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Ⅰ 調査の概要 

１．まちかどコメンテーターの概要 

（１）まちかどコメンテーターとは 

市民の皆様に「まちかどコメンテーター」になってもらい、市民目線の意見・提言を聴取する

とともに、市民のニーズを把握し、市政運営の参考とさせていただくものです。 

また、アンケートを通じて、市民の皆様の市政への関心・興味を深めていただくことも目的と

しています。 

 

（２）まちかどコメンテーターの選定方法 

市内に住むか通勤・通学する 18 歳以上の方を対象とし、一般公募及び住民基本台帳から無作為

抽出した市民 2,500人への就任依頼において、応募・承諾いただいた方により構成しています。 

 

（３）任期 

令和３年７月１日～令和４年６月 30日 

 

（４）人数 

328人（第２回調査実施時点） 

 

（５）所管課 

市民局 市民文化部 市民協働課 
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２．第２回調査の概要 

（１）調査概要 

テーマ／担当課 
桜島・錦江湾ジオパークについて 世界遺産・ジオパーク推進課 

食育について 保健政策課 

調査期間 令和３年８月 13日～９月３日 

回答率 89.9％（295人） 

 

（２）回答者属性 

① 性別 

 

 

② 年代 

 

 

選択肢 回答数 割合

男 126 42.7%

女 166 56.3%

その他・答えたくない 2 0.7%

無回答 1 0.3%

サンプル数 295 100.0%

男

42.7%

女

56.3%

その他・

答えたく

ない

0.7%

無回答

0.3%

選択肢 回答数 割合

１８歳～２９歳 42 14.2%

３０歳代 77 26.1%

４０歳代 69 23.4%

５０歳代 57 19.3%

６０歳代 32 10.8%

７０歳以上 17 5.8%

無回答 1 0.3%

サンプル数 295 100.0%

１８歳～

２９歳

14.2%

３０歳代

26.1%

４０歳代

23.4%

５０歳代

19.3%

６０歳代

10.8%

７０歳以

上

5.8% 無回答

0.3%
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③ 居住地域 

 

 

３．報告書上の留意点 

・構成比は小数点第２位以下を四捨五入して表示しているため、合計が合わない場合があります。 

・複数回答可の質問の構成比の合計は 100％を超えることがあります。 

・設問文や選択肢等の表記において、原文より変更している場合があります。 

 

 

  

選択肢 回答数 割合

中央地域 107 36.3%

谷山地域 53 18.0%

伊敷地域 44 14.9%

吉野地域 35 11.9%

桜島地域 5 1.7%

吉田地域 9 3.1%

喜入地域 18 6.1%

松元地域 14 4.7%

郡山地域 9 3.1%

無回答 1 0.3%

サンプル数 295 100.0%

36.3%

18.0%

14.9%

11.9%

1.7%

3.1%

6.1%

4.7%

3.1%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Ⅱ 桜島・錦江湾ジオパークについて 

１．調査の目的 

「ジオ」とは、地球や大地という意味で、「ジオパーク」とは、ツアーや体験プログラム等を通し

て、地球や大地の素晴らしさを体験できる場所のことです。桜島・錦江湾ジオパークは、平成 25 年

に日本ジオパークに認定され、令和３年には、鹿児島市全域、姶良市、垂水市にエリアが広がりま

した。貴重な自然資源を保全・保護しながら、観光や地域振興、防災、教育など様々な活動を展開

しています。 

市民の皆さんに、桜島・錦江湾ジオパークを理解し、活動に参加していただくため、ジオパーク

の認知度などを把握し、今後の事業推進の参考とするため、アンケートを実施します。 

 

２．調査結果を受けての担当課（世界遺産・ジオパーク推進課）か

らのコメント 

桜島・錦江湾ジオパークについて、「知っている」方は 60.3％とのことから、多くの方に認知して

いただいてる一方、自由意見回答で回答いただいたとおり、活動内容やジオパークの理念等につい

て、更に市民のみなさまに認知していただくことが課題であることも分かりました。 

また、桜島・錦江湾ジオパークに大変興味がある方、少し興味がある方が合わせて７割弱いらっ

しゃることが分かり、桜島・錦江湾ジオパークで体験したいことや楽しみたいことについてご回答

もいただきましたので、今回の調査結果を活用して、取組内容の改善や今後の活動推進に取り組ん

でまいります。 

 

３．調査結果 

問１ 「ジオパーク」という言葉を知っていますか。（単一回答） 

「知っている」が 77.6％、「知らない」が 22.4％となっています。 

 

  

選択肢 回答数 割合

知っている 229 77.6%

知らない 66 22.4%

無回答 0 0.0%

サンプル数 295 100.0%

知って

いる

77.6%

知らな

い

22.4%
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問２ 鹿児島に「桜島・錦江湾ジオパーク」があることを知っていますか。

（単一回答） 

「知っている」が 60.3％、「知らない」が 39.7％となっています。 

 

  

選択肢 回答数 割合

知っている 178 60.3%

知らない 117 39.7%

無回答 0 0.0%

サンプル数 295 100.0%

知って

いる

60.3%

知らな

い

39.7%
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問３ 問２で「１．知っている」を選んだ方にお尋ねします。「桜島・錦江湾

ジオパーク」について知ったきっかけは何ですか（単一回答） 

「テレビ・ラジオ」が 21.9％と最も高く、次いで、「看板や説明板」の 19.1％、「パンフレット」

「市広報紙「市民のひろば」」の 13.5％の順となっています。 

 

◆その他の回答（原文まま） 

・寺山展望台に行ったから。 

・県現役職員時代、自然保護行政、国立公園行政を担当し、霧島、桜島地区などで業務を行って

いたこと、及び私的環境活動で熟知済みです。 

・覚えていない 

・子供の学校で、ジオ学習があり、子供を通して知りました。 

・知人より 

・桜島に住んでいる知人から、聞いた。 

・子供関係でその名前だけを知った。 

・具体的にはよく分からない。 

・ドライブで 

・鹿児島検定 

  

選択肢 回答数 割合

テレビ・ラジオ 39 21.9%

看板や説明板 34 19.1%

パンフレット 24 13.5%

市広報紙「市民のひろば」 24 13.5%

のぼりや横断幕 23 12.9%

新聞 12 6.7%

ツアー、イベント、講演、その他催し等 4 2.2%

SNS 4 2.2%

ホームページ 3 1.7%

その他 9 5.1%

無回答 2 1.1%

サンプル数 178 100.0%

21.9%

19.1%

13.5%

13.5%

12.9%

6.7%

2.2%

2.2%

1.7%

5.1%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問４ 問２で「１．知っている」を選んだ方にお尋ねします。「桜島・錦江湾

ジオパーク」についてどんなことを知っていますか。（複数回答） 

「「火山と人と自然のつながり」というテーマやストーリーがあること」が 56.2％と最も高く、

次いで、「ガイドツアー、イベント、講座、その他の催し等が行われていること」の 44.4％、「ロ

ゴマーク」の 30.9％の順となっています。 

 

◆その他の回答（原文まま） 

・寺山公園を訪れて、その風景で「ジオ」を感じ、調べた。 

・あるということしか知らない 

・行った事がある程度 

・ジオパークという言葉は聞いたことはありましたが、具体的なことは知らないです。 

・名前だけは知っていた。 

・よく知らない 

・たまたまなので名前程度 

・言葉だけ知っている 

  

選択肢 回答数 割合

鹿児島市全域、姶良市、垂水市にエリア
が拡大したこと

53 29.8%

ガイドツアー、イベント、講座、その他
の催し等が行われていること

79 44.4%

「火山と人と自然のつながり」という
テーマやストーリーがあること

100 56.2%

世界ジオパークの認定を目指しているこ
と

46 25.8%

ロゴマーク 55 30.9%

桜島・錦江湾ジオパークデザインの
WAONカードがあること

31 17.4%

小学６年生用副読本『見て・感じて・確
かめよう！「大地のつくりと変化」』

1 0.6%

防災カードゲーム「詮議（せんぎ）」 2 1.1%

その他 8 4.5%

無回答 0 0.0%

サンプル数 178 －

29.8%

44.4%

56.2%

25.8%

30.9%

17.4%

0.6%

1.1%

4.5%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問５ 問４で「１．鹿児島市全域、姶良市、垂水市にエリアが拡大したこと」

を選んだ方にお尋ねします。エリア拡大について知ったきっかけは何

ですか。（複数回答） 

「テレビ・ラジオ」が 50.9％と最も高く、次いで、「新聞」の 41.5％、「パンフレット」の

39.6％の順となっています。 

 

◆その他の回答（原文まま） 

・ネット検索 

・前回のまちかどコメンテーター 

  

選択肢 回答数 割合

テレビ・ラジオ 27 50.9%

新聞 22 41.5%

パンフレット 21 39.6%

市広報紙「市民のひろば」 20 37.7%

ポスター 8 15.1%

ツアー、イベント、講演、その他催し等 4 7.5%

ホームページ 3 5.7%

SNS 2 3.8%

その他 2 3.8%

無回答 0 0.0%

サンプル数 53 －

50.9%

41.5%

39.6%

37.7%

15.1%

7.5%

5.7%

3.8%

3.8%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問６ 「桜島・錦江湾ジオパーク」に興味はありますか。（単一回答） 

「少し興味がある」が 58.0％と最も高く、次いで、「あまり興味がない」の 26.1％、「大変興味

がある」の 10.2％の順となっています。 

 

 

問７ 「桜島・錦江湾ジオパーク」に関連するイベント、ツアー、講座、セ

ミナーなどに参加したことがありますか。（複数回答） 

「参加したことがない」が 93.2％を占めています。 

具体的な参加したイベント等については、「講座」が 3.1％と最も高く、次いで、「ツアー」の

2.4％、「「灰フェス！」などのイベント」の 2.0％の順となっています。 

 

  

選択肢 回答数 割合

大変興味がある 30 10.2%

少し興味がある 171 58.0%

あまり興味がない 77 26.1%

まったく興味がない 17 5.8%

無回答 0 0.0%

サンプル数 295 100.0%

10.2%

58.0%

26.1%

5.8%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

選択肢 回答数 割合

講座 9 3.1%

ツアー 7 2.4%

「灰フェス！」などのイベント 6 2.0%

ジオカフェ 4 1.4%

こども向け講座 2 0.7%

参加したことがない 275 93.2%

無回答 0 0.0%

サンプル数 295 －

3.1%

2.4%

2.0%

1.4%

0.7%

93.2%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



 

- 10 - 

 

問８ 「桜島・錦江湾ジオパーク」に関連するイベント、ツアー、講座、セ

ミナーなどに参加したいと思いますか。（単一回答） 

「機会があれば参加したい」が 62.7％と最も高く、次いで、「あまり参加したいと思わない」の

21.4％、「参加したいと思わない」の 9.5％の順となっています。 

 

  

選択肢 回答数 割合

参加したい 19 6.4%

機会があれば参加したい 185 62.7%

あまり参加したいと思わない 63 21.4%

参加したいと思わない 28 9.5%

無回答 0 0.0%

サンプル数 295 100.0%

6.4%

62.7%

21.4%

9.5%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問９ 問８で「３．あまり参加したいと思わない」、「４．参加したいと思わ

ない」と答えた方にお伺いします。参加したくないのはなぜですか。

（複数回答） 

「興味がない」が 57.1％と最も高く、次いで、「忙しくて時間が取れない」の 37.4％、「機会が

ない」の 29.7％の順となっています。 

 

◆その他の回答（原文まま） 

・どこにあるのか知らない、桜島なら交通アクセスが悪そう 

・コロナで自粛しなければいけないから 

・何を学べる、体験できるのかよくわからない。名前を知ってるだけから、もう一歩踏み込んだ

状態に進まない。知らなさすぎて自分で調べようとするところまでいっていない。 

・桜島みたいな活火山の場所にジオパークなんか作る意味がわかんない。税金の無駄遣い。他に

雄大な土地がある場所(例えば開聞岳)とか鹿屋あたりな山とか、に作るべきです。あの辺りの

無駄に広い土地を観光に使って鹿児島を活性化させてほしい。土地も人も無駄にあまっていま

す。なぜに桜島なのか？意味が全くわかりません。良く考えてください。他県を参考にするの

も大事だと思います。是非、他県の観光地にいき勉強にいきましょう。一言でいうと勉強不足

です。 

  

選択肢 回答数 割合

興味がない 52 57.1%

忙しくて時間が取れない 34 37.4%

機会がない 27 29.7%

めんどうくさい 19 20.9%

一緒に参加する人がいない 16 17.6%

健康上の理由 7 7.7%

ほかにやりたいことがある 6 6.6%

その他 4 4.4%

無回答 0 0.0%

サンプル数 91 －

57.1%

37.4%

29.7%

20.9%

17.6%

7.7%

6.6%

4.4%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 10 「桜島・錦江湾ジオパーク」で体験したい、楽しみたいことは何です

か。（複数回答） 

「温泉・足湯」が 61.4％と最も高く、次いで、「食・郷土料理」の 53.2％、「体験プログラム」

の 50.2％の順となっています。 

 

  

選択肢 回答数 割合

温泉・足湯 181 61.4%

食・郷土料理 157 53.2%

体験プログラム 148 50.2%

溶岩・地形・地質・景観・景勝地などの
自然景観観光

132 44.7%

フェリー、クルーズ観光 116 39.3%

史跡・歴史遺産・埋蔵文化財めぐり 106 35.9%

ツアー 84 28.5%

噴火などの火山活動の体感 68 23.1%

防災施設見学 52 17.6%

地域の人との交流 19 6.4%

その他 0 0.0%

特にない 11 3.7%

無回答 0 0.0%

サンプル数 295 －

61.4%

53.2%

50.2%

44.7%

39.3%

35.9%

28.5%

23.1%

17.6%

6.4%

0.0%

3.7%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 11 「桜島・錦江湾ジオパーク」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。 

◆回答一覧（原文まま） 

・広報やイベント等による周知・啓発について 

回答内容 性別 年代 地域 

「桜島・錦江湾ジオパーク」については、聞いたことはありますが、イ

ベント以外、あまり関心、興味がありそうでありません。まだ、知名度

がやや不足している部分もありそうなので、ＳＮＳで発信していただけ

れば幸いと思います? 

男 40歳代 谷山 

SNSで、発信していただければ… テレビは、あまり見ませんので… イ

ベント情報が欲しい 
男 60歳代 中央 

あまり、県民にも浸透されてない活動拠点のような気がします。興味を

そそられないのは何故だろう？観光客が訪れるくらいなのでは？鹿児島

の観光地アピールが古いイメージでもっと若い人が訪れたくなる明るく

インスタ映えするアピールが必要なのでは？その為にもこう言う役所の

関係各所に若い世代を起用し、時代にあった宣伝の仕方を考えるといい

のでは？ 

女 40歳代 吉田 

あまり興味がないが魅力的な宣伝等があれば参加するかもしれない。 男 30歳代 中央 

あまり広報がなく知られていない印象 男 50歳代 伊敷 

あまり詳しくなく、興味もなかったので、どう活用するのかが分からな

い。子供も成人しているので、もしかしたら学生の子供さんがいらっし

ゃる家庭では学校を通じて情報を得ているのでしょうか？桜島は鹿児島

のシンボルでもあり、海を挟んで火山のある風景は世界の中でもめずら

しいと思うので、もっと多くの人にジオパークの存在、桜島や錦江湾を

知ってほしいです。まずは鹿児島市の住民が愛着や興味をもてるような

広報やイベント（コロナ下で難しいですが）があればいいなと思いま

す。 

女 40歳代 伊敷 

あまり知りません 女 29歳以下 中央 

あまり認知されていないイメージ。していても内容をあまり知らない人

が多そう。だが、個人的にはとても興味がある。 
女 29歳以下 谷山 

あることは知っていたが、具体的に何なのか、何をしているかは知らな

かった。 
男 30歳代 谷山 

いまいちよくわからない。 女 30歳代 吉野 

鹿児島県の知名度と観光スポットとしての県民が自慢出来る様に、広告

を広げてほしい。 
女 29歳以下 吉野 

コロナが終息したら、県外向けにも PR をして、観光等にも役立ててほ

しい。特にジオパーク単体でなく、県内(市内)の産業や農畜水産物との

連携も重点にしたものが好ましい。 

男 40歳代 中央 

こんな雄大な活火山が目の前にそびえているだけでも凄いことなのに、

もう一つ県外の方々に魅力が発信出来ていないような気がします。全国

各自治体へのＰＲ活動、旅行社へのＰＲ活動をもっと拡大し、ジオパー

ク体験を旅行の工程に加えてもらえるよう働きかける。 

男 60歳代 中央 

桜島についての展示をもっと増やして欲しい。 男 40歳代 吉野 

桜島は鹿児島の象徴と思われるので大事な観光資源として活用し宣伝し

てほしい。 
女 70歳以上 伊敷 
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回答内容 性別 年代 地域 

ジオパーク指定の意義等が良くわからない。世界遺産であれば、自然文

化等の保存、未来への承継等言われているが。鹿市内に住む者にとって

は当たり前の風景等であり、特段新鮮味を感じない。鹿市内のまち歩き

ガイドであれば、明治維新とリンクしてイメージがわき興味も出る。ジ

オパークにしても、地球の成り立ち等とリンクして、他地域にない自

然、珍しいエリアだという情報発信が必要と思われる。市民のひろば８

月号での特集記事で紹介されているが、概要は理解できたが、それ以上

は興味がわかなかった。（勉強不足かもしれないが。） 

男 60歳代 中央 

ジオパークという言葉はよく耳にしたり目にしたりしますが、恥ずかし

ながらジオパークについてはほとんど知らないのが現状です。ロゴマー

クは目にする機会が多く馴染みがありますが、もっとアピールして鹿児

島市民、鹿児島県民に広く知られることを望みます。 

女 50歳代 中央 

ジオパークという言葉は学校で習ったことがあるので知っていたが、具

体的に鹿児島のジオパークがどんなものなのかは全く知らないので、学

校のなかでもう少し詳しく鹿児島のジオパークについて説明があればい

いなと思った。 

女 29歳以下 谷山 

ジオパークという言葉は学校の授業で聞いたことがあるので知っていた

が、鹿児島のジオパークでどのようなことかできるかは知らなかったの

で、授業でそういう具体的な取り組みも知ることができればいいなと思

った。 

女 29歳以下 谷山 

ジオパークという言葉は聞いたことありましたが、鹿児島にもこのよう

な体験やイベントがあることは知りませんでした。機会があればイベン

トに参加したり、体験したいなと思います。 

女 29歳以下 伊敷 

ジオパークという言葉は聞いたことありますが、なんとなく環境保全的

なことだとおもってました。食や観光や生活に関することだとは知りま

せんでした。 

男 30歳代 松元 

ジオパークとは、どういう意味が分からない。 女 30歳代 谷山 

ジオパークと聞いて、こういうものとこたえられる方は少ないのではな

いでしょうか？勉強不足で、すみません。 
女 50歳代 伊敷 

ジオパークについて聞いたことがあるが、具体的にその場所で何ができ

るのか知らなかった。幼児の子育て中であり、幼児向けの体験や遊び場

がジオパークにあれば興味を持てるので増やしてほしい。 

女 30歳代 谷山 

ジオパークに関して具体的にどういうものなのか分からない 女 30歳代 吉野 

ジオパークの地域が拡大するのを新聞を読んで知りました。もっと日本

や世界全体に鹿児島の素晴らしさが知れ渡ればいいなと思います。これ

からの鹿児島の発展を楽しみにしています。 

女 29歳以下 郡山 

その地域でのジオパークには、どんな活動があるのか、どこで利用の手

続きをしているのかがわかりづらいので利用しづらいです。 
男 50歳代 吉田 

そもそもジオパークがよく分からない。 女 29歳以下 吉野 

テレビ、ラジオ、SNS等で広報 男 70歳以上 喜入 

特集した市広報を作成、配布されたい。 男 70歳以上 谷山 

どちらかと言えば、山に親しみを感じてきました。海は波打ち際までが

自分の足で行けるところ。桜島上陸は十年前でした。時間が無いのが一

番の難点、今の課題は身辺整理です。撮り溜めた写真や書類等々。さっ

ぱり整理できた暁には、フェリーで 15 分の桜島へ、錦江湾周辺へも行

きたく思います。いろいろな媒体でジオパークの魅力を広めて下さい。 

女 70歳以上 中央 

まだ機会がなく参加できてませんが、子どもがいるので子どもと参加で

きる講座はとても興味があるし、体験して一緒に学べるのはとてもいい

なと思います。 

女 30歳代 中央 

もう少し、県民の目や耳に触れる広告活動を行って欲しい。 男 60歳代 松元 

もう少しわかりやすい広報活動を期待してます。 男 30歳代 中央 
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回答内容 性別 年代 地域 

もっとどこにどんな物があってどういう事が出来るのかをいろんな媒体

で紹介していけば興味を持つ人が増えていいと思う 
女 40歳代 中央 

もっと解りやすく活動内容を発信したほうが良いのでは。 男 40歳代 谷山 

もっと県内の居住者にも PRしていく必要があると思う。 女 30歳代 谷山 

もっと広めていって欲しいです 男 29歳以下 喜入 

もっと広告（CM）をしても良いのかなと思う。 男 30歳代 喜入 

もっと広報活動に力を入れて認知度を向上した方が良いと思う。 女 50歳代 中央 

もっと宣伝した方が良い。 男 50歳代 中央 

もっと他県にアピールをしてこういう取り組みをしているというのを押

し出してみても良いような気がする。桜島と錦江湾は鹿児島の宝なのだ

から。 

男 29歳以下 中央 

もっと体験プログラムをとりいれたら、興味をもつきっかけになるので

は…収穫体験やシーカヤック、サップ、キャニオニング等。子ども中心

の企画、若者中心の企画、シニア中心の企画と分けてもいいなかなと思

います。 

女 40歳代 中央 

もっと体験型(年代別の子ども、若者、シニア)を増やしていけば、興味

をもつきっかけになるのでは。 
女 40歳代 中央 

よく名称を耳にしますが、これまであまり意識して調べたり、訪ねたり

することはありませんでした。「世界ジオパーク」として認定されれ

ば、認知度も上がり、観光振興にもつながるのでしょうが、登録を目指

す中で、地質的・地形的特色を持ったそれぞれの地域について、現地の

案内板やホームページの解説などの充実をはかっていただければと考え

ます。 

男 60歳代 中央 

わくわくクーポンの体験プログラムをみて、はじめて知った。体験やツ

アーがあることを知った。まずは県内の人が鹿児島の魅力を知るうえ

で、わくわくクーポンの意義は大きかったように思う。コロナ禍の中、

まずは身近な所のよさを発信して、体験イベントの機会をたくさんつく

ってもらいたい。 

女 40歳代 中央 

私は何となく知っているだけで、残念ながら深く知らないが故に、興味

をたくさん持てるまでに至らないのだと思う。勝手な推察ですが、ジオ

パークを知らない人がたくさんいらっしゃると思う。 

女 60歳代 中央 

何をしている所なのか知らなかったのでもっと宣伝があればいいかなと

思いました。 
女 30歳代 中央 

海岸部ではよく桜島・錦江湾ジオパークのマークなどを目にするが、そ

の他ではあまり目に入ってこないため、駅やバス停など待ち時間などに

ジオパークについて知れる看板などがあったらもっと多くの人がジオパ

ークについて知ることが出来るのでは無いかと思う。 

女 29歳以下 谷山 

活火山がこんなに身近にある街であることを改めて感じます。市民とし

て、火山とともに生活していることの貴重さを知ることとともに、桜

島、錦江湾、鹿児島市街、本当にダイナミックで美しいこの景観を日本

中の多くの人に知ってもらいたいです。それから、私的な感想ですが、

マグニョンというゆるキャラは、ちょっと親しみがわかず、残念です。 

女 50歳代 谷山 

活火山と共に生きるという珍しい地域をジオパークをキーワードに活性

化できると思います。Ｉターンして 2 年目ですが、コロナ禍ということ

もあり、ジオパーク関連について知る機会が持てずに残念です。テレビ

番組などで知ることができればと思いました。 

女 50歳代 吉野 

活火山の周りに市街地がある、という世界でも珍しい土地を積極的にア

ピールして、海外旅行者の獲得を狙うべきだと思います。 
男 30歳代 喜入 

規模？が大きすぎてよくわからない。ジオパークってこういうものなん

でしょうか？ジオパークとはなんなのか？どういう取り組みなのか？何

を体験・学べるのか？をもっと認知を広めるなど。 

男 29歳以下 中央 
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回答内容 性別 年代 地域 

興味をそそられるような楽しい施設・体験の企画を実施するとともに、

大々的なアピールが必要だと思います。 
男 60歳代 中央 

具体的にどのような施設なのか体験ができるのか知りたい。例えば市民

の広場や、リビングなどフリーペーパーなどで配布して体験できること

などを教えてもらえると参加しようかな？と思えます。 

女 30歳代 吉野 

結婚する前は日置市に住んでいた為、桜島・錦江湾ジオパークは初めて

知りました！旦那に聞いたら名前は知ってるけど内容はよくわからない

と言っていて一度子供が参加できる楽しい場所なら行ってみたいと思い

ました。情報はどこで開示されているのでしょうか？名前も知らなかっ

た為次から調べて参加してみたいです。 

女 29歳以下 谷山 

県内はもちろん広く県外にも広報して鹿児島の自然に目を向けて貰うよ

うにして鹿児島をもっと宣伝した方が良いと思います。それには適地に

自然を壊さない程度の施設を設置することも大事だろうと思う。鹿児島

は素晴らしい自然資源を持ちながら他県と比べて宣伝があまり行き届い

てないような気がするのは私だけではなくいろんな会合で良く耳にして

きたことです。 

女 70歳以上 伊敷 

県内は基より、県外全国へのＰＲをし観光客を呼び込んでほしい。桜

島・錦江湾の魅力＝他県にはない活火山一帯の魅力。使えるものは何で

も使って発信してほしい。コロナで中々であるが地道に取り組んでほし

い。 

男 60歳代 伊敷 

現状、コロナ禍で色々な場所を訪問したりするのが難しいのですが、落

ち着いてきた時に、もっと身近に感じられるようなアピールの方法は他

にないか、検討してほしいです。 

女 40歳代 中央 

言葉だけは知っていてどのような事をしてるのかの情報はあまり身近で

知ることはありませんでした。リボン館に広告や、リビング新聞への広

告などは見る機会として良いかもです。現在乳幼児がいるのですが、小

さい子も一緒に体験できるプログラムがあれば嬉しいです。（幼児遊ん

でいるところにベビーフォトブースがあるとか…笑） 

女 30歳代 中央 

言葉はたまに聞くが具体的にジオパークって何？と疑問に思うが調べた

りするまでに至らない。ジオパークの意味が浸透するなりどういう重み

があるのかなどがないと只の名前でしかないと思う。 

男 40歳代 伊敷 

言葉は知っていたが、どこで何をしているのか、出来るのかを知らなか

った。内容が分かれば、体験したいと思ったので、より身近に情報を得

られると有難いです！ 

女 30歳代 中央 

言葉は聞くものの、ほとんど知りません。もっと宣伝してほしいと思い

ます。 
女 30歳代 谷山 

広告不足感が否めない 男 30歳代 中央 

今イチ、ジオパークについて世界遺産のような価値観が分かりづらいで

すね。ジオパークが、そもそも何なのか？自治体が、それにより何を目

指したいのか？市民には何を得られ客観的には何になるのか？を、もっ

とアピールして色々な分野に反映されていけたら良いのかもしれませ

ん。世界遺産とまではいかなくても今イチ分かりづらいです。 

男 50歳代 中央 

今は、コロナ禍で、難しいですが、市内の小学校で、自分達の住む町に

大きく存在する桜島について実際行って学ぶ機会があると、素晴らしい

なと思います。5 年か 6 年あたりに史跡調べをしたりするので、3.4 年

あたりで、できるといいなと思います。 

女 40歳代 中央 

今回のアンケートで初めて知りました。どこで情報を発信されているの

か知りたいです。 
女 40歳代 中央 
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回答内容 性別 年代 地域 

今回のアンケートを機にジオパークについて調べましたが、フェイスブ

ックや YouTube での発信がされており、イベントには家族連れの方など

が多く参加されていることが分かりました。SNS での発信は公共的な施

設においても大変重要だと思います。ホームページについて、イラスト

と 6 つのストーリーというものがまず目に飛び込んできますが初めて見

た私にとってはいまいちピンと来ませんでした。そこで、トップページ

に PR 動画を埋め込むのはいかがでしょうか？「鹿児島の自然」「多く

の人が参加していること」が分かるような動画だと「まずは１度参加し

てみたい」という気になります。ホームページの意義は「ジオパークに

ついて知ってもらうこと」なのでしょうが、まずは「興味を持ってもら

うこと」そして「イベントなどに参加してもらうこと」を動画を用いて

訴求することも１つの手だと思います。 

男 30歳代 伊敷 

桜島、錦江湾をゆっくり眺めているだけで学ぶことは多く楽しむことが

できると思います。ただ近くにはありますが触れ合える場所機会が少な

いのかなと思います。 

女 50歳代 谷山 

桜島・錦江湾が目の前にありすぎて少し関心がない方が多いように感じ

ます。インスタ映えする写真を撮り公共施設の掲示板に掲載し市民が関

心を持つよう取り組んで頂きたい。 

男 60歳代 中央 

桜島・錦江湾ジオパークという言葉を知りませんでした。宣伝効果がど

うなのかわかりませんが、もっとアピールが必要かと思いました。 
男 50歳代 郡山 

桜島・錦江湾ジオパークについての広告や情報をあまり見たことがない

ので、事業内容などよくわかりません。 
女 29歳以下 吉野 

桜島・錦江湾ジオパークのテーマや場所に関して、実際に現地に行く以

外にあまり情報が入ってこないため、もっと市民に周知してもらえるよ

うな広報活動が必要だと思います。 

男 30歳代 谷山 

桜島・錦江湾ジオパークをこのアンケートで初めて知りました！講座や

体験などが出来るそうですね。早速、インターネットで調べて参加出来

るか見てみたいと思います。私みたいに、知らないだけで、他にも参加

してみたい人がいるかもしれないですね。 

女 40歳代 喜入 

桜島のイメージが強いので、錦江湾のこと、垂水のこと等が分かる広告

をして欲しい。 
男 29歳以下 中央 

桜島の魅力を県外の方にも知ってもらう良い機会を提供していると思

う。 
男 30歳代 中央 

桜島の雄大さ錦江湾のきれいな海動植物を日本中世界中に広められたら

と思います 
女 30歳代 谷山 

桜島の良さの PRをもっとうまくしてほしい。 女 50歳代 桜島 

桜島上層部は立ち入り禁止なので、その区域でどういったことが起こっ

てるのか知れたら嬉しいです。 
男 30歳代 中央 

子供と一緒に楽しめるイベント等があれば是非参加したいです。小学校

の遠足、校外学習等でもどんどん活用していただきたい。 
女 40歳代 中央 

子供と一緒に気軽に参加出来るアクティビティがあれば参加したいで

す。あるかもしれませんが、どこでどのようなものがあるのか知る機会

がないです 

女 30歳代 吉野 

子供と体験できる場が増えるといい 女 30歳代 谷山 

子供の頃から近い場所で貴重な自然資源があること、また守っていくこ

とを楽しく学べる環境ある事で、未来へ繋いでいけると思う。 
男 50歳代 伊敷 

市の HP などに書かれていても誰も見ない。誰でも見やすく、知る機会

がもっと欲しい。 
女 30歳代 中央 

私と同じように言葉は聞いたことはあるが内容を知らない方もたくさん

いると思うので、どのような活動をしているか等、もう少し発信した方

がいい。 

女 30歳代 郡山 
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回答内容 性別 年代 地域 

私は熊本出身です、熊本には世界的に有数の大型の阿蘇のカルデラがあ

りますが、鹿児島にも姶良カルデラなどの大きなカルデラがあると知っ

て興味を持ちました。姶良カルデラが形成されるまでの火山活動や地殻

変動などを分かりやすく説明してくれる資料や施設があると楽しく学習

できると思います 

女 50歳代 吉野 

鹿児島で生まれた子ども達が、自分達の郷土シンボルである桜島につい

て知れる機会になると思うので、ぜひ小学生から気軽に足を運びやすく

なるようなイベント内容を展開していって欲しいと思います。 

女 30歳代 谷山 

鹿児島にとって、貴重な財産。もっとアピールを。在住者が気付いてい

ない。特に子供たちへ。 
男 50歳代 吉野 

鹿児島には 3 つのジオパークがあるのでそれを関連させて PR すること

が大事ではないかと思います。 
男 60歳代 中央 

鹿児島に住んでいても、知らない人も結構いると思うので、様々な形で

もう少し広報し、県内外の幅広い人に知ってもらえると良いと思う。自

分も、なんとなく知ってはいるがイベントなどに参加したりしたことは

ないので、実際に体験型イベントなどあれば参加してみたい。 

女 30歳代 中央 

鹿児島の自然と接する機会が増えて、知ることができるきっかけになれ

ばいいと思います。 
男 40歳代 松元 

鹿児島は世界有数の活火山を有しているのに、その迷惑（灰が降るな

ど）な部分しか見えていない。私もよくは分かりませんが、温泉などが

多いのは桜島のお陰な一面があったり、シラスも美肌効果などで良い面

もたくさんある。そういったところをもっと押して欲しい 

女 30歳代 喜入 

詳細について知らないので、「桜島・錦江湾ジオパーク」の web サイト

や SNS を見てみました。結構多くの情報があり勉強にはなりましたが、

最終的に、何をメインにやりたいのか？という感じで掴みどころがなく

なったような気がしました。なぜ、そんな風に思ったのかを考えてみた

結果、県内の人や県外の人たちへの周知がネット利用以外では、あまり

浸透していないのではないか？と感じました。ネットでの情報発信はい

いところもあるのですが、私個人の感想では、「桜島・錦江湾ジオパー

ク」の図鑑？みたいな冊子が手元にあると、気軽に読み返すことができ

頭に入りやすいんですね。紙媒体の場合は変更や追加が即座にできない

デメリットはありますが、ネットと併用して基本的な部分は「桜島・錦

江湾ジオパーク」の図鑑に掲載しておくといいのではないかと思ってい

ます。 

男 60歳代 吉野 

色々なイベント案内をしてもらい、もっと知る機会がほしいです 女 60歳代 吉野 

色々体験できるといい 男 40歳代 中央 

親しみやすいコピーが必要 男 50歳代 中央 

積極的に情報収集をしていないため内容について詳細は分かりかねる

が、もうすこし情報発信があると内容を吟味し、コロナ禍が落ち着いた

のちに子供と尋ねてみたいと思う。 

男 50歳代 谷山 

宣伝した方が良いと思う!!知らない人も多いと思った！ 女 29歳以下 谷山 

全くジオパークの存在を知らなかったのでもう少し PR した方がいいの

ではないでしょうか。 
女 40歳代 松元 

存在を認知していなかったので広報していく必要があると思う。 男 29歳以下 谷山 

体験プログラムで鹿児島の食材を使ったもの（収穫→ピザ窯でピザ作

り）はとても楽しそうだと思います。観光客や子供達にもウケが良さそ

うです。最近は SNS が主流ですので、Instagram や Twitter での告知を

すると若い人たちにも届きやすく、また、イベント時にはハッシュタグ

をつけて投稿してくれた人の中から抽選でクーポン贈呈などキャンペー

ンをすると、より知ってもらえたり参加者も多くなるのではと思いま

す。 

女 30歳代 吉野 

体験リポートなどあると、わかりやすい 女 30歳代 中央 
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回答内容 性別 年代 地域 

大人・子供共に楽しめそうな体験型で興味はあるが、参加方法が今ひと

つわかりにくい 
女 50歳代 谷山 

知名度が低いと思うので様々な活動をして知ってもらうべき 男 29歳以下 中央 

地元テレビで特集をしたりインスタでアップしたり何か印象に残るよう

なオブジェクトを造ったり、もっと PR できたら知る機会も増えると思

う 

男 30歳代 中央 

地元にいるとなかなか気づかない恵まれた大自然についてイベント・関

係施設での展示等を通してもっと皆さんに気づいてほしい。鹿児島には

何もないとよく聞くが目の前に火山・海とすばらしい風景が広がってい

て本当に素敵だと思います。火山灰など時には嫌なこともあるがそれも

また非日常として受け止めたいものです。 

男 50歳代 郡山 

認定当初はよく耳にしたが、最近あまり聞かないため、継続的に PR す

る必要がある（しているかも知らないが、届いていない） 
男 30歳代 中央 

年寄りなどジオパークを知らない 女 60歳代 中央 

分かりやすいパンフレット等があると思うのですが、もっと取りやすい

場所に置いて欲しい。 
女 30歳代 伊敷 

平日にもイベントあれば色んな方にもふれあい出来ると思います。 女 40歳代 中央 

変わり映えがしないから、興味もわかない。情報を更新したり、目新し

いことをしないと、名前だけのものになる。冊子を作ればよいのではな

く、どうしたら広く知れるのか、しっかり広報について考えるべき。冊

子を作っても、多くの人が手に取らなければ、意味がない。 

女 50歳代 伊敷 

本日ホームページを拝見しました。充実した HP ですね。スタンプラリ

ーを県外からの新入社員へ紹介しました。 
男 50歳代 中央 

霧島ジオパークと連帯して活動を行うと聞いていましたが、私たち一般

市民にも分かる様に発信して頂ければ幸いです。 
男 60歳代 中央 

霧島に行くとジオパークの看板を見ますが、鹿児島市では見かけない気

がします。イベントが家族向けだと、私のような独身は参加出来ない。 
女 40歳代 谷山 

 

・環境整備について 

回答内容 性別 年代 地域 

10号線の整備もあわせて検討してもらいたい。 男 30歳代 伊敷 

ジオパークの取り組みはとても興味があります！が、桜島に行って様々

なところ足を運びたくても、桜島フェリーにファミリーカーで乗り込む

と、とても高くつきます。その金額を出すなら、高速に乗って遠くに行

こうとなってしまっています。もう少し運賃が安くなると嬉しいです。 

女 30歳代 中央 

なかなか桜島に行けないので、フェリーの車両運賃が安いと桜島の方ま

で気軽に行けて、体験や火山や自然にも触れやすいかと。 
女 50歳代 谷山 

もう少し、雑草除去等の環境整備を充実させてもらいたい。（正直、汚

い）ジオパークに限らず、観光地への交通の便が悪い。コロナ禍の今、

整備すべき。 

男 40歳代 吉野 

もっと足湯が気軽にできるところがほしい。気軽に郷土料理食べられる

カフェなど。 
女 29歳以下 中央 
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回答内容 性別 年代 地域 

以前外国からのホームステイを受け入れた時に世界ジオパーク認定を目

指していると知っていたし自分の住んでいるところを詳しく正しくわか

ってもらいたくてガイドをお願いに行きましたが外国人向けのガイドが

いないと言われてとてもガッカリしました。何度目かのお願いで英語の

話せるスタッフさんが案内して頂くことが出来ましたが今はコロナ禍で

外国人の観光が少ないと思いますがこの間に環境を整えて頂きたいと思

いました。そして外国語のジオパークのガイドマップパンフレットがあ

れば助かったと思いました。鹿児島市のパンフレットと自分で撮った写

真やつたない英語でパンフレットつくるのはちょっと大変でした。 

女 40歳代 桜島 

熊本の阿蘇がジオパークになっていたが、周遊バスや周辺整備を行って

ほしい。 
男 30歳代 伊敷 

桜島の公園整備をお願いしたいです。主に破損箇所の改修。雑草の除

去。 
女 40歳代 中央 

市街地からも近く、活火山雄大さと、火山の恵みで温泉、桜島大根小み

かんと有名で観光客（コロナ前）も多く訪れる鹿児島の宝の島、グラン

ドでは子供たちのスポーツ大会、音楽フェスなど賑う反面、交通の不便

さ、住みやすさ(商業施設)にかけ、人口減少、空き家、田畑の跡継ぎ問

題、ジオパークは大地の恵みはもちろん共存する人々が生き生き生活で

きないと魅力はないと思います！早く便利な橋をかけ、市街地からも自

由に行き来でき、活気ある町に、世界ジオパークになる事を願います！ 

女 50歳代 桜島 

若い人たちがもっと海辺で遊んでてほしい。せっかく、街中に近い海な

のに遊びに行きにくいのはなぜ？っで前からおもってます。スケボーな

んかの施設なんてどうですか？ 

女 50歳代 伊敷 

小さい子供でも楽しめるような場所なら行こうと思える 女 30歳代 中央 

足湯等あるならば行ってみたい。 女 30歳代 谷山 

 

・観光等への活用について 

回答内容 性別 年代 地域 

活火山の桜島とイルカも見れる錦江湾の自然資源を市民で保持し、世界

ジオパークの早期認定を目指し、ガイドツアーやイベントを民間と行政

で実施していくよう期待したいです。 

男 70歳以上 伊敷 

観光対策の積極的関与 男 60歳代 伊敷 

クルーズ船での錦江湾観光の機会をもっと増やして欲しい。 女 50歳代 中央 

コロナが、落ち着いたらジオパークに関するイベントを行なってほし

い。 
男 60歳代 中央 

ジオパークとは少しずれるのかもしれませんが火山繋がりで日帰り温泉

のパスポート、スタンプラリーなどあるといいと思います 
女 29歳以下 中央 

ジオパークを知ったのはたまたまだが景勝地など交えて環境、成り立ち

が知れるのは良いことかと思う。食や文化など交えると私みたいに景勝

地としてたまたま来て知る人も多くなるかも。 

男 40歳代 吉田 

先人が残された史跡、歴史遺産、文化財のめぐりをしたいと思います

が、何々チャンスに恵まれません。ツアー（ガイド付きバスツアー）が

あれば参加を希望します。 

女 70歳以上 谷山 

ツアーが実施されたニュースなどを見ると、とても有意義な企画だと思

う。ぜひ参加して勉強したり体験したりしたいが、募集の告知などをタ

イムリーに見ることができず、もっと積極的に自分が探さないといけな

いのかなと思う。もう少し、広くお手軽に参加できる手立てがあればい

いなと思う。 

女 50歳代 伊敷 

桜島住民も含め観光に繋げて欲しい 女 30歳代 桜島 
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・その他意見 

回答内容 性別 年代 地域 

ジオパークが理解できない。いつ誰が何の為に、どうやって何をするも

のなのか？さっぱりわからない。そんな事の為に、私達の大切な税金を

使って欲しく無い。 

男 60歳代 中央 

ジオ素材を守るという法的規制が無く、観光利用に重きが置かれている

ように感じるため、指定の意義に大いに疑問があります。 
男 60歳代 中央 

毎日観ている桜島。その前に錦江湾。こんな絵になる風景は都会の知ら

れた観光地にも負けません。ただ、田舎の人の少ない所です。何をして

も、人の多い都会には勝てません。地域を巻き込んでアイデアを募りま

しょう。毎日観ていると浮かばないなら県外にも広く募集してもよい。 

男 70歳以上 中央 

気軽に利用できる取り組みにして欲しい。 男 40歳代 谷山 

興味がありますが、コロナ過では参加出来ません。今はイベントよりも

それ以外のことに力を入れたらいいと思います。 
男 40歳代 中央 

錦江湾の景色や釣りは素晴らしい物ですが、全国的にも県内でもまだま

だ評価されていないと思っています。県内のテレビ局の番組では錦江湾

の食や景色について取り上げられていますが、県民には当たり前ですま

され他県の人には知られていないと思います。おそらく鹿児島県知事や

市長の方々も真の錦江湾の素晴らしが分かられていないような気さえし

ます。なぜなら釣り好きな私からすれば、使われもせずに漁港内に止め

られている漁船やボートの整理はほったらかしにされ、空き地は商業的

な考えや選挙対策の対象にしかされていないからです。真の錦江湾の素

晴らしさを知るためにはもっと海の自然や魚の良さを海の上から検討し

て欲しいと思います。知事や市長の釣りの姿もみてみたい！ 

女 60歳代 中央 

砂防ダム関連の見学など、もう少し、ちょこちょこ、気軽に行けたら良

いと思います。 
男 40歳代 松元 

桜島の成り立ちには、錦江湾奥の姶良カルデラとの関係が深いと思いま

すが、合わせて加久藤、阿多、喜界の四つのカルデラの形成と合わせて

幅広く考えた方が地形学的にはイメージが広がるのではないでしょう

か。少なくとも、霧島ジオとは合体した方がいいと思います。 

男 60歳代 吉野 

桜島みたいな活火山の場所にジオパークなんか作る意味がわかんない。

税金の無駄遣い。他に雄大な土地がある場所(例えば開聞岳)とか鹿屋あ

たりな山とか、に作るべきです。あの辺りの無駄に広い土地を観光に使

って鹿児島を活性化させてほしい。土地も人も無駄にあまっています。

なぜに桜島なのか？意味が全くわかりません。良く考えてください。他

県を参考にするのも大事だと思います。是非、他県の観光地にいき勉強

にいきましょう。一言でいうと勉強不足です 

男 40歳代 谷山 

鹿児島とわかるものがほしい 男 29歳以下 中央 

鹿児島の貴重な観光資源ですので、全国的に広げてほしいと思います。 男 40歳代 中央 

霧島ジオパーク等と連繋して活動していく、と聞いていましたがあまり

耳にしなくなりました。鹿児島には３つのジオパークがあるのだから連

繋して活動すれば地域全体のジオパークに対する理解も増えて来るよう

に思われます。 

男 60歳代 中央 

霧島ジオパーク等と連繋して活動すると聞いていましたが、最近

３つのジオパークを連繋した活動をしていると聞かなくなりまし

た。連繋して活動した方が桜島・錦江湾ジオパークに対する理解

もより深まるのではないかと思われます。 

男 60歳代 中央 

櫻島を中心とした鹿児島の雄大な景観を生み出したものとして、

火山活動は貴重な遺産であると思う。防災対策に努めるととも

に、この遺産が人間にもたらす貴重な効用を大切にし、次世代に

大切に引き継いでいく必要があると思う。また、そのエネルギー

を有効活用するために知恵を結集すべきと思う。 

男 70歳以上 谷山 
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・その他感想 

回答内容 性別 年代 地域 

『ジオパーク』の説明文を読んでもピンとこない。 その他 50歳代 中央 

あまり興味がなく、ＴＶから流れてくる言葉しか知りません。 女 50歳代 谷山 

あまり知らなかったので今回を機にいろいろ調べてみたい。 男 40歳代 伊敷 

あまりよくわからないです。 男 40歳代 吉野 

あまり興味が無い 女 30歳代 中央 

鹿児島の人々は西郷どんと桜島を愛し、晴れた朝は桜島方面からの日之

出を拝みます。私もその一人です。 
男 70歳以上 谷山 

活火山の岳であり、防災との前提をどの様にマッチさせていくのか心配

である。 
男 70歳以上 谷山 

このアンケートでジオとは何か知ることができた。 女 29歳以下 中央 

コロナが落ち着いたら、是非参加したいです 女 40歳代 中央 

コロナが落ち着いたら、未就学児も参加できるような体験プログラムを

体験してみたい。 
女 30歳代 吉野 

コロナが落ち着いたら参加したい 女 50歳代 喜入 

ジオパーク、よく知らなかったので、これから、目にしたりしたら、関

心を持って見てみようと思います 
女 40歳代 谷山 

ジオパークで知らない事やもっと興味ある内容が含まれていると、行っ

て見たいと思うけど、どこも、行って満足度が高くないので、同じだろ

う…と思ってしまい、あまり興味が湧かない。 

男 50歳代 喜入 

ジオパークという言葉は、よく耳にするけれど、つかみづらい意味でし

た。その説明からはいらないといけないところから、少し、ネックのよ

うな気がします。 

女 50歳代 桜島 

ジオパークというのがどういうものかいまいちわからないので、なんと

もいえないです。 
女 40歳代 谷山 

ジオパークという言葉は知っていたけど、何もわかってないので、これ

から知っていきたい。 
女 50歳代 吉野 

ジオパークという言葉は知っているが、それについて、より深く知ろう

とは思ったことがない。鹿児島をよく知るためには勉強するのも面白い

かなと思った。 

女 29歳以下 中央 

ジオパークという言葉は知っているが、どういう意味かは分からない。

ジオパークになることでどうなるのか？多分広報誌とかに書いてあるん

でしょうが、覚えていない。 

男 30歳代 中央 

ジオパークという言葉は知ってるいるが、そこから一歩先がわからず、

結局何なのかが見えてこないため興味にまで発展しない。 
男 29歳以下 中央 

ジオパークという言葉は聞いたことはありますが、どのようなものなの

か知りませんでした。 
女 50歳代 谷山 

ジオパークという言葉は聞いた事がありましたが、自然の何かしらくら

いの認識しかありませんでした。学生の時の持久走大会が桜島で行われ

運動が苦手で苦痛でしかなかった持久走ですが、桜島ならではの黒い溶

岩の風景は好きでした。 

男 30歳代 中央 

ジオパークと聞いてあまりぱっとイメージが湧かないので興味が薄いで

すが、体験教室は楽しそうだなと思いました。 
女 30歳代 喜入 

ジオパークについて、具体的な活動に参加したことはないが、興味があ

る。 
女 40歳代 吉野 

ジオパークについてもっとくわしく知り色々と体験してみたい。 女 40歳代 伊敷 

ジオパークに桜島が認定されていたことは知っていたが、令和 3 年にエ

リアが拡大していることを初めて知りました。 
男 29歳以下 中央 

ジオパークの説明やツアー等催されるのであれば参加してみたいと思い

ます 
その他 40歳代 谷山 

   ※性別の「その他」は、「その他・答えたくない」と回答したことを示す 
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回答内容 性別 年代 地域 

ジオパークの名前は知っていますが、いまいちピンと来ないのが正直な

ところです。 
女 40歳代 喜入 

ジオパークはよく目にしたり聞いたりしているが、よくわかってなかっ

た。 
女 50歳代 吉野 

自分にできることを積極的にやっていきたいです。 男 30歳代 伊敷 

その言葉自体あまり、知られていないので、知りたいです。 女 29歳以下 伊敷 

谷山地区に居住していますが、小松原海岸、七ツ島など残念でならない

です。素晴らしい市民の憩いの場、景観だったのに失ってしまったこと

が惜しまれてならないです。桜貝、貝堀り、遊泳と宝の様な場所だった

のです。七ツ島など利用されてない空き地を見ると悲しいです。汚れた

海の事を思うともう元には戻せないことですが！ 

女 70歳以上 谷山 

問 10 の 2，3 の自然の観光や、史跡や歴史や文化等やはり、いろいろ見

聞等知りたいと思います。 
男 70歳以上 中央 

どんなことができるのかを知りたいです。 女 50歳代 郡山 

バイクツーリングで見て回りたいです！ 男 40歳代 中央 

早くコロナが終息して、桜島、錦江湾をめぐる体験が孫達と出来る日を

待ち望んでいます。今はクイズ！クエスト or 桜島・錦江湾ジオパーク

を楽しんでいます。 

男 60歳代 中央 

ホームベージをみて、初めて詳しく知りました。どこか観光協会とか観

光案内などにリンクがあったら目についたかも知れません。リンクして

あったらごめんなさい。今後、鹿児島にくる人に紹介できると思いま

す。コロナ禍で観光、イベントができないのが残念です。 

男 60歳代 谷山 

以前、桜島展望台に行った時にジオパークの内容についての案内を見た

記憶がありますが、詳しい内容は定かでなくなっております。 
男 50歳代 松元 

応援してます。 男 29歳以下 中央 

温泉に行った事はあるがなかなか行く機会がない。自転車やバイクで桜

島一周してみたいです 
女 40歳代 伊敷 

何もわかりません 女 29歳以下 中央 

何目的でジオパークを盛り上げようとしているのかよくわかりません。 女 30歳代 吉田 

火山というイメージがあり、あまり興味がでない 女 50歳代 伊敷 

学生に身近な存在になればさらに知名度があがるのではないかと思いま

す。 
男 29歳以下 吉野 

活火山と共存という特殊な環境にありながら知識はあまりなく、コロナ

がおさまったらジオパークを活用して、知識を深めたいと思います。 
女 50歳代 郡山 

機会があればいってみたいです 男 30歳代 松元 

郷土史には興味があります。 男 50歳代 中央 

景勝地として行った事がある程度。看板などでジオパークの名を見るが

基本滝や景色をドライブがてら見に行くのであえてジオパークに行くと

言う概念がない 

男 40歳代 吉田 

県外から来ましたが、桜島が市内から見えるというのは、貴重で素敵だ

と思いました。20年ほど前、海の日にドルフィンポート跡地で、ビアガ

ーデンのようなものがありました。街中から少し歩いて、潮風に吹か

れ、桜島を見ながら過ごした時間は最高の思い出です。ひとつ残念なこ

とは、フェリー乗り場周辺が、商業用と観光用入り乱れていて、おしゃ

れな港町の風景を味わいにくい事です。今、キャンプも人気です。テン

トを張ったキャンプやグランピングゾーンなどあれば、そこで体験活動

やできたり、桜島を散策したり色々遊べると思います。灰干しなど、バ

ーベキューで食べたら最高に美味しそうです。もっと、たくさんの方に

桜島周辺に来ていただければ、ジオパークの活動も認知されるのではな

いかと思います。 

女 40歳代 谷山 

県外出身のため、桜島のことについて知れる講座などがあれば参加した

い 
女 29歳以下 中央 
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回答内容 性別 年代 地域 

現在のような状況の中ではイベントなどに参加しようとは思えません。

恐らくオンラインなどでは様々な情報に触れることが出来るのでしょう

が、そこまで興味は湧かないのが正直な感想です。コロナの影響がなく

なり、子供が興味を持つイベントなどが有ればぜひ参加したいと思いま

す。 

女 40歳代 中央 

現在仕事と家庭の行き来で、時間に余裕が有りませんので、身近なこと

として【桜島、錦江湾ジオパーク】に興味があまり無いが、今後は少し

でも故郷鹿児島市を見直してみようと思います 

男 50歳代 中央 

言葉だけではどういう内容のことをしているか分かりづらい気がしまし

た。 
女 30歳代 喜入 

言葉を耳にした事はあるものの内容まではよくわからないです。 女 50歳代 吉野 

今までは存在すら知りませんでしたが、興味がでてきました 女 30歳代 吉野 

今まで知らなかったので情報を集めてぜひ行ってみたいです。 男 50歳代 郡山 

今後機会があれば参加したい。 女 30歳代 松元 

桜島、錦江湾ができた歴史を知りたいです。 女 60歳代 谷山 

桜島、錦江湾という事で、自然に関するなにかができればと思います。 女 30歳代 谷山 

桜島・錦江湾ジオパークで色々体験してみたい。 男 30歳代 中央 

桜島・錦江湾ジオパークについてまだあまり知らないことがいっぱいあ

るので知ることができる機会があれば知りたいです。 
女 29歳以下 吉野 

桜島という活火山と、錦江湾が身近にあるというすばらしい環境を、体

験などを通して知ることができるのは、とても貴重なことだと思いま

す。恵まれた環境を守りつつ、ジオパークを通してたくさんのことを知

ることができたらいいなと思います。 

女 40歳代 中央 

桜島に行く機会がなかなかないので、イベントなどあれば行きたい。 女 30歳代 伊敷 

桜島の地形等火山灰を使ったエコ、リサイクルをしたいです。 女 50歳代 伊敷 

桜島の噴火が小規模になり山頂まで登ってみたい 男 60歳代 吉野 

桜島は、県外の人が来た時に連れて行く場所として感じていて、身近に

ある場所なのに、知らないことばかりです。温泉や食事、体験プログラ

ムは楽しみながら体験・学習できそうなので、興味が湧きました。 

女 40歳代 中央 

桜島は雄大な自然を体感できる他にはない観光地だと思いますが、コロ

ナの影響もあってか、少し寂しい感じがします。もっと盛り上げていけ

ればいいな、と思います。 

男 29歳以下 中央 

桜島や錦江湾の景観は大好きですが、あまりにも身近にありすぎて、改

めてどうこうしたいと思わないというのが、本音です。毎日天気によっ

て色が変わる桜島、錦江湾という海が近くにあり、桜島フェリーが行き

来する光景も大好きです。他所から帰ってきたときも桜島をみるとホッ

とします。それだけで充分ではないでしょうか 

女 50歳代 松元 

子どもが小さい為、あまり参加できませんが、興味があり、子どもにも

是非知ってほしいなと思っています 
女 40歳代 吉田 

子供が成長したので最近はこのような体験イベントなどからも機会が遠

のいてしまっていました。鹿児島のシンボル桜島は大好きなので、もっ

とたくさんの興味が湧くような目玉があればこの機会に興味を持ってみ

ようと思います。 

女 40歳代 中央 

子供が大きくなって自由研究とかに利用できるのではないかと考えてい

ます。小さい子供向けのイベント等があれば参加したいと思う。 
女 30歳代 伊敷 

子供たちと一緒に参加できるイベントがあれば参加してみたい 男 40歳代 伊敷 

子供でも小さければ、体験ものしたいですね！ 女 50歳代 喜入 

子供と一緒に行ってみたい。 男 30歳代 中央 

子供と一緒に体験プログラムに参加してみたい。 女 40歳代 中央 

子供と一度は体験等に行こうかと思っている。 女 30歳代 喜入 

自然とかそういったものに全く興味ありません。 女 30歳代 伊敷 
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回答内容 性別 年代 地域 

鹿児島、錦江湾、桜島フェリー、桜島フェリー内のうどん、桜島展望

台、桜島側のお土産屋、真鯛、フェリー接岸時の事故、桜島マラソン、

長渕剛の屋外溶岩コンサート、花火、最近のことはよく理解できていま

せん。大正大噴火から約 100 年、大噴火が懸念される中、歴史から今を

生きる共存を先導をきって取り組んでいただければと思います。一昨

年、台湾のお客様とフェリーで桜島へ渡り、展望台をご案内、とても喜

んでいました。台湾もフェリーで渡る島がありますが、活火山はありま

せん。訪問後の噴火の写真を送ると、感激されていました。 

男 50歳代 松元 

鹿児島といえば桜島！自分が桜島を感じれる体験ができてないので、ぜ

ひ体験をして県外の方にも自慢し楽しく桜島を身近に感じてもらえるよ

うアピールしたい！ 

女 30歳代 中央 

鹿児島県内の「桜島・錦江湾ジオパーク」の自然を楽しみたいです。こ

れからもジオパークに触れたいです。 
男 40歳代 中央 

鹿児島市に住んでいましたが、知りませんでした。機会があれば行きた

いです。 
女 30歳代 吉田 

鹿児島市民だから、近場だと思い、なかなか足が向かない。行こうと思

えばいつでも行けると思うからなのだが、その「いつでも」という日が

来ないのが現実。でも、周れるのならば、ちょっとした旅行気分になれ

るので期待は大きい。 

女 40歳代 谷山 

鹿児島市民は、火山と共に普通の生活してる、スゴイですね。 男 40歳代 松元 

十分な情報をキャッチしておりません。 男 60歳代 中央 

初めて耳にしたが、是非参加したいと思った。 女 29歳以下 中央 

初めて聞いた言葉だったので自分でも調べたりしてみます。 男 29歳以下 伊敷 

初めて聞いた言葉なので何とも言えない。 女 29歳以下 伊敷 

小学生の子どもがいたら、夏休みを使って利用してみたい。 女 40歳代 谷山 

色々な体験があって興味を持った 女 29歳以下 中央 

身近に感じられない 男 50歳代 伊敷 

身近に体験出来るのであれば参加してみたいです。 女 30歳代 喜入 

数年前、子どもが小学生の時に夏休みの自由研究でジオパークについて

調べました。家族で桜島にも行って、桜島ビジターセンターや展望所を

見学しました。桜島と錦江湾の成り立ち、火山のしくみを知ることが出

来て良かったです。機会があれば、ガイド付きウォーキングツアーなど

にも参加してみたいです。 

女 40歳代 中央 

全く興味が沸かない。 男 70歳以上 吉野 

全く知らなかったためこれから勉強していきたいと思います。 女 50歳代 伊敷 

存じ上げないので、詳しく知りたい。 女 29歳以下 谷山 

知ってはいるけど、ジオパークとはどういうことなのか詳しくわからな

い。 
男 40歳代 中央 

地元に生まれ住んでいるからこそ、慣れ親しみがあり、新たな取り組み

に気づかないのかもしれません。 
女 30歳代 吉野 

文字はみたことありますが、活動内容など全く知らないです。 女 29歳以下 吉野 

僕らの子供のころは、家の近くの山や川などで遊んで、自然とのつなが

りがあったと思っています。最近の子供たちは、自然と向き合う機会が

あまりないように思えます。建設業の仕事をしていることから、自然の

大切さを重んじることが多いことから、桜島・錦江湾ジオパークをとお

して、多くのことを学べればと思います。 

男 50歳代 吉野 

名称は知っていたが、どういったものかまでは知らなかった。 男 30歳代 吉野 

名前は知っているけど中身が分からないのでもう少し興味を持つように

したいと思う。 
男 30歳代 伊敷 

名前は聞いたことがあったけど、その実態（具体的な内容）まではなか

なか知る機会がなく。広報誌等で少し…って感じです。今回を、きっか

けに興味を持ったのでイベント等参加してみたいと思います。 

女 40歳代 伊敷 
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回答内容 性別 年代 地域 

名前は聞いた事はあってもほとんど何の事なのかはわかりません。市民

のひろばなどでなんとなく所々を読んで知るくらいです。 
女 50歳代 伊敷 

面白い取り組みだと思います 女 29歳以下 谷山 

友達と遊べたりする場所があるなら行ってみたいと思った。 女 29歳以下 谷山 

幼児も一緒に体験できるものが、あればぜひ参加してみたい。 女 30歳代 中央 

 

・その他 

回答内容 性別 年代 地域 

とくになし 女 30歳代 中央 

とくになし 女 30歳代 中央 

なし 女 30歳代 吉野 

夏休みに絵を描くイメージ 女 30歳代 喜入 

詳しく知らないので、特にありません。 女 40歳代 中央 

特にありません 女 30歳代 吉野 

特にありません 女 40歳代 中央 

特にありません 男 30歳代 伊敷 

特にありません。 男 50歳代 中央 

特にありません。 男 40歳代 谷山 

特にない 男 40歳代 中央 

特にない 男 30歳代 松元 

特にない 男 60歳代 伊敷 

特になし 女 29歳以下 喜入 

特になし 男 40歳代 中央 

特になし 女 40歳代 中央 

特になし 男 30歳代 谷山 

特になし 女 40歳代 谷山 

特になし。 男 40歳代 中央 

特に興味がない。 男 70歳以上 吉野 

特に無いです。 男 40歳代 伊敷 
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Ⅲ 食育について 

１．調査の目的 

本市では、第三次かごしま市食育推進計画に基づき、「食を通じて健康で、生き生きと生活できる

活力あるかごしま市の実現」を基本理念に、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進していま

す。今年度は、この計画が令和３年度末に終了することから、現計画の最終評価及び次期計画策定

を進めているところです。 

そこで、次期計画の基礎資料とするためのアンケート調査を実施させていただきますので、ご協

力よろしくお願いいたします。 

 

２．調査結果を受けての担当課（保健政策課）からのコメント 

「食育」について、関心がある方(「関心がある」「どちらかといえば関心がある」と回答した方)

は 84.7％、そのうち「食生活・食習慣の改善」「郷土料理、地産地消など」に関心がある方が過半数

を超えていました。その一方で、「食事に関するあいさつや作法」「食を通したコミュニケーション」

「農林漁業体験」に関心がある方は 20％に満たない状況でした。 

また、「噛む」ことが健康に良いことや肥満の防止になること、「８０２０運動」を知っている方

は 80％を超えていますが、実際に「噛みごたえのある食材」を普段の食事に取り入れている方は

34.2％という結果でした。 

今回の調査で、食育について関心が低い項目があること、知識はあるが実践までには至っていな

い方が多いことなどの課題があることが分かりましたので、本市の食育推進計画に基づきより一層

食育の推進に取り組んでまいります。 
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３．調査結果 

問 12 「食育」に関心がありますか。（単一回答） 

「どちらかといえば関心がある」が 46.1％と最も高く、次いで、「関心がある」の 38.6％、「ど

ちらかといえば関心がない」の 10.2％の順となっています。 

 

  

選択肢 回答数 割合

関心がある 114 38.6%

どちらかといえば関心がある 136 46.1%

どちらかといえば関心がない 30 10.2%

関心がない 6 2.0%

わからない 6 2.0%

無回答 3 1.0%

サンプル数 295 100.0%

38.6%

46.1%

10.2%

2.0%

2.0%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 13 問１２で「１．関心がある」、「２．どちらかといえば関心がある」を

選んだ方にお聞きします。「食育」のどのような事について、関心が

ありますか。（３つまで） 

「食生活・食習慣の改善」が 72.0％と最も高く、次いで、「郷土料理、地産地消など」の 54.0％、

「食品の安全性」の 43.6％の順となっています。 

 

◆その他の回答（原文まま） 

・健康に関連して最近はたんぱく質不足による（フレイル）と言う言葉がよく聞かれるようにな

ってきています。鹿児島には牛肉、豚肉、魚等たんぱく質を多く含む土地の物が多くありま

す。これらをもっと健康をテーマにＳＧＤＳにも健康、食料の面からも貢献出来る鹿児島をＰ

Ｒしてはいかがでしょうか。 

・自分の食事を作れるようになる。 

 

問 14 「歯科」と「食育」が関係していることを知っていますか。（単一回答） 

「知っている」が 54.6％、「知らない」が 44.1％となっています。 

  

選択肢 回答数 割合

食生活・食習慣の改善 180 72.0%

郷土料理、地産地消など 135 54.0%

食品の安全性 109 43.6%

食品ロスなど環境に関すること 99 39.6%

食事に関するあいさつや作法 45 18.0%

食を通したコミュニケーション 42 16.8%

農林漁業体験 38 15.2%

その他 2 0.8%

無回答 2 0.8%

サンプル数 250 －

72.0%

54.0%

43.6%

39.6%

18.0%

16.8%

15.2%

0.8%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

選択肢 回答数 割合

知っている 161 54.6%

知らない 130 44.1%

無回答 4 1.4%

サンプル数 295 100.0%

知って

いる

54.6%

知らな

い

44.1%

無回答

1.4%
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問 15 「よく噛んで食べることが健康に良いこと」を知っていますか。（単一

回答） 

「知っている」が 98.0％、「知らない」が 1.4％となっています。 

 

 

問 16 「よく噛んで食べることが肥満の防止になること」を知っていますか。

（単一回答） 

「知っている」が 90.8％、「知らない」が 8.5％となっています。 

 

 

問 17 「噛みごたえのある食材」を普段の食事に取り入れることを意識して

いますか。（単一回答） 

「している」が 34.2％、「していない」が 65.1％となっています。 

 

  

選択肢 回答数 割合

知っている 289 98.0%

知らない 4 1.4%

無回答 2 0.7%

サンプル数 295 100.0%

知って

いる

98.0%

知らな

い

1.4%

無回答

0.7%

選択肢 回答数 割合

知っている 268 90.8%

知らない 25 8.5%

無回答 2 0.7%

サンプル数 295 100.0%

知って

いる

90.8%

知らな

い

8.5%

無回答

0.7%

選択肢 回答数 割合

している 101 34.2%

していない 192 65.1%

無回答 2 0.7%

サンプル数 295 100.0%

してい

る

34.2%

してい

ない

65.1%

無回答

0.7%
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問 18 「8020運動」を知っていますか。（単一回答） 

「知っている」が 81.0％、「知らない」が 18.3％となっています。 

 

 

問 19 「食品ロス」という問題を知っていますか。（単一回答） 

「知っている」が 97.6％、「知らない」が 1.7％となっています。 

 

 

問 20 「食品ロス」という問題を解決するための取組を何かしていますか。

（単一回答） 

「している」が 88.1％、「していない」が 11.2％となっている。 

 

 

 

  

選択肢 回答数 割合

知っている 239 81.0%

知らない 54 18.3%

無回答 2 0.7%

サンプル数 295 100.0%

知って

いる

81.0%

知らな

い

18.3%

無回答

0.7%

選択肢 回答数 割合

知っている 288 97.6%

知らない 5 1.7%

無回答 2 0.7%

サンプル数 295 100.0%

知って

いる

97.6%

知らな

い

1.7%

無回答

0.7%

選択肢 回答数 割合

している 260 88.1%

していない 33 11.2%

無回答 2 0.7%

サンプル数 295 100.0%

してい

る

88.1%

してい

ない

11.2%

無回答

0.7%
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問 21 本市の食育推進に期待することについて、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。 

◆回答一覧（原文まま） 

・広報やイベント等による周知・啓発について 

回答内容 性別 年代 地域 

「食育」と聞いたら、子供に対するものと考えがちですが、高齢者にも

広げることは出来ないでしょうか。片よった食生活をしておられる方が

多いと思います。 

女 30歳代 谷山 

「空腹こそ最高のクスリ」という本が YouTube などで話題になりました

が、最近は食に関しても SNS で情報を得る機会が増えてきており、その

内容は「一日三食」などこれまでの定説を覆すものも出てきています。

しかし、その説が正しいのか？自分に合ってるのかは判断が難しいとこ

ろです。そこで、行政から新しい情報に対する専門家の意見を食育の一

環として発信するのはいかがでしょうか？また、その発信方法について

ですが、私たち世代は YouTube などの SNS でないと知る機会をほとんど

無いかと思います。 

男 29歳以下 中央 

CM等でおにぎりをイメージしたやつが流れていたので、分かりやすくて

見てしまった。1人 1人の心がけが大切だと感じる。 
女 30歳代 谷山 

ＮＨＫなどテレビでこれが体にいいと流れると、一斉に買いに行く傾向

がお店の棚に品切れよく見ます。笑 情報社会なので、いかに食育が大

事か？元気なお手本になるような大先輩の紹介や地元の食材を使ったお

料理教室など行なってほしい！早食いの方なので、夫婦で時間を意識し

て食べたり、よく噛むガムを噛んだりしています！ 

女 30歳代 谷山 

あまりがちな食材や調味料の消費について、鹿児島ならではの料理を、

情報誌などで発信いただけると面白いかもと思った。 
女 30歳代 谷山 

イベント等ももっと頻繁に行うべき。 女 30歳代 谷山 

色々な調理方法を知る事ができたらいいと思う。 女 30歳代 谷山 

鹿児島市の食品ハイキ量・額がいま、どのくらいなのか、どこまで目指

すのか具体的な数値を知りたい。家庭のレベルまで、おとしこんだもの

が要ると思う。 

女 30歳代 谷山 

子供の食育はもちろんですが、長寿社会に於いて 8020 のように高齢者

向けの食事、栄養なども学びたい。（会場が近くにない？）南日本新聞

の食歳時記はとても楽しみです。添加物などに気をつけ昔ながらの料理

は何より安心安全です。 

女 30歳代 谷山 

食品の大切さをもっと市民に伝えることができたら、食品ロス、ゴミ減

量にもつながると思う。 
女 30歳代 谷山 

食品ロスがどれぐらいあるのか知りたい。添加物等の両、影響を知りた

い。 
女 30歳代 谷山 

生活改善推進、講習会等の参加者が少ない。問 19，20 のような“食品

ロス”解消する為に一般家庭への一般の方々への広報の充実が望まし

い。 

男 29歳以下 中央 

ぜひとも子供向けの活動を増やしてほしい。 男 29歳以下 中央 

テレビで、学生さん達が身近な食材を使って料理を作るのを観ました。

食材に興味を持ち、見ている方も勉強になる。想像もつかない組み合わ

せだったり。園児、学校給食などのニュースでも、地域の食材や自分達

で育てたりした物を使った給食など思わず見入ってしまう。社会人にな

っても学べる場や参加しやすいコミュニティなどあればな、と思う。 

女 30歳代 谷山 

もう少し幅広く宣伝してほしい 女 30歳代 谷山 

もっと関心が湧くよく、広報活動をお願いしたいです 男 29歳以下 中央 
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回答内容 性別 年代 地域 

もっと子供達が食材がどの様にとれ、どう調理されているのか、体験し

ながら学べる機会がもっとあるといい。 
女 30歳代 谷山 

一つの食材で色んな作り方のレシピが分かったら作ってみようと思う。 女 30歳代 谷山 

一度に食べる食事量の紹介をダイエットに絡めてやると、食事の作りす

ぎは防げると思う。 
男 29歳以下 中央 

会社でも子ども食堂に寄付を行う等の活動を行っています。食に対する

意識を大人の私たちから早急に変えていく必要があると感じています。 
男 29歳以下 中央 

学校の給食は、地元の物を使ったり、月間の献立表に、食の豆知識が載

っていたりして、勉強になります。スーパーで、地産地消コーナーを見

ると、生産者の名前や顔写真が載っていて安心できます。その売り場に

でも、食育に関するレシピや情報があると、関連して学べるのかなと思

います。 

女 30歳代 谷山 

学校給食センターに見学に行った時に、給食の残が多いこと、学校毎に

工夫をして減らそうと取組をしていると聞きました。こども達は学校で

食品ロスについては勉強していると思いますが私達大人は、なかなか食

品ロスという言葉に触れる機会がないです。ひとりひとりが気をつけれ

ば減っていくものなので、もっと目に付きやすい広告やニュースなどあ

ればいいですね。 

女 30歳代 谷山 

活動していることは知っているが、家庭に根付いていない。昨今の社会

的事情もあるが。自分たちで、一緒に料理しない家庭が多すぎる。(妻

談) 

男 29歳以下 中央 

噛みごたえのある食材がよくわからない 女 30歳代 谷山 

興味のある分野です。SNSなど活躍した発信なども欲しいです。 女 30歳代 谷山 

広報活動 男 29歳以下 中央 

講座とか開催してほしい 女 30歳代 谷山 

最近の子供は食に感心が薄いような気がします。もっと子供自ら作って

見たいや食べてみたいに変わると嬉しい。捨てるところのない食材利用

方法など、もっと教えたりして欲しいです。あと、子供でも作れるカン

タン郷土レシピとかも期待したいです。 

男 29歳以下 中央 

仕事をしながらの子育ては、時間に追われ時短料理が多くなりがちで

す。それでも、取り組める食育などの案内があれば良いかなと思いま

す。 

女 30歳代 谷山 

子どもたちに対する食育についての教育と共に、親世代にも食育につい

て知って貰えるような機会を設けた方がより多くの人が食育について理

解できるのではないかと思う。 

女 30歳代 谷山 

子どもには学校でよく言われているが、大人の食育はされていないよう

に思う。大人をもっと意識させる動きが必要かと思う。 
男 29歳以下 中央 

子ども向けの食育に関するイベント。 女 30歳代 谷山 

子ども達を、家畜・農業・水産関連の現場体験に連れて行って欲しい。 女 30歳代 谷山 

子育て世代に知ってもらう活動が必要 男 29歳以下 中央 

子育て世代の人が食育に関して興味のない方が多い気がする。子どもに

栄養のあるものを食べさせたいというより、仕事と家事育児の両立に精

一杯で食育まで手が回らないことが原因だと思うが、そういう方がもう

少しゆとりを持った生活が出来ることが大切だと思う。最近の子どもは

そのせいか偏食や食わず嫌いが多いと思う。 

女 30歳代 谷山 

子供からお年寄りみんなが食育に関心を持つようなイベントや体験など

があればいいのかなと思います。 
女 30歳代 谷山 

子供が小さい頃(小、中学生)は、本当に几帳面に、栄養、献立、旬のも

の、産地、農薬、など様々なことを教え食事の重要性を考えていたが、

成人するとその姿勢が薄れてきている。自分達の今後の健康のために

も、食育は、生涯大切なことだと思うので、いろんな機会に食育に触れ

る企画や、広報を増やして戒めになるように働きかけて欲しい。 

女 30歳代 谷山 
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回答内容 性別 年代 地域 

子供が保育園の頃は、とても身近に食育という言葉が聞かれましたが、

小学校以上になると、子供自身は学校で聞いたり学んだりしているのか

もしれませんが、親の立場としてはあまり意識していない事かもしれま

せん。子供にとって大切な事がらだと思います。 

女 30歳代 谷山 

子供たちに、身体は食べるもので作られることを教えてほしい。 その他 40歳代 伊敷 

子供たちには食べ物を大切にすることを学んでほしいです。フードロス

について継続して実行しやすいことを広めるなどスーパーや商店と取り

組むことができないだろうかと思います。 

女 30歳代 谷山 

子供たちにも分かるようにしてほしい 女 30歳代 谷山 

子供たちに鹿児島の郷土料理や、地産地消の取り組み、食べることの大

切さを伝えることが大切だと思います。 
女 30歳代 谷山 

子供たちに食育で育って欲しいので、もっと体験プログラムがあるとい

いなと思いました！探せばもっとあるのかもしれませんが、グリーンフ

ァームくらいしか知りません。 

女 30歳代 谷山 

子供と参加できる場を増やしてして子供も興味をもてるようにしてほし

い 
女 30歳代 谷山 

子供に教えたい 女 30歳代 谷山 

子供の食育が気になる 女 30歳代 谷山 

市がどういった取り組みを行ってきたかあまりわからない。 男 29歳以下 中央 

市役所の掲示板に食品の廃棄量を載せた紙を展示する。 女 30歳代 谷山 

私には１才になる孫がいるので、身体に安心安全な食事を提供したいと

思います 
   

孫が誕生する前は大人ばかりでしたので、あまり食育を意識していなか

ったので、鹿児島市が食育推進している事も知りませんでした。今はコ

ロナの影響もあり食品ロスも問題になっていますので、生産者と消費者

が情報を共有できるようなシステム(紙ベースでも、イベントでもイン

ターネット)でもあれば協力したいと思ってます。 

女 30歳代 谷山 

私はよく地元の人が作った野菜売り場で野菜を買います。安価で量も多

く購入して冷凍したりして使っています。また、買い物に行くとあまり

スーパーで見ない食材なども見かけることが多く料理が好きな私には新

鮮でとても楽しい時間です。そこで、この野菜はこうすると長持ちする

よ、こうしたら美味しいよ、こんな栄養があって効果があるよ、などの

レシピや豆知識を店頭に貼ったり、ペーパーレスを図るのであれば QR

コードを作成しスマホで読み取れるようにすると若い人たちや子供でも

分かりやすく、勉強にもなるのではないでしょうか。 

女 30歳代 谷山 

歯を大切にすることの意識がまだまだ浸透していないので、大人も子ど

もも歯の定期検診の助成があると嬉しいです。私は子どもの保育園の行

事で食育を知りました。なので子どもを通して親も理解を深めていくの

も１つの方法なのかなと思います。積極的に続けて欲しいです！ 

女 30歳代 谷山 

自立する前の高校生とか、一人暮らししている大学生など向けに、食育

のイベントや講座を行ってはどうか。いきなり自炊はじめる訳なので

…。自炊でなくてもコンビニご飯の選び方とか、知る機会があると良

い。本当は家庭で教えるものなのでしょうが。 

男 29歳以下 中央 

鹿児島は、健康に優れた食べ物が多いと思います。若い方々への伝える

工夫を更におねがいします。 
男 29歳以下 中央 

鹿児島は牛肉をはじめ美味しい食材がた～くさんあるのでもっと広めて

ほしい。 
女 30歳代 谷山 

   ※性別の「その他」は、「その他・答えたくない」と回答したことを示す 
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回答内容 性別 年代 地域 

鹿児島は食に恵まれた地域だと思います。スローフードや地産地消、残

さない或いは残り物の活用法、食品の保存法など、食育の観点から市民

の健康や生活を豊かにできる発信があると嬉しいです。また食育の中の

フードロスと共にゴミの問題（水分を切って捨てる等）を周知し、子供

も大人もちょっとした手間をかける習慣が身につくと良いなと思いま

す。 

女 30歳代 谷山 

鹿児島は食事がおいしい。この点をもっとアピールして欲しい。 男 29歳以下 中央 

鹿児島は美味しいものだらけなので、もっと広めていけたら、いいのに

なぁと、思います 
女 30歳代 谷山 

鹿児島県の食材を活用した、研修やイベントなど、または、YouTube と

かで情報発信されて、もっとこの情報へのアクセスが、楽になると、良

いと思いました、 

男 29歳以下 中央 

鹿児島市で何を生産、最も消費しているのか、もっと PRして欲しい。 女 30歳代 谷山 

若い世代にも SNS 等で発信して、健康な体づくりが出来たらいいのでは

と思います。 
女 30歳代 谷山 

小児歯科医などと連携し、子どもたち向けの何かしらの広報を期待する 男 29歳以下 中央 

食の宝庫、鹿児島。他県の人が旅行できても、鹿児島の美味しい郷土料

理に満足して帰られるぐらいなので、ぜひ子ども達にも作れるようにな

ってほしい、食べられるようになってほしいと思うばかりです。有名菓

子店等でのかるかん作り体験をはじめ、身体にいい食事を実際に作っ

て、楽しんで、食べる過程や機会を鹿児島市がバックアップしながら設

定してもらえるといいなと思いました。 

女 30歳代 谷山 

食べる楽しさをもっと伝えたい 男 29歳以下 中央 

食育という言葉は知っていますが、イマイチ浸透していないと思いま

す。たくさんの農産物がある鹿児島県。もっと食育を知ってみたいで

す。 

女 30歳代 谷山 

食育について、親が子供に対して食についての正しい知識と食習慣を教

えることが、一番の基本であると考えます。しかし親自体が正しい知識

がないことが多いのではないでしょうか、鹿児島市の HP で、みんなの

食育サイトを見る機会がないと思います。しかし食育の推進を考える

と、子供に対しては先生方が食育の教育をされているが、親に対しては

ないに等しいと思います。「家庭や地域、保育所・幼稚園・小中学校

等、また食料の生産者など食に関する関係機関・団体等が連携して、食

育の推進に取り組んできました。」とのことですが、私には食育の推進

については、推進していることが伝わっていません。ほかの方も同様の

認識だと思います。食に関する関係機関・団体以外の企業やいろいろな

団体等も含めて推進してく方法が良いのではと思います。（講習とか研

修とか）チラシだけでは食の大事さが伝わりにくいのではないかと思い

ます。 

男 29歳以下 中央 

食育に関するイベントが周りで開催されている事を聞いた事があまり無

い。そのため、増やして欲しい。 
女 30歳代 谷山 

食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進しているとのことですが、

具体的にどのような施策をされているのか、わからないのであまりあり

ません。個人の認識を変えていくしかないような気がします。食品ロス

は、スーパー等の惣菜がいっぱい並べてあるのも気になります。 

女 30歳代 谷山 

食育の 1週間献立などを作ってほしいです。 女 30歳代 谷山 

食育の意義はわかっていても、具体的に知ってもらえる、皆に浸透させ

るのは難しいと思います。いろいろ、プロを使ってでも、知恵を絞っ

て、食や地産地消の大切さを伝えてください。 

男 29歳以下 中央 
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回答内容 性別 年代 地域 

食育の最も重要な時期は青少年期です。この時期に子供や若者に規則正

しく偏らない食事、それもできるだけ地元の食材を活かした食事や伝統

的な料理を知ってもらうことが大事ではないかと思います。現在の社会

は格差が拡大しつつあると言われ、家庭で十分な食事をとることができ

ない子供もいますので、給食の充実はもちろん、子ども食堂などへの支

援も拡充していただきたいと思います。 

男 29歳以下 中央 

食育の説明に食を通じたコミュニケーションやマナーとあるが、具体的

な内容がよく分からない。 
女 30歳代 谷山 

食育フェスタやポスターでの情報提供などを目にしたことがあります。 男 29歳以下 中央 

食育推進を、どのような形で進めているのか？分からないので(知らな

い)先ずは、そこから大々的にアピールして下さいませんか？ 
男 29歳以下 中央 

食育推進をもっと全面的にアピールしていってほしい。 男 29歳以下 中央 

食育推進を知らない、ただし食生活改善グループは昔から活動してる事

は知っている。参加自体してないが身内や地域の人から麺つゆやふくれ

菓子などのいただきもので知ってる程度 

男 29歳以下 中央 

食品ロス（例）は一般常識的なこと、地産地消は、どこの地域や民間で

もやっていること。鹿児島市で取り組んでいる食育内容を理解できてい

ません。 

男 29歳以下 中央 

食品ロスを減らすために家庭でどのような取り組みを行えばいいかが詳

しくわからないため、知りたい 
女 30歳代 谷山 

食品ロスを無くすために消費期限と賞味期限の違いなどを教えていく必

要があると思う。 
男 29歳以下 中央 

新鮮な食材を使う、大量に買わない、献立を決めて買いに行くなどしま

すが、好きなものに偏ったり、肉料理がないと主人は不機嫌になったり

です。でも意識することが大切なので、今後も食育についての情報は欲

しいです。また、最近では、自然災害が頻発していること、コロナ禍で

買い物に行く回数を減らしたりしていることから、どうしても保存食へ

の関心が高いです。 

女 30歳代 谷山 

申し訳ありません。市が食育に対してどのような取り組みをされてるの

かわからないのでコメントしづらいです。家庭でできることと企業が取

り組むべきことの指針を示すなどでしょう？具体的な数値の指標や冷凍

保存の豆知識とかでしょうか？基本的にお願いベースでしかできず、個

人の認識のよるところが大きいのが難しいと思うので、そこをクリアで

きる何かがあれば、、、 

男 29歳以下 中央 

身近に食べ物を育てるところから体験できるコーナーがあればよいのか

な。 
女 30歳代 谷山 

成長期の子どもに向いている食事の作り方を教えてほしい。地産地消、

鹿児島の郷土料理を教えてほしい。 
女 30歳代 谷山 

正直なところ、市からのこの問題に関しての発信にあまり接したことが

ない。日常の生活の中でも、商店や諸給食などの食品ロスはかなりなも

のであろうと推察する。健康面は勿論、食品の効率的な循環などもっと

根底からの取り組みが必要ではないかと思う。 

男 29歳以下 中央 

生ゴミ処理機。普及のアピールをもっとして欲しい。 男 29歳以下 中央 

生ゴミ処理機の普及が、もっと身近になればと思っています。 女 30歳代 谷山 
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回答内容 性別 年代 地域 

恥ずかしながら鹿児島市の食育推進については、ほとんど知りませんで

した。食育基本法は初めて知りました。市の web サイトを見ましたが、

いかにもお役所的な内容・構成で興味が湧いてきませんでした。（全部

は閲覧できていませんが、内容自体はためになることばかりで勉強にな

りました。）【かごしまの食】キッズページは、興味をもてる作りでした

ので、子供用としなくてもいいのかな？と思ったりしましたが、「食

育」自体がどちらかというと『お堅い内容』なので、棲み分けをしない

といけないのでしょうね。「鹿児島市の食育の取組事例」等での PDF デ

ータへのリンクがすごい数で、はっきり言って見る気が失せました。

PDF のタイトルだけ書いてリンクされていますが、できれば、簡易的な

表示で内容が分かるようになれば、見てみたいなという動機付けになる

のではないかと思います。 

男 29歳以下 中央 

都市農業センターなどの収穫体験など、そういう場が増えていったらい

いなとおもう。 
女 30歳代 谷山 

飽食の時代であることを実感できない子供達に、発展途上国の貧しい食

事情など知ってもらいたい。そこから、もっと食に関して興味を持って

もらいたい。 

女 30歳代 谷山 

本市の食育推進についてまだ知らない人が多いのでこれからそういった

情報をたくさん知りたいです。 
女 30歳代 谷山 

娘が鹿児島大学農学部の食品化学を学んでいるため、食に対して以前よ

りも関心を持つようになりました。買い物に行くと、ついつい賞味期限

を気にし、食品陳列棚の奥から取ってしまっていましたが、娘から食品

ロスについて聞いて以降、出来るだけ手前から取るようにするなど心が

けています。幼稚園や小学校では、食育と題して園児や児童に教育する

機会、また PTA 研修などで、保護者向けの講演研修などで食育の機会が

あったように思いますが、子どもが大きくなると、なかなかそういう機

会もなく、食育や食品ロスなど考える機会が減ってきているように感じ

ます。もっと、大人へ普及する機会を作ってくれるといいと思います。 

女 30歳代 谷山 

余り物活用レシピ 女 30歳代 谷山 

 

・地産地消について（学校給食における地産地消は除く） 

回答内容 性別 年代 地域 

鹿児島には美味しい魚、肉、野菜、お茶などの産地があるにもかかわら

ず、消費につながっていないのは、アピール力が乏しいのだろうか。コ

ロナ禍で消費が減り、お茶が学校などに無料配布されて、あらためてお

茶の美味しさに気づいた人もいるように思う。きびなごや、たかえびと

いった食材も、若い人は調理しない人も多い。郷土料理に興味をもって

もらうために若い人にも、伝えていけるよう機会をふやしていくことも

必要。新聞のかごしま食歳時記レシピなど新聞を見ない若い人にも読ん

でほしい。 

女 30歳代 谷山 

鹿児島の食材を知り、食材、特産品を取り入れた料理をおいしくいただ

ける食卓をめざしていきたい。祖父母、両親が作っていた料理を思い出

し、次の世代にも残していきたい。 

男 29歳以下 中央 

鹿児島の特産、黒ブタ、茶、焼酎等もっともっとテレビや新聞、中央と

の連携等で PR することを工夫してもらいたい。やはりテレビや…他に

ないかな。 

男 29歳以下 中央 

さつま○○という食材が沢山あるが、地元にいるとあまり気にしなかっ

たり、食べる機会が少ないので、地元の人でも食べられる機会があると

いいと思う。 

女 30歳代 谷山 

地産地消の推進 男 29歳以下 中央 

地産地消の推進をもっと充実化普及化して行きたい 女 30歳代 谷山 



 

- 38 - 

 

 

回答内容 性別 年代 地域 

地産地消を推進し、鹿児島県の食文化の向上と食に関する知識を深める

為に地産品を使ったレシピや講座を解説してほしい。 
女 30歳代 谷山 

郷土料理を主人(他県出身)、子供にも食べさせたいが、親から教えても

らう以外知る機会がない為。レシピ等を知る事が出来ると嬉しいです。 
女 30歳代 谷山 

県内(市内)の特に農畜水産物を使った料理等の提案などを通して、地産

地消含めた食育推進を望みます。 
男 29歳以下 中央 

高校生の子供がいるので、郷土料理や鹿児島の食材での気軽に使える冷

凍食品があれば、利用してみたい。 
女 30歳代 谷山 

今の時代季節感のない食材が有り触れていて、皆さんコンビニに頼りす

ぎているように思います。郷土の料理にも興味を持たない人や綺麗な食

材にしか目を向けない人、少々変形していても食べられる事をしない

人、傷んだ部分を少し省くことでまだまだ食べられる野菜のことを知ら

なかったり、とみていて、聞いてみて残念に思う事が多すぎます。先ず

は子供達が小さい頃から郷土料理に触れ合える環境を育てて下さい。幼

稚園や保育所、学校等にどんどん取り入れて尚且つ、その保護者にも伝

えて行く必要があるのではないでしょうか？ 

女 30歳代 谷山 

鹿児島ならではの郷土料理を知っていても実際に食べる機会が中々ない

ので、郷土料理について学ぶ時間だけでなく実際に食べる取り組みがあ

ればと思う。 

女 30歳代 谷山 

鹿児島ならではの食材や、加工食品で子供の食育になれば嬉しいです。

来年小学生の息子がいるので、給食で郷土料理や地元の食材が出るのが

たのしみです。 

女 30歳代 谷山 

鹿児島には農作物、水産物、畜産物が豊富にあり、とても美味しいので

できるだけ地産地消に努めています。ただ、どうしても子供達は魚より

肉が好きなので、少し困っています。子ども達に魚のすばらしさや、美

味しい調理法等を教えていただける場をもうけてくれたら、と思いま

す。 

女 30歳代 谷山 

鹿児島には美味しい食材が沢山あります。人間の心理として、病気の予

防になるとか、健康にいい食材と聞くと買ってしまいます。旬の食材を

専門家の意見を聞いてアピールする。 

女 30歳代 谷山 

鹿児島に住んではいるが、鹿児島の伝統的な料理に触れる機会は中々な

いので、伝統料理について学んだり、食べたりできる取り組みがあれば

いいなと思う。 

女 30歳代 谷山 

鹿児島の郷土料理を積極的に推進すれば食育推進に繋がると思います。 男 29歳以下 中央 

鹿児島の食材をもっとたくさんの人に知ってもらい、食べてもらいた

い。 
男 29歳以下 中央 

鹿児島の素晴らしい食材、食文化による健康に対する効果を研究して広

めて行ってほしいと思います。 
女 30歳代 谷山 

鹿児島の特産品などで例えば、さつまいもやお茶などを使った料理で体

の不調に効果があるなどと言ったレシピなどあると面白いかなと思いま

す。料理と科学を結びつけるような本があると興味が惹かれます。 

男 29歳以下 中央 

鹿児島は美味しい食べ物が本当に豊富な土地だと思う。子ども達にも幅

広くそのことを知ってほしいと感じるので、幼稚園や小学校で地産地消

についての講座や料理体験などの機会をたくさん増やしてほしい。 

女 30歳代 谷山 

鹿児島産の食べ物を鹿児島県民には特別価格で提供したり、スペシャル

メニューを教えたらしたらいいとおもう。 
女 30歳代 谷山 

実際の農業体験。地産地消。農業の大切さ重要性をもっと広めることを

期待します。 
女 30歳代 谷山 

食育を鹿児島県ならではの食材や特産品と結び付けられれば、鹿児島県

がもっと注目されるようになりそう。そして県外から観光客がもっと増

え、もっと鹿児島が賑わうことに期待してます。 

男 29歳以下 中央 
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回答内容 性別 年代 地域 

食材は県内でほとんど調達できるはずなので、地産地消をどこまで推進

していけるか。それを推進するために、生産者や流通業者等にどういう

支援、施策を施すか。消費者にはどう働きかけていくか。医師会、歯科

医師会、看護師会等、医療関係者への働きかけをどうするか。食品会

社、スーパー、小売店等、食品ロスを削減するための手立てを考えてい

ただき、支援や施策を設ける。 

男 29歳以下 中央 

大々的に郷土料理の紹介と地産地消の推進運動を行なってほしい。 男 29歳以下 中央 

地元の食材を美味しく食べられる場所があればいいなぁと思います。 女 30歳代 谷山 

地産地消。子供達に食べ物の大切さを知ってもらうためには、食べ物が

どんな風に作られてるか知る事が大事だと思う。気軽に参加できる体験

がたくさんあればいいと思う。農業体験、畜産体験、漁業体験、料理教

室など 

女 30歳代 谷山 

地産地消のイベント 女 30歳代 谷山 

地産地消の取り組みは良いと思う、旬を知ったり黒製品や黒畜産、焼酎

など鹿児島には沢山の産物があるのに知らないものが多い。そういうの

を知る、感じる、見る、味わうなどの体験ができると良いかも。 

男 29歳以下 中央 

地産地消や食品ロスが SDGsにつながることを意識する生活の周知。 男 29歳以下 中央 

地産地消をもっとすすめてもらいたい。 男 29歳以下 中央 

地産地消をもっともっと広めてほしい。県産食材だけを買える場所など

も設けてほしい。 
女 30歳代 谷山 

地産地消を広げる。 男 29歳以下 中央 

地産地消を子供達にも伝えていきたい 女 30歳代 谷山 

地産地消地元の名産をもっと県外の方に知ってもらう活動 男 29歳以下 中央 

地場の農業、漁業者の生産されたものが、どのようになって自分らの口

に入ってくるか、そして周りの自然を守るためにどの様な人達が、関わ

っているか、又食べることによって、自分達の健康にどの様に影響され

るか、人間誰しもが興味を持っていることだと思っている。 

男 29歳以下 中央 

特産品をもっと市民が買いやすくなればいいと思います。例えばお茶、

うなぎなど実に様々な特産品が生産量全国上位であるにも関わらず、市

民・県民にはあまり関わりがないように感じます。地産地消を推進する

ためにも、販売ルートを増やして、市民・県民が手の届きやすい価格を

設定していただいたら良いかと思います。 

男 29歳以下 中央 

農業(畜産や漁業)の大切さ安全性、重要性をもっと伝えるべきなので

は。鹿児島にせっかく住んでいるのだから地産地消の推進を期待しま

す。 

女 30歳代 谷山 

農業の盛んな鹿児島なので地産地消の観点から地元食材の消費（特に規

格外商品とか）に努めてもらい、作物の育ち方・どのように実っている

かなどについて学び触れる機会が更にあればいいのではと、更に季節ご

との旬の食材を知りその時期の物を食してほしいです。 

男 29歳以下 中央 

美味しい高級魚はほとんど県外に出荷されるようですが、もう少し県内

でも食べられたら良いと思います。（例）オオモンハタ、キジハタのよ

うなハタ系の魚はよく釣れますが、県内のスーパーではほとんどみませ

ん。 

女 30歳代 谷山 

本県本市の魅力の一つに、豊かな食材がある。温故知新の立場で、昔の

食材を今の若者に食べさす試みも有意義。西洋かぶれしていくなかでま

だまだすてたものではない。西洋風にアレンジした大会を開催するのも

ありと思う。いろんな方々がおられる。賑わうことは必至か。いま、Ｔ

Ｖのてげてげを見ているが、興味深々見入ってしまう。いなかがブーム

である。レトロブームである。 

男 29歳以下 中央 
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・学校教育における取組について 

回答内容 性別 年代 地域 

次世代を担う、小、中、高、大学生に対し、郷土料理や食育についてし

っかり授業を行ない（料理体験を含む）後世に引きついでもらいたい。 
男 29歳以下 中央 

スーパー、コンビニ等のお店でも期限が近いのを、集めて、売る専門店

のような店があれば良いと思う。農家さんを助ける意味でも、市場に出

せない品を積極的に取り扱ってほしい。そして、その取り組みを子供達

に教えてもらいたい。子供達に農業体験も必要。売り場に並んでいるの

を知っているだけで、どんな野菜の花が咲くとか知らないから。 

男 29歳以下 中央 

小さい頃から学校でも取り組んでほしいと思う。 男 29歳以下 中央 

とても大切なことなので食育教育をしっかりとお願いしたいです。 男 29歳以下 中央 

学校で食物を育てる授業を取り入れたり、現場で体験学習をしたりする

ことで、大変さ有難さが実感でき、また食べ物を粗末にしない心や感謝

する心が育まれ、素敵な事だと思います。 

女 30歳代 谷山 

学校給食の残食ゼロのために児童の食事量に対しての家庭調査のアンケ

ート。食べ慣れない食材や調理に関しての子供達への家庭科授業の導入 
その他 40歳代 伊敷 

学校単位でお勉強できればいいと思います 男 29歳以下 中央 

子どもがいるので、子どもたちには特に意識してもらえるように取り組

んでもらいたいです。 
女 30歳代 谷山 

子供の頃から習慣化や意識づけを行っていき、食育を広めてほしい。 男 29歳以下 中央 

子供の歯の為、かみごたえのあるものを子供に食べさせたいと強く思っ

ています。又、肥満気味であることからよく噛んで食べるよう教えてい

ます。ただ、家庭の中では思うように行きません。是非学校などで給食

などを通して教育してほしいと思います。 

女 30歳代 谷山 

子供達に命の尊さを教え、感謝して食べることを教えて欲しいです。 女 30歳代 谷山 

出身が鹿児島でないのでわからないのですが、給食や家庭科の授業など

があるならそこで教えるのもいいかもしれないと思いました。 
女 30歳代 谷山 

初等教育が重要で、家庭が教育力を失っている分、幼稚園や学校での役

割が重要になっていると思います。 
男 29歳以下 中央 

小学校で食育の講習があればと思います。 女 30歳代 谷山 

小学生の頃から、地産地消や伝統料理について学校で学ぶ機会があった

ことが、今の生活に役立っていると思います。 
女 30歳代 谷山 

食べることの色々な意味を教えてほしい。特に子供達に教えてほしい。

申し訳ないが重要だということは分かっているが両親共働きだとしっか

りとした食事が用意出来ないし、時間もない。 

男 29歳以下 中央 

食育指導として小学校から学べる環境を取り入れてるところも多く認知

されていることだと思う。具体的に実行がどんどん行っていければ認知

だけでなく行動にもつなげそうと期待する。 

女 30歳代 谷山 

昔は学校で給食を作り、作る過程を学習したり、出来立ての美味しいも

のが食べられていたが、最近はセンターが主流だとききます。寂しいこ

とです。 

男 29歳以下 中央 

中学生の時に、30回噛みなさいとおっしゃる先生がおられました。未だ

に耳に残ってますし、習慣になってます。学校での指導に期待します。 
男 29歳以下 中央 

幼いうちから食育を受けていると、大人になっても食生活を意識して生

活できるようになると思う。したがって、幼稚園や小中学校で食育を受

ける機会（講演会や体験授業など）を提供すると良いと思う。 

男 29歳以下 中央 

幼児期から教育で食べ物のありがたさを教えてほしい。 男 29歳以下 中央 

幼少期から地域社会一丸となって食育について考える機会が多くある市

政を望む。 
男 29歳以下 中央 

給食は非常にたすかっています。高校でも同様のサービス、有料でもあ

れば嬉しいです。 
女 30歳代 谷山 

   ※性別の「その他」は、「その他・答えたくない」と回答したことを示す 
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回答内容 性別 年代 地域 

コロナ禍で小中学校の給食などに制限がでていて食育をする場が少なく

なっていると思うので授業などで食育とはなにか学べる機会を作って欲

しい 

女 30歳代 谷山 

小さい頃か給食時に食の大切さを伝えておられるようです。生産者との

交流を図り関心を持たせる事も大事かなと思う。 
女 30歳代 谷山 

学校給食で郷土料理の種類及び回数を増やしていけば、授業で食育につ

いて取り上げ安くなり生徒たちの食育に対する理解も深まるのではない

かと思われます。 

男 29歳以下 中央 

学校給食で郷土料理の種類及び回数を増やしていけば、食育推進(授業

で食育について生徒たちと話し合えるきっかけが作り安くなると思いま

す)に繋がると思われます。 

男 29歳以下 中央 

学校給食で郷土料理の種類及び回数を増やしていけば食育の推進及び子

供たちの郷土に対する理解も深まるのではないかと思われます。 
男 29歳以下 中央 

学校給食で郷土料理や地産地消の取り組みをしていて、とても良いと思

います。さつましゅんかん、さつますもじなど。子どもから、苦瓜を揚

げて甘いタレを絡めたものが美味しいと聞きました。これからも、是非

続けていただきたいです。 

女 30歳代 谷山 

給食で鹿児島の日を作って鹿児島の特産品を知って欲しい。出来れば意

外な特産品をお願いします。 
男 29歳以下 中央 

給食に地産地消をもっと取り入れて欲しい 男 29歳以下 中央 

給食のレシピ公開がされている地域がありとても嬉しいです。大人も給

食を体験できれば嬉しいです 
女 30歳代 谷山 

郷土料理や地産地消を目的とした給食等の充実。 女 30歳代 谷山 

県外出身ですが、教育実習先の給食で郷土料理が出てきてとても感銘を

受けたことを覚えています。 
女 30歳代 谷山 

桜島の学校給食は自校給食でとてもありがたかった。地域の特産品や農

家さんとの交流で子供たちが身構えず自然に食育について触れる機会が

ありました。友人は霧島市で自校給食の推進に尽力していますが相当問

題が大きいそうで難しい問題だそうです。魚屋をしている彼女は市場か

らとどいた生の魚をつかって子供たちに触れてもらいその魚を学校給食

で調理し食べてもらったりしているそうです。としをとってからはなか

なか興味を持つことは難しく病気になってはじめて考える……なんてこ

とは珍しくないと思います。食育が身近な話題である環境を提供しても

らえたら食品ロスの問題にも気に停めたりするのでは無いでしょうか？ 

女 30歳代 谷山 

子供の学校給食の献立、昔（自分の子供の頃）と比べると、とても良く

なったなぁと感じます。 
男 29歳以下 中央 

子供の給食などで、地元の食材を使ったあることがある。そういった身

近なものを食べることは、栄養面、費用面、地域の経済効果などいいこ

とがあるので、そういったことを子供達に知ってほしい。 

女 30歳代 谷山 

学校給食にて食育についてもっと啓蒙できればと考えます。 男 29歳以下 中央 

給食の残飯ロスなど学校でも取り組んでいるようで小さい頃からの食育

は大事だと思います。地産地消のお店も増えているのでどんどん利用し

ていきたいです。 

女 30歳代 谷山 

最近の学校給食はどうなんでしょうか？以前は残飯が問題になっていた

ことがありました。食はやはり楽しむものだと思っています。子どもた

ちには安心安全な食で元気に学校生活を送ってもらいたいです。 

女 30歳代 谷山 

小学生の子供がいるので…。小学校などの給食も食育に力を入れてほし

いです。 
女 30歳代 谷山 

昔と今では学校給食が大分変わったなと感心しています。年寄りの給食

メニューなどにいまは感心があります。 
女 30歳代 谷山 
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・食品ロス解消について 

回答内容 性別 年代 地域 

お店の商品数を減らす方がいいと思います!ロスが多すぎ! 女 30歳代 谷山 

家庭の食品ロスなど知れたものストア集合レストランのゴミ捨て場は罰

が当たると思うような量です。歯止めがないので売れ残る事を考えな

い、規制をするべきです。 

男 29歳以下 中央 

コンビニでも手前のものから取るように、食品ロスへの意識があるなと

感じているのでスーパーなどでも普及していけばいいのかなと思いま

す。スーパーやコンビニで手に入る弁当であったり惣菜にも歯ごたえ重

視のものがあれば手軽に噛む事が日常化するのかなとも思いました。 

男 29歳以下 中央 

賞味期限２日前迄に半額（原価）販売する。 男 29歳以下 中央 

食品ロスを避けるため、必要最小限の食品、材料を購入する。消費（賞

味）期限に固執せず、ギリギリのものでも、上手に購入活用する。 
男 29歳以下 中央 

本市＝国に対してですが、コンビニ・ストアー・その他、残った食品を

子供食堂、児童施設、シングルマザーorファザー、その他（困っていら

っしゃる方々）に行き届くような組織が構成されていくことを願いま

す。 

女 30歳代 谷山 

ムダな食品廃棄を無くし、また廃棄されそうなものは貧困で苦しんでい

る国へ届けられ、循環できる社会の構築 
男 29歳以下 中央 

企業の備蓄品の期限が近づいたものは、期限が切れて廃棄されるものが

多い。子供食堂に利用してもらうなど、期限が切れる前に、有効活用す

るべきだと思う。 

女 30歳代 谷山 

近年フードロスが話題になっているので、補助金等を活用しフードロス

問題に積極的に取り組んでいる企業・飲食店を支援していってほしい、

と思います。 

男 29歳以下 中央 

今話題になっている食品ロスについては会社のみならず行政も協力して

取り組んで貰いたいと考えます。 
女 30歳代 谷山 

最近食品ロスを減らすために、コンビニ等で賞味期限の迫った食品に

は、購入時にポイントを付加して販売促進に繋げる施策を行なっている

のを見かけます。無駄を少しでも減らす良い施策だと思います。 

男 29歳以下 中央 

作りすぎた野菜などを子供食堂にもっと利用できるような仕組みを作っ

て欲しい、どこに連絡していいかわからない。意外と子ども食堂は一ヶ

月に一回とか、少ない。そうゆう所が回数が増えて、回数が増えたらも

っとロスがなくなるのでは？ 

男 29歳以下 中央 

残ったから破棄するのではなく、その前に少し値段さげてでも購入でき

る方法や、本当に食に困ってる人へ提供できるしくみがあるとよい。 
女 30歳代 谷山 

残飯の無い県にしてほしい。食べ物が豊富な県だからこそ。 男 29歳以下 中央 

鹿児島市の食品ロスをもっと少なくしていって欲しいです 男 29歳以下 中央 

賞味期限がちかい食品等は子供食堂に提供したり、お弁当(タッパー持

ち込みなど)しておかず一品提供などをしてみたらいいと思う。 
女 30歳代 谷山 

食品ロスの品を回収する仕組みを作り、子ども食堂などに提供するなど

したらいいと思います。 
男 29歳以下 中央 

食品ロスを減らすように、鹿児島のスーパーや、飲食店と協力して、イ

ベントなど行って行くのはどうか。 
女 30歳代 谷山 

食品ロスを少しでも減らす為にこども食堂、シェルター、寮に上手く流

れたら良いかと。 
女 30歳代 谷山 

食品ロスを防ぐために、食材をこども食堂等に寄付するなどできないで

しょうか？ 
女 30歳代 谷山 

食品ロスを無くす事を考えているが、なかなかいい方法が、ありませ

ん。市民全体で考え行動する事が、必要だと思います。 
男 29歳以下 中央 

食品ロス対策、食品表示の適正化、消費税込み価格表示の徹底を進めて

いただきたい。 
男 29歳以下 中央 
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回答内容 性別 年代 地域 

食品ロス等を減らすためにも厳しくてもいいから規制などをした方がい

いと思う。色々な食品の問題があり大変だと思いますが頑張ってくださ

い！ 

男 29歳以下 中央 

廃棄する前に、活用できるように対策が取れたらいい。 女 30歳代 谷山 

廃棄する前に、活用できる取り組みをしてほしい 女 30歳代 谷山 

洋服のリユースがあるように食品も捨てる前の工夫がもっと他にできる

のではないのだろうか。 
女 30歳代 谷山 

 

・その他意見 

回答内容 性別 年代 地域 

食育については、農家の後継ぎのことや耕作放棄地のこととも少なから

ず関わってくることと思います。全ての解決にはつながらなくても折り

合いをつけて食育を推進していくと良いですね。 

男 29歳以下 中央 

食育を通じて健康で生活と活力ある市の実現 女 30歳代 谷山 

食品の安全性に興味があり、無農薬野菜、無添加食品をスーパーにも置

いていつでも買えるようなしくみにしてほしい。 
男 29歳以下 中央 

安全な食品、安心して食べても良い食品を提供してほしい。食品を買う

ときの基準、注意しなければいけないことなど知らせる。生産場所、中

国とか表示有るが安全性はあるのか。日本で検査済み問題なしの案内が

あれば安心して購入できる。 

女 30歳代 谷山 

子供が野菜を作ったら、食べるようになるとアピールすることがある

が、自分の体験では、本人が育てたい作物でないと食べられるようには

ならない。どんな食育活動も、子供自身の自主性を大事にした取り組み

を望みます。 

男 29歳以下 中央 

子供食堂などで鹿児島の美味しい野菜、肉、魚などを子供達に食べても

らい食に関心を持ってもらいたい。 
女 30歳代 谷山 

子供達が将来、痩せや肥満に繋がることのないように、小さい頃から自

分で食材等を選べるような活動をして欲しい。 
女 30歳代 谷山 

子供達の口にする給食ですが、保育園によっては加工食品（ソーセージ

やベーコンなど）が頻繁に出され、野菜が少なくその野菜も通年あるよ

うな野菜ばかりで、季節や土地柄のものはほぼ出ず、揚げ物も多かった

りする施設があります。その施設ごとの方針だと思うので仕方ない部分

もあるのかもしれませんが、可能であれば栄養士さんを必ず配置しても

らったり、栄養士さんが施設が作れる範囲でメニューを考えてもらえた

りできないものかと思いました。その園に入れるのは親の判断だと思い

ますが、楽しく美味しいご飯が身体に良ければ尚更いいと思います。 

女 30歳代 谷山 

私はグリーンコープの宅配を頼んでいます。国産の物を基本として購入

でき品物によっては購入金額に寄付も入っています。もっと国産の物を

アピールするべきだと思います。 

女 30歳代 谷山 

自分たちの時代は給食の基本は「三角食べ」でした今はひとつずつ片づ

けていく食べ方だと聞いています。いずれにしてもそんな事決める必要

ありますか？糖反射を考えれば、デザートは最後という決まりは必要か

もしれませんが、自由に食べていいと思います。それよりも食べる時の

作法を大事にしてほしいです。犬食い・引き箸・肘をつく etc.そちらの

指導の方が大切だと感じます。 

女 30歳代 谷山 
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回答内容 性別 年代 地域 

小さい子供がいるので、幼児の食育に関心がある。そこに力を入れても

らえると、親としても家庭で食育に取り組みやすくなると思う。 
女 30歳代 谷山 

小学校の家庭科の授業で、朝ごはんに菓子パンのみの子が多い事、味噌

汁を食べる過程が数人と聞きました。両親の共働きで、家族で食卓を囲

む時間が難しいと思います。しかし、食は生きる基本です。また、食事

のマナーを教わったり、話をしたりと、社会生活の基本となる事を学べ

る大切な時間です。そうなると、大人たちが食の大切さを再認識するこ

とが大事ではないかと思います。コロナ禍で、時間の過ごし方も変わっ

てきています。職場で簡単なメニューを紹介したり、食材をセットにし

て販売したり、大人も一緒に取り組めるものがあるといいのではと思い

ます。 

女 30歳代 谷山 

小分けの食品や食材は増えてきているし、良い事だと思う。市で取り組

めることとなれば、環境未来館があるし、十分かはわからないができて

いるのではないかと思う。ただ環境未来館は大きさとか、イベント的に

中途半端な感じもある。 

男 29歳以下 中央 

食育月間の取り組み 女 30歳代 谷山 

食事のマナー、挨拶など…。甘い、塩っぱい、酸っぱい、辛い、上手

い。五味の教育が必要では… 
男 29歳以下 中央 

食事の大切さを子どもの頃から学べ、実践できるようになるといいと思

います。 
女 30歳代 谷山 

長寿社会と言われていますが、長生きしていても健康でなければ生きて

いる楽しみもありませんので、「いかにして健康寿命を延ばすか」と言

うことが課題になってくるかと思います。そういった意味で、食育の推

進は重要な取り組みになってくると思います。 

男 29歳以下 中央 

未来の食料不足に対し、検討して取組みを進めていくと良いと思う。 男 29歳以下 中央 

 

・その他 

回答内容 性別 年代 地域 

「まえどり」がよく言われるようになり、はっとしました。少しでも新

鮮で日持ちをするものを買い求めることが当たり前と思っていました

が、それは、自分のことだけを考えていることで、食品ロスにつながっ

ていると考えたこともなかったです。自分自身のお得を超えて社会全体

を考えていこうという風潮にしっかり自分もついていかないとと思いま

す。「食育」も自身の健康のみならず大きく考えていくものと思いまし

た。 

女 30歳代 谷山 

「食べること」が生きる上で重要なことは当たり前のこととして理解し

ているつもりですが、あらためて「健全な食生活を実践することができ

る人間を育てる」とか言われると「何だそれ」って感じがします。

「食」は人間が生きる中で自ずから行われるものであると思っているの

で、他者に働きかける行為をあらわす「育」と組み合わせられると、何

だか変な押し付けを受けているような感じがします。 

男 29歳以下 中央 

1 人 1 人が意識していく事が大事だと思う。食品ロスは凄く難しい問題

だと思う!!完全にはできない問題だと思います。 
女 30歳代 谷山 

ありません。 女 30歳代 谷山 

ありません。今のところ。 男 29歳以下 中央 

いままで以上に地元産の食材、食べ物を大切にしていければと思います 男 29歳以下 中央 

家庭でも食品ロスをなくし、家計にやさしい生活を今後も目指していき

たいです。 
女 30歳代 谷山 
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回答内容 性別 年代 地域 

この２年程、家内のいろいろなペースが以前と変わってしまっていま

す。問 20 まで、概日頃心がけておりますが、家事が手一杯。つい昼食

が一品不足？と感じます。本も読み、料理番組も参考にしたい。「市民

のひろば」の講習で先生に質問できる日を願っています。高齢者や単身

男性向け教室がますます盛んになりますよう願います。長年の願い希

望。日本人らしい箸使いを小さな時から教える家庭が増える事です。食

べられれば良い、個々の自由？根気強く習慣付けてあげたいです。 

女 30歳代 谷山 

すべての物には命がある無駄にしない大切にする気持ちを育てたい 女 30歳代 谷山 

問 14 の歯科と食育についての歯科とは不適な問の様に思います。（自分

は葉の健康と食育…との問であれば真の回答が異なってくるのではない

かと思います。） 

男 29歳以下 中央 

とくにありません 女 30歳代 谷山 

とくにない 女 30歳代 谷山 

とくになし 女 30歳代 谷山 

とくになし 女 30歳代 谷山 

なし 女 30歳代 谷山 

よく知らない 女 30歳代 谷山 

よく分かりません 女 30歳代 谷山 

ロスをどんどんなくして言って欲しい 女 30歳代 谷山 

応援してます。 男 29歳以下 中央 

何も期待しません。我々の税金を、もっと有効に使って欲しい。 男 29歳以下 中央 

家でも思い出したら…気にするんですが。なかなか毎食の食事に気をつ

けられていないと。（食材の種類、噛みごたえ、栄養のバランス…。）な

るべく頭の片隅に。食品ロスについては、すぐ食べるならと値引きにな

っているものを買ったり、小分けになったものを買うようにしていま

す。子供たちにもなるべく食べ残しのないように声かけをしています。 

女 30歳代 谷山 

強いて興味がない。 男 29歳以下 中央 

健康増進 男 29歳以下 中央 

最近の大手スーパーなどの食品の豊富さに、近くて何でも揃っていて便

利だとついつい利用してしまっていますが、どれだけ売れ残って廃棄さ

れているのかの情報は何も分からないので、視点を変える事も必要だな

と、最近の SDGS の話題が問題になってから手前取りだけでも心がけて

います。物を大事に出来る世の中にまた戻ってもらいたいものです。 

女 30歳代 谷山 

作り置きをして何回かに分けて食べようと思っていても逆にウイルスが

心配になるのでとにかく食べ切る量を作る様にしていってますが、それ

でも材料が一個売りでは無い場合がほとんどなのでそういう所も少し考

えていって欲しいなあと思いました。 

女 30歳代 谷山 

子供が小さい頃公民館講座で親子でかるかんを作ったことがあります。

今でもあの時のオレンジ色のかるかんのことを家族で話したりします。

食を通して親子で楽しむ機会が大切だと思います。 

女 30歳代 谷山 

私自身も、かつて、食材製造業の仕事に従事したことがあります。たと

え、製造された製品とはいえ、次々と廃棄されるのは、誠に残念です。

製品化される前の原料となる生産者の立場になって考えなければ成らな

いと思います。 

男 29歳以下 中央 

質の良い食材で健康を目指す。 女 30歳代 谷山 

商品ロスについは、コンビニ、スタバなども閉店前に売れ残っているも

のは、割引しないと思っていたお店さえも、割り引きをするくらい生活

に密着する話になってきている。私も賞味期限を見て買い物をするよう

にしている。 

女 30歳代 谷山 

食いしん坊なので食については興味があります。子供達にも食品ロス等

子供達達にも浸透するよう話はしています。 
女 30歳代 谷山 

食に関しては無駄のないように心がけている。 男 29歳以下 中央 
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回答内容 性別 年代 地域 

食べ切れるだけ、日頃から料理する 女 30歳代 谷山 

食育推進で生活習慣病に気を付けたいです。これからも生活面に気を付

けて過ごしたいです。 
男 29歳以下 中央 

食材が無駄にならない献立の組み立て 男 29歳以下 中央 

新しくなった魚市場に行ってみたい 女 30歳代 谷山 

親子クッキング 女 30歳代 谷山 

全く興味が沸かない。 男 29歳以下 中央 

大人の都合できちんと食事が出来ていない子供を見つけて、助けてあげ

て欲しい 
女 30歳代 谷山 

特になし 女 30歳代 谷山 

特にありません 男 29歳以下 中央 

特にありません 女 30歳代 谷山 

特にありません 男 29歳以下 中央 

特にありません。 男 29歳以下 中央 

特にありません。 女 30歳代 谷山 

特にありません。 男 29歳以下 中央 

特にございません 男 29歳以下 中央 

特にない 男 29歳以下 中央 

特にない 男 29歳以下 中央 

特にない 男 29歳以下 中央 

特にない 男 29歳以下 中央 

特にない 女 30歳代 谷山 

特にない 男 29歳以下 中央 

特になし 男 29歳以下 中央 

特になし 女 30歳代 谷山 

特になし 男 29歳以下 中央 

特になし 女 30歳代 谷山 

特になし 男 29歳以下 中央 

特になし 女 30歳代 谷山 

特になし 男 29歳以下 中央 

特になし。 男 29歳以下 中央 

 


