
た憲法について、第11条・第13条等で基本的人権の尊重が定めら
れていること、また、国の「人権教育・啓発基本計画」において
「すべての人々の人権が尊重され、相互に共存し得る平和で豊か
な社会を実現する」とされていることを踏まえ、「一人ひとりの
人権が尊重され」としております。

Ｂ

－253－



－254－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

37 1 (3)

　基本目標「魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」の文中、「街なか」は「まち
中」としてはどうか。

　第六次総合計画においては、ひらがなの「まち」という言葉
は、基本構想や基本目標において本市全体を指す表現として使用
しているところです。一方、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」の文中、「街なかに
おける商業・観光などの魅力を創出し」の「街なか」は、中心市
街地という特定のエリアを示す言葉として使用しており、それぞ
れ使い分けをしております。

Ｃ

38 1 (3)

　ゼロカーボンシティや３Ｒに加えて、「アップサイクル」や「脱プラスチックシ
ティ」といった視点も入れれば、他都市と区別化が図られ、稼げる鹿児島市に
つながるのではないか。

　プラスチックの資源循環の取組は重要なことから、ご意見につ
いては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさ
せていただきます。

Ｄ

39 1 (3)

　基本目標「信頼とやさしさのある　共創のまち」に「健全な財政の維持」という
文言が入ってはいるが、今後、厳しい財政の中、何もかも行政頼みではまちづ
くりは進められない、そのための協働・コミュニティということであれば、その趣
旨をもう少し明確に書いていいのではないか。

　ご意見については、「２　総合計画策定の前提」－「（１）時
代の潮流」－「人口減少・少子高齢化の進行」で、「少子高齢化
による社会保障費の増大や、公共施設等の老朽化などに伴う財政
負担の増加が見込まれる中、民間資源の活用や他自治体との広域
連携など、多様な主体との連携をさらに推進するとともに、効率
的で健全な行財政運営により、持続可能な都市経営を進めること
が求められています」としており、今後、基本計画や実施計画の
検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

40 1 (3)

　スポーツ交流は五次総では文化と同じ政策にあったが、産業交流に移って
稼ぐ力の一貫にしようという思いもあるかと思う。そういう面があるのであれ
ば、そのことも表現してはどうか。

　スポーツで賑わいを生むという観点を踏まえて、「３　基本構
想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う　活力あるま
ち」で、「誰もがスポーツを楽しむことができる環境を整え、国
内外から多くの人が集うまちをつくります」としており、ご意見
については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

－254－



－255－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

41 1 (3)

　ＩＣＴを活用した働く環境づくりやＬＧＢＴなど価値観の多様性の部分があまり
盛り込まれていないように感じる。多様な社会を実現するために、どのようなア
クションを取るかというところまで盛り込めないか。

　「ＩＣＴを活用した働く環境づくり」については、働き手の事
情に応じ、テレワークなどＩＣＴを活用した働き方も含め多様な
働き方が確保されるよう、引き続き、労働局等関係機関と連携を
図りながら、労政広報紙等による周知・啓発に努めてまいりたい
と考えております。
　また、「ＬＧＢＴなど価値観の多様性」については、「３　基
本構想」－「（２）基本目標　信頼とやさしさのある共創のま
ち」で、「性別や年齢、国籍などに関係なく、一人ひとりの人権
が尊重され、個性と能力を発揮できる地域社会を築きます」とし
ており、また、現在、多様な人権問題の啓発に取り組んでいると
ころです。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

42 1 (3)

　「スポーツを楽しむことができる環境」とあるが、人が集うためにということで
あれば、文化・芸術・芸能なども含めるべきではないか。

　ご意見のあった「文化・芸術・芸能」などは、「３　基本構
想」－「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあ
るまち」で、「文化芸術や歴史に親しむことのできる市民文化を
創造します」としており、現在、地域の文化資源を生かした様々
なイベント等の実施に取り組んでいるところです。
　また、「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う　活力あるま
ち」で、「国内外から多くの人が集うまちをつくります」として
おり、現在、歴史・文化などの地域資源も活用しながら、観光の
魅力づくりに取り組んでいるところです。ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

43 1 (3)

多様で柔軟な働き方は、どのような働き方を想定しているのか分かりにくい。
いわゆる非正規雇用が労働力の調整弁にできるような働き方も含んでいるの
ではないかと受け取れる一方、ワーケーションやテレワーク、複数拠点などの
働き方もある。要はワークライフバランスであり、「ワークライフバランスを実現
しつつ多様な働き方を支援し」としてはどうか。

　「多様で柔軟な働き方」については、短時間勤務制度やフレッ
クスタイム制度の活用、ワーケーションやテレワークなどの働く
場所の工夫等による、働き手の事情やニーズに応じた働き方を指
しており、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討
にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

44 1 (3)

　「健やかな暮らしを支える福祉サービスを充実するとともに、共に助け合い、
一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進めます」という言葉の中には
全て入っていると思う。ただ現実には、地域で困っている人は本当に些細なこ
とで困っており、「支え合い」だけでは補えない部分もある。行政が主導し、
コーディネートできればと思う部分もあるので、「自分らしく生活できる地域づく
り」というところに、その内容が入ればいいのではないか。

　現在、地域福祉支援員を配置し、地域の関係団体等と連携を図
りながら、地域住民が抱える課題を受け止め、関係機関等へつな
ぐなどの支援を行っているところであり、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

－255－



－256－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

45 1 (3)

　医療健康について、福祉ももちろん大事だが、病気を予防する観点も大事だ
と思う。例えば、体力づくりとか健康教室をすることによって、若い人もお年の
方もリスクを減らしていくというのも大事である。

  ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　自
分らしく健やかに暮らせる安心安全なまち」で、「健康づくりや
感染症対策の強化、医療体制の確保などにより、保健・医療を充
実し、健康寿命を延ばします」としており、また、現在、体やこ
ころの健康づくりや、がん検診等の推進による疾病の予防・早期
発見に取り組んでいるところです。今後、基本計画や実施計画の
検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

46 1 (3)

　基本目標「豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」の文中、「支援」は
市民に対する支援という意味だと思うが、事業者の教育という意味合いも含ま
せることができればと思う。

　ご意見のとおり、子育ては社会全体で支えていくべきものと考
えており、現在、「イクボス推進同盟」への参加促進を図るな
ど、事業者に対する啓発に取り組んでいるところです。ご意見に
ついては、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考と
させていただきます。

Ｄ

47 1 (3)

　学校教育の表現に、国としても強く推し進めている「キャリア教育」がないの
は残念。教育の情報化も含め、先進的でエッジの効いたキーワード、鹿児島
市の強みを押し出す表現がどこか１つあればと思う。

　キャリア教育については、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子ども
たちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学
校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、
健やかな体を育む教育を進めます」としており、また、現在、学
校では、個性あふれる学校づくりの推進に取り組んでいるところ
です。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

48 1 (3)

　キャリア教育は「信頼・共創政策」や「産業・交流政策」など、他の政策と連
動・横断しやすく、本来、学力向上まで含めた用語である。表題に掲げるのが
難しいのであれば、各論や重点プロジェクトに期待したい。まち・ひと・しごと創
生戦略を入れ込むのであれば、若年者の地元定着にもつながるので重要だと
思う。

　キャリア教育については、「３　基本構想」－「（２）基本目
標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」で、「子ども
たちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学
校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、
健やかな体を育む教育を進めます」としており、また、現在、学
校では、個性あふれる学校づくりの推進に取り組んでいるところ
です。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

49 1 (3)

　「豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」には「文化」という言葉がな
い。「豊かな個性」に地域文化という考えが入っているとは思うが、誰もが生涯
に渡って学び続けることができる環境を整えるほか、「地域文化や文化芸術」
というように「地域文化」を具体的に入れてはどうか。

　「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来
を拓く　誇りあるまち」で、「文化芸術や歴史に親しむことので
きる市民文化を創造します」としており、ご意見のあった「地域
文化」を含め、「市民文化」として表現しております。また、現
在、地域の文化資源を生かした様々なイベント等の実施に取り組
んでおり、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討
にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－256－



－257－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

50 1 (3)

　いわゆる公助、公によるセーフティネットがベースにあるべきだ。   「３　基本構想」－「（２）基本目標　自分らしく健やかに暮
らせる　安心安全なまち」の中で「健やかな暮らしを支える福祉
サービスを充実するとともに、共に助け合い、一人ひとりが自分
らしく生活できる地域づくりを進めます」としており、現在、生
活困窮者への相談支援・就労支援等に取り組んでいるところで
す。今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

51 1 (3)

　質の高い暮らしとはどういう意味かと思うと、精神的に豊かな、というところに
多分なるのかなと思う。コンパクトなまちづくりは機能性を持つという意味では
大事な部分なのかなとも思いつつ、自分らしく生きるという意味では、過疎地
に生活を求めるというような、それぞれ人が住みやすいところで住んでいくと
なったときに、どうまちの統制をとっていくのかが難しいと感じている。

　「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の高い暮らしを支える
快適なまち」で、「機能性の高い都市空間を形成します」として
おり、また、現在、総合的・計画的な土地利用の推進に取り組ん
でいるところです。ご意見の趣旨を踏まえながら取組を進めてま
いります。

Ｅ

52 1 (3)

　基本目標「魅力にあふれ人が集う　活力あるまち」の文言の中には、いくつ
かの業種や分野が例示されているが、市民が読んだときに、戦略的な分野で
順番に並んでいると受け止められるのではないか。スポーツ、産業、商業、農
林水産業などの優先順位の見せ方をどうするか。

　基本目標内の文言については、基本的には、基本計画の「施策
イメージ」に掲載している基本施策の順に記載しているところで
あり、特に重点的に取り組むべき施策については、「重点プロ
ジェクト」として位置づけることとしております。

Ｅ

53 1 (3)

　都市像は、６つの基本目標の言葉をうまくまとめているが、若干長いのでは
ないか。ワンメッセージでビジョンやスローガンを表現した方がより伝わるので
はないか。

　都市像は将来のまちのあるべき姿を表すもので、それらの趣旨
が伝わるようにするには、フレーズに一定の長さは必要だと考え
ております。
　市民の皆さまとは、「つながり」や「躍動都市」といったフ
レーズを、目指す都市像の合言葉として共有できるよう取り組ん
でまいりたいと考えております。

Ｅ

54 1 (3)

　都市像について、ひとつひとつの言葉は良いが、やや長く感じ、個人的には
「つながる人・まち　彩りあふれる」くらいの長さがいいと思う。鹿児島に住んで
いる自分たちが、見て、口ずさんで覚えてしまう表現がいいのではないか。

　都市像は将来のまちのあるべき姿を表すもので、それらの趣旨
が伝わるようにするには、フレーズに一定の長さは必要だと考え
ております。
　市民の皆さまとは、「つながり」や「躍動都市」といったフ
レーズを、目指す都市像の合言葉として共有できるよう取り組ん
でまいりたいと考えております。

Ｅ

55 1 (3)

　基本目標「豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」の第一段落と第二
段落を入れ替えてはどうか。

　ご意見のあった部分については、おおむね、結婚、妊娠・出
産、健やかな成長、学校教育の順に、子どもが誕生し、成長して
いく過程にあわせて表現しております。

Ｅ

－257－



－258－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

56 1 (4)

　子育てにおける福祉は多様化してきており、障害のある子どもにかかる福祉
関係の部分も大きくなり、学童保育も行われている。「学校」という文言だけが
出てくると、福祉の部分が見えづらいので、もっと多様な場で育っていくという
表現にできないか。また、鹿児島市のモデルとして、子育てに関しては、教育
と福祉が融合するような方向性・表現の工夫ができないか。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」の文中、「子ども
たちが夢と希望を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学
校・家庭・地域が連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、
健やかな体を育む教育を進めます」を、「子どもたちが夢と希望
を持って、限りない可能性に挑戦できるよう、学校・家庭・地
域・事業者などが連携・協働しながら、確かな学力、豊かな心、
健やかな体を育む教育を進めます」に修正します。

Ａ

57 1 (4)

　どのようにまちは変わっているのか、あるいは文明とともにどのようにまちは
変えられていくのかということも考えながらこれからの１０年を捉えれば、やっ
ていかなければならないこと、決めていかなければならないことが見えてくる
のではないか。

　ご意見については、「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策
定にあたっての視点」－「視点①」で、「長期的展望に立った持
続的発展が可能な計画」とするとともに、「２　総合計画策定の
前提」－「（１）時代の潮流」で、特に大きな時代潮流を踏まえ
て策定を進めているところです。

Ｂ

58 1 (4)

　１０年後なので、デジタルトランスフォーメーションによる変化など、新しい未
来が、より見えるような総合計画にしていければいい。

　ご意見については、「２　総合計画策定の前提」－「（１）時
代の潮流」の「グローバル化・ＩＣＴの進展」で、「“第4次産業
革命”ともいわれる技術革新が進む中、新しい生活様式の実践も
相まって、経済活動や日常生活におけるデジタル技術の活用が、
今後さらに社会全体へ広がることが予想されます」としており、
今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていた
だきます。

Ｄ

59 1 (4)

　市民が、総合計画に示された施策・取組に、チームの一員として参加・挑戦
できるような計画になればいいと思う。例えば、一人一個ごみを拾うとか、何か
そういう具体的なことで、参画できるような実施計画になればいい。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「市民や行政、様々な地
域団体や事業者など多様な主体が協働・連携し、新しい価値を共
に創るまちづくりをすすめる」としており、また、基本計画にお
いては、市民・地域、事業者・団体の役割についても示していき
たいと考えております。具体的には、今後、基本計画や実施計画
の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

60 1 (4)

　県都としての鹿児島市、もっと言えばアジアの中における鹿児島市とか、無
意識かもしれないが、明らかに市民を形作っている「思い」「自信」といったもの
を計画立案に上手く取り入れていくべき。

　ご意見のあったことについては、「３　基本構想」－「（２）
基本目標　信頼とやさしさのある共創のまち」で、「効果的な情
報発信やシビックプライドの醸成などにより、まちの魅力を磨き
高めます」としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－258－



－259－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

61 1 (4)

　ボランティアという言葉が何となく遠のいてしまっているのではないか。 　「３　基本構想」－「（２）基本目標　自分らしく健やかに暮
らせる　安心安全なまち」で、「共に助け合い、一人ひとりが自
分らしく生活できる地域づくりを進めます」としており、また、
現在、市民奉仕活動賠償傷害保険への加入のほか、市社会福祉協
議会が運営するボランティアセンターへの助成、小・中・高等学
校が行うボランティア活動に対する支援などに取り組んでいると
ころです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討
にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

62 1 (4)

　外国の方の目線をもっと大事にすべきである。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「国籍などに関係なく、
一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮できる地域社会
を築きます」としており、また、現在、多文化共生の推進に取り
組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計画や実
施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

63 1 (4)

　外国人の視点をもっと取り込む必要がある。 　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「国籍などに関係なく、
一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮できる地域社会
を築きます」としており、また、現在、多文化共生の推進に取り
組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計画や実
施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

64 1 (4)

ＮＰＯで活動していると、資金力がない中で生産性を上げるという稼ぐ力とい
うのを最近、県の共生協働などでも、力を入れて推進をしている部分でもあ
る。そういう意味では、企業だけではなく、地域の中でいろんなことをやってい
く中にコミュニティを含めた、稼ぐ力が入ってくるのではないかと思う。これから
先はこのようなことが重要視されていくかと思う。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「市民や行政、様々な地
域団体や事業者など多様な主体が協働・連携し、新しい価値を共
に創るまちづくりをすすめる」としており、今後、基本計画や実
施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

65 1 (4)

稼ぐ力というのは、知事も市長も公約に入っている。稼ぐの定義をした方が
いい。誰が稼ぐのが、稼いだお金はどこにいくのか、非常にあいまいである。

　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「”地域の稼ぐ力”向上プロジェクト（仮
称）」に取り組むこととしており、どのように稼ぐかなどについ
ては、実施する主な取組や指標などにより、お示ししてまいりた
いと考えております。

Ｄ

－259－
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

66 1 (4)

　「稼ぐ力」は、例えば観光業・観光施策で、インバウンドが増えても実際に鹿
児島に落ちるお金が少ないという課題認識の際によく聞く。あるいは、自治体
やＮＰＯのように、公共性が高く「稼ぐ」イメージのないところが、財政難の現状
打開や維持発展のために強調し、あえて「稼ぐ自治体（NPO）」と言うことがあ
る。

　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「”地域の稼ぐ力”向上プロジェクト（仮
称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今後、基
本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

67 1 (4)

　デジタルトランスフォーメーションが言われているが、その要素が少ないと思
う。

　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「“ＩＣＴで住みよいまち”推進プロジェク
ト（仮称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

68 1 (4)

　重点プロジェクトの中でＩＣＴで住みよいまちとあるが、どちらかといえば市民
サービスが中心となっている。社会課題の解決に活用する視点を入れてもい
いのではないか。

　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「“ＩＣＴで住みよいまち”推進プロジェク
ト（仮称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

69 1 (4)

　市街地だけでなく、里山があるような農村、中山間地の暮らしが取り残され
ないような視点が必要。

　総合計画の策定にあたり、基本構想（案）と合わせて公表する
前期基本計画（素案）の中の地域別計画により、地域ごとの現状
と課題を踏まえた各地域の基本的な考え方を示すこととしてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

70 1 (4)

　稼ぐ力はまさにそのとおりでキャッチーではあるが、少し生々しい。 　「稼ぐ」「稼げる」というフレーズについては、国の第2期「ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略」で掲げられているところであ
り、今後、本市が成長していくうえでのキーワードと認識してお
ります。

Ｅ

71 1 (4)
　年を取ってくると、医療・福祉関係が一番大事であると痛切に感じる。 　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

72 2

　安心して子育てができる、鹿児島市が好きだという人が増えていけば人口流
出は防げる。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあるまち」の文中、「結婚、
妊娠・出産、子育ての切れ目のない支援を充実するとともに、未
来の力となる子どもたちの明るく健やかな成長を支えます」を、
「市民の結婚、妊娠・出産、子育ての希望をかなえる支援を充実
するとともに、未来の力となる子どもたちの明るく健やかな成長
を支え、安心して子どもを生み育てられるまちづくりを進めま
す」に修正します。

Ａ

－260－
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番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

73 2

　県外から移住される方はこれからも増えるのではないか。 　ご意見の趣旨を踏まえ、「２　総合計画策定の前提」－
「（１）時代の潮流」の「価値観の変化・多様化」の文中、「大
都市部への人口集中リスクへの認識の広がりなどに伴い、人々の
価値観やライフスタイルの多様化がさらに進んでいます」を「大
都市部への人口集中リスクへの認識の広がりなどに伴う地方回帰
の機運など、人々の価値観やライフスタイルの多様化がさらに進
んでいます」に修正します。

Ａ

74 2

　尊厳ある働き方、尊厳ある生活が基本にあるべきではないか。 　ご意見については、「２　総合計画策定の前提」－「（１）時
代の潮流」－「価値観の変化・多様化」で、「多様な価値観を認
め合い、一人ひとりがワーク・ライフ・バランスを図りながら生
涯にわたり、個性と能力を発揮しながら、さまざまな場面で活躍
できる社会の実現が求められています」としており、この前提を
踏まえての計画とすることから、賛同のご意見として承り、総合
計画の策定・推進に取り組みます。

Ｂ

75 2
前期の重点プロジェクトの方向性は、かねてから課題に感じている部分でも

あったので、この３点が挙げられているのはよいと思う。
　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま
す。 Ｂ

76 2
　観光資源を生かして潤っていくことはとても大事である。 　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま

す。 Ｂ

77 2

　市中央部は交通網のターミナルが集まっているので、そこが接続しやすくな
ると、市内・市外での仕事や観光の場にも移動しやすくなり、交流人口も増え
るのではないか。

　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な公
共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」と
しており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考と
させていただきます。

Ｄ

78 2

　リモートワークの普及により、地方からでも仕事ができるようになり、色々な
環境で働けるような状況になってきている。

　ご意見については認識を同じくしており、そのことも踏まえ、
「３　基本構想」－「（２）基本目標　魅力にあふれ人が集う
活力あるまち」で、「多様で柔軟な働き方を促進し」としてお
り、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

79 2

コロナ禍でなかなか海外の人が、日本に、鹿児島に来られないと思うが、ま
ずは、鹿児島市に住んでいる人たちが、自分たちの地元の良いところを知っ
て、みんなの中で発信していけば、必ずコロナが明けるときがくるので、その
時の準備になるのだろうと思っている。

　ご意見のあったことについては、「３　基本構想」－「（２）
基本目標　信頼とやさしさのある共創のまち」で、「効果的な情
報発信やシビックプライドの醸成などにより、まちの魅力を磨き
高めます」としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあ
たっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－261－



－262－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

80 2

　交流と言うと外から来ていただくイメージだが、交流には往来が大切であり、
来てもらうだけでなく、こちらから出ていく事も重要。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「国内外の都市との連携
や交流を進める」としており、これまで、姉妹友好都市等をはじ
めとする海外都市などとの交流の推進などに取り組んでいるとこ
ろです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討に
あたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

81 2

　「ゼロカーボンシティかごしま」はいい取り組みだが、ただ自然のためというだ
けでは意味がない。その取組自体が他都市より勝っているとか、企業の競争
力を上げるというようなことに結び付けられないか。

　これまで、「ゼロカーボンシティかごしま」の実現に向けて、
再生可能エネルギーの導入促進や各種啓発等に取り組んでいると
ころです。「ゼロカーボンシティかごしま」を目指すことで、都
市力の向上につながると考えており、ご意見については、今後、
基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

82 2

　鹿児島市に住む外国人が今後増加することが予想される。これからは、若い
労働力になったり、国際結婚して少子高齢化に対しても貢献したり、移住者と
して鹿児島に資産を持ってきて居住する可能性もあると思う。外国人がこれか
ら増える点について言及が少ないのではないか。

　ご意見については、「３　基本構想」－「（２）基本目標　信
頼とやさしさのある　共創のまち」で、「国籍などに関係なく、
一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮できる地域社会
を築きます」としており、また、現在、多文化共生の推進に取り
組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計画や実
施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

83 2

　地域にある資源をもう一度発掘したり見直していく必要があるのではない
か。

　第六次総合計画の策定に当たっては、まちづくりを考える上で
生かすべき本市の特性を踏まえながら、検討を進めており、ご意
見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参
考とさせていただきます。

Ｄ

84 2

　ＩＣＴは、お年寄りのことも考えながら、慎重に推進していく必要がある。 　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「“ＩＣＴで住みよいまち”推進プロジェク
ト（仮称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

85 2

　ＩＣＴを、便利になるツールとして必要な方に提供できる仕組みを作っていくべ
き。

　ＩＣＴの便利なツールを必要な方に提供することついては、現
在、地域情報化の推進の取組でＩＣＴの利活用による市民サービ
スの向上に取り組んでいるところであり、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

－262－
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86 2

　ＩＣＴを使いこなせる若い人たちが、使いこなせていない世代の人たちに対し
て、地域でどんどん教えてあげるような活動ができればいい。

　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「“ＩＣＴで住みよいまち”推進プロジェク
ト（仮称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

87 2

　鹿児島らしいＩＣＴの未来について、ＩＣＴの活用により機械化等が図れるとい
う観点もあるが、一歩進んで、国籍、性別、年齢などダイバーシティの観点か
ら、子育て中の方や高齢者、障害のある方など、ＩＣＴがより多様な市民の社会
の関わり方や働き方を可能にするという観点を入れてはどうか。あまねくデジ
タルの恩恵を受けられるようにするのも行政の役割かと思う。

　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「“ＩＣＴで住みよいまち”推進プロジェク
ト（仮称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

88 2

　国際交流については、年代に応じた交流ができればいいのではないか。 　国際交流については、現在、国際交流センターを中心とした交
流機会の創出や、青少年が国際的な視野を広げられる様々な機会
の提供に取り組んでいるところであり、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

89 2

　オンリーワンの魅力創出が大事。 　現在、豊かな自然や景観、個性ある歴史・文化や食等の観光資
源を生かした新しい魅力づくりに取り組んでいるところであり、
ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたって
の参考とさせていただきます。

Ｄ

90 2

　ＩＣＴを活用した産業は、ＩＣＴの業態だけでなく、ＩＣＴを活用して農林水産業な
どの生産性を上げるとか、商品開発をするといった着想につながるような表現
があればいい。

　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「”地域の稼ぐ力”向上プロジェクト（仮
称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今後、基
本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

91 2

　共創の観点から、働き方改革の中で市民の利益や住んでいる所に目を向け
られれば、コミュニティ協議会などの活性化につながるのではないかと思う。
働き方改革について、地域活性化の視点を取り入れていただきたい。

　ワーク・ライフ・バランスの推進が図られることにより、家庭
生活だけでなく、地域活動への参加機会もより得やすくなると考
えられることから、引き続き、労働局等関係機関と連携を図りな
がら、ワーク・ライフ・バランスの推進について、周知・啓発に
努めてまいりたいと考えており、ご意見については、今後、基本
計画や実施計画の検討にあたっての参考にさせていただきます。

Ｄ

－263－
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92 2

　本来は子育て支援の中の一つとして待機児童対策があるべきなのに、待機
児童対策をすることが子育て支援だ、という捉え方のずれみたいなものがない
か。家庭での子育ての支援、あるいは、市・地域によって支えられる子育ての
あり方などにも着目し、子育ての「全体が支えられている」という共通意識・方
向性が現れてくるといい。

　ご意見のとおり、待機児童対策も含め、子育ては社会全体で支
えていくべきものと考えており、現在、地域子育て支援拠点施設
の運営や地域のボランティア等による子育て支援活動の促進など
に取り組んでいるところです。ご意見については、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

93 2

　国の施策を後追いするような形だと、少子化が進んでいるのに待機児童問
題が深刻化するという、矛盾するような状況に鹿児島市も陥りかねない。国の
施策に基づかないといけない部分は多々あるが、市独自の、鹿児島モデルと
言えるような子育ての都市づくりが重要。

　子育て支援については、本市の現状を分析し、各種施策を進め
ていく必要があると考えており、今後、基本計画や実施計画の検
討にあたっての参考とさせていただきます。 Ｄ

94 2

　待機児童の改善も大事だが、経済的な理由で結婚が難しい方や、経済的な
理由で子どもをつくりづらい方々への支援も必要だと思う。

　結婚や子育てに対する経済的な支援については、「３　基本構
想」－「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来を拓く　誇りあ
るまち」で、「結婚、妊娠・出産、子育ての切れ目のない支援を
充実する」としており、現在、こども医療費の助成などに取り組
んでいるところです。ご意見については、今後、基本計画や実施
計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

95 2

　「生涯学習環境の充実」について、学び直しは、労働者が異なる職種へ転職
する際やデジタル化など時代に合わせてキャリアアップしていくためのもので
もある。産業政策としての視点での、夜間中学なども含む高校や大学との連
携も含むものとして、取り組んで頂きたいと思う。

　現在、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　鹿児島
支部　鹿児島職業能力開発促進センター（ポリテクセンターかご
しま）において、在職者の方を対象として、業務に必要な技術・
技能・知識のレベルアップを図るための短期間の職業訓練を実施
しているほか、求職者の方を対象に、地域企業の人材ニーズに即
した訓練カリキュラムによるものづくり分野に関する専門的技
能・知識を習得するための職業訓練を実施しており、本市として
は、市ＨＰ等でポリテクセンターかごしまの取組内容の周知広報
に努めてまいります。
　また、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊かな個性を育
み未来を拓く　誇りあるまち」で、「誰もが、生涯にわたって学
び続けることができる環境を整える」としており、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

－264－



－265－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

96 2

　学校教育後の学び直しや働きながらのキャリアアップの促進に関する意見
があり、リカレント教育というキーワードを入れた方がいいと思った。リカレント
教育は、1973年にOECDが報告して以来ずっと言われてきたが、最近、人手不
足や超高齢社会への打開策として急に脚光を浴びている。大学で社会人講座
を開いても参加者が少ないことから、ニーズをもっと掴み発信し、社会人をバッ
クアップする体制を整えなければならないと思う。鹿児島市は労働者が集まっ
ており、その学び支援は重要。

　現在、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　鹿児島
支部　鹿児島職業能力開発促進センター（ポリテクセンターかご
しま）において、在職者の方を対象として、業務に必要な技術・
技能・知識のレベルアップを図るための短期間の職業訓練を実施
しているほか、求職者の方を対象に、地域企業の人材ニーズに即
した訓練カリキュラムによるものづくり分野に関する専門的技
能・知識を習得するための職業訓練を実施しており、本市として
は、市ＨＰ等でポリテクセンターかごしまの取組内容の周知広報
に努めてまいります。
　また、「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊かな個性を育
み未来を拓く　誇りあるまち」で、「誰もが、生涯にわたって学
び続けることができる環境を整える」としており、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

97 2

　地域には活用できる文化財がたくさんあるのではないか。 　現在、埋蔵文化財や指定文化財等の保存活用や世界文化遺産の
管理保全等に取り組んでいるところです。ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

98 2

　都市交通関係では、必ず交通系ＩＣカードが使えないという話が出る。一方
で、導入には非常に高額の予算がかかり、かつ、鹿児島市は老朽化施設を多
数抱える等の現状を考えると、手を出しづらい。

　全国交通系ＩＣカードへの対応については、これまでも検討し
てきておりますが、費用対効果等の課題が多く、市内ではラピカ
等が普及していることもあり、今日まで実現に至っておりませ
ん。
　ご意見につきましては、「３　基本構想」－「（２）基本目標
質の高い暮らしを支える快適なまち」で、「効率的で持続可能な
公共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」
としており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考
とさせていただきます。

Ｄ

99 2

Ｗｉ-Ｆｉが鹿児島市は都市部に比べたら圧倒的に整っていないと指摘されて
いた。ＩＣＴに関する部分は、そういった部分も具体的に変えていった方がいい
のではないか。

　現在、本市観光施設へのWi-Fiの設置や民間事業者における設置
支援等を行っているところであり、ご意見については、今後、基
本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｄ

－265－



－266－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

100 2

一人暮らしの方があまり外に出られず、体力低下や認知症の問題が出てき
ている。

  「３　基本構想」─「（２）基本目標　自分らしく健やかに暮
らせる　安心安全なまち」で、「共に助け合い、一人ひとりが自
分らしく生活できる地域づくりを進めます」としており、また、
現在、外出する機会の少ない高齢者へのアプローチとして、ふれ
あい会食や通いの場への参加呼びかけなどに取り組んでいるとこ
ろです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討に
あたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

101 2

歩いて行ける公園はボール禁止のところが多く、子どもたちが歩いていける
ところにも、もっと伸び伸びと遊べる公園があるといいなと感じている。

　本市の公園整備については、これまで、広く市民に親しまれる
公園の充実などに取り組んでいるところです。ご意見について
は、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

102 2

子どもたちが遊べる、お年寄りも健康を維持できる観点での公園整備が重
要。

　本市の公園整備については、これまで、広く市民に親しまれる
公園の充実などに取り組んでいるところです。ご意見について
は、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせて
いただきます。

Ｄ

103 2

特別支援について、今後もっと力を入れていかなければならないのではない
か。

　「３　基本構想」－「（２）基本目標　豊かな個性を育み未来
を拓く　誇りあるまち」で、「子どもたちが夢と希望を持って、
限りない可能性に挑戦できるよう、学校・家庭・地域が連携・協
働しながら、確かな学力、豊かな心、健やかな体を育む教育を進
めます」としており、また、現在、特別支援教育に係る協議会や
巡回指導等を実施するなど、支援体制の充実に取り組んでいると
ころです。ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討
にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

104 2

　鹿児島のＩＣＴの分野、ＩＴの人材という部分でいうとまだまだ人が足りていな
いと思う。

　特に重点的に取り組むべき施策として位置づけている「重点プ
ロジェクト」の中で「“ＩＣＴで住みよいまち”推進プロジェク
ト（仮称）」に取り組むこととしており、ご意見については、今
後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただ
きます。

Ｄ

105 3

　高齢者にとって、元気をもらったり与えたり知恵をもらったり、共助互助の生
活が重要。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「３　基本構想」－「（２）基本目標
自分らしく健やかに暮らせる　安心安全なまち」の文中、「共に
助け合い、一人ひとりが自分らしく生活できる地域づくりを進め
ます」を「高齢者や障害者をはじめ、市民一人ひとりが、ともに
支え合い、生きがいを持って自分らしく生活できる地域づくりを
進めます」に修正します。

Ａ

－266－



－267－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

106 3
　全国あるいは世界の中でもきらりと光る都市になるポテンシャルが高い。 　賛同のご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みま

す。 Ｂ

107 3

　ＳＤＧｓの浸透について、行政がもっと主導すべきではないか。 　ご意見については、「１　総合計画策定の趣旨」－「（５）策
定にあたっての視点」－「視点②」で、「国連の持続可能な開発
目標（ＳＤＧｓ）について、世界共通の目標として、本市施策と
の関連付けを行うなど、ＳＤＧｓの視点を取り入れ、多様な主体
がその意義を共有しながらＳＤＧｓを推進する計画とします」と
しております。
　現在、ＳＤＧｓの推進に積極的に取り組む企業等を「かごしま
ＳＤＧｓ推進パートナー」として募集・登録するなど、ＳＤＧｓ
の推進に向けた取組を進めており、ご意見については、今後、基
本計画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきま
す。

Ｂ

108 3

　人と人が顔を合わせながら何かを進めていく、深めていくというところをどう
具体的にやっていくのか考える必要があるのではないか。

　「３　基本構想」－「（１）都市像」で、将来のまちのあるべ
き姿として、「市民一人ひとりが互いに尊重しあい、個性と能力
を発揮しつつ、市民、事業者、鹿児島への思いを寄せてくださる
多くの人々、関わりのある団体など、さまざまな交流を通じ、相
互のつながりを深めることにより、新たな価値や多彩な魅力を生
み出し、人もまちも躍動する鹿児島市の創造」を目指すこととし
ており、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討に
あたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

109 3

　戦争を知らない高齢者が出てきた。 　平和意識の醸成については、現在、平和都市宣言の趣旨啓発等
に取り組んでいるところあり、ご意見については、今後、基本計
画や実施計画の検討にあたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

110 3

　ネットワークのダウンに備えるべき時代になるのではないか。 　ネットワークがダウンした場合の対応については、現在、緊急
時対応計画やＩＣＴ業務継続計画等に基づいて対応することとし
ており、ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討に
あたっての参考とさせていただきます。

Ｄ

111 3

　鹿児島市の現状を見ると、卸売業・小売業、医療、福祉、宿泊業・飲食サー
ビス業、運輸業、郵便業などの従業者数が多く、いわゆるエッセンシャルワー
カーと呼ばれる方々である。コロナ禍の中でも、リモートワークはできず現場に
行かなければならず、また、非正規も多く労働条件も厳しいといったことをおさ
えておく必要がある。

　エッセンシャルワーカーの人材確保のために、労働環境の整備
促進は重要であると認識しております。
　ご意見については、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっ
ての参考とさせていただきます。

Ｄ

－267－



－268－

番号 項 目 意　見　等　の　概　要 対　　応　　状　　況 対応区分

112 3

　バスについて、特に路線バスは厳しいが、路線を守らないといけないもので
もある。単純に効率的で持続可能というのは難しい事だと思う。

　ご意見については、「３　基本構想」-「（２）基本目標　質の
高い暮らしを支える　快適なまち」で、「効率的で持続可能な公
共交通体系の構築により、快適・便利な交通環境を整えます」と
しており、今後、基本計画や実施計画の検討にあたっての参考と
させていただきます。

Ｄ

113 3

ご主人の転勤で鹿児島市に来られた谷山在住の方が、（PLAY CITY! DAYS
の）イベントのおかげで谷山が好きになった、鹿児島市や鹿児島県のことが好
きになったという方もいらっしゃった。

　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

114 3
　鹿児島市のイベントは面白いものが多く、若者が積極的に参加している。 　ご意見として承り、総合計画の策定・推進に取り組みます。

Ｅ

115 3

鹿児島港は、鹿児島市はもちろん、離島を支えている。地震で鹿児島港が
揺れると、離島の人の生活も守れなくなる。

　県が管理する鹿児島港は７つの港区に分かれおり、そのうち新
港区においては、国・県が大規模地震災害時における緊急物資輸
送や島しょ部への物資輸送等の物流機能を確保するため、耐震強
化岸壁などを整備しております。
　本市としては、県と緊密に連携を図りながら取り組んでまいり
たいと考えております。

Ｅ

－268－


