
No その他自由意見

1 主人の実家が田舎なのでそれなりにしている

2 自家が農業だから、体験はしなくてよい。

3 鹿児島市以外の徳之島でのイベントに参加

No イベント名と理由

1
吉田地区の野菜収穫体験と料理教室。鹿児島市にも素晴らしい自然（トンボやメダカの存在）があ
ることに感動した。

2 農作物直売所での買い物。品物が新鮮で安い。

3 都市農業センターでの農業まつり。新鮮な品物を安く買うことができること。

4 農業まつり

5 名称は忘れてしまいました。

6 稲刈り体験。なかなかできない体験ができた。

7 小学校の頃の授業の一環で芋ほり田植えをしたくらい

8 稲刈り。普段、体験できない事ばかりで楽しかった。

9 都市農業センターでの農業まつり。色々知りたかった。

10 ドルフィンポートでの農業祭。野菜などが安く新鮮なため。

11 不明。直売なので安心して購入できました。

12
都市農業センターでの樹木の育成講座。農業関係は全く知識がなく初めて体験しその後、自宅で栽
培（野菜や果物など）しております。

13 吉田町グランドでの祭り。

14 都市農業センター

15
農園レストランでの食事、親子五人数回。見知らぬ多くの皆さんと食事をする時、自分の事のよう
に嬉しいです。

16 青少年自然の日（吉野）芋ほり体験。子供を参加させたかった。

17 農作業自身で実施。農業経験者。

問6．次のグリーン・ツーリズムのイベント等に、今まで参加したことがありますか？

問7．問6で「９．参加したことがない」以外を選択された方にお聞きします。今まで参加した鹿児島市
内のグリーン・ツーリズムのイベント等で良かったものがあれば、そのイベント名と理由を教えてくだ
さい。



18 社会科体験。子供の授業の一環として親子での田植え経験が思い出となりました。

19 松元町の販売所

20 市民農園。自分で作った野菜を食べて美味しかった。育つのを見ているのも楽しかった。

21
都市農業センターでの農業まつり。子供を誘っての体験だったので作物の収穫に楽しい思い出がで
きた。

22 都市農業センターで農業まつり。特産品の美味しさがよくわかった。

23 谷山地区農業まつり

24 吉田町の農業まつり、郡山祭、松元町祭。新鮮な農作物が安くで手に入るから。

25 八重棚田収穫祭。そば打ち体験。

26 いちご狩り。子どもが喜ぶため。

27 イベント名は忘れました（吉田きらり館）。地域で作られた物産だったので。

28 グリーンファームでの農業まつり。子供も楽しそうに遊んでいた。

29 覚えておりません。自然を散策することで気分がリフレッシュされました。

30 小学校5，6年の修学旅行と夏休みで

31 記憶にない

32 都市農業センターお茶の里、一周年記念。自分の勉強になった。

33 都市農業センター農業まつり。特産物の試食など。

34 春山町のお茶畑。安くて新鮮である。

35
コープ鹿児島の米づくり体験。子ども達が米づくりの体験をすることができた。自分で作った米を
食べた。

36 覚えていない

37
ピーナッツやサツマイモ植え、収穫・祁答院の田植え、稲刈り。イチゴ狩り、リンゴ狩り、子供と
一緒に楽しい思い出や貴重な経験ができた。

38 若い時に行ったことがある。

39 日置市や金峰町の道路沿いの農作物は販売所にはよく寄ります。新鮮な農作物が良い。

40 農作物直売所での買い物。新鮮な農作物を購入できてよかった。

41
都市農業センターでのブルーベリー狩り。家に木市で買ったブルーベリーがあるが、なかなか沢山
実らないので子ども達とたくさん収穫できて感動しました。

42
JA主催のバーベキュー。野菜を収穫し、その野菜とお肉でバーベキューをしました。子供達が収穫
した野菜を自分達で調理し食べたので、とても楽しかったようでした。

43 都市農業センターでの農業まつり、グリーンファームの収穫体験。子供達が収穫体験できた。



44 農産物直売所での買い物　安心して農作物が購入できるから

45
霧島市の農業まつりにさんかしたことがあります。料金が安かったような…。特別にこれといった
イベントに感じませんでした。

46 農業というのをそもそも詳しく知らなかったので、話がきけてプラスにはなった。

47 バ－ドウォッチング、町内でのそば打ち（楽しく、人との交流が出来る

48
昨年『鹿児島スイーツアイデアコンテスト』に入選した関係で、初めて『暮れの市』に出かけまし
た。つきたてのお餅、桜島ミカンをいただき、果物の『せり』も初体験出来て、本当に楽しめまし
た。

49 小学校米作り体験

50 特にないです。だいたい満足です。

51 新鮮なものが手軽に手に入る。

52 喜入のグリーンファームでのスタンプラリー

53 低価格で楽しめた上、収穫したものをお土産で沢山持って帰ることができた

No イベント名と理由

1
野草をとって料理するというイベント。何回聞いても地図を見ても集合場所に行き着けず、途中で
あきらめて帰りました。

2 農作物直売所「ごしょうらん」での集い

3 稲刈り。場所が遠すぎた。

4 勉強になった

5 不明。人が多すぎることや駐車場の不備が嫌ですね。

6 都市農業センターでの農業まつり。つまらなかった。

7 特にありませんが料金が安いのでは？原則、受益者負担である程度は負担すべき。

8 郡山で開催されていた。名称が分からない。

9 農業まつり。農村出身。

10 志布志ふるさとまつり。祖母の家に近いので。

11 特にない。ﾁﾗｼや広告などで魅力を感じれば行く感じなので、あまり行った所の不満はない。

12 覚えておりません。特になし。

問8．問6で「９．参加したことがない」以外を選択された方にお聞きします。今まで参加した鹿児島市
内のグリーン・ツーリズムのイベント等で不満だったものがあれば、そのイベント名と理由を教えてく
ださい。



13 種子島では5月の田植え休みが全員ありました

14 記憶にない

15
こどもの日のグリーンファームでのピザ作り、柏もち作り。子供達が自分で作る体験が良かったで
す。

16 お金を払ってもいいので、収穫した野菜でバーベキューをしてほしい。

17 そのようなことがある事が知らなかった。

18 いつあるのか調べても中々情報が出てこない。

No イベント名と理由

1 たくさん参加していますが、名称は思い出しません。

2 忘れました。

3 はっきり分らない

4 グリーンツーリズムという言葉が当時はなかったと思います。

5 道の駅での買い物は旬のものが揃っていて楽しい。

6 樹木の育成講座以外に花の育成講座にも参加しています。

7 桜の花見、さくらまつり等

8 市民農園

9 喜入に新しくできた所の農業体験（名称が湧かない）

10 吉田、郡山、松元、喜入の農業祭

11 八重棚田収穫祭

12 覚えておりません

13 記憶にない

14 都市農業センターお茶の里、一周年記念

15 オーガニックフェスタ

問9．問6で「９．参加したことがない」以外を選択された方にお聞きします。今まで鹿児島市内のグ
リーン・ツーリズムのイベント等で参加したことがあるイベント等の名称を教えてください。



16 中学生の時、食育授業でのコメ作り（田植え、稲狩り）

17 覚えていない

18 都市農業センターの農業まつり。グリーンファームの野菜の収穫

19 都市農業センター農業まつり。グリーンファームのイベント。

20 農産物直売所での買い物

21 農業体験

22 イベント名は覚えていない

No その他自由意見

1 収穫野菜を使っての料理教室

2 4の一年間～三年間は継続する自信がない。

3 さとうきびで黒砂糖が出来るまで

4 今まで訪れたことが無い街へ出向きその土地でしか味わえない体験や人との出会いを楽しみたい。

5 親子でフラワーアレンジメントがしたいです。（こどもの日、母の日）

6 収穫した野菜を使ってバーベキュー

7 今の所、家庭菜園をしているので不参加

No その他自由意見

1 金額の中身ではなく内容に魅力を引かれるかどうかかと

2 無料であれば人が集まると思う

3 貴重な体験をさせて頂きたい反面、兄弟姉妹を考えて一家で参加する場合の負担料金を考えたい。

4 金まで払ってやりたくない

5 1万円以内

問10．次のグリーン・ツーリズムのイベント等で、どれに参加したいですか？

問12．半日の稲刈りの体験イベント（食事・お土産なし）の参加料（１名あたり）はいくらくらいが妥
当だと思いますか？



6 0円

7 田舎育ち、今は参加料を出してまでは行かない

No その他自由意見

1 高齢のためなし

2 どんなことが出来るのか自体を知らない。

3 遠方であり行くのに躊躇します。

4
とにかく土に触れさせたい。植え付けから収穫まで一貫性を魅せたい。家でさせられないことをさ
せたい。

5 自分でやっているので思わない

6 参加したいと思わない

No その他自由意見

1 園内で生産した野菜を使ったバーベキューなどいいのでは。

2 収穫時期にそれを入れた新鮮野菜の旬の料理。

3 バイキング式(ポイントカード等もある）

4 自分で収穫した素材の料理

No その他自由意見

1 自然薯なども良いと思います。

2
家で家庭菜園をしているが新しい情報誌。（農薬、農具）野菜を育て、収穫するまでのテキスト。
実践するのに必要な農具など。

No その他自由意見

問17．本市のグリーン・ツーリズムについて、どのようなことでも構いませんので、自由にご記入くだ
さい。

問14．グリーンファームでどのような体験をしてみたいですか？

問15．グリーンファームの農園レストランでどんな料理が食べたいですか？

問16．グリーンファームの農産物直売所で何を買いたいですか？



1
環境未来館に行くようになって、初めてグリーンツーリズムという言葉を知った。しかし、今まで
意味を知る機会はなかった。自分は英語がきらいな方ではないので、理解しようという気持ちはあ
るが、英語の名称ばかりが増えると、親しみを持てないという人もいるのでは。

2 初めて聞いた言葉なのでまだよくわかない

3 あまり知られていない感じがするのでもっと告知すべき

4 吉野地区にもあればよいです。

5 広すぎる

6
広告チラシ、インターネット等、色々なイベント情報を知ることができるが、個人的には子供の学
校行事、仕事などで参加したいけど出来ない状況にあります。これからは、時間があったらイベン
トに参加してみたいです。

7 PRしてに皆に参加してほしい

8 参加してみたいがどのように申し込みをしていいか分からない。

9
イベント参加というと時間が無いという感じがしますが、（道の駅）のようなところなら参加しや
すいと思います。

10

グリーンツーリズム等もそうとう広まっていて直販所等も多々ありますが、皆出される品が同じな
ので各直販所はここにしかない品をPRしてほしい。皆同じで興味が無い。ここでしか売っていない
ものや、ここで生産する品を使って加工した新しい品を販売してほしい。どこも似たり寄ったりで
ある。

11

グリーンツーリズム（農業体験）と捉えればよろしいでしょうか、もっと広範囲的な意味でつかわ
れているのはわかるのですが、逆に中身（何をしているか、どういうことなのか）がぼやける気が
します。HPを検索してみたら分かりやすいですね。この言葉の認知度がまだ低いかもしれません。
できれば参加された方の体験談があればもっと身近に感じれる気がします。

12 体験型の施設にしてほしい

13
自然に触れ合うことが社会人になってから減ったので若い人でもいける野菜、果物の収穫体験がで
きるイベントを増やしてほしいです。

14
私だけがよく知らなかったのかもしれないが喜入のグリーンファームについての認知度はそれほど
ないと思う。

15
少しの畑で大根を作っていますが素人ですので良くできません。一人ですので楽しみに作っていま
す。老人ですので無理が出来ません。

16 テレビ等のメディアを使用してもっとＰＲしたほうが良いのではと思います。

17 グリーンツーリズムのことを全く知らなかったので今後はこの言葉に注視していきたい。

18 身体障害者なので参加自由であれば交通の便がいいところであれば参加してみたいです。

19 町内会等での研修などで利用できればいいと思います。

20
どのくらいの頻度でされているのか分かりませんが参加してみたいです。ですが小さい子供がいる
と懸念します。

21
小学生以下の親子同伴が多いのでは？６０歳以上の家庭へ向けて（庭の手入れや農園等を始めたい
人向け）があってもいいのでは



22

とにかく孫（７．６歳）に体験させたい。自宅でも家庭菜園レベルではさせているが、限界があり
農の世界を広げられない。これからの人生「食」についての教育は大切だと思います。「食べる」
ということに繫がるまでの段階を踏むことでいろいろな事を学んでいけると思います。恵まれた環
境の今だからこそ、親子で学んでいかせたい。グリーンツーリズムにもう少し参加しやすい状況を
作ってほしい。（知名度など）

23
４/24(雨）、直売所にＨ２８年熊本地震義援金の箱有。ワンコインをチャリンチャリン。ふくれ菓
子二つ、よもぎ糖、サワーポメロ、カボチャ、白ナスの苗など買い物する。

24

近所の年配の方より畑を借りて、野菜や花等を栽培しています。農作業は人より少し知識がありま
したので疑問、不明な点は近所の方々に教えて頂きながら現在タマネギ、サツマイモ、ジャガイモ
等運動を兼ねて楽しみながらの収穫作業で百姓一年生です。又収穫した花、野菜などの一部は近所
の方々に配布しています。

25
免許が無いので、一人では遠くまで出かけられず残念です。ツアー形式で市営バス等を使って計画
してもらえたら私でも参加しやすいかなと思います。(私個人の思いです。）

26
食生活改善のため自分から進んで野菜、果物を作り育てる体験を子供のころから指導、教育するこ
とが大切だと思う。

27
グリーンツーリズム、言葉の響きは良いですが、意味も分からぬ人は多いかと思います。（特に高
齢者）万人に通じる言葉だと参加者も多いと思います。形態化した行事等に税金を使って欲しくな
いですよね。消化予算の為の行事等は特にそう思います。

28
参加したいと思うのですが車以外の交通手段が少ない所だと参加できません。親子参加のものは多
いが友人、夫婦参加のものは少ないと思います。いつもさみしく感じてしまいます。

29
無料直行バスを運行してとにかく人をイベントに連れ出す事が必要。場所に寄っては行きたくても
行きにくい人もいるのでは？必要な経費だと思います。

30
そば打ち体験をして、食べる事と、持ち帰る事の両方。「グリーンツーリズム」は「農村を楽し
む」とでも日本語に変えた方が老若男女誰でも分かりやすく受け入れやすいと思う。最近なんでも
外来語やカタカナにして分かりにくいのが多すぎる。

31
高齢者（老人クラブなど）の日を設けて、町内会を通し、参加者募集をしたら良いと思う。特にバ
ス（市の無料バス）を利用して、老人クラブ研修会を合体計画を考えて頂きたい。

32

グリーンファームは遠いですが、楽しいので数か月に一度家族で出かけています。農業まつりもバ
スがファーム内を走っていたりして、広いけど不便ではないなと思いました。まだまだ体験コー
ナーを知らない人がたくさんいると思うので、チラシの表紙などにそういう場面の写真を使っても
いいと思う。

33

子供の学校からプリントを見て喜入のグリーンファームへ行ってみたいねと親子で話していました
が行けていません。市内から喜入方面へと遠出をするとソーメン流しの方へといってしまいます。
幼稚園で田植え～稲刈り、脱穀、芋掘り、プランターでの野菜栽培を体験することができて良かっ
たので小学校でも遠足などでもっともっと色んな体験学習ができればいいのにと思います。ぶどう
狩り、みかん狩り、いちご狩りやチェスト館へは時々行っています。

34 グリーンファームの言葉すら知らなかったのでこれから少しづつ勉強して行きたいと思う。

35
学生時代出来る限りの体験学習大切だと思います。現代の学校の内容を考えるべきだと思います。
町議会、国会議員は何をしているんですか？しっかりして。

36 全く知らなかったためインターネットなどで調べて行ってみたいです。

37 グリーンツーリズムというものに参加したいとは全く思わない

38 関吉の疎水溝も巡るイベントがあったら参加してみたいです。

39 少し距離があるのでなかなか行く機会がないがいつも行ってみたいと思っています。

40
若者の意見として正直グリーンツーリズムには魅力は感じないのが正直な感想である。ただ、問１
４の⑧には唯一興味が持てた。



41
鹿児島市は素晴らしい施設を作られてありますが、場所的に不便な所（グリーンファーム）があり
ます。人が来るのは、待つだけではなく定期的なバスツアーなどで呼び込む必要があるのではねい
でしょうか。

42 もっと良く市の広報などで知りたいと思った

43 参加できるよう楽しみにしています。

44
新鮮な旬の野菜、果物が広場などイベント会場で提供されているとつい求めてしまう。家の中にと
じこもらず成るべく出掛ける様に心がければ美味しいものにも巡りあうことができる。

45
「農業まつり」や「収穫祭」が好きです。土日、二週連続でして下さったら部活の大会が入って
も、どちらかの週の土日で行けるのになぁと思ったことがありました。

46 複数回の体験が出来るようにしてほしいです

47
農業の体験には興味があるが気軽に参加できる機会がないような気がする。パンフレットなど配っ
て大人向けのイベントがあるといいなと思う。

48 どのようなイベントがあるのか広報の仕方も考えてほしい

49 グリーンツーリズムという言葉はききますが、内容がよく分かりません。

50

企画としては以前から興味があり、時間があればいきたいなあと思っていました。認知度に関して
は低いと思います。公共の施設にはよくパンフレットおいてあってよく見かけますが、伝わりがう
すいです。この企画に参加することで何を得られるのかをもっと具体的に訴えてみたらと思いま
す。

51 全然わかりませんが参加してみたいです。

52 まだその言葉に馴染みがないのでもっと広めるべき

53 名前は聞いたことはあるが内容に関しては分からない部分も多い。まず目的があまり分からない。

54
今回初めてグリーン･ツーリズムという言葉を知りました。もっと知る機会があれば行ってみたいと
思う人がたくさんいると思います。

55
田んぼと畑の違いをしらない子もいたり、あるいは、地域の畑が宅地になっていったりと、ある程
度は自然というより、農業に触れる機会は必用

56
新鮮であること(収穫したて)           値段がわりと安い(手頃である)     安心して食べられる       種
類が沢山あり欲しいものが手に入れやすい

57 自分自身があまり興味がないです

58
街の中で体験した方が広まると思う。鹿児島は基本田舎をもっている家庭が多いから農業体験をし
てる人は多いから、実家に行けば体験できる。街のど真ん中でやってみては。

59 どのような行事があるのか、ほとんどわからない。



No その他自由意見

1 調理師免許の勉強をしたいとき

2 高校で介護福祉士の勉強のとき出てきていた。

3 病院等で行う食育の講演会等

4 野菜ジュースのラベル

5 リンガーハット

6 学校で学んだ気がします

7 ジュース、その他の食品に記載してある物から

No その他自由意見

1 ヨーグルトと果物を朝から食べている。

2 野菜だとおなかにたまらない気がするので主にパンを食べている。

3 前後の食事の残りを食べている。

4 昼食、夕食で食べるから

5 朝食を食べようと思わないから

6 果物やヨーグルトはとりますが野菜はとることはあまりないです。

7 自分が朝食を作らないので基本パン食（出されたものを食べる）

8 外食で食べるから

9 コーヒーとパンのみ

10 週2.3回でも良いと思っているから

11 昼と夜の料理で考えているから。

12 朝ごはんをしっかりとつくる時間がないので、お弁当の残りになってしっまう。

13 朝は野菜より果物にして昼と夜に野菜を食べるようにしています。

14 野菜ジュースが手軽だから

問19．国は健康づくりの目標として、成人の１日あたりの野菜摂取目標量を350g以上、食塩摂取目標量
を８ｇ未満としています。このことをご存知ですか。

問21．あなたは朝食で野菜（野菜ジュースは含みません）を食べますか。

問20．問19で「４．どちらとも知らなかった」以外を選んだ方にお聞きします。野菜摂取目標量または
食塩摂取目標量のことをどこで知りましたか。

問22．問21で「３．週に２～３回食べる」「４．ほとんど食べない」を選んだ方にお聞きします。あな
たが朝食で野菜を食べない理由は何ですか。



15 朝食ではなく、お昼や夕食でほとんど毎日食べている

16
夕食及び昼食にしっかりと食べていれば問題ないと思っていますが、週に2，3回食べることに何か
問題でもありますか？

17 パンとコーヒーぐらいしか食べない為

18 ヨーグルト、果物などでお腹いっぱいになる

No その他自由意見

1 野菜が嫌いだから

2 ゆで方などでビタミンが取れていなかったりなど調理方法が分かりづらい。

3 昼食はよく食べます。350ｇ以上。

4 野菜を摂ろうと思うと料理方法がワンパターンになります。

5 料理を自分で作らないから

6 肉や甘い食べ物の方が美味しいから

7
目標の350ｇに値するだいたいの各野菜の量が分からない。料理する時、いちいち計らないので、
各野菜の写真などで理解できる広告が欲しい。その広告を目にすると機会を増やして欲しい。（学校
から家庭への手紙など）（テレビ、ラジオ、スーパーでの広告物）

8 季節によって、またこのところ野菜が高いから

9 旬の野菜以外は割と高い。家族の人数が多いとは大変だと思う。

10 野菜が高いから。

11 サプリメントの活用

12 サラダの他にどうやって効率よく野菜を食べるのか分からない。

13 野菜が高くお手頃ではないから

14 野菜は日持ちしないから

15
野菜が高い。350ｇはかなりの量で会うドレッシングが？ゴマどれは合うが野菜のへだたりにな
る。

16 大体わかっているつもりだがしっかり確認したことはない

17 時期によっては高価なので350ｇを毎日は難しい。

18 食べていないわけではない。

19 野菜をそんなにとったらコストがかかる

問23．国民健康・栄養調査によると、成人1日あたりの野菜の平均摂取量は毎年280g前後で推移してい
ます。目標とする350gまで摂取量が増えない理由として、どのようなものがあると思いますか。



No その他自由意見

1 健康的に体重を落とすためには野菜中心の食生活が役に立つということを告知する

2 家庭で野菜の輪が広がる事

3 簡易的な調理方法を表示すれば野菜を買うかも

4 一つ一つの野菜の栄養を取るにはどんなことに心がけたらいいかの調理方法

5 野菜が高いときがあるから

6 野菜の量を表示する

7 野菜の値段が高い。Keepしてもらえれば。

8 市の広報などで一日に摂らないといけない３５０ｇをこういう方法で摂れますよという実例

9 年配の方がキャベツなどの重いものを持って帰るのは大変なので少量パックを作ってもらいたい。

10 取組以前に経済的に目標とされる量の野菜を買えない人もいると思います。

11 旬の野菜は安価で栄養価が高いのでその情報や調理法等の提案が必要。

12 価格を安くする

13 野菜の値段を下げる。主婦が手頃に購入できるようにする。

14 野菜以外を売らないようにするため

15 外食やお弁当は野菜が少ないイメージなので自宅で自分で料理することが大切だと思います。

16 具体的に思いつかないが野菜に関する大きなイノベーションが必要である。

17 野菜購入時はレジでポイント制にしたらどうですか？

18 朝食だけを強調しないこと、一日でどれだけ摂るかです。

19 子供の頃からの食育

20
自分の体自分で管理する
特定健診を受け、健康管理に努める

21 値段を安くする。

22 家庭環境の見直し案

問24．市民の皆さんにもっと野菜を食べてもらうには、どのような取組が必要だと思いますか。



No その他自由意見

1 だしの味や食材そのものの味で食べている。

2 計量はしていないが、大まかに(これ以上とらない）目分量をきめている。

3 からいと思われるものを食べない

4 薄口に心がけている。

5 塩の容器に入れているスプーンは小さなものにしている

6 テーブルに調味料をおかないで食事をする。

7 出汁を使いうまみを出すようにしている。

8 家族が管理栄養士のため

9 出汁などの旨味をしっかり加える。レモン果汁やお酢を加える。

10 家族からも嫌われるくらい薄味の物を食している

11 気になってるが実際は何も取り組んでない。

No その他自由意見

1 減塩が大切だとは思っているが特に減らそうとは思っていない。

2 現状が多いのか少ないのか分からないから

3 減塩した方が良いことは知っているが、何ｇかおとこはあまりわからない、あまり気にしていない。

4 塩味が効くと食欲が出るからつい・・・

5 味がおちるから

6 自分の摂取量が基準値以下

No その他自由意見

1 減塩しなかった場合の病気などのリスクを知らせる。

2
鹿児島は事務系より肉体労働者が多いので減塩の必要がない都会の人と田舎の人の塩分量が違うのは
当たり前です。

問26．問25で「１．減塩に取り組んでいる」を選んだ方にお聞きします。どのような減塩に取り組んで
いますか。

問27．問25で「２．減塩に取り組んでいない」を選んだ方にお聞きします。減塩に取り組んでいない理
由は何ですか。

問28．減塩を市民のみなさんに普及するために、どのような取組が必要だと思いますか。

問25．あなたは、日頃の食事で減塩に取り組んでいますか。



3 塩を売らない

4 減塩でも美味しい調味料

5 全部必要

6 減塩をきくと食欲がなくなるので前面に出さないで活動してほしい。

7 小さい頃から減塩など教育が必要

8 どのような病気を引き起こしやすいかの講座

9 特定健診を受け、自分で健康管理に努める。

No その他自由意見

1 食品表示が小さいので分かりやすく

2 減塩が必要な人、不必要な人についての広報が必要

3 料理を作る人は分かるが食べるだけの人は塩をどれぐらい使っているか分からない。

4 ラジオ、ＴＶＣＭなどでの広報

5 T V番組

6 全部必要

7 イベント等で試食やレシピを配る。減塩でも美味しいと知ってもらう。

8 病院で、健康のためすすめられれば考えると思う

No 自由意見

1 野菜炒めサラダを毎日取るようにしている。薄めに味付けしている

2
私は毎朝野菜、豆乳、ヨーグルト、果物をミックスして飲んでいます。炭水化物はせいぜい食パン一
枚の半分位。あと牛乳を少々。おかげで体重は増えるし体調はいいです。こういうことを減量で悩ん
でいる人に知らせてみては。

3
朝は時間が無い為野菜を十分に朝食に取り入れることができないです。その為、できるだけ夕食で野
菜を取り入れるよう心掛けています。減塩に関しては朝食の味噌汁の出汁、味噌の割合に気を付けて
います。出汁の味を効かせると味噌の量も少し抑えることができます。

4
塩分は最近の食品にはかなり含まれていて自分では意識がないまま多くの塩分をとってしまっている
と思います。加工品にどれぐらいの塩分が含まれているかを知ることが大切だと思う。糖分だとよく
角砂糖何個分だとかの表示を目にすることがありますが。

5
目安があれば分かりやすいので目安の表示を教えて欲しい。減塩をそう工夫していくか教えて欲し
い。

問29．野菜摂取量の増加、減塩の取組を広報する手段として何が有効だと思いますか。

問30．野菜の摂取量の増加、減塩に向けた取組について、どのようなことでも構いませんので、自由に
ご記入ください。



6 野菜の値段をおさえて欲しい。地産野菜の店を増やしてほしい。

7 野菜を多く摂るために野菜一つによるレシピの広げ方

8
スーパーの食品表示は字が小さく、取組をしようとする方に読みづらい部分がある。レストランなど
にも、通常メニューと成分内容量のわかるメニュー表が二つあると良い

9 3月より一人生活になり自分の為だけに作る気力がなくなりました。

10
減塩などの取り組みPRしていますが、自覚の問題と思います。野菜や調味料の取り方も工夫すれば
いくらでもできます。

11
野菜の摂取量を示した農林水産省のページを見ましたがひどいです。とても分かりずらい。一皿分と
か、大皿分とか。具体的な料理名、具材等。ピーマン二分の一使用等分かりやすい表示をしていただ
いた方が良いと思います。

12 塩分摂り過ぎの警告。病院や医師会等のデータの公表

13
野菜の摂取量を増やすために野菜を肉や魚みたいにおいしく食べれる方法を広める。減塩は普段使っ
ているものをそのまま使わず薄めたりすることで全然違ってくると思います。私の家では味噌等作っ
ていて少しの量の味噌で味が濃くなると思います。

14 だいぶ減塩になれてきた。汁物も具材をたくさんいれたらダシが出て減塩になる。

15 子どものころから薄味の食品に慣れさせることが大切なのでは

16 肥満に注意していて野菜を主に食べるようにしています。多くの量を摂るように心がけています。

17 定期健康診断時に野菜摂取減塩の大切さを周知してはどうでしょうか。

18 アムロビピンを服用しているので塩分摂取には気を付けている。

19 必要性は十分に理解していますが料理の手間、センスがなく難しいです。

20
減塩に取り組まないとどんな病気になるのかどのような症状がでるのか知れるようにしたらいいと思
います。

21 販売店での広報活動で販売員自ら勉強し広報していけたらいいと思います。

22 減塩のレシピが分からないです。

23

講座もいいかと思いますが、よくいかれる方はいつも参加しているようですがなかなか出掛けてまで
はと思う人が多いのでは？新聞や市民のひろば等で具体的なメニューなど教えてもらったら作ってみ
ようかなと思う人が多いのでは。「この食材はこんな使い方もある」とか「この野菜でも充分美味し
い」とかこのメニューでは「これ」と決めないで代用の食材を何点か付け加えるといいのでは。

24 本人の自覚、「家族を守る」作り手の食への自覚。

25
鹿児島は野菜を多く生産している。何をするにも必要なのは健康な身体から、最も力を入れるべき取
組はこれだと思う。

26
若い夫婦の忙しい生活の中に取り入れさせるために、Made in japan の地産地消のゆがいた野菜等
の冷凍野菜を作ってほしい。

27
加齢と共に生活習慣病の関係で、減塩の取り組み野菜の摂取量の増加等、毎年の健康診断でも言われ
ていることで如何に自分で自覚し取り組むか、早い時期に実施するかである。

28
野菜を沢山摂るために温野菜にしている。味噌汁は煮干し、昆布、椎茸で出汁を取ると、味噌が少な
くて済む。

29 医療関係、保健所で食生活の指導が大切だと思う。

30 毎日、色どりを考えながら青、赤、黄、緑等工夫しています。

31 広報の難しさが問題点ですね。有効な広報がわかればこのようなアンケートも不要では？



32
学校給食等では野菜、減塩に取り組んだ食事を出していると考えますが子供たちにうまく伝わってい
ないように思います。せっかくの取組が親の元へも届くと又取組が家族から行われるかと思います。

33
形式的なものでなく本気で取組む覚悟があるのならとことんやるべきです。（医療費を減らす為？）
何の為にやるのか具体的に伝わってこないです。市民一人一人の自覚が一番大事ですがそのきっかけ
をつくっていくことも大事です。

34
年齢や一日の塩分必要量は人によって違うと思います。数種類の中から自分に合った量を選んで取り
組む必要があると思います、減らせばよいとは思いません。

35
外食製品を扱う方、事務所でもっと健康食品を考えて欲しい。※良い例：中央駅地下のある豚カツ屋
ではキャベツ千切りおかわりが出来て（サービスになっている）良い。

36
私の周りでは割とサラダや野菜料理が好きな子が多いですが、減塩と言われるといまいちよくわから
ないので、あまり意識していないです。

37
出汁パックで出汁をとって醤油や味噌の量に気を付けているが、計算していないのでどれだけ塩分を
摂っているのか知るのも恐ろしい。美味しくたくさん野菜を摂れるレシピを知りたいです。

38
なるべく食事は素材の味をそのまま楽しむよう心掛けています。ドレッシングもほんの少ししかかけ
なかったり全く味付けをしないで食べたりもする。

39
生野菜だけではなく加熱して茹でたりすると量的にたくさん食べられると思います。調味料入れの注
ぎ口が小さい容器にする。昆布やかつお節などでしっかり旨味を付ける。

40 できるだけ味付けの濃いものをさける、野菜は煮たり、炒めたりして量を沢山食べる

41
味噌汁、サラダ等、毎日１０～２０種類を摂取する。白菜、ねぎ、南瓜、ニラ、茄子、大根、じゃが
いも、レタス、キャベツ、ブロッコリー、アスパラ、ベビーリーフ、かいわれ、玉ねぎ、おくら、小
ねぎ、トマト、ごぼう、を毎日摂取している。

42
食品購入時が一番目につき考えると思う。手をかけずにすぐに食べられる形での販売（コンビニ等で
も）の種類を増やしたらいいかと思います。

43 このことをすることによって具体的に自分の体がどのように変化するかがわかる事が重要

44
野菜は天候によって値段が大きく変わるし、量を摂るのは難しいと感じるので野菜摂取の為に手軽に
できる工夫があれば知りたいです。地産地消につながれば更に良いと思います。

45
野菜の摂取量、減塩など市町村で競い合いベスト10入りの市町村の住民には一年間医療費を3割負
担から1割負担で受診できるようにするとか？

46
市職員や市民モニターを募り実際に減塩や野菜中心の食生活をしてもらい具体的な数値を広報して
知ってもらう。（ＨＰで公開、もしくは人気ローカル番組でやってもらう）

47 もっと野菜の値段がやすくなってほしい。外食はすくなくしたい。

48
野菜は好きなのでもっと色んな種類を食べたいが時期により高価になるので毎日同じ量を食べるのは
難しい。その時期に安価な野菜で栄養のバランスが摂れているレシピがあれば取り入れたい

49

肥満なので体重を落とすためには野菜を多く食べ歩いて運動することと指導を受けたりするがしばら
くはサラダや蒸し野菜を食べたりするが同じ物だと飽きが来る。雑誌など見て調理方法を変えてみる
が長続きがしない。ごぼうのきんぴら作ったり、レタスのにんにく炒め、レタスのベーコンスープな
どはお気に入りである。かぼちゃの煮つけもよく作る、玉葱、じゃが芋、人参は常備。冷凍ホーレン
ソウもあると便利。

50
尿中のＮａ，Ｃｌをｄ測定すると食塩摂取量が計算できることを聞いた事があります。まず個人。個
人が日頃どのくらいの食塩を口にしているかを知ることが大事だと思います。それから減塩に取り組
んで行く事が大事だと思います。

51
若い世代では、「減塩」は自分たちには関係ないものだという考えが大きいと思う。減塩に取り組ん
だ時のメリット等が分からない。

52
女性は「便秘」の人も多いので、小さなうちからもっともっと学校の保健体育や家庭科の時間など利
用し野菜(食物繊維)を取ることの大切さを学ぶべきだと思います。

53 珍しくて美味しい品種の栽培と販売。

54 安心安全な食材を提供してほしい。

55 持続がなかなか難しく、気付いたら好きなものを食べていることが多い



56 自分が高血圧症になってから取り組み始めた。

57
農業体験に興味はあるが、虫が苦手なので、やっていない。部屋でも野菜が栽培出来て虫が来ないと
いう野菜があれば育てたいと思うのですが、、、。

58 どれくらいの量がどれくらいの時間に必要かがわからなあか

59 もっと野菜を美味しく食べれるレシピを広めるべき。

60 まずどれくらいの量かが想像がつかない。

61
月に1日でも、野菜の摂取や減塩推進月間を設ければ、少しずつでも、野菜や減塩を意識した食事が
広まっていくと思います

62
野菜はとらないとという意識はあるが、減塩はどこまでが減塩なのかがわからない。野菜ほどは聞き
なれないのでやはり見聞きする機会が必用

63 外食時には必ず摂取を心掛ける

64

いわゆる『新顔野菜』の食べ方を、多くの方に知っていただくことも一つの方法ではないでしょう
か？与次郎の直売所などでは、これまでには見受けなかった野菜や果物が色々と入荷されています。
私はジュニア野菜ソムリエの資格を持っていますので、新しい物を見つけると、やはりすぐにチャレ
ンジしたくなって、購入してしまいます。『これ何？』と食事のときの話題にもなりますし、美味し
い野菜たくさん出てきていますよ。

65 好き嫌いのない食生活    野菜を最初に食べる習慣を

66 鹿児島の味付けはかなり濃いと思います。一人一人の自覚が相当必要です。

67 基本なかなか難しいと思う。やはり小さなコミュニティで進めて行くしかないと思う。

68 どのような取り組みがあるのか、見聞がない。



No 自由意見

1 道路などの危険区域の整備、地震時の避難訓練の実施

2 災害全般に必要（熊本地震、8・6水害）

3 見て見ぬふりをせず、地域全体で助け合う。

4 地震時の避難場所など少人数で避難できるような場所が有れば良い

5 市民への共通認識を目的に１～９までを定期的にテレビ等で放映し周知する。

6
熊本地震がありいつ自分が被災者になるかなった時の心構えとか日頃考えておかないといけないと
思いました。

7 保健所、警察、教師などに訴えがあったらもっと誠意を持って対応してほしい。

8 通勤、通学、生活して気づいた事を気を使わず連絡できる所を作る。（電話できる所）

9 町内会、自治会の機能が弱体化している現状の中での取組はとても困難に思う。

10 ガードレールを綺麗にする。

11 大きく言って独裁国家をつくらない

12 家庭環境

No 自由意見

1 市民健康講座（ネット依存する子供達）

2 AED講習会

3
ゲートキーパーがある事初耳でした。私は認知症等見守りメイトを受講して、サロン等で活動して
おります。市の方で資格者の活用に力を入れて頂きたい。

4 消防訓練への参加

No 自由意見

1 参加する機会が無い

2 すでに高齢者、何をするにも慌てず落ち着いて行動するよう心掛ける

問32．セーフコミュニティでは、鹿児島市の事故やけがの状況を分析し、７つの分野で取り組みを進め
ていますが、あなたが事故やけがを予防するために重要であると考える取り組みはどれですか。

問33．あなたが過去１年間（平成２７年４月から平成２８年３月まで）に実際に参加（実践）したこと
があるものはどれですか。

問34．あなたが今後参加したい、実践したいと思うものはどれですか。



No 自由意見

1 いつどこで行われるか知らない。防災訓練のみ分かった。

No 自由意見

1 福祉についての取り組み

2 鹿児島市の行っている取組を知らない。

3 進んでいるものを感じません。比較対象が不明です。

4 自分が障害者なので

5 100%安全な取組みと言えますか？

6 参加したことが無いのでわかりません。

7 進んでいるとは思えない。

8 よく分からない

9 比較する対象が無いので分かりません

10 分からないです

11 まだまだ、すべてにおいて改善しなければならない。

12 特になし

13 他との比較が出来ないので判断できない。

No 自由意見

1
最近、不注意により家の中でけがをすることがあり、家の中にも危険がひそんでおり、注意して生
活しないといけないと深く反省した。子どもがいる家庭はなおさらだと思う。

2 危険なところを整備する。

3 やはり体を健康に保つことが大切だと思うのでウォーキングしたりして体を動かすこと

問35．問33で「12.参加（実践）したことがない」とお答えした方にお聞きします。参加（実践）した
ことがない理由は何ですか。

問36．あなたが鹿児島市で安全性が高い、進んでいると思うのはどれですか。

問37．あなたは地域や家庭で事故やけがを予防するためにどのようなことが重要であると思いますか。
自由にご記入ください。



4 毎日適度な運動をすること。朝、早起きをする。

5 バリアフリーにする

6 障害者の安全、スポーツの安全

7
最近、横断歩道のマーキングが消えている箇所が多いと思う。警察も予算の関係で修正できないよ
うだが事故がおきてからでは取り返しのつかないことになると思います。仕事のやり方を変えて道
路管理者の方で実施することも考える時期に来てると思う。

8
私自身も運転するので交通規則を守り歩行者（特に幼児、高齢者）に気を付け、また自分自身も歩
行する時には気を付けて相手の立場にたって行動したいと思う。

9
子供達に危険を根拠づけて教えていくことが大切。ただ「危ないよ」と説明しても伝わらないの
で、どうして危ないのか、それをするとどうなってしまうのか等伝えることが大切だと思う。

10 一人一人の意識づけ

11 個々の配慮

12 車道と歩道の区別のある街づくり。地震に対して、家具の転倒防止と避難道具の準備。

13 皆に危ない場所など話したらいいと思う。

14 ルールを守る事

15

（家庭）・火を使っているときは、火の番をする人を置いておく。・段差に基準が必要。古い建物
はコレがきつい建物が多く、階段から落ちたこともある。（地域）標識の見易さ、特に夜間、古い
標識にも基準が必要かと。また、古い横断旗や箱はあのままだ使わないし、使っても効果が薄いか
と。

16 自分の身は自分で守るしかない。

17
（地域）通路や標識、横断歩道、信号機など環境づくり（家庭）子どもと一緒に地域内を散策す
る。学校や保育園までの通りなど

18
朝の通学時間帯には大人のサポーターがいるが夕方の時間帯にはそういう人がいない。一日中見守
り隊のような人がいればと思います。

19 地域のコミュニティー不足が起因する声掛けや指導が少なくなってきている。

20 家庭内ですべきことであることへのPR

21

事故やケガを減らすためには、車や自転車などの運転の時によそ見やケータイなどは良くない。規
則をしっかり守るべだと思います。家庭でのケガは高齢者であれば家の中の段差をなくしたり、階
段のあるような家ではなく平屋ですませるようにする。風呂場でも転倒することがあるので大変だ
けど上がる時には水分をタオルでふき取るなどして次の事、後の事を考えて行動する。

22
小学校周辺の見守隊が朝、夕いて欲しいと思います。高齢者がもう少し学校運営に協力してくれた
らと思います。（クレームばかり言うのではなく）

23 本人や家族の自覚が大切だと思います。

24 家庭内で穏やかに生活してゆとりを持つ。かねてから注意を促す事

25
子供達にもっと交通安全の教育をすること。特に自転車のマナーが悪いと思う。車を運転している
と子供が飛び出してきてヒヤッとすることがある。



26

市がもっと取り組みに真剣に取り組むべきだと思う。小学校にも再婚して子供をないがしろにして
いる夫婦がいるのに警察にいっても「訪問しました」「事件性がないから」とか言われるだけで何
も進んでいません。そうかと思えば両親ともギャンブル狂いで「ご飯をたべていない」といって朝
ごはんをもらいに来る子供がいるんです。（私の家にもきました）

27
車運転時の交通事故防止で言われるように「だろう」ではなく「かもしれない」のあらかじめ危険
予知を常日頃において認識することが大事と思う。

28
交通事故対策・団地へ続く道は交通量が多い割には車歩分離が行われてなく通学路としては極めて
危険。歩道の整備が必要。

29
高齢者の車の運転に対する取り組みが重要。あと、全般的に交通ルールを厳守する人が少ないと感
じます。あきらかに赤でも進入することが多く危ないと思っています。

30
道路の段差をなくすとか夜道を明るくするとか地域の人たちの声掛けだったり知らない人たちの声
掛けは戸惑いますが勇気を出して声掛けできるようになりたいです。

31
健康体操など健康づくりに関する講座の充実により市民が事故なく健康で暮らせる環境づくりに努
めて（広報等に）頂けたらと思います。

32
地域では町内会単位で危険個所を把握しなくしていく努力をする。家庭では要らないものを捨て身
の回りをすっきりしておく。

33 道路や階段の整備、外灯の整備

34
・パトロール（夜間、通学路等）保護者等の割当ではなくボランティア等の参加も受付けて・声掛
け

35
より良い観光道路として竹や木の伐採や曲がりくねった道路を見通しの良い道路へよろしくお願い
いたします。

36
日頃の家庭内、近所の方々路のコミュニケーションがいかに取れているか、今一度確認する必要が
ある様に思います。

37 一人一人が気を付ける。お互いが交通道徳（規則）を守る。

38 学校や家庭で繰り返し伝え続けていくことが大切だと思います。

39 時間にゆとりを持つ、日々の声掛け

40 町内会等で子供（あいご会）商店街（老人クラブ）部会活動を推進する。

41 ご近所でのコミュニケーションをとり危険区域等の連絡や情報を伝えていくべきだと思います。

42 全てにおいて自己責任が要求されると思います。

43
隣に新しい建物（住宅）ができて人の出入りが多くなってます。挨拶一つにしてもオハヨウ、コン
ニチハ、コンバンワが言える街づくりがなかなか難しくなってますが一人一人が身にならないと随
分と色々なことが防げて事故が起こらない状態ができそうに思います。

44
地域参加型の研修や講座が必要。常に広報紙や、公共病院等での呼びかけ等、目にする機会を作っ
ていくことが必要。

45 汚れたガードレールを綺麗にしてほしい

46 地域や家庭があたたかい雰囲気であること

47 安全運転の再確認

48 歩道を平らにして、歩きやすくして欲しい。

49
家庭内での教育が一番大切だとは思いますが、やはり呼びかけではないかと思う。（熊本地震があ
りましたが、地震が起きてから緊急の為の準備をしている人が多かったので、起きる前にするのは
何事もなかなか進まないのかなと思うので）



50
昔と比べると市は色々とされてると思います。（安全教室、プリント配布、講話等）危険予知、予
防の情報の発信に加え怪我した時の対処方法ももっと知りたいです。地域の方の見守りや声掛けも
とても有難いです。

51 地域間のコミュニケーションが重要であると思います。

52
私も障害者（67歳）の主人を持っているので毎日が不安でたまりません。自分も足が悪く思うよう
にすぐ行動に移せません。

53
・歩行者や車椅子等の通りやすい道路の整備・夜間歩行者の反射テープの使用・運転手は時間に余
裕を持ってでかける・バリアフリーの推進・高齢者の交通安全講習の充実、回数を増やすこと・自
転車、歩行者のスマホの禁止をもっと厳しく

54 車の事故の多いところに看板を（谷山から伊敷への入り口のところ）

55 家の片づけ

56 子どもや老人への教育、危険予知トレーニング、危険への感性を磨く

57 交通安全教育の徹底、お互いゆずりあいの気持ちの養成

58
「けがをするかもしれない」と先を想像してささいなことも気を付ける事、交通ルールは守る、ガ
ス、電気など使用していないときや家を不在にするときはガスは元栓から止めコンセントは冷蔵庫
以外はすべて抜く。

59 段差をできるだけ少なくして危険な場所は色を付けたりして知らせることが大切だと思います。

60 家庭内では色々なルールを決めて行動せる、迷ったら一人で判断しない

61 掲示板の活用

62 地域の声かけが無くなってきている。親も子供も。ご近所さんとのコミュニケーションが大切。

63 子供の登下校時の見守りと歩道のない所での注意すべき点をしっかり指導してほしい。

64 地域の危険個所を周知徹底する。(道路の見通しが悪いところなど）

65 ゆとりある生活をすること、少し考えて行動

66 あいさつ

67 近所の人々の交流がうまくいくように出来たら良い

68 事故が起きた状況や場所等の情報の共有

69
地域で高齢者が多く自転車運転で怖い思いをする際におばあちゃん、おじいちゃんが運転している
場合がとても多い。歩いてる高齢者も三車線ある道路を横断していたり高齢者に対しての予防対策
を進めて行く事が重要だと思います。

70 家族の何気な声かけ。適度な睡眠時間を確保する。

71 家族の見守り

72

事故やケガを予防する為には落ち着いて行動する。用事を盛りだくさんにしない（途中で予定変更
したりすると運転していても注意散漫になる）そろそろ、認知症予備軍なのでメモを取り、手帳を
活用し、用事はカレンダーに書き込み前夜に明日の予定を確かめておく。携帯での予告を活用して
慌てずに事故やケガをしないように気を付ける。



73

最近の交通事故で横断歩道を渡っていて青信号で進行していてと安全な条件でもあるにもかかわら
ず事故の加害者、被害者が見受けられます。もう一歩進んで撮り組んでいかなければいけない社会
になりつつあります。残念なことですが自分の身は自分自身で守ることが大切なことだと思いま
す。

74
地域の設備などで不備な所があった時に言う場所、連絡先の認知度が低いと思うので地域のバス停
に広告を貼ったり、住民同士の交流を行って話す機会を設ける事。

75 交通安全の取組を歩行者、自転車を運転する人車を運転する人に対して行ってほしい。

76 道徳の時間を設けて話をすることだと思います。

77 町内会、あいご会での回覧板、夜回り等の協力、連携は重要であると思います。

78
子供の通学路の安全の確保をもっと徹底したほうがいいと思います。例えば、信号機がない横断歩
道は信号機を付けるとか。

79 防止のためのパンフレット配布やＴＶ、広報誌等での広報活動の強化。

80
高齢者の方の運転で危険な運転をされる方をたまに見かけます。高齢者の方は再度技能試験が必要
なのでは。

81 自分の身は自分で守る

82 安心安全な家造り。近隣住民との声がけ。

83
地域では危険個所などの周知を町内会などを通じて積極的に指導してほしい。事故の起こりやすい
場所には看板やボランティアの指導などあれば、気を付ける度合いも上がると思います。

84 声かけが一番です。

85 家庭内での教育

86 危険な場所はないか、公園の遊具に不備はないかなどを調べていくことが重要だと思います。

87 近所に声をかけてくれる人は必用と思う

88 対人、対物等の対象になる物を常に念頭に置きながら行動する。

89 危ないものを事前に撤去したり、改善する。様々な事故やけがを予測して行動する。

90
ゆとりのある行動(時間に余裕を)     ばたばたさせない(せかさない)    早め早めの行動(準備する)
出かける時に声をかけをする

91 自分自身で気を付けるしかないと思います。

92
子供の目線で、通学路や学校周辺、自宅近辺など危険な場所がないか地域の方々も含め定期的に点
検出来たら良いと思う

93 一人一人が気をつける。

94 親の知識向上と、子供への躾

95 一人一人の意識と関心を高めること

96 日々、注意していくこと。



No 自由意見

1 夜でも歩けるまち

2 住民お互いが気を使いお互いを尊重し合う犯罪のない街

3 市立病院の跡地をもう少し考えてもらいたい

4
熊本地震の事を考えると日本は地震の多い地域であり日頃から地震に対する準備をしておくべきだ
と思います。これまでより多く災害に対する研修会訓練を実施すべきと思います。

5
防犯の取組に力を入れてほしい。先日、若者数人が留守宅に入り貴金属や現金が盗まれた事件が近
所であり残念でした。パトロールの強化等お願いしたい。

6
地域の方々との繋がりがあって安心、安全できると思う。普段から、地域の方とあいさつや声を交
わすことで、相手に自分や家族を覚えてもらえる。それによって安心、安全な街が出来ていくのだ
と思います。

7 誰でもいつでも歩ける街

8 何か問題があった際、迅速にその問題への解決ができるシステムつくり

9 高齢者の独り暮らしの方など、孤立しないように声かけなどする。

10 壊れそうな場所など、壊れる前に早め早めになおしていく。

11 事故が少ない街

12 子供の安心安全な生活

13
皆が交通ルールを守り、必要な所に必要なものが、設置されている町。あと、それを見極める目が
一人一人に必要。（意識を高める取り組み）死亡、ヒヤリハットをだんだんなくしていける町。

14
携帯電話しながら車の運転している人、自転車に乗っている人にもっと注意して取締りをした方が
良いです。

15 防犯、災害対策などの進んでいる町

16 安心、安全に暮らせる街づくり

17
安心、安全な街を作るには一人一人の意識向上だと思います。地震などもあって、大変な思いをし
ているからこそ地域全体で助け合うことが大切だと思う。

18 子供達が安全に通学できるような道路があればいいなと思います。

19 お互いに子供でも大人でも安心できる街づくり

20 隣近所または友人知人など困った時など気軽に相談したり話し合える間柄

21 隣近所とコミュニケーションをうまくとり仲良く生活するなど心掛ける事

22 セーフコミュニティという言葉自体を知らなかった。もっと詳しく知りたいと思う。

23 お役所仕事をせずにしっかり調査をして子供の未来を守ってください。

問38．あなたが思う「安心安全なまち」とはどのようなまちですか。または、「セーフコミュニティ」
について、どのようなことでも構いませんので、自由にご記入ください。



24 自分のことが第一ではなく相手や通りの人を思いやることができる街が「安心安全な街」と思う。

25 「セーフコミュニティ」とは名前だけで実際には殆ど機能していないように思える。

26
社会的ルールを守ることの重要性と個別性、個性の尊厳と社会のルールと権利と義務、非常に恐い
気がします。

27 地域の人達との交流したりコミュニケーションをとるのが必要と思います。

28

最近、家庭ごみを持ち込む輩がいるせいか、ゴミ箱がない。「大人が子供の前でゴミを拾ってゴミ
箱に捨てる」当たり前の行動が子供に教えられない。「ゴミがあっても知らんぷり？」ゴミ箱をあ
らゆるところに設置し同時に防犯カメラも設置し違反した者には多額の罰金を徴収し（万円単位）
設置費用を賄い、また、諸々の犯罪の抑止力にもなると思います。（教育や犯罪防止に役立つので
は？）

29 理想ではありますが誰にでも気軽に声をかけられ助け合えるような街にしたいです。

30 皆さんで取り組んでいくことが大事だと思います。

31

地震などあった時、非常時の備蓄もある程度必要でしょうが県外からの援助をスムーズに受け入れ
るよう段階によってこの道路は緊急車両、食料などの搬送トラックだけ通行可能にするとかのシュ
ミレーションに基づいて計画書だけでも作ってほしい。（東北での渋滞や帰りのガソリンが無いか
らいけないということが無いように）（個人の車は迂回させて）鹿児島は県外から入る道路が限ら
れているので。

32 近隣の人と常にコミュニケーションがとれ何かあった時助け合うことができる街。

33
[セーフコミュニティ]の意味が広すぎてコメントしづらい。何の問題に分解してもいいと思う。た
だ、「ＤＶ防止」と「自殺予防」を「セーフ」と関連付けるのは違うのではないか。意味合いが異
なると思う。

34
安全に管理していますと主張する管理者にまるめこまれず立地条件などを市や国は管理すべき。
（なぜここに許可させれたか）通学路に精神病院はありえない。（花倉病院）子どもが犠牲になっ
てからでは遅い。

35
高齢者や身障者が利用している県道２３４号線の小田代バス停より4,500メートル離れた小田代入
口バス停までの左右の歩道整備が必要かなと思います。過去5，6回の事故が発生しております。ご
検討よろしくお願いいたします。

36 日頃の家庭内、近所の方々とお互いに信頼し、信頼されているか社会の構築が求められています。

37 暴力のない明るくきれいな街、ゴミのない街。

38 女性が一人で歩いても怖いと感じない街

39
お隣さんの事、マンション住まいの方などは親しくお付き合いがなかったりして何かあった時やは
りコミュニケーションをとり横のつながりを広めていけたらと思います。

40
今回の熊本、大分の大地震に対応するには町内会、自治会の組織の強さが示されると思います。市
政としてこのような組織の在り方等について行政指導がおってもいいと思います。

41
街が区画整理等で明るくなったりして夜道でも人の通行が分かりやすいところが増え良いことだな
と感心しております。が反面、道路が広くゆったりした状態に見えてくるとやたらスピードアップ
の車が増え交通ルールがとても悪くなったようにも感じます。

42
地域の人の顔が見えやすい街、声掛けができている街。であればあらゆる事故や怪我の予防につな
がると思います。

43 カーブミラーを自分の都合の良いっ角度にする人がいる。元に戻してほしい。

44
一人一人を認め合う街、個性を認め合う街、事故が起こらないように気を付けることも必要かもし
れませんが個人が幸せに豊かに

45
常日頃より市民に一人一人が安全対策及び健康面に気配りして毎日を生活する心構えが必要と思い
ます。



46
組織は人の力です。一人一役を原則に運営する。役職も男性が正だったら必ず副に女性を入れる等
規則に定義したら良いと思う。

47 いろいろな人の目がある場所が一番安全だと思う。

48
「ゲートキーパー」初めてしりました。民生委員とはまた違うのでしょうか？鹿児島県民は親切な
人が多いです。私も困っている人を見かけたら声掛けするときがありますが、変に躊躇して声掛け
しないときが多いです。自然と人に優しくできるようになりたいです。

49
犯罪や事故のない街づくりだと思います。そのためには市民一人一人のモラルの向上を目的とした
普及啓発活動が必要であるのではないかと思います。

50 ・犯罪のない街・他人同士が支え合える街・自殺のない街・防災のしっかりできている街

51 主人が入院のため失礼いたしました。

52 人と人との繋がりがちゃんとある街

53 犯罪の少ない街、自殺者の少ない街、弱者に優しい街、老人を大事にする街

54
市民の声を基本に地域住民、団体、行政が一体となり安心安全なまちづくりに効果的な役割をして
頂きたい。

55
皆が、交通ルールを守りお互いが気を付けあうこと。事故になりそうな場所は気づいたらすぐ修繕
する。あぶないな、と思うことをすぐ伝えられる場が欲しい。

56

熊本地震があり、やはり災害、震災の時に一番頼りになるのは行政だと思います。いざという時に
キチンと対応できるように大変だと思いますが対策を取って下さい。（今、以上に常に対策を講じ
てください）それから、私達が日頃からどのように対策をとればいいのか広報して下されば幸いで
す。（今。以上に）

57
日頃から近所の人と挨拶したりしてコミュニケーションをとることで何かあった時は声をかけやす
い環境を整えることが大切だと思うので心掛けたいです。

58 町内会や子ども会など地域全体で声を掛け合い普段から住民同士がコミュニケーションをとる

59 町内会、地域等に清掃活動することにより定期的に家の中を外出して皆、見回りををする。

60 夜間、一人での行動でも安全に移動できる治安の良さ、自転車のルールをきちんと守らせること

61
災害にしても事故にしても何かが起こってしまった時に助け合える街、そして助け合う為に備えが
出来ている町が安心安全な街。

62
（事件のおこらない街）・一人一人がおせっかいになる・格差のない社会・ゆとりある社会・人を
思う心をもつ・社会全体、罰則に対して規制が甘い、もう少し厳しくする。

63

問36についてですが、安全性が高いとか進んでいるかと市民に聞くより市の方から他市町村(鹿児
島市と同規模、もしくは目指す市町村と比べ劣っているところを報せた方が市民一人一人が考え行
動すると思う。また、コメンテーターは地元の人が多いと思うから進んでいるかどうか分からない
と思う。

64 緊急、非常時にしっかり対応できている。

65
・自然災害が少ない、またその可能性が低い(桜島、原子力発電等）・反社会組織が無い・低コスト
の社会組織が完備されている（役割分担が明確化された病院、養護老人ホーム等）・個人情報保護
法を踏まえての情報管理が徹底されている・交通網の整備が行き届いている

66
昔ながらの隣の人が良く分かるような地域のような助け合う気持ちがあるような。周りで守り防犯
出来るような地域。今は希薄になっていますが難しい部分もあります。

67 思いやりをみんなが持つことが大切だと思います。

68
防犯カメラと街灯を街の隅々まで設置する。地域の交流の機会を増やし、顔見知りを増やし挨拶を
忘れない。



69
安心、安全はそれぞれの人で違うと思いますが鹿児島市内でのバリアフリー化がもっと進むと良い
と思います。障害を持っている方がどの程度、生活をしやすく感じているかの調査結果を知りたい
です。子どもの安全に関しても

70

ゲートキーパーとはを読んで、妊娠、出産のことで悩んでいる人に気づき声をかけあるいは相談を
受けて話を聞いて必要な支援につなげ、（生命尊重センターや中央助産院なり）見守る人の事なら
今自分がやっているボランティア活動（円ブリオかごしま）もそうだなと思うことだった。熊本の
コウノトリのゆりかご慈英病院の蓮田先生方の精神、マザーテレサの教えを行動している。今回も
紙オムツ、ミルクなど持ち寄り届けた。

71 子供が一人、女性が一人、で歩いていても安全な街

72
一家だけで固まらず、集落ごとにみんなに情報の共有が行われる街になると良いと思う。何かあっ
た時に「何も知らない」ではやくにたたない。

73 お互いの事を思いやった行動をする。

74 道路の設備、雨天時の水はけの悪さなどの改善

75
となり近所の方々と声を掛け合い、色々な問題に取り組むことが大事だと思います。地域で子供や
お年寄りを守る。そんな街に住みたいです。

76 街灯がついて夜でも明るい街。

77 町中に監視カメラの設置。

78
助けが出せるまち 駆け付け店のようなものがたくさんあるといい 防犯知識を学んだ人が店や店舗
にたくさんいる。など

79 難しいとは思うが、家に施錠していなくても外出出来るようなまち。

80

住んでいる紫原は夜の街灯が明るいところとまばらなところの差が大きく感じます。また、学校周
辺は夜は特に暗く感じ、中学生の冬の帰宅時間にはヒヤッとすることがよくあります。また、自転
車のマナーの悪さは一段と進んでいると思います。学校などでも自転車も一旦停止や左側通行・傘
の使用はできないなど教える必要性を感じます。

81 不審者や事件に巻き込まれない対策も大事だとおもいます。

82 一人一人が意識をもつこと。町内会の活性化。

83 危険予測の意識向上、年齢によって危険予測の情報量がちがう。

84 全員参加の街づくり。何が自分にできるかを考えること。

85 子供は安心して遊ぶことができ、大人は子供を安心して遊びに行かせることができるような町

86 予算がないと安全性は追及できない

87 防犯、防災、事故、怪我等だけで無く全ての面でフレンドリーな雰囲気を持つ環境

88 安心して子どもを公園などで遊ばせれる町

89 街灯が多く、バリアフリーが進んだ街

90
自分が住んでいる地域、まずは町内会に加入し、地域全員で明るい住み良い町づくり、お互いに助
け合って隣り近所、お年寄りから子供まで挨拶し、何でも話せる町内会であってほしい。何かあっ
たら助け合い協力が必要であると思う。



91
現代のように「隣に誰が住んでいるかわからない」では安心安全なまちを作ることは 難しいのでは
ないでしょうか。誰かのためには安心安全でも誰かのためには安全ではないということもありま
す。

92 地域で声をかけられる関係性。

93 地域全体が家族のような感じで助け合えるようなまち

94 特に思い浮かばない。



No 自由意見

1

・私の住んでいる町内会では、高齢者が多いこともあり、声かけ運動（見守り運動）のようなもの
があるようでよいことだと思う。
・同封されていたパンフレット（市政要覧・火山と海の冒険手帳）は、紙質やカラー印刷で高価な
ものだと思われますが、利用する人にとっては、ここまで上質である必要があるのか。少なくとも
自分はもっと質素なもので充分です。もったいない気がします。
・セーフコミュニティの重点が７つは少し多い気がするので、もう少しまとめられたらいいので
は？
・分野の表現が上の４つは「～の安全」となっており、下の３つは、「～防止、～予防、～対策」
となっているので、表現が統一できたら頭に入りやすいかもしれません。
・市内にある多くの施設整備（イベント等）に予算が配分されていると思いますが、どこの施設で
いくら何に使ったかという報告みたいなものは何で知ることができますか。それを見ることで利用
者側として、気づくことがあるかもしれないと思うので知りたいです。

2
教育委員会所管の公民館利用について（要望）長期的な利用をする場合、既定の3～4時間では時間
がたりない場合があります。多くの利用者に便宜を図るということは理解できますが利用状況に
よっては柔軟に対応してほしいです。

3 セーフコミュニティについてもう少し知りたい

4
交通局や船舶局など事故が多いが皆免許を持った人が運転しているのか。一度調べてみてくださ
い。民間の会社の方が安全第一でやっていると思う。

5
・夜、青白く又は赤などまぶしくない程度に光る横断歩道があったらいいなと思います。
・新屋敷の歩道橋、両側の取り替えはいつ始まるのでしょうか。古くて危険です。

6

私は思うに市政に対する市当局の考えは一本化しており発展した意見が無い。もう少し当局は日本
全国各地での実績を上げて報告してほしい。例えばリサイクルの問題では提案したところコストが
かかりすぎる需要が無いなど通り一遍しか回答がなくもうちょっと各担当の方は各方面にアンテナ
を張り巡らし勉強してもらいたい。また必要ならば、その土地に行き実情を見て判断して欲しい。
コストがかかりすぎる場所が無いなど一方通行で終わり私達市民の提案したものがバカをみるよう
な現状です。

7

グリーンツーリズムやセーフコミュニティ、野菜の摂取量、減塩対策等スマホの普及で検索すれば
すぐに出てくるのに、検索までしようと思わない。行動に移らないのは、興味が無いから。自分の
生活に身近に感じていないからだと思います。皆さんが興味を持ってもらえるような広報がんばっ
て下さい。

8 近隣の方との付き合いの増加（つきあいが希薄である）

9
・桜島フェリーの本数を増やしてほしい。
・生活保護の人たちの不正をしっかり見直してほしいです。皆、平等にしてほしい。本当に困って
いる人だけに税金を使ってください。

10
「安全についての取り組み」を実現したいのであれば熊本での地震の影響や鹿児島での地震に備え
て川内原発の安全性の確認を鹿児島市としてもぜひ行い必要に応じて働きかけをしてほしい。

11
一人親家庭の貧困を少しでもなくすように一人親を優先して認可保育園に入れたり市役所等で採用
してほしいと思います。やはり土、日、祝は子供とコミュニケーションをたくさんとりたいのです
が民間は休みが少ないので子どもが寂しそうです。

問39．今回のテーマに限らず、鹿児島市政に対してご意見・ご提言があれば、自由にご記入ください。
いただいたご意見・ご提言は所管部局に伝えて、市政運営の参考とさせていただきます。



No 自由意見

12
道路の溝のふたが無い所もあるようですが雨期になると流れも激しくなりますからふたをするよう
にして頂きたい。

13
パトロールとかも自治体でありますができるだけ自分の過程は自分で注意して犯罪がおこりにくい
環境を作っていくことが大切である。

14 子供達（親がしっかり見れない）の生活を守れる取組をして下さい。

15
郡山体育館も開館しましたが今後は一部のゆすり、たかりの方々に屈せずハコモノは造らないで頂
きたい。まず、全ての公共施設は免震、耐震にして下さい。市役所本館など市民が安心できるよう
な公共施設にして下さい。

16
熊本地震を対岸の火事と思わず自分の身は自分で守る自助の啓発、いざという時に力を差し出せる
人がづぐ対応できる中軸のしっかりとした共助の体制作りが大切だと思います。

17

吉野には二か所、精神病院があります。一軒は住宅密集地。なせ通学路にあるのか。患者の管理は
出来ていると主張されるでしょうが患者が騒いだり、自由な歩行をしている。タクシーを使い、携
帯も持ち、行動範囲も広い。本当に患者（疾患者）か怪しい。数も多い。通学路にある精神病院か
ら患者がどなっているので子供達は怯えています。皆、気にしています。怒っています。移転して
欲しい。通学児童の事を考えて欲しい。

18 些細な事ですが、深さ10㎝縦50㎝横40㎝陥没しています。

19
１７日市議会議員の選挙が行われていましたが、議員数が多すぎるのと合併前のすべての地域から
の当選議員が居ないのは非常に残念です。自分達の事だけ、考えず市民一人一人の事を考えていな
いように思えます。言葉では色々な事は言われますが今一度考える必要がある様に思います。

20
熊本、大分の地震、他人事ではないですね。鹿児島も揺れて怖かったです。日頃、職場での訓練が
役立てばいいですが、観光に力を入れているが噴火した時の避難や経路、食料品等の備蓄は万全で
しょうか。個人でも非常袋は必要ですね。

21

今回の市議選の投票率は最低だったようですが市議の人数があまりにも多すぎると思います。活動の詳細も分
からず私の住む松元地域は選挙の時だけうるさいくらい氏名の連呼で当選後は誰も来ないような状況です、こ
のような心の持ち主の方々が議員とはとても思えません。所詮、自分の保身しかない人には信頼が持てません
よね。

22
市の福祉は年寄りには充実してみえます。小学生以上の子供達にもそれなりですね。でも、小、
中、高の子供たちを見ていると遊び場もなくコンビニの前に屯したり、思い切り過ごすところが無
い。道路でボール蹴りするしかない。もう少し取り組んで欲しい。

23

津波対策として海に近い公共施設にライフジャケットをストックしてほしい。県内全体で取り組ん
でほしい。涙橋電停の横断歩道の白線は消えて見えない。消費期限の近い非常備蓄品は保育園や困
窮している施設で有効活用してほしい。2020年オリンピックがあり日本に各国から人が集まって
きます。観光客がたくさん来ます。ドルフィンポートに何が出来ようが人が集まることに変わりは
ありません。あれこれ考えるよりとっとと市電を作れ。早くしろ。お客さんは鹿児島にどんどん来
るのだから、新幹線が開通してお客さんが増えたのでどうしようど言ってますが？新幹線が来るの
は30年前から分かっていたのだから今頃検討とかいわずに出来上がっていて当たり前。何やってん
だよ。観光がんばりましょうよ。お願いします。

24 鹿児島のことは大好きです。いつもありがとうございます。



No 自由意見

25

「セーフコミュニティ」では分かりにくい「安心安全な街」とでも日本語に変えた方が皆に分かり
やすい。最近、行政でも外来語、カタカナの氾濫が目につきすぎる。「ゲートキーパー」では分か
らない。「見守る人」とでも誰でも分かる身近な日本語に変えて欲しい。家の近くのカーブの崖が
長い間崩れたままそのままになっている所がある。雨季も近い。早急な対策を切望する。田上三丁
目20番地近くのカーブと崖。

26
旧、町内会と同じと思いますが、特に山間部抱えている地域では、バス等の運用（時間帯や乗り入
れ等）をもっと便利な活用をして欲しい。

27

同封してありました「火山と海の冒険手帳」「2016年の市政要覧かごしま」は内容が大変分かり
やすく秀逸でした。コストはかかるかもしれませんが鹿児島の現状や鹿児島の良さをアピールする
ものですので前述のようなものをより多く作成しどんどん鹿児島の良さを広報してもらえればと思
います。

28

・生活保護者の適正な支給（所得隠しなど）及び就労支援
・ゴミの無料化の存続
・市財政の健全化
・若者の雇用促進（若者が住みやすい街づくり）

29
夏休みは人生に大切な事を体験学習を創造するべきだと思います。（内容の充実を考える時代だと
思います）

30 西郷さんが最後に死んだ洞穴をもう少し綺麗にできないか？

31 学校周辺の道は低速でのルールを作ってほしい、抜け道になったりして危険である。

32
私は若者に対する市の政策が極端に少ないと感じる。高齢者向けの政策は多いのに。故、来年から
県外企業に就職する予定で、私の友人達も圧倒的に県外就職が多い。若者の鹿児島離れ【流出】を
止める為にも、もっと若者向けの政策が必要。

33
先日の市議選で、鹿児島でも震度4の地震が起きている最中でも選挙カーが走っていました。候補
者の方の気持ちは分かりますが、やはり不快でした。選ばれた方々には、思いやりのある市政をお
願い致します。

34

市議選の選挙活動は情けない。名前を連呼しているだけで何をしてくれるのか政策が伝わってこな
い。政策はないのか？市議会議員は町内の自治会長でいいんじゃない？鹿児島の一般会社に出向教
育したらどうですか？市のイベントに参加した資料でホッチキスの綴じ方がおかしかった。資料が
みにくかった。ちょっとしたことですが、見ている人は見ています。市民の代表ですから、よろし
くお願いします。ちょっとした配慮をよろしくです。これからもよろしくお願い致します。弱者の
為によろしくです。

35 吉野地域の道路は避難道路になるので早く整備してほしい

36

4月の地震の時、地震後に町内放送でサイレンと放送が流れたのですが、夜中は控えて欲しい。も
ちろん、熊本のような状況であれば必要ですが震度4程度はテレビ等で情報を得ることが出来るの
で。寝ていた子供が起きて、その後なかなか寝てくれず今でも地震の話題のテレビを見るたび恐が
ります。また今回の熊本地震を見てもし鹿児島で起きた場合、どう考えても避難所が足りないので
熊本と同じ状況（車中泊）になるような気がします。鹿児島は桜島の事もあるので、いざという時
の為にもっと災害時の備えや、周知をした方が良いかと思います。以前。串木野に住んでいました
が、避難所を示した市全体の地図や雨天時の冠水しやすい箇所、海抜○メートルと書かれた地図、
また防災に関するガイドブックが配布されました。予算の関係もあると思いますが、鹿児島市でも
全件配布し、周知してほしい。
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37

バス路線、中央駅～ナポリ通り～城南大通り～新港（新しい待合所もできました）～市民文化ホー
ル～鴨池港～県庁～おいどん～新港～城南大通り～ナポリの流れのバスの運行をお願い致します。
市立病院跡地にできる緑地帯は子連れの若い親子や体力作りの老人にとってもよい環境が整備され
ることだと期待しています。管理棟によろず相談室でもできたらいいなと思う。子育て。自殺防止
など

38
近年、自然災害が増加していると思います。いま一度、災害に取り組む姿勢を考えていきたいと思
います。また、一層安全な鹿児島になることを望みます。

39

地震があったことにより、様々な所から救命や物資援助など行ってくださっているのでは思いま
す、私たち市民が出来るような事があれば広告等に載せて頂けると嬉しいです。いつも、桜島の事
など心配して頂いているので助けられることがあったらしていただきたいです。市が支援で行なっ
たことなど見たいです。

40 市電の運転士のモラル向上、市バスの路線延長

41 高齢者で一人住まいの方には色々声をかけてあげること

42 私達の税金を大切に使ってください。

43
かごしまマラソンは、職場でも子供の学校でも話題になりましたし、開催日前にマラソンをする姿
をたくさんみて、健康づくりにいいイベントだと思いました。来年は私も参加してみたいです。

44
スクールゾーンの増加と屋内バリアフリー
改築・改装への補助金制度の増設。

45 吉野地区の区画整理事業の進展状況がわかりにくい。

46
公園の木の枝が危なくて、公園の管理の電話番号に連絡したらすぐに対応してくださいました。ヒ
ヤヒヤしながら公園で遊んでいたので、素早い対応にとても助かりました。ありがとうございまし
た。

47

私個人の提言
鹿児島市の人口は603ちょっと。隣りの熊本市人口630ちょっと。議員数はどちらも50名のよう
です。鹿児島市議員を少し減らし、その分を福祉の方に回したらどうでしょうか。
議員のアンケートでも見ましたけれど、見直す時期ではないかと思う。

48

今回の熊本地震で思ったことがあります。
熊本市、益城町、熊本県の行政が後手後手に回っているようで、ちゃんと機能しているのかと感じ
ました。
鹿児島も桜島を抱えているので、災害時には先手で対策できるよう整えておいてください。

49

町内会活動等で各家庭を廻る時がありますが、隣の町内会との境界が曖昧で戸惑う事がよくありま
す。
境界線を道路などで分ける事は出来ないのでしょうか。

町内会に加入しないで、町内会が管理しているごみステーションを利用する事はどうなのでしょう
か。


