
問１８：再生可能エネルギーについて、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。
初期コストが安ければぜひ導入したい。補助金を出してほしい。環境に配慮した町づくりのために
も、行政が主体的に援助してほしい。

温暖化によるこの猛暑の熱を蓄熱できたら冬の暖房に生かせるのにと家族で話したところでした。

再生可能エネルギーには大変興味があるが、自宅に導入する際の費用面や導入方法等不明な点が多
く、ハードルが高い印象。早く身近なシステムになってほしい。

家庭用蓄電池の導入をしたいが、子育て世代の私たちには費用が高すぎて難しいのが現状。補助金
があれば助かるのだが。

再生エネルギー導入にかかる費用の負担に助成金を出してもらえれば、購入に向けて考える材料に
なるのでは。実施したい気持ちはあるが、金額が…と思っているので。

導入に補助金etc支援すべきだと思う。

各家庭でするにはお金がだいぶかかるので、もう少し安くなればと思うことがある。

鹿児島は、活火山もあるし温泉も多く、南国だし再生可能エネルギーへの関心は本来もっとあって
いいと思うのに（というか先進的な自治体であるべき）、自分自身勉強不足だし、どこで学べるか
も知らない。学校（小・中学校）でも知識としてもう少し丁寧に時間をかけてもらえたらいいと思
うし、それ以降関心を持った時にすぐに学べる知ることができる場所や機会がもっとあればいいと
感じます。
購入（導入）費用だけでなく、管理費用や耐用年数がよくわからないので知りたいです。

再生可能エネルギーをより多くの人たちに周知できれば個人導入ではなく県や市が導入するように
してほしい。

再生可能エネルギーについて、鹿児島市等県内の市町村はどのような取り組みをしているのか興味
はあります。

何事にも始めるには資金が必要です。65歳になり年金生活では思うことができず残念です。

再生可能エネルギーの利用は大変素晴らしいと思いますが、費用がかさむのが気になります。ま
た、設備を設置する場所の確保も難しく、屋根に設置すれば家が傷むなどまだまだ問題はありま
す。新築の時に設置するのがいいタイミングだと思います。

購入後の買い替え、メンテナンスを考えると、年齢的にも持続が難しい。良いものだと思うけれど
も、現役のうちはリースや分割払いもできるが、年金生活になると苦しい（支払い）。若い人への
普及を。

太陽光も充電をして家庭用蓄電池を使い、夜間などで使うことによって電気代が安くなると思いま
すが、その前の設備にお金がかかると思いますし、その前に借家なので、できないと思います。

気軽に導入できるシステムがあると、再生可能エネルギーを利用する人が増えそう。

再生可能エネルギーの使用は環境にも優しく、今後は必要な事とは理解しているが、年々等又子供
たちも関東地区へ居住していて帰鹿する可能性はなく設置の検討は考えていない。

再生可能エネルギーの導入にあたってのメリットやデメリット、永続的に利用することができる
等、市民にわかりやすく発信していくことが大切だと思います。

ソーラーパネル等と同じで、回収（壊れたもの）の補法がきちんと決まっていなくて費用も掛かる
というネガティブなイメージが強いため、積極的にしたとは思えません。勝手なイメージかもしれ
ませんが。

導入に伴う費用がネックになる。

電力会社、新電力に踊らされて固定買い取り制度後に、蓄電池を購入させられて多額の出費をする
より、根本的に大事なことはいかにエネルギーの消費量を抑えるかということだと思います。



現在、日本が頼っている火力発電は地球温暖化やCO2削減の観点から、規模縮小を望むし、原子力
発電に至っては、核燃料廃棄の問題を消化でないでおり、命を脅かすリスクを抱えているのになぜ
推進するのか。これを未来の子供たちに残していくのは無責任すぎると思う。限りある資源を元に
したエネルギーは推進していくべきではないと考えます。ゴミ問題も、増え続けるゴミをひたすら
未来に増やしていくのではなく、ゴミが燃料として生かされて、自然エネルギーと上手に組み合わ
されていく世の中を未来に進めていってほしいと切に願います。北欧などはわざわざほかの国から
ゴミを買ってエネルギー源にしているらしいです。再生可能エネルギーの導入への高まりを国や自
治体を挙げてもっとやってほしいと思います。なのに、太陽光の買い取り価格が極端に減っていく
ことは、その考え方や時代に遂行しているといえます。日本は水に恵まれた国であるのに、なぜこ
れをもっと生かせないのかと思います。日本の技術を持ってすれば必ず生かせると思います。もっ
と安心安全な未来へのエネルギーを残す方向へ世の中で動いていくべきと思います。
公共団体がもっと間近に再生エネルギーを体験させる（家庭用電池を希望者に配る）。

地球温暖化の問題が現実化していることから、世界規模で早急な対策が必要と思っています。

蓄電システムなど興味はあるが、賃貸住宅のため難しいのが実情である。

再生可能エネルギーを支えている固定価格買取制度により、国民・企業が毎年負担している額は2
兆円超。会計を圧迫、企業の競争力低下による海外逃避。これ、天下の愚策！さらに太陽光パネル
を設置するための山林伐採で山の保水力の低下による豪雨災害の多党、地球温暖化等弊害があまり
にも多すぎ。又、太陽光頼みではベース電源とはなり得ない。現在の電力を支えているのはほぼ化
石燃料。資源ゼロの我が国にとっては一日も早い原子力発電の再稼働が求められる。豊かな消費生
活を享受しながら原発反対とはあまりにも無責任と思いませんか？
再生可能エネルギーについてのメリット、自分たちの生活に与える影響など、十分理解できるもの
を資料としてあれば拝見したい。

我が家では、太陽光発電を導入していて、現在の電気の買い取り金額であれば年額光熱費ゼロであ
る。数年後の買い取り価格の改訂により、それが維持できなくなること、近年の大雨や台風などに
よる災害に備えて、蓄電池や電気自動車の購入等も検討しているが、そういった助成制度があれ
ば、もっと積極的に検討すると思う。あと、これはあったら良いなあと昔から願っているのです
が、家の中でエアロバイクで発電できたらなあ～と思います。運動不足解消と発電ができればサイ
コーです。
次期再生可能エネルギー導入促進行動計画（2021年12月策定予定）に向けて、各再生可能エネ
ルギーの達成目標を表示し、2050年まで「ゼロカーボンシティかごしま」のCO2排出を実質ゼロ
の実現を目標に、行政、事業者、市民の協力が大事と思う。

私の家族を含め、地方では広大な田畑や森林が後を継ぐ人もなく放置されて胸が痛みます。田畑は
太陽光発電に森林は何とか切り開いて発電にと利用される日が来ることを願います。

普及は急務ですが、大規模開発で自然を破壊することはマイナスです。地産地消が望ましいと思い
ます。行政が先頭に立って行うべきで、これに反する行政を変えることも必要です。

賃貸マンションのために再生エネルギーが出来ません！賃貸マンションで出来ることがあれば是非
教えていただきたいです。お願いします。

家を買った人が、災害の時停電が続いて家にある蓄電池があって助かったと聞きました。マンショ
ン住まいの我が家で停電が続いたときは、どうしたらいいのだろう？と、毎回災害のシーンを見る
たび考えてしまいます。

再生可能エネルギーに非常に興味があるが、なかなか普及しないイメージがあります。

よくわかりません。

太陽光発電等、鹿児島は灰が降るから必要性を感じない。設置している人からもうからないと声あ
り。



個人的にずっと感じていることなのですが、学校や公民館など災害時に避難所となる施設には太陽
光発電を設置すればいいのではと思います。災害時は停電の恐れもありますから、太陽光発電や蓄
電池があればとても助かると思います。「既存の施設に今すぐ」が難しいのであれば、改修や新築
のタイミングで取り入れるようにしてはどうでしょうか。

原子力でのエネルギーは反対なので、屋根に太陽光発電を一時期考えましたが、初期設置に金がか
かり採算があうのか疑問。（買い取りも変動あるので）

設備費があったら使うが、できない。

これからは再生可能エネルギーの必要性があると強く感じます。（自然エネルギーには限界がある
為。環境にも人にも優しいエネルギーの利用を求められると思います）

P3に再生可能エネルギーが書いてあり分かりやすかった。身近で、太陽光発電をしている家をみ
るが、どのように手続きをして費用はいくらかかるのか知る機会が少ないので分かりやすいパンフ
レットを作成すると興味を持つ人が増えると思う。

需要と供給のバランス、エネルギー創造の確実性、妥当な額での設備投資、エネルギー政策の中で
の複数年を計画したコト、消費者の負担額の低議。これらがすべて相まって利用拡大が進む。

限りある資源を未来にどう繋げていくか、環境問題にも今どう取組むべきか、前に前に進むべきか
と考えます。

今後とも積極的に再生可能エネルギーの導入を促進していかなければならない社会となってくると
考える。市としても将来のためしっかり対策をお願いしたい。

メリット、デメリットをはっきり知りたい。

電力会社が積極的に再生可能エネルギーに取り組むべき、原発はダメ！※某電力会社、社会貢献が
足りない。行政も働きかけを。

あまり深くわかっていないので、特にどうこうしようと思わない。もっと詳しく知ることができれ
ば興味も沸くと思う。

災害時等で自宅で利用できればいいと思う。

福島県での原子力発電所の事故を見て、原子力発電所の恐ろしさを実感しました。多少費用はかか
るとしても環境にやさしい安心安全な暮らしを守れる再生可能エネルギーを利用拡大してほしいで
す。

現在賃貸住宅の為　家を新築しようと思っています。その時は再生可能エネルギーを利用しようと
思います。矢張り自然に害にならない様に……

原発に頼らない再生可能エネルギー開発。「費用」対「効果」を考える。集合住宅・マンション等
でも家庭用蓄電池が導入できるようになれば・・・いいかな。

自然災害が増えるなかで何かしらの準備が必要ではあると思うが、まず家庭からといっても、料金
とアフターケアの問題が山積みではないかと思う。シンプルではないからすぐ行動には出せないの
は事実であると思う。

再生可能エネルギー自体は、これからの地球にとって最も重要視すべきもの。しかし、個人が導入
するにしてはコストがかかりすぎる、売電やメンテナンスなどの費用諸々を考えても現状では決し
て進められるものではない。

高齢であり費用対効果がどれだけか不安。

再生可能エネルギーに興味はあるが　年を取っているのでもう良い

環境問題を第一に考え、教宣活動をもう少し活発に、そして新規取組への方へ補助金等の充実、民
間レベルでの売電価格等も考慮しては？

市での利用拡大、本当に頑張って下さい。残念ながら、毎日のゴミ収集の様子を見ていて自分かっ
て、自分さえ良ければの場面を感じます。私の回りの年齢の高い方々はゴミ袋有料化にもかなりの
不満を聞きます。が、「暑い暑い」「寒い」野菜が高い、電気料が高い…とグチばかり。市という
大きな容で進むと嬉しいです。後々本当に排出量にかかわるよう専門を研究されて教えてくださ
い。



家庭での導入は太陽光発電以外はなかなか難しいように感じる。

再生可能エネルギーの個人宅への導入はコスト高で、難しいと感じる。投資分の回収ができるのか
疑問。鹿児島市には多くの温泉があるのに、温泉熱利用の話をあまり聞かない。指宿の地熱発電は
良い例だと感じる。

ますます地球温暖化になる傾向ですのでこれまで以上に再生可能エネルギーを活用するにはどうす
ればいいかという事を考えたいと思います。

マンション等で可能な再生可能エネルギー設備は何だろうという答えを教えてほしい。再生可能エ
ネルギー（環境）について興味はあるが、現実的に今、自分が可能なことがわからない。

導入は検討しているが、費用が高い。

再生可能エネルギーについて国が取り組むべきである。それから、個人で取り組む。環境問題につ
いて、国の取り組みが、他国に比べてとても遅い。

設置場所によりいろいろ。太陽光発電がもっと安くなったらいい。

子育てにお金がかかるので、費用が高ければ環境に良くてもとてもエネルギーの方にお金を回せな
い。

個人には高い買い物なので、補助金があったほうがいい。地熱発電は温泉がたくさんある鹿児島市
にぴったりだと思う。もっと増えてほしい。

耐久性などの課題がクリアーすれば良いのですが。

ソーラー電池の玄関や駐車場用スポットを取り付けて、夜帰って来たとき点いてたらとても嬉し
い。

費用が高い。

災害時にせめて冷蔵庫くらい使える太陽光発電のパネル等もっと各世帯で使えるように、安価な物
があればいいなあといつも思っています。

個人の非常時対応だけでなく常時対応ができないのでしょうか。対費用効果でだれでも検討できる
方法がないか。

コストが重すぎないようにしていくと普及すると思います。

家庭用蓄電池や家庭用燃料電池（エネファーム）に興味があります。再生可能エネルギーについて
考えていきたいです。

もっと再生可能エネルギーで循環できる社会にするために原発を無くすべきだと思う。

現職の時に太陽光発電システムを取り扱っていたので、再生可能エネルギーに関しては今でも関心
を持っています。

これから勉強したいです。

自宅に太陽光発電がついていますが、台風等悪天候時には、微量しか使えずとも、少なからず助
かったこともあるので、災害に強い再生可能エネルギーに関心を持ったのいで、災害に強い再生可
能エネルギーに関心を持ったので、勉強しようと思いました。

TVCMなどで言葉、単語は聞いたことがありますが、内容や種類まで知らない方が多いと思いま
す。5分間のＣＭ枠などで紹介してもらえたら少しは意識が変わってくるのではないでしょうか。

最近テレビの番組で東京のどの地区か忘れましたが、ごみを燃やした時のエネルギーをためて災害
の時、避難所が停電した時その電気が使えると聞きました。この前の台風でも避難所が停電したと
いって困っていたので、この方法はいいなあと思いました。災害の時のことを考えると再生可能エ
ネルギーについてもっと勉強したり考えたりしないといけないと思いました。

誰でも気軽に導入できるものが望ましいと思いますが、費用がかかるのが現実問題であることも事
実です。安価で効果の大きい設備があるといいがひとりひとりの負担が少なくなる補助等の制度を
設け、もっと身近に感じることのできる普及活動も必要と感じます。



再生可能エネルギーは災害の時に役立つので、停電対策から私は利用していこうと思う。

東日本大震災の原発事故でふるさとに住めなくなった多くの方々のことを想うと、一刻も早く原発
に頼らないエネルギーで暮らしていきたいと思います。できるだけ環境にやさしい再生可能エネル
ギーについて学びたいと思います。

TVなどで耳にしたことはありますが、今回のアンケートで自分自身がまだまだ無知であるように
感じました。教育など小さい頃から少しずつでも触れる機会があるといいと思います（体験学習な
ど）。

導入費用が高価なものが多い印象があります。地球の限りある資源を節約（石炭など）したいし、
地球温暖化を何とか食い止めたいと考えていますが、ひとりひとりのできることって小さいなあと
思います。

国・自治体等に速やかで積極的な取り組みを行い、脱原発を進めてほしい。

問 ２９ ：『受動喫煙』について、どのようなことでもかまいませんのでご自由にお書きくださ い。

喫煙者だけでなく害を被る受動喫煙はなくしていくべき問題です。健康を損ねることを肝に銘じて
ほしい。医療機関と連携して取り組んでほしい。喫煙がもとで発症する病気も減らすことができれ
ば、医療費の削減にも繋がります。

学校では「飲酒・喫煙・薬物乱用防止」の教育を発達の段階に応じて取り組んでいる。受動喫煙の
知識が浅いのは、大人の方がと思うので、公共広告等で目や耳から情報を得られる機会を増やして
ほしい。また、喫煙の際の煙の成分や、発生量等の改善が図れたらいいと思う。

たばこを吸わないため、喫煙者とは全く目線が違うと思う。その為か、「たばこの煙のないお店」
の登録制度や標識等目にしたことがなかった。最近は公共の場でも随分と受動喫煙の経験をするこ
とがなくなってきたと感じている。
御着屋交番向かいの公衆喫煙所は交差点のすぐ横にあり、信号待ちの際、受動喫煙をしてしまい、
不快な思いをしているので廃止してほしい。

たばこの匂いが嫌いなので禁煙をもっと推奨してほしい。

たばこが体に悪いとは思ってもやめられない人が多い。公衆喫煙所をなくすことになればそれこそ
どこでも吸うようになるのでやめたほうがいい。たばこの税も国の財源になっているので難しいと
思うが、受動喫煙もたばこがなくならない限りなくならない。

そもそも吸っている人の受動喫煙に対する意識は、吸わない人より低いのが当前なので、吸う吸わ
ないを自分で決められる大人に対してより、吸ってはいけない人への学びの機会をもっと増やすべ
きだし、そこに重点を置いたほうが後々受動喫煙について考える人が増えるような気がします。

喫煙者を減らすことも受動喫煙をなくすことにつながると思うので、禁煙しようとする人の通院の
助成金などサポートを充実させてはどうか。施設の管理者が喫煙者の場合、その施設の対策は甘い
と思います。→幼稚園の園長先生が園内で喫煙しているのを見ました（園児は近くにいませんでし
たが）。自分の子が通っているので注意もできません。

受動喫煙をの害はわかっているが、たばこを吸う人が悪いみたいなイメージを受ける世の中はどう
かと思ってしまう。たばこ税を払っているのに悪にするのはそれなら法律で禁止にしてくれたほう
がまだいい。

受動喫煙は避けるようにしているが、仕事柄仕方ない部分もある。

禁煙のお店が多くなっていることは嬉しいことです。

30年前にたばこをやめてから、他人への迷惑が分かった。

喫煙を極端に嫌わず、喫煙者自身もエチケットを守ってほしいです。



たばこの匂いが嫌いなので禁煙をもっと推奨してほしい。煙が全くない生活をしていますので、ほ
んの少しのにおいでも気づきます。建物内は喫煙所であっても、少しでも漏れるとにおいますの
で、“たばこは外！！”でお願いしたいです。でも人通りの多い箇所は外でもにおいますので、人
通りの少ない外を希望します。

喫煙者の自覚を促す。

バス停での受動喫煙を多くの方が経験していると思います。通学や高齢者の大切な交通手段で、公
共の場なので各バス停に禁煙を知らせるための看板など設置したらいいと思います。

女性の若い人の喫煙が多いのにびっくりします。

主人が喫煙するので、やめない限り無理です。体に良くないことは主人もわかっていてもやめられ
ない状態です。

新しい法律もできて、過ごしやすくはなっている。健康が一番なので、受動喫煙対策は取るべきだ
と思う。歳をとり、病弱になったとき一番それを感じるはずだ。

自分も50歳前半まで喫煙しているので、禁煙していかに周りに迷惑をかけていたかつくづく反省
している。受動喫煙の害がいかに多いかいろいろなメディア、広報等で知り、改めて喫煙の恐ろし
さを思い知った。

散歩中によく喫煙しながら歩いている方を見かけます。喫煙している本人は周囲の方への配慮をし
ているつもりなのでしょうが、風向きによっては煙が流れてきていやな気持になることがありま
す。喫煙する方を批判はしませんが、マナーを守ってお互い気持ちよく生活していきたいもので
す。
禁煙したほうがいい（体のために）というのはわかっていますが、それも含めて、私もアイコスを
吸っています。しかし、やめる意思は今のところ全くありません。ほかの人に迷惑をかけることは
してはいけないと思っていますので、禁煙を勧める内容のものよりも、受動喫煙を避ける内容のポ
スターをメインに作成してほしいです。
喫煙場所の設定の問題のある施設がある（灰が建物の出入り口付近にある等）。

狭い喫煙専用室だと余計に健康に悪い気がする。

屋外であっても、雨の日の風のない時は煙が近所に漂います。吸った人が部屋に入った後、息がそ
のまましばらく残ります。

路上やコンビニの出入り口で受動喫煙となることが多々ある。不愉快以外の何物でもない。特にコ
ンビニは入り口の付近に灰皿を設置しないでほしい。

たばこの匂いや煙があると、食事がおいしくなくなる。今でも天文館の電車通り沿いで歩きたばこ
をしている人を見かけるので、注意してほしい。

例えば職場（小さい小さい職場で）あった場合、社長とか直で経営者が喫煙者である場合など、そ
のことを言える、また理解してくれる人を事務など雇われている人の意見に耳を傾けてくれない経
営者にどのようにすれば伝わるのか頭が痛いところと思う。

身内でも職場でもたばこを吸う人がいないので、正直受動喫煙にはあまり関心がないところです。
妊婦の時期は受動喫煙にも気を付けていましたが、そういう状況でなければ多少の受動喫煙もあま
り気にしません。
バス停（待ち時間）や公園内（駐車場）での喫煙が多く、風向きによっては受動喫煙を受けること
もある。そのような人は、たばこのポイ捨てしたりマナーも悪い。今後、少しでも改善できるよう
広報してもらいたい。

受動喫煙においてはその害がずいぶん知ってもらえるようになったと感じます。私の幼少期は周り
の大人（特に男性）はほとんどが家庭内で喫煙していて、私たち子どもも当然のことと受け止めて
いました。広報のおかげで昨今は市中においても喫煙者は気を遣っていられるように見受けます。

コンビニの外で灰皿を置いてあるので、立って喫煙しているのをよく見かけます。灰皿を置くこと
を禁止してほしいです。

受動喫煙による被害の実質を喫煙者に知らせること。

たばこを吸う人の気持ちはよくわかりませんが、気分転換の人ではないでしょうか？気分転換は仕
方ないことですが、決まった場所で吸っていただきたいと思っています！



喫煙が減ったことは喜ばしいことだが、依然、日常生活で受動喫煙を経験することがあります。妊
娠中に路上、駐車場などで喫煙している人とすれ違う時、とても不快に感じました。個人の意識レ
ベルを高めることが大切だと思います。

自身が喘息を持っていることもあり、たばこの煙には人一倍敏感だと思います。吸った人の衣服に
ついたたばこの匂いですら不快に感じます。職場は屋外に喫煙所がありますが、窓を開けている時
期は完全にたばこが匂ってくるような環境です。「たばこがなくなればいいのに」とすら思うくら
いたばこは嫌です。

有名人等を広告塔としてコマーシャル等していますが、その人々も本当に使って効果があり、自信
を持って広告しているのか審査して出してほしい。誇大広告が溢れている感がする。

歩きタバコをしていて、通り過ぎる時、息を止め、急いで通った。前に吸っている人をみたら、近
づく前に別な所を通った。

喫煙所が減った為、駐車場や歩きタバコをしている人が増えていると思う。逆に喫煙所をつくれば
マナーを守ってもらえるのではないか。

受動喫煙者が害を受けたり病気になったりすることが納得できない。煙草の害をもっと広く知らせ
て、喫煙者には罰則を与えるなどしてほしい。

県外に行くとマナーが悪い人は多いが、鹿児島市内では天文館の多くに吸う場所があるので目の前
で吸う人が減り、お店でも禁煙、喫煙でたべる所を分けてる店が増えているため、以前ほど気にな
らなくなった。続けてほしいと思う。

喫煙者も吸う自由と権利はあるので、非喫煙者との明白な棲み分けが必要。

たばこの好きな方は回りのことをあまり気にしない方が多いかと思います。自分の健康について
は、自業自得ですが近くにいる誰かに健康被害が起こる可能性が高いこと、もっと認識してほしい
と思います。

以前に比べると受動喫煙の影響についての認識が広がっていると感じるが、さらに対策がなされる
ようお願いします。

吸う人と吸わない人の空間をしっかり分けてほしい。

外での対応をどうするか？

路上での喫煙、車で窓を開けての喫煙は受動喫煙となります。マナーや気配りをもって喫煙してほ
しいです。

近所にたばこが好きなご主人が居て朝家の外に出て喫煙している姿を見て　矢張好きな物はやめら
れないのかなと思いながら窓から時々気づく事があります。大卸、世界中、健康の為やめられた方
が多いのでは……

受動喫煙について、たばこを吸っている人に近づかないようにしたい。喫煙者はマナーを守る。マ
ナーを解らない人が居る。最近、喫煙者は少なくなっている実感がある。

屋内だけじゃなく、コンビニ、スーパーもかこいをつくるなどしてほしい。風向きによって煙がか
かって吸わない人には非常に迷惑。自販機に全てに購入時音声で問いかけをしたりとか、迷惑にな
らないように吸いましょうとか伝えたりする。

自分も一昨年まで愛煙家だったが、当時は、たばこの煙の悲不快さ、周りのたばこを吸わない人達
への配慮など考えなかった。吸わなくなった今、煙の臭いや吸っている方への不快感がとても強
い。時代の流れに沿って、自宅のみでの喫煙にしてもらいたい。

食事中は煙がないのがおいしい物となるので良い。

たばこをすっている人にやめたらの言っても聞く耳がありません。こまっています。

公衆喫煙所を多く設置し、くわえタバコ、ポイ捨て等を今以上に厳しく取締る考え方は？

時代が変わり、やっと受動喫煙が話せるようになりました。「し好の自由」と言われたことがあり
ますが、あまりにも健康への影響が大きく喫煙者の方々の方が強い態度に難しさを感じます。公の
立場で難しいことや大変な事も多いでしょうが、どうか頑張って下さい。



電子タバコの普及でこれまでの受動喫煙をうける量からすると減少しているよう感じています。今
後も禁煙を促しつつ、喫煙者の人とのスペースをわけるなどの住みわけが大事なように感じます。

受動喫煙はフィルターを通していない分、害が大きいと聞くので、怖いです。

最近、禁煙所でたばこを吸っている人を見かけていない。禁煙で精神安定に繋がっている人も多い
と思うので、喫煙できる場所の提供は必要。

これからは「相手の顔が見えない」ネット売買が多くなると思います。道路の異状を見つけた時
（＃９９１０）に連絡しますが、詐欺サイトを見つけた時の連絡先の周知が必要と感じます。

たばこが原因の病気については健康保険の自己負担を5割にすること。医療費の抑制につながる。

家族が何度言ってもたばこをやめられない。喫煙外来に行くように言っても行かない。近所の人の
迷惑になるのでやめさせたいが本人の意思がないものは回りがいくら言っても難しい。

喫煙についても、問題があるなら罰則を設ければよい。

喫煙者が女性や子どもにもっと優しくなってほしい。

私は喫煙しないが、これほど喫煙に厳しいのにたばこを売っていることに違和感がある。売ってい
て税収も取っているのに排除するような動きは日本の閉塞感やいじめにも繋がっているのでは？人
に寛容になれない要因の一つでは？

たばこも自由に吸えない世の中ですか。さびしいものですね。

喫煙可能な場所があれば（現状は激減）、そこで吸うし（ルールは守って）、受動喫煙したくなけ
れば、そこに近づかなければいいと思う。

コンビニ入り口にある喫煙所。あれで受動喫煙になる。非常によくないので指導してやめさせてほ
しい。

たばこ代をもっと高くするか、受動喫煙の怖さをもっとTVのCMで流してほしい。

まだまだ受動喫煙が多いのでたばこによる健康被害の内容について勉強してほしいです。

たばこを吸わない人にも悪影響があるので、たばこを吸う人は場所を考えてほしい。

やはり受動喫煙は健康被害に及ぶ事を認識しているので禁煙の場所を利用しています。

喫煙者が喫煙出来る場所を明確に設置して欲しい。

喫煙者だけでなく、受動喫煙による健康被害も出ていることから、非喫煙者も十分にたばこによる
害を被ることから、軽く考えてはいけないと思いました。

たばこを吸わないので受動喫煙になったのは良いのですが、めっけもん城西店のように店内入り口
の手前左側に喫煙場所を設けていても店内の待合室に匂いは入ってくるし、子供達が店に入るとき
に匂いを吸ってしまうので、注意してほしい位でした。

昨年ぐらいだったか電車に受動喫煙のプリントされたのを見ました。道を歩いていてもハッ！！と
気づくのでいいPRになると思いました。職場では禁煙になるのにこっそりと外に行って喫煙して
くる人がいて、匂いが結構周りの人が迷惑だったりするのを聞いたりしました。ある人から旦那さ
んが家のベランダ（マンション）で喫煙したら、次の日隣の人から旦那さんがたばこを吸う時間は
何時ですか？と聞かれたみたいで…。その隣の人の家には赤ちゃんがいるみたいなので喫煙中は窓
を開けない様にするみたいです。お互いうまくいく方法があるといいです。

即、健康被害につながることはないだろうが、受動喫煙は受ける側としては気分の良いものではな
い。従来のたばこから煙の少ないもの（電子たばこ等）への切り替えをもっとしていく必要もある
と思います。喫煙者や愛煙家にとっては耳の痛い話だろうが、自らが他人への悪影響を与えている
という自覚を持ってもらいたい。街頭までの広告等を積極的に行うこともいいのではないでしょう
か。



喫煙者は、自分が病気になった時に害に気づくので受動喫煙の害を広く知らせることが一番重要で
ある。

子供たちの、家庭での受動喫煙が心配です。保育園や幼稚園、小学校、中学校で親向けのチラシ配
布やPTAでの呼びかけを行ってはどうかと思います。

学生時代から周りに喫煙者がいる環境で働いたり、食事する機会が多かったので私自身はあまり気
にしていません。マナーとして煙から遠ざかるように席を配慮してくださる等、周りが気を遣って
くださったりもするので。喫煙者が肩身の狭い思いをしているというのも現実にはあると思うと、
お互いの意識、心配りなのかな、とも思います。

喫煙者に受動喫煙の害を理解して欲しいです。

問 ４７ ：消費生活についてご 意見等がございましたら、どのようなことでも構いませんので、ご自由にご記入ください。

オレオレ詐欺やワンクリック詐欺など、もっと厳罰化すべき。お年寄りからなけなしのお金をだま
し取る卑怯な行為。許せない。

最近はネットショッピングをする機会が大変多くなった。何かトラブルがあったとき、いつでも気
軽に相談できる場所があったら安心だと思う。相談等も足を運ばずにメール等でやり取りができれ
ば利用しやすい。

今までどのようなトラブルが発生しているのか知ることができれば注意しようという気になるの
で、不満や被害を体験した方の体験談を紹介してほしいです。

消費者センターにトラブルが起きました時、相談に乗っていただき、満足のいく解決法をいただき
大変ありがたかったです。

世の中は、ありとあらゆることで思いがけず巻き込まれるので、いつも情報をキャッチして常に考
えることが大切であると思う。

実年齢より未熟なのですが現代人だと思います。大学生まで含めた学生には、学校での教育の機会
が増えるとトラブルを防止できることが増えると思っています。小学校低学年から教育していると
いいのではないでしょうか。

インターネットやSNSなど、若年者が知らないうちに被害にあってしまうことがあると思うので、
高校生向けに注意を促したり、対処法を指導する機会を年一回くらい設けたら良いと思います。

消費トラブルになる前に、あり得るトラブルは最低限知っている必要がありそれを知ることにより
事前に防ぐことができるのでは。

すぐ判断せず時間をあけて十分内容を理解すること。自分ひとりで判断できない場合は、身近の信
頼できる方に相談する。

これだけネット環境が充実している世の中なので、私たちが子供の頃よりも消費生活トラブルは増
えていると思います。行政の関りももちろんですが、特に学校や家庭での子供との話し合い（教
育）は必要であると感じました。
相談会等をスーパーなど臨時に実施するとか広報活動に力を入れてほしい。

いろいろな商品に溢れているので、必要か否か見極めることが必要である。

近所の付き合いもなく、テレビやネット情報に頼り、自己判断のみで生活している人が多い現状だ
と思います。友人、先輩など日ごろから情報収集の場を設け、正確な情報を入手する「報連相」を
確保することが大事と思います。

すぐ身近にトラブルがあることを認識することが大切である。

「うまい話は人には話さない」ことを心に留めておくこと。外部からの話には絶対に乗らない。
「商品等の勧誘があったら一人で決めずに家族と話し合って決める」では被害は減らない。相手は
勧誘のプロ。話に乗らないことが一番。「勧誘らしき電話が来たら無言で電話を切る」が被害を防
ぐ最善の方法。

消費生活で身近なトラブルの再現ドラマなど行ってほしい。特に若者や高齢者が理解しやすいもの
であると嬉しいと思います。



学校における消費者教育は重要だと思います。できれば中学性の頃から（2，3年頃から）お金に
まつわる教育もして、18歳になったときにはしっかりと計画的にお金を使えるようになればと思
います。

近年、消費者トラブルは多様化、複合化してきており、市民が被害にあわないためには、広報や
ABC消費者情報ネットかごしま、講座（出張講座を含む）、サポーターの活用がある。被害にあわ
ないためには、事前に相談窓口消費者ホットライン１８８の利用を広くPRすることが大事と思
う。
テレビのCMでは次々と新製品が紹介されたり、若い人の関心を誘うものばかりで物があふれてい
る感があります。詰め替え商品が増え、使い捨てパックがあふれて環境にとっては良くないと思い
ます。消費生活と社会環境は深い繋がりがあると思いますので、ぜひ小中学校の授業でも時間を割
いていただきたいです。

悪者を取り締まること。悪者が出ない社会を作ること。

消費生活センターで一年間講習を受けました。その後リーダーとして色々な場所（福祉会、公民館
など）に行き、私自身も勉強になりましたが、約7年間で辞退しました。人生勉強だと思っていま
す。また、別の講座を受けたいと思っていますのでよろしくお願いします。

全国ニュースで、鹿児島の企業が悪質（サプリ）な販売をしているとTVで見ました。鹿児島のイ
メージも悪くなるし、大きな会社だったのでショックでした。

クレジットカードの使い方で娘が失敗したことがある。学校教育で金銭教育を取り入れたほうがい
いと思います。

トラブルは絶対的に起きます。若者の行動の変化の差が激しい。

もっと何事にも確認して知らなければならないと思いました。

コロナの影響で消費者トラブルが増えている。被害を少なくするために、市民のひろばやラジオや
テレビでCMを流す、新しい手口の紹介、相談窓口をより一層案内してほしいです。

困っている方のサポート、心強い味方になる行政のあり方を真に考えて対応して欲しい。相談して
も何の助言、心強い味方にならなければ存在の意義はない。

まだまだ社会が分かっていない年代では信用出来る商品か会社か、金額は適正と思えるか、その判
断はとっても難しいと思います。消費に出来るだけトラブル（騙れる）等を避けられる取組み、環
境、しくみが必要かと思います。

社会情勢の変化に伴い新しい手口の詐欺がすぐに出てくるなど気を付けなければならないことが多
い。多様な課題に対応できるよう消費生活センターの相談員への研修や処遇の対応を行っていただ
きたい。

学校など、できるだけ早い段階で、知識を得た方がいいと思う。

悪質な業者に対する罰則の強化、テレビショッピング等の自粛

小さなトラブルでも相談してよいのか。またそのタイミングなど迷いそうだと思う。

悪質事業者の取り締まりの強化を徹底してほしい。

消費者トラブルを未然に防ぐためには悪質業者の公表や罰則の強化をすれば良いと思います。

世の中悪い人ばっかりでは無いが　しっかり消費者も勉強し騙されない様にしなくてはと思いま
す。最行政がしっかりして裁かなければと思う。変な口座で知らない間に金が引き落とされたりし
ているのがテレビで見ました。そんなのを取締りは出来ないのか最初の段階でどうにか出来ないの
か　世の中大変です。消費者もしっかり勉強し、今からの若い人達は騙されない様に、どんな手口
で出てくるかわからない世の中です。

買い物で賞味期限を気にするようになりました。食べ残しのないように気を付けています。くだも
のの糖度表示に「ほんとうかな？」と思うことがあります。範囲で記入して欲しい例：１１～１３
度とか。



アンケートと回答用紙は別々でなくても、一緒でいいのではないかと思いました。

予防も必要だが、事故後の方が大事。起こった後が行動をうつせないのが事実だと思う。どこに相
談して、何がいるのかわからない状態だから、証拠を紛失してる事が多いはず。予防を言うんであ
れば起きたことの報告よりこれからの予想でお知らせしてもらった方が頭に入りやすい気がする。
起きたことがそのまま同じことは起きないはず。だから、それしか入らないで、実際起きてみると
違う事だと思ってだまされてしまう。

トラブルになる前に防げれば一番良いのだが、それが一番難しいのも事実だと思う。トラブルは無
くならないと思うので、なってからの相談場所や人員、最も悪い悪質業者の摘発など対応場所を増
やすのが最も堅実だと思う。

鹿児島市消費生活センター電話はあるが、こんな時、こんな事など高齢者などにピンポイントで
シールなどで送付して相談をしやすくできないかな。

テレビや新聞などで被害を知ると　なぜ…と思ったりもしますが、なかなか相手も手強いですね。
組織としてしているので巧妙で怖いです。若者は認識が甘く引っかかりやすいです。学校での消費
者教育はもっともっと増やして下さい。私…高校にいますが…卒業前の…響いていない生徒多々で
す。

通販や携帯アプリサイトから購入できるような時代だからこそ一人ひとりが購入前にしっかりとト
ラブルに合わないような確認をしていく必要や学校や親がしっかりと通販や携帯アプリの注意点な
どを伝えていく必要があるように感じます。

スーパーマーケットのチラシで特売品の値段が違うというか修正されていないことが多いスーパー
マーケットがよくある。

消費者トラブルに誰もが当事者となる可能性は高いと思っておかないといけないと思う。会社にポ
スターが張ってあり、相談できるところがすぐわかるからよかった。

消費者トラブルをなくすではなく、消費者トラブルを起こす会社をなくすことが大事である。

お金を払って経験してみないと、ものやサービスの良い悪いが判断できないこともあるが、大人に
なる前に基本的なことを学校で勉強できたらいいと思う。

いつの時代も人をだまして生きている輩がいますね。

インターネット等、便利になる分トラブルも増えると思う。トラブルを防ぐ方法＋起きたときの対
処法の情報がなく、分からない（泣き寝入り？）。人力が足りない気がする。

悪質事業者に甘すぎる。罰則をもっと厳しくしてほしい。

インターネット上の取り締まりをもっと強くしてほしい。

子供の頃から教育して行く事が大切だと思う。また、自分自身を守る教育が大切なのではと考えま
す。

令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに依り保護者の同意を得るこ
となく行った法律行為は取り消しができるのは危ういと思っています。消費者トラブルに遭う可能
性が増えると思います。取り締まり連携強化が急務だと思っています。

自分としては消費者トラブルに会うことはないと思って過ごしていますがテレビなどで悪質な商法
の報道を見る限り更に注意喚起を促すように心掛けたい。

トラブルの怖さを知って欲しい。

消費活動を行う中では正確な情報と表示が大事で消費者が不安なく選択できるような社会環境が望
ましい。商材等についても良いもの悪いもの等の評価や口コミも正確に消費者へ提示してもらいた
い。

消費トラブルを防ぐために高齢者に教育、広告、知らせることが重要で犯罪者への罪、罰の重大さ
を広く啓発、広報が重要である。


