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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３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３回調査の概要 

（１）調査概要 

テーマ／担当課 
まちかどの花や緑について 公園緑化課 

町内会・コミュニティ協議会の活動に関する認知度調査 地域振興課 

調査期間 令和３年 10月１日～10月 22日 

回答率 78.4％（257人） 

 

（２）回答者属性 

① 性別 

 

 

② 年代 

 

 

選択肢 回答数 割合

男 103 40.1%

女 152 59.1%

その他・答えたくない 2 0.8%

無回答 0 0.0%

サンプル数 257 100.0%

男

40.1%

女

59.1%

その他・

答えたく

ない

0.8%

無回答

0.0%

選択肢 回答数 割合

１８歳～２９歳 32 12.5%

３０歳代 68 26.5%

４０歳代 58 22.6%

５０歳代 53 20.6%

６０歳代 31 12.1%

７０歳以上 15 5.8%

無回答 0 0.0%

サンプル数 257 100.0%

１８歳～

２９歳

12.5%

３０歳代

26.5%

４０歳代

22.6%

５０歳代

20.6%

６０歳代

12.1%

７０歳以

上

5.8%

無回答

0.0%



- 3 - 

 

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 93 36.2%

谷山地域 52 20.2%

伊敷地域 36 14.0%

吉野地域 28 10.9%

桜島地域 5 1.9%

吉田地域 9 3.5%

喜入地域 17 6.6%

松元地域 10 3.9%

郡山地域 7 2.7%

無回答 0 0.0%

サンプル数 257 100.0%

36.2%

20.2%

14.0%

10.9%

1.9%

3.5%

6.6%

3.9%

2.7%

0.0%

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



- 4 - 

 

Ⅱ まちかどの花や緑について 

１．調査の目的 

本市では、平成 23 年３月に鹿児島市まちと緑のハーモニープラン（緑の基本計画）を策定し「協

働で築く緑豊かな快適環境都市・かごしま」を基本理念に、新たな公園の整備や街路樹の植栽、ま

ちかどの花壇などの維持管理を行ってきました。 

公園緑地は、市民に潤いと安らぎを与えるとともにスポーツやレクリエーション活動など、健康

づくりの機能も担っております。 

つきましては、花と緑に対する皆様のお考えをお伺いし、これからの緑化行政の参考とするため

アンケートを実施しますので、ご協力をお願いいたします。 

 

２．調査結果を受けて担当課（公園緑化課）からのコメント 

市民や観光客のみなさまがうるおいと安らぎを感じる空間を創出するために、みなさまの花や緑

に対する意識を把握し、今後の運用の方法を検討するため、調査させていただきました。 

子供たちの遊び場や散歩、スポーツ、イベント等を行うためのスペースとなる公園や緑地の数に

ついて、平均すると、17.4％の方が、「非常に多い」「やや多い」と回答されており、前回平成 28 年

に調査した 16％と比べ、公園緑地の充実について評価を頂いていることがわかりました。 

また、公園をもっと充実させるために必要なものとして、57.2％の方が「屋根や日陰を設け、休

憩や雨宿りのできる施設の充実」との回答を頂きました。また、その他の意見としましても、「公園

を増やしてほしい」とのご意見もありましたことから、引き続き公園の整備に取り組んでいきたい

と考えております。 

今後の街路樹の数については、72.0％の方が「現在の数を維持した方がよい」との回答いただき

ましたので、今後も引き続き適切な維持管理に取り組んでいきたいと考えております。 

多くの自由意見も含め、今回の調査結果を踏まえまして、花や緑などの季節感を感じられる都市

空間づくりに向けて、今後もさらに各面から充実を図ってまいりたいと考えております。 
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３．調査結果 

問１ 子供たちの遊び場としての公園や緑地の数について、どのように思い

ますか。（単一回答） 

「どちらとも言えない」が 42.0％と最も高く、次いで、「やや少ない」の 26.1％、「やや多い」

の 24.1％の順となっています。 

 

  

選択肢 回答数 割合

非常に多い 9 3.5%

やや多い 62 24.1%

どちらとも言えない 108 42.0%

やや少ない 67 26.1%

非常に少ない 11 4.3%

無回答 0 0.0%

サンプル数 257 100.0%

3.5%

24.1%

42.0%

26.1%

4.3%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問２ 問１で、「４．やや少ない」、「５．非常に少ない」と回答された方にお

伺いします。「少ない」とお考えになる理由について、お答えください。

（単一回答） 

「近くに公園や緑地がない」が 32.1％と最も高く、次いで、「近くに公園や緑地はあるが、子供

たちが遊べるような遊具がない」の 25.6％、「近くに公園や緑地はあるが、公園利用のルールが厳

しく、子供たちが遊べない」の 21.8％の順となっています。 

 

◆その他の回答（原文まま） 

・ルールが守られておらず、安心して遊ばせられない。狭い公園で、ボール遊び禁止の表示があ

りますが、年齢を問わず、守られていません。サッカー、ドッヂボール、キャッチボール、テ

ニス(硬式)、ゴルフの素振りなど。ボール遊びの可否で、利用者の住み分けができるようにな

って欲しいです。 

・みんなの公園ではない、暗黙のルールがある。子供達が小学生の時に、その出来た公園に行き

遊びましたが、近所のお年寄りから公園で遊ばないでと叱られました。理由はグランドゴルフ

をするのに土がゴボゴホなって嫌だと言う事で二度とその公園を利用する事はない。町内の方

に言っても、地元の古株さんなので言ってはもらえず、諦めるしかなかったですが、納得はい

きませんでした。 

・「緑地」の定義が分かりませんが、自宅の近く（徒歩 10 分程度）に公園はありません。吉野地

区に居住しているので、山や林など樹木が生えているところはありますが、中に入って遊ぶよ

うな所はありません。最近区画整理が進んでいる所では公園の整備も行われているようです

が、自宅の近辺は上記のとおりです。 

・近くに公園を整備中（作っているところ）ですが、かなり時間がかかっています。知り合いは

ここに公園ができるから子供達を遊ばせることができると思い、近くに家を建てましたが年単

位で時間が過ぎていて遊ばせたい時期に遊べないと話しています。散歩コースとかジョギング

とか、公園の活用方法はたくさんあるので期待している側にとってはかなり残念なことです。

スピード感が足りません。公共の場を先に作ることで家を建てようという動きが出ると思いま

す。 

・遊具の種類が少ない。遊具があるにはあるが種類が少ないし管理が行き届いていない。 

・あるにはあるが駐車場がないまたは少なく、近所じゃないと利用できない。 

・公園が狭い。 

  

選択肢 回答数 割合

近くに公園や緑地はあるが、子供たちが
遊べるような遊具がない

20 25.6%

近くに公園や緑地はあるが、公園利用の
ルールが厳しく、子供たちが遊べない

17 21.8%

近くに公園や緑地はあるが、利用者が多
くて、利用できない

9 11.5%

近くに公園や緑地がない 25 32.1%

その他 7 9.0%

無回答 0 0.0%

サンプル数 78 100.0%

25.6%

21.8%

11.5%

32.1%

9.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問３ 散歩をする場所としての公園や緑地、運動場の数について、どのよう

に思いますか。（単一回答） 

「どちらとも言えない」が 45.9％と最も高く、次いで、「やや少ない」の 29.6％、「やや多い」

の 14.8％の順となっています。 

 

  

選択肢 回答数 割合

非常に多い 9 3.5%

やや多い 38 14.8%

どちらとも言えない 118 45.9%

やや少ない 76 29.6%

非常に少ない 16 6.2%

無回答 0 0.0%

サンプル数 257 100.0%

3.5%

14.8%

45.9%

29.6%

6.2%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問４ 問３で、「４．やや少ない」、「５．非常に少ない」と回答された方にお

伺いします。「少ない」とお考えになる理由について、お答えください。

（単一回答） 

「近くに公園や緑地等はあるが、散歩ができるようなスペースや広さがない」が 40.2％と最も

高く、次いで、「近くに公園や緑地等がない」の 27.2％、「近くに公園や緑地はあるが、散歩でき

るような施設（園路や休憩場所等）がない」の 20.7％の順となっています。 

 

◆その他の回答（原文まま） 

・自分の考える散歩のイメージは、少なくとも１時間程度は歩行ができる場所なので、「散歩す

る場所としての公園」となると、健康の森公園やふれあいスポーツランドの規模が必要と思い

ます。「散歩の途中で、トイレや休憩に公園を活用する」と考えると吉野地区の区画整理が行

われてきている地域にはそれなりに公園が整備されてきていると思います。 

・あるにはあるが、休憩場所のベンチが壊れているなど整備されていない。 

・私の家の近くにはある。が、実家の近くには無い。 

・近くの公園の治安が良いか不明。 

  

選択肢 回答数 割合

近くに公園や緑地はあるが、散歩できる
ような施設がない

19 20.7%

近くに公園や緑地等はあるが、利用者が
多くて、利用できない

7 7.6%

近くに公園や緑地等はあるが、散歩がで
きるようなスペースや広さがない

37 40.2%

近くに公園や緑地等がない 25 27.2%

その他 4 4.3%

無回答 0 0.0%

サンプル数 92 100.0%

20.7%

7.6%

40.2%

27.2%

4.3%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問５ スポーツをする場所としての公園や緑地、運動場の数について、どの

ように思いますか。（単一回答） 

「どちらとも言えない」が 40.5％と最も高く、次いで、「やや少ない」の 37.7％、「やや多い」

の 10.5％の順となっています。 

 

  

選択肢 回答数 割合

非常に多い 8 3.1%

やや多い 27 10.5%

どちらとも言えない 104 40.5%

やや少ない 97 37.7%

非常に少ない 21 8.2%

無回答 0 0.0%

サンプル数 257 100.0%

3.1%

10.5%

40.5%

37.7%

8.2%

0.0%

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



- 10 - 

 

問６ 問５で、「４．やや少ない」、「５．非常に少ない」と回答された方にお

伺いします。「少ない」とお考えになる理由について、お答えください。

（単一回答） 

「近くに公園や緑地等はあるが、スポーツができるような施設や広さがない」が 46.6％と最も

高く、次いで、「近くに公園や緑地等はあるが、公園利用のルールが厳しく、スポーツができない」

の 23.7％、「近くに公園や緑地等がない」の 19.5％の順となっています。 

 

◆その他の回答（原文まま） 

・公園には利用にあたっての制約が色々あるので、スポーツをする場所としての公園となると、

市内にある公園でも限られてくると思います。なお、「スポーツ」にも色々あるかもしれませ

んが、小さな子供やお年寄りがいる場所では、制約があって当たり前と思います。 

・あるにはあるが、利用者の割合に対して狭い。もっとテニスやバスケができる方が良い。 

・子どもたちが安全に自転車に乗れる場所がない。サイクリングロードやサイクリングを楽しめ

る場所。 

  

選択肢 回答数 割合

近くに公園や緑地等はあるが、公園利用
のルールが厳しく、スポーツができない

28 23.7%

近くに公園や緑地等はあるが、利用者が
多くて、利用できない

9 7.6%

近くに公園や緑地等はあるが、スポーツ
ができるような施設や広さがない

55 46.6%

近くに公園や緑地等がない 23 19.5%

その他 3 2.5%

無回答 0 0.0%

サンプル数 118 100.0%

23.7%

7.6%

46.6%

19.5%

2.5%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問７ お祭りや屋外イベントを行う場所としての公園や緑地の数について、

どのように思いますか。（単一回答） 

「どちらとも言えない」が 55.6％と最も高く、次いで、「やや少ない」の 26.5％、「やや多い」

の 10.5％の順となっています。 

 

  

選択肢 回答数 割合

非常に多い 6 2.3%

やや多い 27 10.5%

どちらとも言えない 143 55.6%

やや少ない 68 26.5%

非常に少ない 13 5.1%

無回答 0 0.0%

サンプル数 257 100.0%

2.3%

10.5%

55.6%

26.5%

5.1%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問８ 問７で、「４．やや少ない」、「５．非常に少ない」と回答された方にお

伺いします。「少ない」とお考えになる理由について、お答えください。

（単一回答） 

「近くに公園や緑地はあるが、イベントができるようなスペースや広さがない」が 60.5％と最

も高く、次いで、「近くに公園や緑地がない」の 18.5％、「近くに公園や緑地はあるが、公園利用

のルールが厳しく、イベントができない」の 11.1％の順となっています。 

 

◆その他の回答（原文まま） 

・近くに公園はあるが、歩いていくには少し遠い。子連れだと行きづらい。 

 

  

選択肢 回答数 割合

近くに公園や緑地はあるが、公園利用の
ルールが厳しく、イベントができない

9 11.1%

近くに公園や緑地はあるが、利用者が多
くて、利用できない

7 8.6%

近くに公園や緑地はあるが、イベントが
できるようなスペースや広さがない

49 60.5%

近くに公園や緑地がない 15 18.5%

その他 1 1.2%

無回答 0 0.0%

サンプル数 81 100.0%

11.1%

8.6%

60.5%

18.5%

1.2%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問９ 災害時の避難場所としての公園や緑地の数について、どのように思い

ますか。（単一回答） 

「どちらとも言えない」が 52.9％と最も高く、次いで、「やや少ない」の 27.6％、「やや多い」

の 10.9％の順となっています。 

 

  

選択肢 回答数 割合

非常に多い 9 3.5%

やや多い 28 10.9%

どちらとも言えない 136 52.9%

やや少ない 71 27.6%

非常に少ない 13 5.1%

無回答 0 0.0%

サンプル数 257 100.0%

3.5%

10.9%

52.9%

27.6%

5.1%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 10 問９で、「４．やや少ない」、「５．非常に少ない」と回答された方にお

伺いします。「少ない」とお考えになる理由について、お答えください。

（単一回答） 

「近くに公園や緑地はあるが、災害時の避難場所となるような施設が整っていない」が 32.1％

と最も高く、次いで、「近くに公園や緑地はあるが、災害時の避難場所となるようなスペースがな

い」の 25.0％、「近くに公園や緑地がない」の 22.6％の順となっています。 

 

◆その他の回答（原文まま） 

・避難所は高台の方が良い。永田川が近くにあるのに明らかな平地が避難所なのはどうかと思い

ます。 

・避難の対象となる災害の種類にも色々あると思いますので、現在の公園の数が多いか少ないか

は簡単に判断することは難しいと思いますが、少なくとも、冒頭の質問で答えたように、自宅

周辺には公園がないので、災害対応としては十分とは言えないと思います。 

・遊びたくなるような公園が少ない。まずそのような災害を見たことないのでわかりません。 

・トイレは整っているが、トイレが少ない。 

  

選択肢 回答数 割合

近くに公園や緑地はあるが、災害時の避
難場所となるようなスペースがない

21 25.0%

近くに公園や緑地はあるが、災害時の避
難場所となるような施設が整っていない

27 32.1%

近くに公園や緑地はあるが、災害時の避
難者が多くて、利用できない

14 16.7%

近くに公園や緑地がない 19 22.6%

その他 3 3.6%

無回答 0 0.0%

サンプル数 84 100.0%

25.0%

32.1%

16.7%

22.6%

3.6%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 11 本市の公園をもっと充実させるために必要だと思うのは次のうちどれ

ですか。（３つまで） 

「屋根や日陰を設け、休憩や雨宿りのできる施設の充実」が 57.2％と最も高く、次いで、「トイ

レの新設や増設」の 32.7％、「遊具・施設等の老朽化への対応」の 32.3％の順となっています。 

 

  

選択肢 回答数 割合

屋根や日陰を設け、休憩や雨宿りのでき
る施設の充実

147 57.2%

トイレの新設や増設 84 32.7%

遊具・施設等の老朽化への対応 83 32.3%

清掃や除草などの管理の充実 72 28.0%

遊具の増設や新しいタイプの遊具の設置 70 27.2%

スポーツ施設等の充実 62 24.1%

災害時の防災施設の充実 57 22.2%

全面を芝生広場へ改良 44 17.1%

樹木の緑を増やす 27 10.5%

バリアフリー化の実施 21 8.2%

グランドゴルフやゲートボールなどがで
きる広場の確保

19 7.4%

花壇などの花を増やす 13 5.1%

植物名を記すプレート等の設置 6 2.3%

彫刻やオブジェなどの設置 2 0.8%

その他 11 4.3%

特に必要だと思うことはない 2 0.8%

無回答 0 0.0%

サンプル数 257 －

57.2%

32.7%

32.3%

28.0%

27.2%

24.1%

22.2%

17.1%

10.5%

8.2%

7.4%

5.1%

2.3%

0.8%

4.3%

0.8%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◆その他の回答（原文まま） 

・簡単に借りれる方法、バーベキューなどを利用できる、キャンプ利用が出来る公園を増やして

ほしい。 
・住宅地付近の公園について、球技が出来るようにフェンスを設置すると、近隣住民も、公園で

遊ぶ子供達も安心するのかなと思います。 

・ペットを連れて入れる公園、施設を増やす。 

・多い公園には駐車場の設置(できれば無料)。子供が近所でいつも遊ぶような小規模な公園では

子どもの遊びを優先出きるようにしてほしい(公園で遊んでいて子供が怒られることが多く遊

ぶ場所がない)。 

・公園の数を増やしてほしい。遊具は最低限でよいが、規則は厳しくせず利用する側が物を持ち

込んで楽しめるようなルールにしていく。アウトドアが流行っているのでデイキャンプ程度の

ものができるなど安全優先ですが、テントまたはタープを使えるくらいのものにするなど。 

・オリンピックでも知名度が上ってきたが、スケボーをする若者も増えてはいるが、する場所が

なく夜な夜な公園で、というケースがあります。スポーツ施設の一部にそういった場所があれ

ば、良いのかなと思ったりします。出来るとすれば、健康の森公園やフレスポ、マリンポート

など、住人が近くにいない場所がいいかと思います。あと、夏場は、遊具が暑く、灰も降った

りすると、戸外遊びは、躊躇します。屋根下にも小さな子どもたちが遊べたり、過ごせる場所

があると、鹿児島ならではの公園風景が生まれるのではないでしょうか。 

・雑草及び蛇等が気になる。 

・グランドゴルフやゲートボールの規制。公園はまずは子供たちの遊び場が大前提であると考え

るが、現状老人の交流の場となっている。グランドゴルフやゲートボールは今後少子高齢化社

会で間違いなく増えてくると思うが、専用の施設を有料制で作れば良いと思う。 

・清掃の管理者がいない。 

・広さがないのが一番の問題と考えます。樹木も種類は少なく歩いても楽しみがない。ウォーキ

ングしてもなんとなく一方通行気味でロボットみたい。（人々が）散策の場としての公園では

ないことです。 

・駐車場を作ってほしい。 

・周りの居住区との共存（遊べるスペースを真ん中にしてそのまわりは緑地にするなど）。 
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問 12 今後利用したい公園は次のうちどれですか。（３つまで） 

「健康づくりのできる公園」が 46.7％と最も高く、次いで、「子どもが遊べる遊具のある公園」

の 41.6％、「自由に楽しめる芝生広場などのある公園」の 40.9％の順となっています。 

 

  

選択肢 回答数 割合

健康づくりのできる公園 120 46.7%

子どもが遊べる遊具のある公園 107 41.6%

自由に楽しめる芝生広場などのある公園 105 40.9%

自然の中でキャンプや野外炊飯のできる
公園

65 25.3%

スポーツ施設が充実した運動のできる公
園

64 24.9%

アスレチック遊具が充実した公園 60 23.3%

自然や緑が残り、生態系が理解できる公
園

60 23.3%

植物に親しむことのできる公園 55 21.4%

まちかどのスポット的な公園 50 19.5%

その他 11 4.3%

特にない 1 0.4%

無回答 0 0.0%

サンプル数 257 －

46.7%

41.6%

40.9%

25.3%

24.9%

23.3%

23.3%

21.4%

19.5%

4.3%

0.4%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◆その他の回答（原文まま） 

・ドッグランが併設された公園があれば利用したい 

・吉野公園など広い公園などでは、フリーマーケットなど開催されていますが、他の公園などで

も、キッチンカーが停まれるぐらいのスペースを持ち、厳格でなく気軽に物販ができるような

仕組みを作り、みなと大通り公園やウォーターフロントパークなども休日には、バスの停留所

がネックとなりますが、キッチンカーが増えれば若い人が、みなと大通り公園やウォーターフ

ロントパークに立ち寄るかもしれないです。 

・普段は地域の方、職場のレクレーション出来る公園。バーベキュー等昼夜問わず利用可能。災

害時も安心な場所として。 

・ペット同伴のできる公園や施設、ドッグランなどペットも楽しむことのできる施設、公園。 

・街中に、加治屋まちの杜公園、中央公園、天文館公園、甲突川河畔の歴史ロードなどがあり、

よく利用させていただきます。清掃もきちんとされていて感謝していますが、樹木の陰になっ

て座れたり雨風を防げる屋根付きのベンチが少ないと感じます。特に中央公園とまちの杜公

園。影があると、特に夏場は助かります。 

・小さなテントを使える、とか駐車場があって簡単なアウトドア用品を持ち込めるとか。バーベ

キューは禁止で良いですがコーヒーを沸かす程度のことは OK とか。そこでのんびりできる公

園がいいと思います。とにかく近くの整備中の公園の完成を急いでほしいです！ 

・近くの公園は、ボール禁止です。ボールも使える所もあるといいです。 

・木陰や屋根のあるベンチ等、暑い日でも直射日光を防ぐことができる場所があるとありがたい

なぁと思います。 

・犬が立ち入れない公園が多いです。利用者の中でマナーの守れない方がいるせいで、そうなっ

てしまっているのはわかりますが、犬も子供も連れて公園に行きたい人間としては、不自由に

感じます。 

・犬を連れていける公園にはどうしても犬を飼っている人達が集まるので、窮屈に感じますし、

ランニングや道具を使って遊ぶ子供たちに気を遣い、犬をのびのびと遊ばせることができませ

ん。犬の為に鹿児島市をどうにかするというわけではないのは承知の上ですが、家族の一員な

ので家族としてのふれあいの時間が充実しないのは少し残念です。子供も連れていきたいの

に、と言うのでかわいそうです。 

・犬を連れて行けて、犬と思い切り遊べる公園。 

・市内にも数ヶ所存在はするが、遠すぎたり気軽に行けない状況。あと有るのは小さな小さなた

まり場的な公園としか言い様のないものばかり。 
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問 13 本市の緑を守っていくために、今後どのように取り組めばよいと思い

ますか。（２つまで） 

「樹林地や水辺地などを保全する」が 49.8％と最も高く、次いで、「樹林地などを、希望する市

民や地域団体が適切に管理する体制づくりを行う」の 44.7％、「緑を保全するために、新たな開発

等について抑制する方策を検討する」の 30.0％の順となっています。 

 

◆その他の回答（原文まま） 

・婚活等のイベントと絡めてみては？ 

・公園がある地区の町内、学校から緑地募金を年に２回徴収したら春夏、秋冬、公園の整備が出

来て緑地も管理出来るのでは？ 

・都市計画は大切なのでしょうが、昔ながらの家々の見事な樹木を残すことなく、敷地も狭くな

りすっかりコンクリートに埋められ各家の植栽物の価値を見落としています。市民全体の樹々

の存在は公園の植栽物と比しても莫大なもののはずです。 

・個人所有林の手入れに対する助成方策の検討。 

・耕作放棄地をなくすため小規模でも保安管理するための固定資産税の減税などの予算を計上

し、状況の調査を行う等し、中山間地の住民の意見を聞くなど 10 年程度継続するなど長期の

取組が必要である。 

 

  

選択肢 回答数 割合

樹林地や水辺地などを保全する 128 49.8%

樹林地などを、希望する市民や地域団体
が適切に管理する体制づくりを行う

115 44.7%

緑を保全するために、新たな開発等につ
いて抑制する方策を検討する

77 30.0%

保存樹・保存樹林の保存指定を増やす 56 21.8%

緑を保全するために、新たな基金や税負
担を検討する

20 7.8%

その他 5 1.9%

特にない 13 5.1%

無回答 2 0.8%

サンプル数 257 －

49.8%

44.7%

30.0%

21.8%

7.8%

1.9%

5.1%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 14 本市の緑を普及し、緑を育てていくために、どのようなことに力を入

れていけばよいと思いますか。（３つまで） 

「緑を楽しむイベントの開催」が 57.6％と最も高く、次いで、「市民が参加しやすい緑化運動を

展開」の 54.9％、「地域ぐるみの緑化への援助や指導」の 33.9％の順となっています。 

 

◆その他の回答（原文まま） 

・区画整理を推進して街路樹を増やす。 

・近年、マンション住民が増えてるため、レンタル制、花壇貸し出しをしたらいかがでしょう

か？近くの住民が、各々好きなお花育てる。水やり植え替えの費用が抑えれて場賃代は他の管

理費に補てん出来るのでは？ 

・選択的場所（街路とか公園の緑もですが）私は個人の家の樹木にこれまで癒しを感じてきまし

たが、今では駐車場に占居された様な１本の木もない家が大部分なのが残念です。都市計画課

の町作りは夢のない画一的なものです。コンクリートがため暑い道路、狭められた敷地の中で

植樹は望めない家がなんと多いことかと思っています。以前は散歩していてここの家には何が

今頃咲くとか実るとか楽しみだったのですが！ 

・緑と触れ合えるような場所を作る。（例）コスモス畑、ヒマワリ畑など身近に感じてもらう。

SNS映えすればなお良い。親しみやすい。 

・落葉に苦情を言いたくならない様、市民全体で緑地に対し理解をする雰囲気づくりのため、啓

発活動を行なう。 

  

選択肢 回答数 割合

緑を楽しむイベントの開催 148 57.6%

市民が参加しやすい緑化運動を展開 141 54.9%

地域ぐるみの緑化への援助や指導 87 33.9%

苗木や花の配布 78 30.4%

緑化ボランティアや指導員の育成 63 24.5%

民有地緑化の事例を紹介したガイドブッ
クの作成

49 19.1%

花や緑に関する講習会や講演会の開催 28 10.9%

緑の表彰制度を設ける 21 8.2%

その他 5 1.9%

特にない 6 2.3%

無回答 0 0.0%

サンプル数 257 －

57.6%

54.9%

33.9%

30.4%

24.5%

19.1%

10.9%

8.2%

1.9%

2.3%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 15 今後の街路樹の数について、どのようにしていくのがよいと考えます

か。（単一回答） 

「現在の数から増やした方がよい」が 21.0％、「現在の数を維持した方がよい」が 72.0％、「現

在の数から減らした方がよい」が 6.6％となっています。 

 

 

問 16 今後の街路樹について、どのように取り組めばよいと考えますか。 

（単一回答） 

「必要に応じた撤去や植替えを積極的に進めた方がよい」が 27.2％、「必要に応じた撤去や植替

えをある程度行うことはやむを得ない」が 52.9％、「安全に問題がない限り、撤去や植替えを行わ

なくてよい」が 19.5％となっています。 

 

  

選択肢 回答数 割合

現在の数から増やした方がよい 54 21.0%

現在の数を維持した方がよい 185 72.0%

現在の数から減らした方がよい 17 6.6%

無回答 1 0.4%

サンプル数 257 100.0%

21.0%

72.0%

6.6%

0.4%

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

選択肢 回答数 割合

必要に応じた撤去や植替えを積極的に進
めた方がよい

70 27.2%

必要に応じた撤去や植替えをある程度行
うことはやむを得ない

136 52.9%

安全に問題がない限り、撤去や植替えを
行わなくてよい

50 19.5%

無回答 1 0.4%

サンプル数 257 100.0%

27.2%

52.9%

19.5%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 17 「まちかどの花や緑について（市への要望、改善してほしいこと）」ど

のようなことでも構いませんのでご自由にお書きください。 

◆回答一覧（原文まま） 

・街路樹等の維持管理や問題のある街路樹への対応等について 

回答内容 性別 年代 地域 

あと一週間から 10 日ほどは咲き誇ってるなって花を植え替えたりして

ます。なんかもったいない気がします。年間計画にそって仕事してるん

だろうなって思っていますがなんかもったいない気がします。 

女 50歳代 伊敷 

街路花壇がうまく活かされていない。（花木が何もなかったり、枯れた

ままの状態のところが多い） 
男 29歳以下 吉野 

街路樹、花壇などのある所は、近くに住む人々の協力を得て管理を上手

にやっていけるような方向づけがほしいです。 
女 70歳以上 吉田 

街路樹の樹形を乱すような強せん定を行わないでほしい。（例）電車通

りのイチョウ（加治屋町付近）特に夏の木影は歩行者にとって重要なの

で、夏前のせん定はさけてほしい。道路改修により、街路樹がない道に

なることがあり、残念。（例）西田小～武の間。また、立木はあっても

足元のツツジが撤去されるケースが多く、鹿児島市らしい街路樹の景観

が失なわれている。 

女 40歳代 中央 

街路樹は、場所によって手入れの差があり、人通りの少ない所、歩道が

狭くなっている所にも手入れが必要と感じます。 
女 40歳代 谷山 

こまめに管理されていると思います。お花を沢山植えて欲しいです 女 40歳代 中央 

集落内にふれあい広場が有りますが、管理者がはっきりしてない。集落

内の１人の方がボランティアで清掃や草払等をしてくださっています。 
女 50歳代 喜入 

城西公園は落ち葉がそのまますみっこにたまっている。そうじの姿、見

たことがない。写真だけは、うまくとっている。トイレのそうじは、き

れいにやってくれています。公園、見にきてください。 

男 70歳以上 中央 

植栽された花などより雑草が目立つところがある。定期的に除草など出

来ないのでしょうか。 
女 70歳以上 伊敷 

せっかく、街路樹や植込みを作っても、管理されているのは中央地区の

み。雑草等生えている所も郊外には多く、時々雑草のせいで（特に歩道

沿い）車が見えにくかったりする。観光地になっている場所など雑草の

せいで汚なく見えて残念。もう少し、手入れをしてもらいたい。 

男 40歳代 吉野 

せっかくの植栽も、のちの管理がうまく行われず、荒れている。人の手

の届きやすい所では、住民の手を借りて、管理できないものか？緑好

き、花好きはたくさん居るし、協力してもらいやすいのではないか。 

女 50歳代 桜島 

ツツジの中から、草が茂っていても手入れ無しの状況だったり、川縁の

草も放置だったり。歩道が草で溢れていたり。観光地をアピールするに

は相応しくない環境が続いているように思います。時間と労力が有れ

ば、いつでもボランティアしたいと思っている程。人数集まるのであれ

ば、協力したいと思っています。汚い街には正直げんなりしています。 

女 40歳代 中央 

ひとつ思う事は家が多いので人工的に管理されている緑は多く綺麗に手

入れされているところとそのまま放置されてるところも多い。また家に

ある緑を管理されず自由に伸ばし道路上妨げられる事もあります。そう

いった改善をしていただけたら子育てする環境にとっても今よりもさら

に良くなると思います。 

女 29歳以下 谷山 
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回答内容 性別 年代 地域 

ミラーや標識などにつる科の植物が絡まってるのが困ります。 女 40歳代 松元 

駅や電車が通るところがたまに草が伸びきっているところがあるので、

定期的に整備してもらいたい。 
女 30歳代 喜入 

横断歩道等において交通や歩行を遮る木及び植栽が多く見られます。す

べての横断歩道等近くの植栽の点検をお願いしたい。（横断しようとし

ている人がいるときは、道路交通法上車両等は、停止しなければならな

いと規定しておりますが、植栽樹等により人に気づくことが遅れること

が時々あります。）植栽が、歩道、車道にはみ出していることをよく見

ます。昭和 50 年代鹿児島市は、グリーンストーム作戦により多くの街

路樹等を植栽しております。時代の流れにより老朽化や背後地の使われ

方が大きく変わってきている現状のことから街路樹等の必要性を考慮し

適材適所で対応していただきたいです。 

男 60歳代 中央 

花や緑にはあまり興味がないのですが、緑の少ない街を見ると鹿児島市

の緑の素晴らしさを改めて感じます。手入れの行き届いた状態を保つの

も費用もかかると思うので、費用のあまりかからない緑をお願いしたい

です。 

女 50歳代 谷山 

花や緑はあった方がいいが、管理がしっかり出来ないものはやめたほう

が良い。 
男 40歳代 伊敷 

花や緑はありますが、草が刈られておらず、蛇の目撃などもあり、子ど

も達にとって、安心して遊べる場が欲しいなと思うことがあります。 
女 40歳代 吉田 

花壇の四季折々の花を見て、手入れをしてくださる方のご苦労に感謝し

技術の高さに感心しております。街の美しさを保ってくださることに感

謝しています。 

女 50歳代 伊敷 

街路樹があるのは良いが手入れがされてないと伸び放題になっていたり

落ち葉が多いと見た目が悪くそれなら樹木が無い方が良いのかと思う。

樹木の下を通る時虫が落ちてくるかと怖い時がある。 

女 50歳代 中央 

街路樹が大きくなりすぎている場所や草が入り込んで剪定や草除去管理

が大変だなぁと思いますが、害虫などの発生なども気になるので管理は

して欲しいです 

女 50歳代 吉野 

街路樹で、信号機が隠れている場所がたまにある為、こまめに点検をし

て頂けるとありがたいです。 
女 29歳以下 谷山 

街路樹に鳥が住み着いた時の対応を速やかにして欲しいので、予算化し

ておく等検討して欲しい。 
男 29歳以下 中央 

街路樹の管理について、車道にはみ出して通行の邪魔になりそうな場所

を時折見かけます。恐らく私有地管理の樹木で、市の権限が及ばないの

かもしれませんが、そのような樹木等があって通行の妨げになる場合

は、連絡先等が確認できるサイトがあったら…と思っております。鹿児

島市役所のホームページにアップされていたら、すみません。 

男 50歳代 松元 

街路樹の整備 女 30歳代 吉野 

街路樹の定期的な管理してもらいたいです。雑草の除去を定期的行って

もらいたいです。狭い範囲でもいいので季節の花などを植えてもらいた

いです。市での管理が難しいでしたら地区のボランティア活動か町内会

で管理が出来ないか検討してもらいたいです。 

男 60歳代 谷山 

街路樹の剪定が早めに行っているように思われます。木陰があればいい

のですが、その前に切られているのでは？ 
男 60歳代 伊敷 

街路樹は、大きすぎる、落葉が多いなど課題もあるので、周辺市民等の

声も取り入れながら適切に管理してもらいたいと思う。 
女 30歳代 中央 

街路樹はとても綺麗に見えるますが、維持が大変だと思います。台風な

どの強風後の後処理を考えるとある程度大きくなったら植え直す方がい

いかもしれません 

女 30歳代 谷山 

街路樹は綺麗だが、葉っぱの落ちない木にしてほしい。 女 50歳代 吉野 
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回答内容 性別 年代 地域 

街路樹も、成長が遅い木を選んだり、大きくならない剪定をこまめに行

うなど工夫したらいいかと思います。あと、多年草の花や、ハーブ、宿

根草の植物を利用したら、あまり手が掛からないのでは。花を多く植え

ている町は、犯罪が少ないとも聞きます。コロナでギスギスしている世

の中、花や木を観て癒されたいです。 

男 50歳代 吉田 

街路樹は良いと思うが、歩道に覆い被さっており、通れなくなっている

ところを多く見かける。住宅地でも緑化を謳って植樹しているが、伸ば

し放題で隣家や道路の邪魔になっている。これから、高齢化・核家族化

で手入れ出来なくなるところも多くなる。また業者などに頼むと案外高

額になる。今後そういったところへも、配慮や補助が必要だと考える。 

女 50歳代 谷山 

管理（剪定など）の頻度を上げてほしい。 男 30歳代 伊敷 

管理が行き届いていないところがある。 男 30歳代 桜島 

管理されていない土地の植物が歩道や車道にはみ出しており危ないとこ

ろがあるので、難しいとは思いますが、歩行者が通るところが植物によ

って危険になっていないかの管理をしていただきたいです。 

女 29歳以下 吉野 

喜入方面に向かう海岸沿いの国道は、景色が良くドライブや JR からの

眺めは良いのに国道沿いはあまり草刈りの回数が少なく、せっかくの絶

景なのに勿体ないといつも思っています。特に平川から瀬々串間は桜島

の眺めもいいので、海岸沿いの土手には季節になると一面花が咲き誇る

など、新たな観光名所になる様な事が出来ないかと思います。指たまも

通るので、あの絶景をどうにか活用して欲しいです。 

女 40歳代 喜入 

季節ごとに色とりどりの花の植え替えをしていただいていて季節感を感

じられ、目の保養になります。それを見て、自分でも植えたりします。

街路樹の落葉樹、これから冬にかけ多量の落ち葉です。近隣にお住まい

の方は少しご苦労があるのかな、と思います。 

女 50歳代 伊敷 

季節の花をたくさん植えて頂き、大変綺麗なのですが、虫が大量に発生

していたり、枯れ葉などがたくさん落ちていることが気になるので、ボ

ランティア募集を大学や学校、一般の方々に積極的にお願いして、きれ

いな町づくりもしたらいいと思う。 

男 29歳以下 中央 

吉田地区は麓はほとんど田畑だし、山もある。河川についても草払いな

どは参加しているが補助金などもあまりなくかつ地域集落に入っていな

い人の参加が望めないので河川の作業に於いては高齢化もあり望めな

い。緑化や緑化の維持が必要なら地域集落の力だけでなくボランティア

スタッフや市区町村の職員も使い維持出来るように参加すればいい、興

味が無い人もボランティア費を惜しまなければ参加者も増えるだろう

し、緑化促進にも繋がるだろう。 

男 40歳代 吉田 

枯れている花など見つけたらすぐに植え替えるなどの対応をしてほし

い。 
女 29歳以下 伊敷 

交差点などは、たけの短いものが死角にならないので、好ましい。 女 50歳代 喜入 

香りの良い樹木を植えてほしい。木の実は鳥が糞をしたり、木の実自体

が道に落ちて道を汚したりするのでないほうがいいと思う。 
男 30歳代 喜入 

最近は、街路樹も増えて緑が多くなってきたなと感じます。木は、その

地に馴染むまでに時間もかかりますし、植え替えよりもその木がもっと

葉を広げられるように維持をして行くこと、また市電や電柱などの邪魔

にならない様にも注意が必要ですね。維持するのも大変ですが、その季

節毎に自然を感じられるのはとても良いと思います。 

女 40歳代 喜入 

市の方も頑張っていることは知っていますが、もっとボランティア任せ

にしないで団地内の花や緑の管理を徹底してほしいです。団地にもっと

花いっぱい運動を展開してもらえば住民の協力も貰えるのではないかと

考えます。 

女 70歳以上 伊敷 
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回答内容 性別 年代 地域 

市域内に公園を始め緑の樹木がふんだんにあることは、生活の質を高め

る上で大変重要だと思いますが、緑化事業や維持管理にかける予算の確

保は、人口減少で税収等の財源も伸びず、むしろ削らざるを得ない現下

においては、費用のかからない整備・管理に努めていただきたいと思い

ます。 

男 60歳代 吉野 

鹿児島市の街中の花は、手入れが行き届き、とても鮮やかで美しく、他

県から来た自分は、とても感激したことを覚えています。これからも季

節の花を楽しみにしています。街路樹については、みなと大通り公園や

伊敷台のミヤマキリシマ、紫原の桜などいいなと思うところもあります

が、鴨池あたりのフェニックスなどは、道路に大きな樹皮のようなもの

が落ちていたり、どんどん上に伸びていて、手入れが大変そうなわりに

はそんなに景観も良いわけでもないなあと思います。ほかの街路樹も通

行の妨げやなどの問題等あるところもあるとのこと、樹木は花と違って

簡単に植え替えたりはできませんが、この先を考えると、適切に撤去、

植え替えをしていくことは必要だと考えます。 

女 50歳代 谷山 

鹿児島市は各所で花や緑の手入れがよくなされていると感じます。地域

住民の方々の協力もあってのことだと思いますが、人口が減少している

住宅地での保全活動なども考えていく必要があると思います。 

男 30歳代 中央 

鹿児島市は南北広いです。合併後、管理の差があまりにも酷い場所が目

立っている様な気がします。 
女 40歳代 中央 

鹿児島市をめぐると、町のなかにも花壇を設けて四季折々の花を見るこ

とができます。それらをみるのをいつも楽しみにしております。また、

街路樹もあちこちに植えられていて、癒しになると思います。ただ、ア

ンケートにも記載されていましたが、落葉が気になっているのもたしか

です。必要に応じて植え替えや撤去をしていくことで町の景観を保って

いただけたらと思います。 

女 40歳代 中央 

質問項目 26 の注に「本市では、道路の歩道等に樹木（街路樹）を植

え、うるおいのある都市空間の形成に努めてきました…」とあります

が、むしろ身の回りではそれに逆行する行政の姿勢や施策が目につきま

す。たとえば最近、真砂の本町公園周辺の夾竹桃がすべて根元から切ら

れました。また本町公園前の通り（かつての空港跡）など、市内の楠並

木は強剪定が行われ、本来の樹形を失い、何十年も「活かさず殺さず」

の状況が続いています。また伐採された後に新たな植樹が行われた形跡

もありません。落葉や根上がりは命ある樹木の活動の一部です。住民か

らの苦情や「安全」対策を口実に、あまりも行政は安易に伐採や強剪定

を行っているのではないでしょうか。ナポリ通りのような美しく涼やか

な楠並木は残念ながら稀です。一方で市は交差点の花壇の整備には余念

がありませんが、炎天下信号待ちをする歩行者や自転車にとっては、花

壇ではなく、木陰こそが熱中症を防いでくれる存在なのです。木陰のな

い大通りは夏にはとても歩くことができません。このあたり、行政こそ

が認識を改めていただきたいと思います。 

男 60歳代 中央 

手入れがされているところとされていないところの差を無くしてほし

い。 
女 30歳代 桜島 

住宅街の緑を守るために害虫駆除等を行なって欲しいです。蛾による被

害が凄く宅地の木が次々に枯れてしまっており個人ではどうしようもあ

りません。 

男 40歳代 吉野 

所々に緑や花があるのは良いと思うので維持して欲しい。草が生え放題

になっていたりする場所があるので、定期的な手入れはしてほしい。 
女 29歳以下 中央 

小学生の通学路については雑草の伐採をして欲しい。蛇などが出て危険

がある。 
男 30歳代 喜入 

植えっ放しや雑草などが多い場所もあるので、管理団体を決める等して

適切に育てて欲しい。 
女 30歳代 喜入 

信号が見えない、育ちすぎて車道や歩道にはみ出している街路樹の整備 女 30歳代 中央 
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回答内容 性別 年代 地域 

先日の夜、広木駅で植物に水をかけていると思われる散水車を見かけま

した。気候変動が予測不能な昨今、植物が元気に育つように見守ってい

ただきたいです。枯れたお花は胸が痛みます。 

女 50歳代 谷山 

増えすぎている外来植物の処理し日本本来の固有種を植える。 男 50歳代 中央 

大きく育った街路樹が過度に(必要なのかもしれませんが)伐採されてい

るのをみると心が痛みます。最低限の伐採にとどめてほしい。 
女 29歳以下 中央 

大通りだけじゃなくて、細い路地や子供たちの通学路なども市民と協力

して綺麗に整備されたらいいと思います 
女 40歳代 中央 

谷山方面は、駅周辺や幹線道路沿いなどきれいに整えていただきている

と思います。フレスポもあり、緑地環境は充実しています。一つ挙げる

とすれば、永田川沿いの雑草の多さです。ここは、朝夕散歩やランニン

グをされる方も多い一方、茂みが多い視界の悪さから、変質者が出るこ

ともあります。なので、河川沿いを遊歩道として整備できれば、市民の

方の健康促進になり防犯にもなり、地域の方が出歩かれることで交流も

生まれるのではないかと思います。現在、永田川では河川の改修工事が

されています。木や雑草が生い茂り、見た目は鬱蒼としていましたが、

たくさんの野鳥が住んでおり、週末には観察や写真撮影の方が来ている

時もありました。自然と共有した場所を残しつつ整備されることも大切

ではないかと思います。 

女 40歳代 谷山 

地区によってとても整備できている所を見かけるが地域の方の協力のも

と成り立っているのかな？と思っています。美しい環境作りは防犯安全

面でも効果があると聞きますがそれを維持するのも大変なんじゃないか

と思います。 

女 40歳代 桜島 

中央地区から離れている地域では、生い茂った街路樹が通路に出てきて

いて、邪魔になったり、暗くなったりしている所もある。花や緑を新た

に増やす事も大事だが、既存の花や緑をしっかり管理したり、必要性を

考えたりする方がいいと思う。 

女 40歳代 中央 

中心部などは整備がされていて見た目も綺麗に思いますがやはり中心部

から離れてるところは剪定などの整備が余り行われていなく雑草として

いる気がします。 

女 50歳代 中央 

町内会費だけでは賄えない地域もあるので、協力者が居たりすると有難

いです。 
男 50歳代 喜入 

定期的に植え替えや整備を行ってくださる方を見かけて、感謝していま

す。 
女 30歳代 喜入 

田舎に行けば、雑草が生えて手付かずの場所もあるので、もっと手入れ

をしてほしいです。 
男 40歳代 伊敷 

電線にかかる街路樹は撤去して欲しいです その他 50歳代 中央 

電線に木が触れたり道路に、出たりしてるかの管理を徹底してほしい 男 50歳代 中央 

道路のあちらこちらにまた、公園にと、季節の花々が綺麗に咲き誇って

おり、心が癒されます。ありがとうございます。管理するのは、人の手

で、これからの季節は落ち葉なども増え、毎日朝早くに清掃されてる姿

をみて感謝している所です。ボランティアだけでなく、ここに雇用がう

まれると、やりがいも出て来ると思います。されていたらごめんなさ

い。 

女 50歳代 中央 

道路幅や地域の環境を考慮した樹木の選定をして欲しいです。谷山中央

の駅前の道路幅も狭く、歩道も狭い為、銀杏並木だけど若葉が出ても枝

を切られてしまいせっかくの銀杏並木が見るも無残な姿です。 

女 60歳代 谷山 

道路脇の花壇ですが、年間計画のもとに植え替えしてるでしょうけど、

後一週間 10 日ほど見せてほしかったなって花が咲きほこっているとこ

ろを植え替えしてることがあります。もったいないなーって時々思いま

す。 

女 50歳代 伊敷 

※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 

特に交差点などの場所は、丈の低い植物植えて欲しい。 女 50歳代 喜入 

特に大きくなりすぎた街路樹管理について、歩道の盛り上がり・高木に

なりすぎ等危険な箇所が見受けられるので点検整備されることを望みま

す。 

男 50歳代 郡山 

年間計画のもと花の植え替えをしていますが、まだ暫く咲き誇っている

なってものも引っこ抜かれていますが、なんかもったいない気がしま

す。 

女 50歳代 伊敷 

歩道の花を植え替えているのをよく見ますが、あの方達は市の職員にな

るのでしょうか？近隣の小学生などに声をかけ、一緒に植え替えするこ

とはできないのでしょうか。その方が、植え替えられた花にも興味が湧

くと思うのですが...。誰のために植え替えているのかな、と不思議に

思います。 

女 40歳代 中央 

歩道の上にある木はどけて欲しい。 女 40歳代 谷山 

歩道や中央分離帯に花や緑があるのはとても良いが、手入れがされてい

ないと逆に見苦しいところがある。 
女 30歳代 吉野 

様々な花や緑があり目で楽しませてもらっている。手入れがされていて

気持ちがいい。 
女 40歳代 伊敷 

緑があっても放置された緑が多いのが問題だと思います。 女 29歳以下 谷山 

緑が少ないです。また、植樹へのメンテナンスが必要です。かんまちあ

で、椿系の樹木から毛虫が出て気付かずにかぶれてしまい皮膚科通いと

なってしまいました。ただし、だからと言って減らしたり伐採するだけ

でなく除草剤や、殺虫剤等でメンテナンスしたり水源地等でもトイレを

使い易く変えてみたり、日中は車を止めて路駐させないようにするとか

沢山の工夫をしてほしいです。有効に使えるようにする事が大事だと思

います 

男 50歳代 中央 

緑はたくさんあっていいと思うのですが、管理が行き届いていない印象

があります。 
女 30歳代 中央 

緑は多くして欲しいですが、手入れを多くして欲しい。藪の様になって

いると衛生的にも、治安も悪くなると思います。 
男 40歳代 中央 

緑を考えるとき、常について回るのが雑草の問題だ。歩道から緑地が無

くなるのは、雑草の処理に手が回らない、又は経費がかかるからだろ

う。この問題は市のみではなく、県の問題でもある。甲突川沿いの遊歩

道は雑草だらけで歩くこともままならない。イタチごっこにお金をかけ

づらいのは理解できるが、雑草の問題を解決しなければ先には進めない

と思う。（緑化どころではない） 

男 50歳代 伊敷 

緑地帯や歩道付近の植樹帯の雑草の撤去をある程度定期的にしてほし

い。雑草が茂ると、気持ちもいい気はしないが、町全体が荒れたイメ－

ジを与え、犯罪の増加にも影響を与えると思うので、地元の団体や町内

会等への補助等で撤去を進めてほしい。 

男 60歳代 伊敷 

綺麗に手入れされているので特に改善は求めません。 女 50歳代 谷山 

【27】の問いについて、落葉樹やワシントンヤシのような落ちる頻度の

多い木は掃除が大変です。また、台風や風の強い日は必ずといっていい

ほど道路に落ちているので危ない。できるだけ減らしてほしい。 

女 30歳代 伊敷 

イチョウの葉は色づいた時は、きれいなのですが、落ちた時は、掃除が

大変です。 
女 50歳代 谷山 

いつもありがとうございます。街路樹ですが、落ち葉は仕方ないのです

が、銀杏は何とかして頂きたいち思っています。（においが…） 
男 40歳代 吉野 

街路樹が繁り、電線・電話線等に触れすぎており、強風等などの際はど

うなんだろうとはらはらしてながめている。緑よりもインフラを優先す

べき。（思い切った刈り込みを） 

男 70歳以上 谷山 

街路樹の枝が大きくなりすぎて信号機や標識が見えなくなっている場所

もあります。 
女 50歳代 谷山 
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回答内容 性別 年代 地域 

鹿児島中央駅前の中央緑地帯や中央警察署前の花壇は美しく四季おりお

りの花ですばらしい。国道、県道、市電の樹木は大きくなり、運転の視

界が悪くなったり、葉が冬場まき上がり見た目も悪い。できれば、撤去

して自転車専用道路にすればよいと思う。 

男 70歳以上 伊敷 

信号機に影響する街路樹について早急な対応。 男 60歳代 伊敷 

上り、下りの間のグリーンベルトは対向車が見える高さが良い。（植込

みの木の高さ） 
女 70歳以上 谷山 

まちかどにある樹木や花壇など良く整備されていて目を楽しませてくれ

ています。一方で交通安全の観点からは視界を遮るような樹木が時折見

られます。年間の剪定スケジュールなどの周知が弱く管理者が曖昧なこ

とが災いしているように思われます。周知を解りやすくパンフレット等

を作成していただけると不満や不安の軽減に繋がるかと思いますのでご

検討よろしくお願いします。 

男 30歳代 中央 

加治屋町～高見馬場の電車通りのイチョウの木について。夏の終わりか

ら実が落ちるため、歩道や路側帯が汚れて、悪臭が気になります。少し

ずつで構わないので、実がならない雄のイチョウの木に順次植え替えて

欲しいです。 

女 40歳代 中央 

街に木があると、夏場は木陰にもなり涼しさを感じ、冬が近づくと落葉

し、そして春が近くなると新芽が出て・・・季節を感じられ生きている

と幸せを感じています。ただ、大きく育った街路樹の中が歩道の舗装を

持ち上げ、通行に危険を感じることもありますが、城山遊歩道のように

その部位を囲って保存しているのを見ると、守り続けようという意思が

伝わり温かい気持ちになります。そうは言っても、遊歩道と街路では交

通量も違うし、植替えは仕方ないのでしょうね（撤去、処分は悲しいで

す）。街中の花壇には、季節季節の花が植えられいて癒されます。 

女 50歳代 中央 

季節ごとに街中の植物の植え変えがあっていつも心が和みます。その一

方で、近くの公園の木が大きくなり過ぎて、うっとうしくさえも感じま

す。（木に罪はないのですが） 

女 60歳代 中央 

産業道路沿いのヤシの木はたまに葉っぱが落ちていて運転に危なく感じ

る時がある。 
女 30歳代 喜入 

自転車で歩道を使うことがあるが、歩道の真ん中に樹木があり、スレス

レで通るたびにヒヤヒヤすることがある。 
男 40歳代 中央 

楠木などの大型のきは、根を張って道路が、盛り上がって危ない。 男 60歳代 中央 

 

・公園等の施設に対する要望等について 

回答内容 性別 年代 地域 

今後も子どもたちが遊べるような場所を増やしてほしい。一箇所に集中

するのではなく、目的地が分散するようになればいい 
男 30歳代 松元 

使われていない建造物を解体して公園にしたり、まちかど触れあいステ

ーションにしたりして、市民が気軽に憩える場所造りにしてほしい。 
男 60歳代 中央 

子どもがより身近に緑を感じられるような場所の確保や企画をしてほし

い 
男 30歳代 中央 

子供がサッカーをしているのですが、ボール遊びができない場所が多

い。 
女 30歳代 伊敷 

子供と公園を利用したくても草が生えていたり、水溜りになっていたり

動物の排泄物があり自由に遊ばせる事が出来ないためもう少し管理して

頂けるとありがたいです 

女 30歳代 吉野 
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回答内容 性別 年代 地域 

市の管理か県の管理かわからないが、遊具、案内板の老朽化や雑草駆除

の遅れかみられる。予算の関係もあるかと思うが、一度施設を作ると維

持管理に費用がかかるのは当たり前なので、そのへんも明確にして今後

の整備を考えるべきでは。 

男 60歳代 谷山 

市内のほうや吉野区画整理事業後の公園などは充実していくと思うが、

川上地区、下田地区方面の子供たちは、結構歩いて公園に行っているの

が現状である。鹿児島市民として不公平さを感じることが多い。特に川

上地区の通学路は歩道がなく、子供たちは狭い路肩を歩いて通学してい

るので、怖い思いをしている。聞くところによると、まったく話を聞い

てくれない市の職員がいるらしい。まちかどの花や緑の前に子供たちが

安心して学校や公園に行けるようにしてほしい。 

男 50歳代 吉野 

市内は花壇も多く季節の花々がキレイでとても整備されていると思いま

す。あとは、公園の遊具が壊れたままだったり老朽化している物も多い

ので、もう少し力を入れて欲しいです。 

女 40歳代 中央 

自分が小さかった頃は空き地でよく野球をしていましたが、昨今の谷山

地区は住宅街の建設により空き地の数がかなり減っているため今の子供

たちのためにもスポーツができる公園が必要だと思います。 

男 29歳以下 谷山 

鹿児島は自然豊かで普段でも緑ある地域、その自然を活用しつつ、共存

し地域の緑化を整備できれば良いと思います。現在は車社会、日頃はな

かなか街路樹とは無縁な生活を送っていますが、学生や社会人または高

齢者が、主たる平常の行動から外れる瞬間（時間）において老若男女ス

トレス解放できる場があれば助かります。 

男 50歳代 松元 

鹿児島市には桜の名所や季節の花を楽しめる施設がいくつかありますが

（吉野公園や都市農業センターなど）、車から降りずに楽しめる道路な

どがあるといいのでは？と思います。私は障害者施設に勤めているので

すが、車でドライブは出来ても降りて見やすい場所まで連れて行くとな

ると職員の人数や時間を考えると制限があります。道路沿いに桜並木や

花がたくさんがずらっと連なった所があると車から降りずにゆっくり眺

められるのかな、と思います。渋滞問題や道路の問題等色々あるとは思

いますが、一意見でした。 

女 30歳代 吉野 
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回答内容 性別 年代 地域 

住宅街の公園は、子どもが減ってきているためか、せっかく遊びに行っ

ても、草が生い茂り、遊具も錆びていてと、なかなか子育てを楽しみに

くい環境が多い気がします。子どもの遊びが広がるような公園を作って

もらえると、楽しくなる気がします。飽きずに、子どもが創造していき

やすい発展性のある遊びができる公園作りを目指してほしい。子どもと

遊ぶのは大人も体力を使うことで、正直ほんとに疲れるので、お母さん

お父さんも気晴らしできるスペースも作ってもらえると、行きたくな

る、笑顔で子育てできるようになる公園になるのかなと思います（加治

屋の杜や、ふれスポは、売店も綺麗でオシャレなので、自分達の休憩時

間も楽しめるし、行きたくなります）。子どもが幼稚園に入園するまで

の時期、おおよそ 365 日??3 年間の日数は、本当に公園が子育ての頼み

の綱でもあり、子育て環境を大きく左右する場でもあると思うので、鹿

児島の子ども達が笑顔で過ごせるために、健やかな心の発育のために

も、市にはぜひ力を入れて丁寧に取り組んで欲しいと思います。共働き

が増えて企業型の子どものデイサービスばかりが、高齢者のデイケア並

みに最近目立ってきていますが、企業よりは利益や経営を気にする必要

がない市には、働きたくても今は節約しながら子どもといる時間を優先

してる家庭があることも何か作る際には気にかけてもらえたら嬉しいで

す。1.穏やかな川と融合させて、水や泥んこ遊びも出来る所に公園を作

ってみる。2.家族構成を考えると、最大 6 歳差ぐらいまでは考慮して、

乳幼児と小学生が同じ場所で遊べるところを増やす（加治屋の杜みたい

に、異年齢別遊具があると助かります。りぼん館などは、小学生が対象

外なので、一緒に遊べなかったりと、困ることがあるので）。3.全部芝

生にされると、土を使ったおままごとがしにくいので、土遊びを安全に

できるスペースを公園に設置してほしい（夜は動物が入ってこないよう

に、柵を設けるなど）。4.噴水や子どもが入ってもいいですよ的に作ら

れた水遊び箇所の衛生面が気になるので、定期的にチェックしてます等

の表示がわかりやすくあると、安心してあそばせられるかなと思いま

す。 

女 30歳代 谷山 

親子で気軽に楽しめるキャッチボールや、サッカーボールを蹴りあった

りのボール遊びが制限されてる公園が多すぎる印象です。もっと自然を

楽しみながら、ウォーキングできるような施設が増えて欲しいです。 

女 40歳代 中央 

地域や場所によっては，管理が届きにくいところもあるかと思います。

子供達がスポーツをする場所が草や木が茂りすぎており、脚長バチが飛

んでいて危なかった時もありました。鹿児島市の方で、対処しやすいよ

う状況の把握等お願いしたいと思います。 

その他 40歳代 谷山 

中央公園の近くに住んでいます。散歩をするのに非常に良い公園ですが

休憩場所が少なく他の人がいると日陰に入れません。もっと休憩場所や

屋根があれば嬉しいのですが。 

女 60歳代 中央 

都市計画があるところとないところで格差を感じます。子供目線では自

分で歩いて移動できる距離に公園がないと感じています。緑化の問題で

は、外灯を増やす、道路表札を邪魔しないよう効率する、ことも同時に

考えて配置をするべきだと思います。 

女 30歳代 吉野 

東京に比べて緑が少ない気がする。公園にも樹木を増やし、自然を感じ

ることのできる場所にしてほしい。 
男 60歳代 中央 

緑や花が増えるだけで心が癒されます。茶色い公園より緑の公園の方が

気持ちも明るくなれる気がします。芝生の公園が増えたら子供達も安心

して遊べると思います。 

女 40歳代 中央 

近隣の公園は樹木・松の木などで暗いイメージがある公園もあり、治安

的にも改善してもらいたいです。 
女 40歳代 中央 

ある程度の滞在時間を確保できるような施設づくり（駐車場の確保な

ど）。 
男 50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 

こども達が遊べる遊具が充実している公園が少ないと思います。また、

遊具がある公園でも遊具の老朽化が進んでいる所も多いと思います。コ

ロナ禍でイベントが少なくなっていたり、三密を避けるために屋内で遊

ぶことが難しかったりする今、屋外で思い切り遊べるような施設を作っ

ていただけたらとても嬉しいです。 

女 30歳代 谷山 

新設された加治屋まちの杜公園のような充実した遊具のある公園を周辺

部にも造って欲しいです。 
男 50歳代 郡山 

瀬々串小近くに歩いて行ける公園がほしい。瀬々串小周辺に公園がない

ため。 
女 30歳代 喜入 

フラワーパークのような施設が欲しい。 女 30歳代 谷山 

マリンポートのように芝生で広い公園がもっと増えると、小さい子から

ウォーキングをするお年寄りまで幅広く利用できて良いと思う。 
女 30歳代 中央 

私の地元宮崎では生駒高原のコスモス畑、母智丘公園の桜並木、サンメ

ッセ、青島神社の洗濯岩など自然と触れ合える感じることのできる場所

があります。インスタ映えもしますし、SNS での広報もしてます。慈眼

寺公園のコスモスやネモフィラ、桜もキレイでしたが、もの足りません

でした。もっと広報や整備に力を入れたり、市内でこういった自然と触

れ合える場所を増やしてほしいです。また、鹿児島には桜島があるの

に、周りの設備？お店もオシャレじゃなくて残念でした。悪くいうとさ

びれてる…。もったいないなーと思いました。 

女 29歳以下 中央 

永田川沿いを歩きやすいように整備して欲しい。谷山駅周辺や慈眼寺駅

周辺の高架橋が殺風景。緑を増やして欲しい。慈眼寺駅近くに病院が欲

しい。 

男 40歳代 谷山 

家の近くに広い公園を建設中ですがアンケートにも書きましたが広い芝

生と日陰で休める所を是非作って欲しい。 
男 60歳代 吉野 

花や木で溢れる場所が市内に欲しい そこを走ったりその中で運動をし

たい 
男 29歳以下 谷山 

花や緑が多い公園が増えると嬉しいです。家のすぐ近くに公園はありま

すが、ボール遊びや自転車がダメで…。なかなか自由に遊ぶ事ができな

いので、制限もありつつ楽しく遊べる公園が増えると嬉しいです。 

女 40歳代 中央 

花や緑に囲まれた公園をつくるのもよいが、グランドゴルフなどお年寄

りには使用しやすいが、子どもたちが遊ぶには、自転車乗り入れ禁止

や、ボール類禁止で、小さい遊具を使うような子供以外の遊ぶ場所がな

い。自転車の練習も、昔は広い公園で、歩く人とお互い気を遣いながら

使用していたのに、今は禁止になっていて、自転車の練習する場所もな

い。 

女 50歳代 中央 

古くなっている公園、雰囲気の暗い公園、人気のない公園などについて

実態を把握し、市民が親しみやすくなるように改良を施してほしい。 
男 29歳以下 中央 

公園(一本桜公園)について、子供の遊び場(遊具)があるのに、グランド

ゴルフで使わせてもらえないことがある(グランドゴルフしている人の

マナーもあまり良くない。バイク等の乗り入れもある)。球技等禁止の

看板があるが、市として許可等を出しているのか疑問。また、グランド

ゴルフする前提なのか地面に印が打ち込んであり、子供が足をとられる

可能性もあり危ないと思う。グランドゴルフをしても良いなら良いで構

わないがしっかりとルール作りをして欲しい。数回同じことがありこの

公園は、利用できていない。グランドゴルフとは関係ないが砂場の犬・

猫の糞も気になる。 

男 40歳代 中央 

公園で影を作る様に木を植えてほしい。逆に街路樹はあんまり多くなく

てもいいと思う。ハーブ畑を作ってほしい。 
男 30歳代 吉野 

公園など清掃がされていない場所が多いから、綺麗にすることから始め

てほしい。 
女 40歳代 中央 
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回答内容 性別 年代 地域 

公園や施設の駐車場を大きくして欲しいです。子どもを遊ばせるのに公

園や芝生の広場に行くのですが、週末は混み合うため、まず駐車場を探

すのが大変です。そのためか路上駐車をする人もいて施設周辺の道路も

混雑して危険を感じることがありました。遊具は車のハンドルやボタン

のようなものがあると嬉しいです。特に乳児はまだ滑り台やブランコは

ハードルが高いので、車のハンドルをぐるぐる回したり、ボタンを叩い

て遊ばせるほうが安心して遊ばせられます。 

女 30歳代 中央 

公園遊具を新しくしてほしい。駐車場完備と。 女 30歳代 吉野 

牟田池に関して、鹿児島の自然 100 選に選ばれているが周囲が全く整備

されていないため、近寄り難い雰囲気がある。もっと遊歩道のように整

備していただけると幸いです。 

男 30歳代 谷山 

 

・緑化推進を求める要望等について 

回答内容 性別 年代 地域 

あらゆるところに花や緑を感じられるよう、増やしてほしいです。 女 30歳代 谷山 

今の緑の数でよいが減る方向にはいかないでほしい。少しの木が歩道に

並ぶだけで少し影ができ道路までも少し距離ができるため安心して歩く

ことができる。 

女 30歳代 中央 

交通の妨げになる、景観にそぐわない、管理に手間、等々問題があるか

も知れませんが、いま少し季節の風情が感じられる草花を見たく思いま

す。矮性の品種も多く出来て来てますし、香りが漂ったり、きれいな季

節の色が見られたら。気持ちも和んだり、元気も出たり、通りを往くの

も愉しみになります。あの通りのあそこが…。時々、樟の並木の足元の

植込みに、剪定後、１～２本だけ長く伸びた枝があったりします。鋏を

持って切っても良いかなと気になります。雨の少ない時は水をやりたい

です。花の咲く、香りのある植え込みが出来る日を待っています。癒さ

れることと思います。 

女 70歳以上 中央 

どうしたらいいのか？具体的な対策はアイデアが浮かびませんが、花や

緑は多い方がいいと思います。この温暖化で、緑の木陰で休める様な樹

木などがあるのは理想的です 

女 40歳代 吉田 

道路をあちこちで、花壇の花がきれいに咲いているのを見ると、幸せな

気持ちになります。これからも、続けていってほしいです。 
女 40歳代 伊敷 

ボランティアなど募集して花やみどりを増やしてほしい。きれいな方が

気持ちいいです。 
女 60歳代 吉野 

まちかど、公園など季節の花に植えかえられ、通るたびに癒されていま

す。丁寧に作業されているので感謝しています。 
男 60歳代 中央 

メリハリのある緑化でいいと思います。歩く人が多い所は街路樹を増や

し、そうでない所はなくても良い。 
女 50歳代 吉野 

もう少し花が咲いていてほしい。 女 30歳代 谷山 

以前に比べ道路の両側にある桜並木を見る機会が減っていて、少し残念

に思っている。 
男 29歳以下 中央 

花や緑がある事で見るだけでも季節を感じたり、穏やかな気分になれま

す。整備して頂きありがとうございます。渋滞の多い地域や道路に関し

ては、多少その緑を減らしてでも緩和のために整備した方がいいと思い

ます。マリンポートからのバイパスも出来るようですが、産業道路の出

口は特に整備して欲しいと思っていますが難しいのでしょうね。 

女 30歳代 喜入 

花や緑はそれなりに確保できているのかなと思います。現状の維持を望

みます。 
男 30歳代 中央 

花をたくさん植えて欲しいです。 女 40歳代 谷山 

灰でグレイなイメージがあるので、緑を充実してほしい。 女 50歳代 郡山 
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回答内容 性別 年代 地域 

街中だけを綺麗に見せるためにしてる様に見えます。 男 50歳代 中央 

街路樹や花木を各公園に増やして欲しいです。 男 30歳代 中央 

街路樹を増やして欲しい。 男 40歳代 中央 

個人的に街の花壇の花や木を眺めるのは好きなので、これからも緑の維

持に勤めて欲しいです！市の皆さんのお陰で我々市民は緑を楽しめてお

ります！感謝感謝です！ 

男 29歳以下 中央 

交差点など、殺風景な場所に、季節の花を植えたりして少しでも心が安

らぐような景観や町づくりをしてほしいです。 
女 40歳代 中央 

公共の建物の屋根を緑地化したり、スダレ効果を狙った緑地など、温暖

化対策の一環としての緑地に力を入れるべきだと思う。特に学校など、

子供達のためになる場所は急いで欲しい。 

女 40歳代 中央 

市電敷地緑化など、世界的に見ても評価される取組があるわりに、天文

館など繁華街での人の流れに沿った緑が少ないように思います。地方都

市にもかかわらず緑被率が多いようには思えません。また、道路が狭い

せいもありましょうけれど、歩道規模も街路樹規模もともに小さく思え

ます。また、各家庭、集合住宅、アパート敷地の緑化も低調に思えま

す。他都市の実情など把握して、積極的な都市緑化を進めていただきた

いです。 

男 60歳代 中央 

市民が利用出来る公園や施設、また街路樹に緑があることで気持ちよ

く、季節を感じることが出来ます。市内に花や緑があることを管理、維

持することは大変だと思いますが継続してほしいです。 

女 30歳代 中央 

鹿児島市は街路樹を植えてはいるものの本数が少ないと考える。(確か

に、落ち葉の管理の問題等が生じてしまうのだが)したがって、木が生

い茂っている道路(車道で無くても、遊歩道だけでも)を設けて欲しいと

思う。(例えば、甲突川沿いの散歩コースの様な道。) 

女 29歳以下 中央 

鹿児島市内の街路樹について花や緑を増やしてほしいです。まだまだ整

備が必要だと思いました。 
男 40歳代 中央 

車がないと移動が不便なので、道の駅などの店に行ったついでに緑に触

れることのできる場所があるといいです。 
女 30歳代 吉田 

場所によっては花や緑があまりない所もあるので、そのような所にも少

しづつ増やしていけたらいいと思います。 
男 30歳代 伊敷 

中央地区はしょうがないと思うので他のところは緑を増やしていい思

う。 
男 29歳以下 中央 

天文館から中央駅までの街路樹がなくなりました。鳥のフン害だと思わ

れます。もう一度、プランターなどの花を置くのも良いかと思います。 
男 60歳代 中央 

田舎に住んでいるので、緑とかは充分ですけど都会の方に行くと、緑と

花が少ないと思ったことがあるので徐々に緑と花を増やしてくれたらい

いかなと思いました。 

男 29歳以下 喜入 

道路や交差点の花の手入れは行き届いている市だと思います。街路樹の

管理は大変そうですが、ないと無機質な街並みになってしまうように思

います。 

男 60歳代 中央 

道路を拡張するために街路樹が撤去されるのは、残念です。市電の緑化

のように、街中も緑を増やして、木陰を作れば、アスファルトの熱も少

しは和らぐ気がします。公園もきちんと整備された幾何学的なテンパー

クよりそうなる前のテニスコートがあって、大きな木に囲まれた昔の公

園の方が好きです。 

女 50歳代 松元 

無電柱化がすすめば、もっと樹木や花が映えると思う。また、市電の軌

道敷緑化は素晴らしいので、今後も続けていってほしい。 
男 30歳代 中央 

緑は多い方だと感じるが、花を植えてあるところはあまりないように感

じるので、花がもっと増えるといいなと思う。 
女 29歳以下 谷山 
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・広報・周知・啓発について 

回答内容 性別 年代 地域 

屋上緑化などの講習会 男 40歳代 松元 

花の名前がわかった方が親しみも持てると思うので、花の名前も掲載し

てほしい。 
男 29歳以下 中央 

花はきれいに植えてあるのは見受けられるが、どの花を植えているか分

からなくなり、子供にしっかり説明できないことがあるため、名前が表

記されているとありがたいです。 

女 30歳代 谷山 

花や緑をただあるだけにするんじゃなく、それがどういう効果をもたら

すのかを学ぶ機会が増えると良い。 
男 29歳以下 中央 

金木犀や桜が街路樹としてある所はいいなぁと思う。今まで緑に対しそ

こまで興味がなかったが、周りの人たちもそうだと思う。まずは必要性

と魅力を市民に示し納得の上で緑化に取り組めば良いと思う。四季を感

じれる苗や花の配布は、そのために良い取組だと思います。 

男 29歳以下 中央 

子供が産まれるまでは、正直あまり花や緑に目をむけることがなかった

のですが、子供が花や緑をみて「きれい！」と言うのを見て、私自身も

見る目線も変わりましたし、綺麗に管理されてると嬉しくなります。逆

に、雑に扱う方などを見ると不愉快にもなりました。みんながみんな大

事に大切に、というのは難しいと思いますが、まずは子供たちにその大

切さや綺麗さを伝えられたりできれば少しは変わることがあるのかなと

思います。 

女 29歳以下 吉野 

私は吉野に住んでいます。県道や近くの交差点などに季節の花などが植

えられて定期的に手入れされており、植え替えの花を貰った事がありま

す。出来れば簡単で良いので、その花の手入れ方法が分かるようなメモ

のような物があれば一日でも長く育てられるように思います。 

女 50歳代 吉野 

色々なイベントで苗木などの配布をしていただけると、緑に親しみやす

くなる。自分で買うとなるとどれを植えていいのかわからないことも多

い。 

女 30歳代 吉野 

緑の中で生活することは、落ち着いた潤いのある生活のためには欠かせ

ないものである。狭小化、高層化する住環境の中で緑が少なくなること

は、自然そのものの喪失にもつながる。公園や施設の充実も勿論大切な

ことではあるが、一般家庭や、町内会、各種施設、企業等における緑化

の動きも促進していければと思う。ボランティアや講習など、地道な取

組が必要だと思う。 

男 70歳以上 谷山 

「まちかどの花や緑」を市民に知れ渡るようにするには、まず行政サイ

ドの堅い文言での表現を止めて、親しみやすい言動で色んな取組を行っ

て欲しいと思います。様々な意見があると思いますが、とにかく「分か

りやすく親しみを覚え、自分も参加してみたい」と思わせるような仕組

みを作って欲しいと思います。そのためには、行政と民間企業、および

個人の力を終結して取り組んだらいいのではないかと思います。 

男 60歳代 吉野 

以前中学校の先生が、校区の住民より生徒に対して公園での生徒たちの

ボール遊び等を止める様指導してほしいとあったと嘆いていらっしゃい

ました。子供達はどこであそべばいいのかと・・・子ども達が自由に遊

べる様、大人たちに対して啓蒙活動をお願いいたします。 

男 60歳代 中央 

以前中学校の先生が公園での生徒たちのボール遊びを止める様指導して

ほしい旨のクレームがあり、子供達はどこであそべばいいのかと嘆いて

いらっしゃいました。大人たちへの公園使用に対する啓蒙活動も大事か

と思います。 

男 60歳代 中央 

花壇の花の植え替えの時期に、植えていた花が貰えると聞いたが、いつ

どの場所で貰えるのか詳しく教えてほしい。 
女 30歳代 吉野 
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回答内容 性別 年代 地域 

街角のお花に癒されてます。家の花壇や寄せ植えの参考にさせて頂いた

りしてます。お花屋さんやガーデニング屋さんの CM？お披露目の場とし

ても街角のスペースを利用してもいいのでは？と、思います一般の人に

は参考になりますし、こんなセンスの方のお花買いたいなぁと、思う方

がいらっしゃるかもしれないし…。 

女 40歳代 谷山 

 

・まちの景観について 

回答内容 性別 年代 地域 

福島県の日立海浜公園のネモフィラやコキアや栃木の足利フラワーパー

クの藤の花のように、全国的に有名なスポットになるくらい、同じ花を

きれいに、スケールの大きな植えかたをしてほしい。街中芝生なら芝生

とか。 

男 40歳代 中央 

旅行者などが鹿児島って素敵だなって思えるような鹿児島っぽい風景に

してほしい。 
女 30歳代 吉野 

ただ単に植えこんだという花々でなく、自然な造形の植えこみにして欲

しいです。簡単なのかもと思いますが、色の氾濫といった植え方は暑苦

しいし、美しさを感じられないです。周囲の環境も併せての植え込みを

望みます。電車停留所のコンテナは大好きです。（落ち着いた色相の植

えこみ）最近みてないですが。（コロナで外出を控えていて。） 

女 70歳以上 谷山 

花壇にごみやペットボトルが捨ててある。植え込みの上にもペットボト

ルなどが捨ててある。改善出来たら。 
女 60歳代 中央 

産業道路ではヤシの木の高さが疎らで宮崎市日南のように、高さを高く

揃えられたら、南国のイメージっぽくなると思います。 
女 50歳代 谷山 

市電の線路に芝生が植えられた時すごく素敵だと感じました。植物は生

き物ですから、植栽管理も必要で、大変なことも多いかと思いますが、

緑の無い殺伐とした街よりも、緑いっぱいの街の方が景観も良く、住人

も観光で訪れた人にとっても魅力的だと思います。もっと南国を思わせ

る植物やお花を増やして、人気観光地のハワイのようになるといいなぁ

と思います。造園技能士等資格を持った方が地方公務員となれる制度が

あれば、若い方たちが緑化に携わっていくきっかけになるのではないで

しょうか？ 

女 40歳代 伊敷 

 

・その他 

回答内容 性別 年代 地域 

10年前の花かごしまの時のような、都市緑化に関連した大きなイベント

をまたして欲しいです。 
女 30歳代 谷山 

今のままで大丈夫だと思います 女 29歳以下 吉野 

今のままで満足です。 女 30歳代 吉田 

今のままで良い。 男 60歳代 中央 

鹿児島市は花や緑が多い市だと思う。 女 30歳代 谷山 

鹿児島市は市電周りや公園に花が植えてありきれいだと思います。県外

の方にも言われたことがあります。 
女 50歳代 桜島 

鹿児島は福岡や東京に比べると自然が多く、特に桜島の景観は大自然の

パワーを実感できます。現在の花や緑を維持しつつ、自然を感じられる

街づくりを行うことが、鹿児島の強みを生かした街づくりであると思い

ます。 

男 30歳代 中央 

県外から引っ越してきて 20 年経ちますが鹿児島は緑が多くて住みやす

いです。 
女 30歳代 谷山 

現状は特にありません。 男 30歳代 中央 
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回答内容 性別 年代 地域 

郡山は雑草が多い。道路の保全も必要 宅地開発のための樹木の伐採も

進んでいる。 
男 50歳代 郡山 

十分だと思います。 男 50歳代 吉野 

その前に鹿児島には敬天愛人の精神があると認識して来た。Ｉターンの

一人として思うには、地域の人々のつながり度は高いと思っていたが、

町内会に加入して思うのは、上記の精神を持った県民にしては加入者が

少なく思うし、加入しても数年で退会する人もいて、北海道で生活した

者には考えられない事である。地区の住宅を建てて住民となった事は、

住民としての権利と行使したのであるから、地区の住民としての義務、

責任を果たすべきと思うが、（果すべき度合は別として）、いかがでしょ

うとか、又、これは自分の思い込みですか？ 

男 70歳以上 谷山 

地域によって差があるように感じる。 男 30歳代 中央 

花や緑は大切だけれど、同じくらい人の生活も大切なもの。花や緑を増

やしたり、減らしたりすることに加えて、管理や手入れ（追肥や雑草を

払う）も必要なので、その点も含めて政策を作っていったほうがよいか

と思います。…春・秋の木市や今ある花や緑のイベントなど、もっと活

用していくのも手かと。 

男 30歳代 伊敷 

花を見て、いつも元気をもらっています。 女 30歳代 喜入 

街中の花や樹木など、いつも癒されてます。それらの中に小さな生き物

とか見つけた時、小さな幸せを感じたりします。 
男 40歳代 松元 

住環境の向上を考えた時に、緑化推進は重要な項目だと思います。 男 60歳代 松元 

緑化は都市部の夏季高温化に対するもののみでも良いかと思います。本

市は緑豊かな環境だと思います。他には鳥獣や蜜蜂等の益ある生物の住

環境への配慮は必要かと考えます。とは言え伝染病、ウイルス等を媒介

する可能性のある生物との住環境と重なる部分があると思われるので悩

ましいところです。 

男 40歳代 中央 

山を切り拓いて、住宅地を増やしすぎ。 女 30歳代 伊敷 

要望や改善して欲しい事は特に無し。 女 30歳代 谷山 

特にないです。 女 40歳代 伊敷 

とくになし 女 30歳代 中央 

とくになし 女 30歳代 中央 

特にありません。 女 29歳以下 喜入 

特にありません。 女 40歳代 中央 

特にありません。 女 50歳代 伊敷 

特にありません。 男 40歳代 谷山 

特にありません。 男 50歳代 中央 

特にありません。 女 29歳以下 谷山 

特にない 男 40歳代 中央 

特にない 女 29歳以下 谷山 

特にない 男 30歳代 松元 

特にないです。 女 29歳以下 谷山 

特にないです。 女 50歳代 伊敷 

特になし 女 29歳以下 中央 

特になし 女 30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 女 30歳代 吉野 

特になし 女 30歳代 郡山 

特になし 男 29歳以下 伊敷 

特になし 女 40歳代 谷山 

特になし 女 50歳代 中央 

特になし 女 30歳代 伊敷 
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回答内容 性別 年代 地域 

特になし。 女 29歳以下 伊敷 

特になし。 女 50歳代 郡山 

特に気にして生活していないのでわかりません。 男 40歳代 中央 
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Ⅲ 町内会・コミュニティ協議会の活動に関する認知度調査 

１．調査の目的 

町内会の活動は、多岐にわたっており、いずれも地域に密着しています。「防犯灯の維持管理」や

「ごみステーションの維持管理」、「町内清掃」などの生活環境に関するもの、「敬老会」や「夏祭

り・六月灯」などの住民の親睦交流に関するもの、「高齢者慰問・声かけ」などの福祉活動に関する

ものが多く行われています。一方で、町内会長及び会員の高齢化が一段と進んでおり、運営上の悩

みとして、後継者や担い手不足、役員の負担増が大きくなっています。 

町内会によっては、今後、活動が難しくなることも懸念されることから、町内会活動の活性化や

最適化により、地域の連帯強化が図られるような支援を行政側も行っていく必要があります。 

今回、町内会や地域コミュニティ協議会に関する意識調査を行い、コミュニティ組織が実施する

活動への認知度や市民のニーズを把握することで、本市が行う支援施策の策定やコミュニティ組織

への情報提供に役立てたいと考えておりますので、アンケートへのご協力をお願いします。 

 

２．調査結果を受けて担当課（地域振興課）からのコメント 

今回は、町内会や地域コミュニティ協議会について、各年代の方々から貴重なご意見をいただき

感謝申し上げます。 

近隣住民との付き合いの程度については、「たまに立ち話する」「あいさつする程度」は全体の４

分の３を占め、「親しく交流している」の割合が１割強という結果でした。お住まいの地域の町内会

名の認知度は約７割、また小学校区に設立されている地域コミュニティ協議会の認知度は「名称を

聞いたことがある」と回答した方を合わせると約５割を占め、コミュニティ組織への関心を一定の

方が持っているという結果となりました。 

また、地域の町内会に特に取り組んでほしい活動として、「防犯パトロール」や「夏祭りや六月灯、

十五夜等の季節の祭り」「ごみステーション設置及び管理、町内清掃、資源回収」が高い割合を占め

る一方で、必ずしも実施しなくてもいい活動は「校区運動会・校区文化祭」「研修旅行」が高く、生

活に身近な活動や伝統行事への必要性が高いことがわかりました。また、活動が多岐に渡ることに

よる町内会の負担を踏まえ、「地域ごとに可能な範囲で活動すべき」とのご意見もいただいたところ

です。 

その他、皆様からは「防犯パトロールやごみステーションの管理などをしてもらい、ありがたい」

「会長さんが一生懸命で、子どもからお年寄りまでいろいろな活動を活発に行っている」「町内会の

皆さんががんばっているので、このまま維持してほしい」などの肯定的な意見が寄せられた反面、

役員や活動の負担軽減、町内会がどのような活動を行っているか周知してほしいなどのご意見もあ

りました。 

アンケートの結果を踏まえ、市民の皆さまのコミュニティに関する意識、町内会・地域コミュニ

ティ協議会の認知度や期待などの傾向を把握することができたと思っております。今回の調査結果

につきましては町内会や地域コミュニティ協議会に周知するとともに、ご意見等を踏まえ、町内会

や地域コミュニティ協議会の活動の周知広報や、役員の負担軽減、企業等への働きかけなどの取組

を推進するとともに、今後の施策の検討に努めてまいります。 
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３．調査結果 

問 18 世帯構成について、あてはまるものがありますか。（複数回答） 

「配偶者がいる」が 68.9％と最も高く、次いで、「中学生以下のこどもがいる」の 36.2％、「６

５歳以上の世帯員がいる」の 15.2％の順となっています。 

 

 

問 19 お住まいの住居について教えてください。（単一回答） 

「一戸建て持ち家」が 56.8％と最も高く、次いで、「賃貸アパート・マンション等」の 25.7％、

「分譲マンション」の 8.6％の順となっています。 

 

◆その他の回答（原文まま） 

・宿舎 

・県営住宅 

・市営住宅（３件） 

・両親と同居 

・社宅 

選択肢 回答数 割合

配偶者がいる 177 68.9%

中学生以下のこどもがいる 93 36.2%

６５歳以上の世帯員がいる 39 15.2%

一人で住んでいる 32 12.5%

その他（上記にあてはまるものはない） 29 11.3%

無回答 0 0.0%

サンプル数 257 －

68.9%

36.2%

15.2%

12.5%

11.3%

0.0%

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

選択肢 回答数 割合

一戸建て持ち家 146 56.8%

一戸建て借家 16 6.2%

分譲マンション 22 8.6%

賃貸アパート・マンション等 66 25.7%

その他 7 2.7%

無回答 0 0.0%

サンプル数 257 100.0%

56.8%

6.2%

8.6%

25.7%

2.7%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 20 今お住まいの住居での居住年数について教えてください。（単一回答） 

「１０年以上～２０年未満」が 22.6％と最も高く、次いで、「５年以上～１０年未満」の 21.8％、

「１年以上～５年未満」の 21.4％の順となっています。 

 

 

問 21 近隣住民との付き合いの程度について教えてください。（単一回答） 

「あいさつをする程度」が 42.8％と最も高く、次いで、「たまに立ち話をする」の 31.1％、「親

しく交流している」の 13.6％の順となっています。 

 

  

選択肢 回答数 割合

１年未満 21 8.2%

１年以上～５年未満 55 21.4%

５年以上～１０年未満 56 21.8%

１０年以上～２０年未満 58 22.6%

２０年以上～３０年未満 38 14.8%

３０年以上 29 11.3%

無回答 0 0.0%

サンプル数 257 100.0%

8.2%

21.4%

21.8%

22.6%

14.8%

11.3%

0.0%

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

選択肢 回答数 割合

親しく交流している 35 13.6%

たまに立ち話をする 80 31.1%

あいさつをする程度 110 42.8%

ほとんど会話をしない 17 6.6%

全く付き合いはない・知らない 15 5.8%

無回答 0 0.0%

サンプル数 257 100.0%

13.6%

31.1%

42.8%

6.6%

5.8%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 22 住んでいる地域の町内会名を知っていますか。（単一回答） 

「知っている」が 69.3％、「知らない」が 30.7％となっています。 

 

 

問 23 町内会に加入していますか。（単一回答） 

「加入している」が 59.1％と最も高く、次いで、「一度も加入したことがない」の 23.0％、「過

去に加入していた」の 14.8％の順となっています。 

 

  

選択肢 回答数 割合

知っている 178 69.3%

知らない 79 30.7%

無回答 0 0.0%

サンプル数 257 100.0%

知って

いる

69.3%

知らな

い

30.7%

無回答

0.0%

選択肢 回答数 割合

加入している 152 59.1%

一度も加入したことがない 59 23.0%

過去に加入していた 38 14.8%

町内会がない 8 3.1%

無回答 0 0.0%

サンプル数 257 100.0%

59.1%

23.0%

14.8%

3.1%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 24 町内会では以下のような活動を行っていますが、町内会が関わってい

ると思っていなかったものはありますか。（複数回答） 

「研修旅行」が 38.9％と最も高く、次いで、「思っていなかったものはない」の 34.6％、「募金

活動」の 24.1％の順となっています。 

 

  

選択肢 回答数 割合

季節の祭りやイベントの開催（夏祭りや
六月灯、十五夜等）

58 22.6%

スポーツレクリエーション（グラウンド
ゴルフ、球技大会等）

47 18.3%

敬老会 39 15.2%

校区運動会　校区文化祭 51 19.8%

ごみステーション設置及び管理　町内清
掃　資源回収

59 23.0%

防犯パトロール　地域の見守り活動　防
災訓練

43 16.7%

研修旅行 100 38.9%

募金活動 62 24.1%

思っていなかったものはない 89 34.6%

無回答 0 0.0%

サンプル数 257 －

22.6%

18.3%

15.2%

19.8%

23.0%

16.7%

38.9%

24.1%

34.6%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 25 お住まいの地域で町内会に特に取り組んで欲しい活動はどれですか

（３つまで） 

「防犯パトロール 地域の見守り活動 防災訓練」が 40.5％と最も高く、次いで、「季節の祭り

やイベントの開催（夏祭りや六月灯、十五夜等）」の 37.0％、「ごみステーション設置及び管理 

町内清掃 資源回収」の 34.6％の順となっています。 

 

◆その他の回答（原文まま） 

・地域猫の管理。 

・公園の建設です。少子化問題で、あいご会が危機です！公園が増えたら、子育て世代の方が移

住してくる！子供人口増える！ 

  

選択肢 回答数 割合

季節の祭りやイベントの開催（夏祭りや
六月灯、十五夜等）

95 37.0%

スポーツレクリエーション（グラウンド
ゴルフ、球技大会等）

20 7.8%

敬老会 9 3.5%

校区運動会　校区文化祭 14 5.4%

ごみステーション設置及び管理　町内清
掃　資源回収

89 34.6%

防犯パトロール　地域の見守り活動　防
災訓練

104 40.5%

研修旅行 8 3.1%

募金活動 8 3.1%

その他 2 0.8%

特にない 87 33.9%

無回答 1 0.4%

サンプル数 257 －

37.0%

7.8%

3.5%

5.4%

34.6%

40.5%

3.1%

3.1%

0.8%

33.9%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 26 お住まいの地域で町内会が必ずしも実施しなくてもよいと思う活動は

どれですか（３つまで） 

「研修旅行」が 49.8％と最も高く、次いで、「特にない」の 29.6％、「募金活動」の 25.7％の順

となっています。 

 

◆その他の回答（原文まま） 

・町内会の負担は大きいと聞いています。活動が多岐に渡れば、それだけ維持することが難

しくなると思いますので、地域ごとに可能な範囲で活動をすべきではないかと考えます。 

  

選択肢 回答数 割合

季節の祭りやイベントの開催（夏祭りや
六月灯、十五夜等）

31 12.1%

スポーツレクリエーション（グラウンド
ゴルフ、球技大会等）

44 17.1%

敬老会 26 10.1%

校区運動会　校区文化祭 60 23.3%

ごみステーション設置及び管理　町内清
掃　資源回収

10 3.9%

防犯パトロール　地域の見守り活動　防
災訓練

5 1.9%

研修旅行 128 49.8%

募金活動 66 25.7%

その他 1 0.4%

特にない 76 29.6%

無回答 3 1.2%

サンプル数 257 －

12.1%

17.1%

10.1%

23.3%

3.9%

1.9%

49.8%

25.7%

0.4%

29.6%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 27 ご自身が参加・協力したいと思う活動はどれですか。（複数回答） 

「季節の祭りやイベントの開催（夏祭りや六月灯、十五夜等）」が 44.4％と最も高く、次いで、

「ごみステーション設置及び管理 町内清掃 資源回収」の 35.4％、「防犯パトロール 地域の見

守り活動 防災訓練」の 30.7％の順となっています。 

 

◆その他の回答（原文まま） 

・パートに行っているため参加できない。 

・参加したく思いますが、今は優先すべき事多く、実現できません。 

  

選択肢 回答数 割合

季節の祭りやイベントの開催（夏祭りや
六月灯、十五夜等）

114 44.4%

スポーツレクリエーション（グラウンド
ゴルフ、球技大会等）

41 16.0%

敬老会 20 7.8%

校区運動会　校区文化祭 38 14.8%

ごみステーション設置及び管理　町内清
掃　資源回収

91 35.4%

防犯パトロール　地域の見守り活動　防
災訓練

79 30.7%

研修旅行 8 3.1%

募金活動 20 7.8%

その他 2 0.8%

特にない 69 26.8%

無回答 1 0.4%

サンプル数 257 －

44.4%

16.0%

7.8%

14.8%

35.4%

30.7%

3.1%

7.8%

0.8%

26.8%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 28 お住まいの地域の町内会が所有する集会所はありますか。（単一回答） 

「ある」が 59.1％、「ない」が 4.7％、「わからない」が 35.8％となっています。 

 

 

問 29 問２８で「１．ある」と回答された方にお伺いします。あなたはこれ

までに集会所をどの程度利用しましたか。（単一回答） 

「全く利用したことがない」が 28.9％と最も高く、次いで、「年に複数回」の 26.3％、「３年以

上は利用していない」の 20.4％の順となっています。 

 

  

選択肢 回答数 割合

ある 152 59.1%

ない 12 4.7%

わからない 92 35.8%

無回答 1 0.4%

サンプル数 257 100.0%

ある

59.1%

ない

4.7%

わからな

い

35.8%

無回答

0.4%

選択肢 回答数 割合

年に複数回 40 26.3%

１年に１回程度 24 15.8%

２～３年に１回程度 11 7.2%

３年以上は利用していない 31 20.4%

全く利用したことがない 44 28.9%

無回答 2 1.3%

サンプル数 152 100.0%

26.3%

15.8%

7.2%

20.4%

28.9%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 30 小学校区で設立されている地域コミュニティ協議会（まちづくり協議

会）をどの程度知っていますか。（単一回答） 

「地域コミュニティ協議会を知らない」が 50.2％と最も高く、次いで、「地域コミュニティ協議

会の名称を聞いたことがある」の 30.7％、「地域コミュニティ協議会が実施する行事等に参加した

ことがある」の 15.6％の順となっています。 

 

 

問 31 問３０で「１～３」と回答された方にお伺いします。地域コミュニテ

ィ協議会（まちづくり協議会）についてどのように知りましたか。

（複数回答） 

「地域（町内会や学校等）の会合やイベントで知った」が 45.2％と最も高く、次いで、「協議会

や町内会による広報（回覧板や広報誌等）で知った」の 41.3％、「友人や近所の人等から聞いて知

った」の 16.7％の順となっています。 

 

  

選択肢 回答数 割合

役員等で地域コミュニティ協議会の運営
に参加している

7 2.7%

地域コミュニティ協議会が実施する行事
等に参加したことがある

40 15.6%

地域コミュニティ協議会の名称を聞いた
ことがある

79 30.7%

地域コミュニティ協議会を知らない 129 50.2%

無回答 2 0.8%

サンプル数 257 100.0%

2.7%

15.6%

30.7%

50.2%

0.8%

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

選択肢 回答数 割合

地域（町内会や学校等）の会合やイベン
トで知った

57 45.2%

協議会や町内会による広報（回覧板や広
報誌等）で知った

52 41.3%

友人や近所の人等から聞いて知った 21 16.7%

市の広報誌やホームページで知った 17 13.5%

その他 8 6.3%

無回答 2 1.6%

サンプル数 126 －

45.2%

41.3%

16.7%

13.5%

6.3%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◆その他の回答（原文まま） 

・子供があいさつの標語に入賞して表彰式に呼ばれた。 

・小さい頃から参加していたので知っていた。 

・仕事を通じて、地域コミュニティ協議会の活動内容の検討を行った。 

・小学校の執行部に携わっていた時に知った。 

・家族が参加している。 

・お知らせの手紙。 

・別のまちづくり協議会に参加していた。 

・友人参加の校区文化祭、夏祭りを見学した。 
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問 32 お住まいの地域の町内会について、改善してほしいことがあればご自

由にお書きください。 

◆回答一覧（原文まま） 

・町内会の運営について 

回答内容 性別 年代 地域 

あまり同じ人が町内会の役員を長くしないでほしい。（考え方が変わら

ないのでつまらない） 
女 40歳代 伊敷 

地域活動の起点は町内会、年一回の班長会のみでは役員にならない限り

会議に出席することはない。班単位の会議を役員が音頭をとるべき。末

端の班は、いろんなアイデアを持っている。ゴミステーション、町内会

未加入者、防災避難等々、話し合わねば情報は得られず連携も生まれな

い。 

男 70歳以上 中央 

班長になって思う事は、班会があっても皆仕方なく惰性で来ているか

ら、何かを変えようという意志も無く、マンネリ化している。年会費も

銀行振り込みにするとか、簡素化したら良いと思う。無駄な時間を班会

で浪費するだけで、何もいつも進歩がみうけられないのが残念。 

女 60歳代 中央 

マンションが増え、皆さん働いており、町内会でも役員をできる人は、

高齢者だけです。高齢者に役員（班長）の業務は、荷が重いような気が

します。役員（班長）を設置しなくていいような組織ができればいいと

思います。そのために地区の市議がいらっしゃるので町づくりも含め

て、まとめて取り組んでいただければ、いち早くより良い町づくりがで

きると思います。 

女 50歳代 谷山 

マンション住まいで現在、町内会に加入していないので、よくわかりま

せんが、皆さんできちんと話し合って決めていく雰囲気があれば良いと

思う。 

男 60歳代 谷山 

一人一人が率先して協力しあえる町内会になれたらと思う。 女 50歳代 郡山 

過去参加したが全く町内会の伝達が無かった。会費だけ払って寂しく思

ったことがあり以来参加しないことにしている。 
男 30歳代 中央 

休みを使用しても町内会活動には無理があり、参加が嫌で引っ越す若い

家族がいる現場もあります。参加しないといけないという雰囲気も良く

無いのでは。 

男 40歳代 吉野 

強制じゃないとしても参加してない人が肩身の狭い思いをしないように

してほしい 
女 40歳代 中央 

月曜日に集落長会議をする、というルールがフルタイム勤務住民の集落

長立候補を妨げている。時代に合わないので変えたほうがいい。時間を

遅くするとか、変えた方が良い。 

男 30歳代 喜入 

高齢化が進んでいても役員の数は変わらない。役員を減らす必要がある

のでは?なりたい人もいない市役員改選の時にいつもピリピリしてい

る。 

女 40歳代 伊敷 

高齢者多数で若年者少数の為組織の簡略化が望まれます。 男 50歳代 郡山 

集金や回覧板など、共働きの若い世代には時間がなかなか合わないこと

もあり良い方法がないのかと思う。 
女 30歳代 桜島 

順番で役員等回すのはやめてほしい。 男 40歳代 伊敷 

昔流れすぎて入る余地なし。団地に住んでるものはよそ者扱い。人数少

ないから、行事事は絶対参加の様になっていて、仕事との絡みで厳しく

断れば、除外のような扱いに困り、抜けました。 

男 50歳代 喜入 

地域の連帯とか都市部ではむつかしいですよね。最低限高齢者の見守

り、地域のルール作り(ゴミステーション等)がしっかり出来ればと思い

ます。 

男 40歳代 中央 
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回答内容 性別 年代 地域 

町内会で活動する内容には地域に必要な事が多いのも理解しています

が、運動会などの参加者が少なく他の地域の人に頼んで参加するケース

を良く聞きます。生活が多様化してきており、それぞれの価値観も違

い、昔ほどの地域での繋がりは減ってるように思います。私もゴミステ

ーションの利用をする為に町内会に加入しているのが実情で、それがな

ければ加入する魅力を全く感じません。市役所の職員の方も加入してい

ない人も多いと聞いた事があります。町内会費を払い、参加したくない

イベントに参加し、やりたくない役員になるだけの印象が強いです。も

っと町内会に加入しなきゃ勿体ないと思えるような改革をしていただき

たく思います。 

女 50歳代 吉野 

町内会で若い方は共働きでなかなか参加が難しかったり、年配の方だと

多く回覧板を回すのも一苦労な方もいる。足腰の弱い年配の方が無理し

ている様子をみる。若い方から年配の方までも安心して参加できるよう

な形が必要だと思う。 

女 30歳代 中央 

町内会長を決めるときに揉めないで欲しい。 女 40歳代 松元 

賃貸なので大家さんが諸々管理していただいています。今後、子どもが

小学校へ入学したらもっと積極的に参加していきたいので途中からでも

気軽に参加できる雰囲気ならいいと思います。 

女 30歳代 谷山 

道路の除草を年に数回してはいるものの、参加者が高齢で若い人がほぼ

いない状態である。若い人が町内会に参加して活動していけるようにな

ってほしい。 

男 50歳代 吉野 

夫婦共働き世帯が多いので、配慮願いたい。世代間の考え方に、格差が

あり過ぎ。加入者が、少ない原因は、自組織の非効率な運営と自覚し、

改善すべきではないか。 

男 50歳代 吉野 

 

・町内会活動への参加や町内会への加入に関することについて 

回答内容 性別 年代 地域 

移住して来た方の町内会への積極的加入。（町内会の地区班長をして加

入をすすめてもなんで加入しなければならないのと言われる事がたたあ

りました。） 

男 70歳以上 谷山 

班員 19 戸のうち様々な理由（高齢者のみの世帯・介護・子育て・健康

面の不安など）で班長（６ヶ月）を引き受けてくれる班員が６～７戸し

かない。町内会に加入していない若い世帯も多く一戸でも多く加入した

い思うような町内会にしてほしい。 

女 70歳以上 伊敷 

加入者が少ない・・・というか、ほとんどが未加入というのが現状であ

る。集合住宅や、新規で持ち家を建てた方も加入される方は、少ない。

町内会で呼びかけたこともあるが、改善は見られない。諸行政サービス

を受けることと加入を一体的にとらえてもらえるような工夫や働きかけ

が出来たらと思う。 

男 70歳以上 谷山 

加入者の減少、役員が決まらない。どこも同じ悩みを抱えていらっしゃ

ると思います。問題解決のため、こうすればいいという方法を、相談に

乗ったりアドバイスいただける機関はないのでしょうか？次の役員が見

つからず個人で悩まれていて、それが大変でもう脱退しますという方も

いらっしゃいます。そんな時に、相談できるところがあると、助かるの

ではないかと思います。 

女 40歳代 谷山 

強制ではなく任意でお願いしたいです。 女 30歳代 谷山 

近隣とは交流がなく、一度町内会についてよくわからず保留にしてほし

いと断ったらもう連絡も来なくなりました。次声かけられたら町内会に

入ろうと思っていても誰に話したらよいかわからない状態です。チラシ

でもいいのでもう少し回りに情報を広げていただきたいです。 

女 29歳以下 谷山 

高齢化が進んでいるため、担い手がいない。 男 30歳代 桜島 
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回答内容 性別 年代 地域 

高齢者が多く、また仕事をしている人も多くて会長や各役員のなり手が

いないのでほぼ同じ顔ぶれの人たちが会長、役員になっています。当地

域は急傾斜危険地帯なので、新規参入者がほぼゼロに近いので会員が減

ることはあっても増えることはまず期待できない状況なので、町内会員

も町内会費は払っているが町内会活動に参加する会員は、ほぼ同じ顔ぶ

れとなっています。町内会員とまでは言えませんが、せめて会員の８割

りぐらいが町内会活動に積極的に参加できるような仕組みを作れたらい

いと思いますが、マンネリ化してる状況なのでなんとか打破する方法が

ないか市からもいい知恵を出してほしいと思います。 

男 60歳代 吉野 

参加者が増えるような施策がもっと欲しい。 男 60歳代 中央 

若い人がすくなくご高齢の方がどうしても中心になってしまうが若い世

代は仕事も子育ても忙しくなかなか地域の活動までとなると大変になる

…とても難しい問題ではあると思っている。 

女 40歳代 桜島 

若い人が少なくて若い人が入りたがらないのでどうにかしていけたらと

思う。 
男 30歳代 伊敷 

町内会へは今のところ興味も意見もありません。強制加入はやめた方が

いいと思う。 
男 29歳以下 中央 

町内会活動の義務化は止めて欲しい。 男 40歳代 中央 

入ってない人が多いので入りづらい。 女 30歳代 谷山 

年配の方とあいご会の方は、町内会活動でみかけるが、50代くらいの方

の参加があまりない気がする。全体的に若い人は、町内会の認識がな

い。入会していない。 

女 30歳代 谷山 

 

・町内会活動の内容について 

回答内容 性別 年代 地域 

お隣どうしのコミュニケーションをとって防犯などを防ぎ高齢者が住み

やすい場所にもっとして欲しい。 
男 60歳代 吉野 

現在コロナ禍で活動中止の行事も多いですが、早く以前のような活発な

地域活動ができるようになればいいと思う。そればかりです。 
女 70歳以上 吉田 

高齢者向きのイベントは多いが子育て世帯へ向けたコミュニティーが少

ない。 
女 30歳代 喜入 

コロナ禍でありご活動もなくなって、子どもたちに還元できるものが何

もなくなっている。敬老会の品などはあるのに…マンションや新築で入

居された人、入っていない人への加入について取組がみられない。 

女 40歳代 中央 

コロナが追いついてきたら、子供が喜ぶイベントをしてほしい！夏祭り

が２回中止になって、子どもはかなり残念がっている為。 
女 30歳代 谷山 

コロナでいろんな行事が中止になり、地域の方とふれあうことが少なく

なった。以前のような生活にもどり、孫達にたくさんの体験をさせた

い。 

男 60歳代 中央 

コロナ禍なので、コロナに配慮しながらも、子どもや地域の活性化のた

めにイベントごとや企画を提案して欲しい。また、そう言うことを募集

する会や案内をしてほしい。 

男 29歳以下 中央 

高齢化が進み若年層の流出。かたや老後の生活地として来られる方は若

干いる。町内会での交流の活性化が課題である。 
男 50歳代 郡山 

高齢者の人たちが気軽に集まれるイベントや場所を作ってほしい。まわ

りも高齢化しており、みんなお家にいるようだか、なにもすることがな

さそうで、かわいそう。本を借りれたり、散歩ができたり、軽い運動が

できるところを作ってほしい。 

女 40歳代 中央 

今年から町内会に加入しているがコロナ渦ということもあり参加や協力

ができないことが残念です。 
女 30歳代 谷山 
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回答内容 性別 年代 地域 

細い道が多いので、通学時間や夜の見守り活動などを充実させてほし

い。 
女 30歳代 伊敷 

朝早い時間、夜遅い時間の通勤通学の方やウォーキングを勤しむ方の為

にも、町内の防犯を地域のボランティア活動に頼るのではなく、防犯カ

メラ等設置して、犯罪を起こさせない活動を行ってほしい。 

女 40歳代 伊敷 

町内会の役員をしているため書きにくいが、もっと若年層へ拓けた活動

をしていきたい。 
男 30歳代 中央 

道路、空き地等、安全管理のチェック 女 40歳代 吉田 

 

・町内会活動に係る負担について 

回答内容 性別 年代 地域 

ゴミステーションの管理や防犯パトロールや募金まで町内会がやらない

とならないから町内会活動か大変になり役員のなり手がいなくなるので

はないでしょうか。ボランティアでやる範囲が多すぎる気がします。 

女 29歳以下 中央 

コロナで町内会の行事等も全て中止になっているが、今の町内会で満足

している。役員も順番制で、まだしたことがないが、見聞きした感じ大

変そうだ。役員が負担になりすぎない運営であって欲しいと思う。 

女 40歳代 中央 

少子高齢化であいご会の負担も大きい。お互い負担のない活動が必要。

正直、“年だから…”を理由に班長すら断る方がいる。回覧板等の配布

物が多い。（ペーパーレスの時代に）若い子育て世代の方が町内会加入

を断る理由も分かる。区長の話し合いが月１回とか夜あるとか、話し合

いも減らすべき。区長経験があるが、負担が多すぎて苦痛だった。（や

らない人は文句ばかり）町内会は必要だと思うが、見直されないといけ

ない点も多い。（別の地区→以前加入していた町内会は、班長が町内会

費を集めたら直接町内会長に持って行っていたが、今の町内会は、班長

集金、区長が集まった班の町内会費を経理に届ける制度。「区長が集ま

った班の町内会費を経理に～」がいらないのでは？） 

男 40歳代 吉野 

活動する事が多すぎて入る気になれないです。 女 40歳代 吉田 

係を、する方が少ないのでもっと公平に係をする様にしてほしい。 男 50歳代 中央 

結構行事が多い町内会ではありますが、子供が小さいうちは子供のため

にと参加していましたが、歳とってくると参加するのがおっくうになっ

てきました。時代と共に参加する人も少なくなってきていて、役員さん

も大変そうです。役員になるのも大変と思ってしまう。 

女 50歳代 吉野 

行事が多いため、減らしてほしいです。 女 30歳代 喜入 

最近コロナの影響で、実施していない業務、行事があるが、これを機に

必要なことと、無くても大丈夫なことは見直していって欲しい。 
女 30歳代 吉田 

子育て中の保護者に過度な負担が掛からない内容の活動へと変えていく

必要が有ると思う。 
女 40歳代 中央 

私が住む町内会は、入会率もよく、会長さんはじめ役員さんが一生懸命

取り組んでくださり、行事等もたくさんあります。一方で、あいご会の

行事もたくさんあることで、保護者の方が負担に思ってきているのも事

実です。近年お仕事をされているお母様が増えたこと、子どもさんの習

い事が増えたことでなかなか行事の参加が難しくなっているようです。

町内会にも行事の減少をお願いしたことがありましたが、行事の一つ一

つに意味があるとのことで、減らしてくれませんでした。少しでも私た

ちの意見を取り入れてくれたらと思います。 

女 40歳代 中央 

  



- 53 - 

 

 

回答内容 性別 年代 地域 

自分は現役のサラリーマンで、町内会の副会長をしております。８年ほ

ど前、誰もなり手がいなくて、お願いされて渋々受けた次第です。改選

時になると会長のなり手がいなくて非常に困ります。副会長だからと云

うことで、次は貴男ねと言われますが、現役にははっきり言って無理で

す。会合が多すぎる。これは現役を退いた方を対象としているためで、

サラリーマンには無理ですね。どこまで出ないといけないのか？皆人任

せで、自分のこととして考えてくださらない。時間もたっぷりあって、

散歩が日課なのに・・・現会長も自営業ですが、仕事をされてるので大

変そうです。出来るだけのサポートはしてるつもりですが、次の改選で

辞めると言いかねない。そうなると、町内会は解散です。皆自分の生活

が第一なので。どこの町内会も一緒なんでしょうね。 

男 50歳代 伊敷 

町内会の行事が多いため、周りで町内会に入らない人が多い。班長とか

役員とかの仕事を改善してほしい。 
女 50歳代 吉野 

同じ方が、長年ご苦労されているのは分かるが、仕事で協力出来ない。

負担を軽くする方法があればと思う。 
男 29歳以下 中央 

 

・町内会からの情報発信・情報提供について 

回答内容 性別 年代 地域 

コロナ禍、回覧板は掲示板にでも貼りだすようにする。 男 60歳代 伊敷 

どのような活動を行っているかわかりません。（町内会に入っていない

から？）活動内容を外に発信して頂ければ内容がわかるのですが…。 
男 40歳代 吉野 

どんな活動をしているかアナウンス（チラシの投函など）があれば良

い。おそらくコロナ禍で町内会の活動が自粛されていたから、あまり活

動内容を知らなかったかもしれないと想像します。（コロナ禍の 2020 年

4月に鹿児島に転居しました。） 

男 30歳代 中央 

越してきたばかりで、コロナの関係もあり町内会の活動も目にしたこと

もないですし、町内会の必要性も正直感じられていません。同様に特に

困っていることもないので、改善して欲しいことはないです。しかし、

見ていないところで町内会の方々のおかげで救われていることもあるか

もしれないのでどういう活動をしていてなにかお手伝いが必要なのかど

うかは知りたいです。 

女 29歳以下 吉野 

回覧板をやめて、必要な連絡事項は、プリントにしてポスト投函にして

ほしい。 
女 30歳代 谷山 

居住地の町内会がどのような活動をしているのか、把握できておりませ

ん。町内会の活動状況を、戸別配布する等の施策は検討していないので

しょうか。 

男 50歳代 松元 

今は、コロナ禍とはいえ、外出や行動しようにも制限されており、回覧

板もペーパーレスの方が分かりやすいと捉えていています(早い話が、

ＬＩＮＥ(ライン)通知の方が分かりやすい！)。 

男 40歳代 谷山 

子どもがいない世帯には何をしているのかよく見えない。 男 40歳代 中央 

情報を得られてないと言うのが正直なところです。 女 29歳以下 谷山 

全く活動について知らない。どのような活動をされているのか伺いた

い。 
女 29歳以下 中央 

知らない人が多いと思うので広める活動からするべきだと思う。 男 29歳以下 中央 

町内会に入るには転入の際電話をしないといけなかったので、結局加入

しないままになってしまった。マンション住まいなので管理組合で完結

してしまうことが多く、また必要性もあまり感じないため、今では加入

しなくていいかなと考えている。定期的にチラシなどが投函されれば、

知る機会もあるが、外からはどういう活動をしているかも分からない

し、知人がいる訳でもないため、こちらからはアクションを起こしづら

い。 

男 30歳代 中央 
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回答内容 性別 年代 地域 

町内会はよくわからないし知られていないと思うもので、認知度を上げ

るような活動をした方がいいと思う。 
男 40歳代 中央 

 

・町内会費について 

回答内容 性別 年代 地域 

コロナ禍で町内の夏祭り等がなくなってるのに、町内会費下がらないの

は何故なのか？くじ引きも行ける世帯と行けない世帯があると思いま

す。会費が余っているのであれば、買い物券等の返金等の方が助かりま

す。 

女 40歳代 谷山 

以前加入していたが、ゴミ拾いに参加できないと罰金？があったり、町

内会費が他の地域に比べ高く感じた。(1600 円程だったかと…曖昧です

が)子供が小さいうちに加入するメリットも感じない。 

女 30歳代 吉野 

町内会がそもそも何の為にあるのかわからない。機能しているかもわか

らない。町内会費など何のために集めているのか知りたい。 
男 29歳以下 谷山 

町内会に所属していると、年度初めの会費（一年分）、おはら祭の募

金、夏祭りの寄付、赤い羽根募金等など、運営上必要なお金だとは思い

ますが、負担も大きく感じます。子どもも一番下の子が高校生になり、

町内会は入らなくてもいいかとも思ったりしますが、ごみステーション

を利用している以上は加入しないと申し訳なく思ったり。町内会の入会

者、非入会者の定義がよくわからないです。 

女 50歳代 中央 

町内会費が高すぎると思います。何に使っているのかもわからないし、

行事が少なくなっているのにも関わらず、金額が変わりません。町内会

費をちゃんと払っている人が損をしている気がします。 

女 29歳以下 吉野 

町内会費で飲み食いされる（懇親会のようのもの）がどこにでもあると

思います。御時世的に今はできませんがそのような使い方をされないよ

うにして頂きたいです。 

女 30歳代 喜入 

町内会費の集金はもう少し効率的に出来たほうが良いと思います。何度

行っても居ない家や少額ずつしか払われない方など手間がかかりすぎま

す。 

女 40歳代 中央 

 

・行政への要望について 

回答内容 性別 年代 地域 

あまりにも適当すぎる。参加推進をするのであれば、かなり、行政の介

入が必須。 
男 40歳代 松元 

コロナ禍だからなのか、引っ越してきてから町内会や会長さんが誰なの

かも分からずそのままになっています。転居届を出した際に一言教えて

くれるとありがたいなと思います。 

女 30歳代 吉野 

高齢化が進む鹿児島では共助は限界。もう少し自治体主導で動いた方が

良い。 
男 40歳代 谷山 

新型コロナ感染症の流行が収束しない状況においては、町内会の活動も

以前のようには進められないことはやむを得ないと思います。一方で、

町内会の方でも、未加入者への働きかけを進めているようですが、ゴミ

ステーションの設置や防犯灯の管理を町内会が行っている実態を考える

と加入率が５割を割るような実態は不公平だと思います。市において

も、もっと効果的な加入促進の取組をお願いします。 

男 60歳代 吉野 
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回答内容 性別 年代 地域 

町内会への加入が少ないようです。加入者を増やす施策を是非、行政の

方でも議論していただきたいところです。（町内会のことは、町内会で

決めるが基本ですが、）少子、高齢化社会マンションの林立等の中で加

入者が減少し、町内会維持に苦労していると聞いております。町内会の

必要性を今一度みんなで考える時期にきております。 

男 60歳代 中央 

町内会費を集めに行く際、毎年払わない方がいたり、町内会には入りま

せんというマンションがあったりします。高齢の方々が役員をされてい

たりもして、若手のなり手がいないとも聞きます。活動は、各町内会の

運営に任せていらっしゃるのでしょうが、会費を払わない方もゴミステ

ーションに当たり前のようにゴミを出したりするのを目の当たりにする

と辛くなります。町内会費を長く払わない方は何かしらのペナルティが

ないと不平等感をいつも感じてばかりです。もう少し各町内会の単位を

大きくして、市の行政が関わってくださるといいと思います。 

女 40歳代 中央 

市民への敬天愛人の精神の育成。 男 70歳以上 谷山 

 

・ゴミステーションについて 

回答内容 性別 年代 地域 

ゴミステーションの整備改善 男 50歳代 中央 

ゴミステーションの利用者が曖昧で、掃除当番表に名前のない人もゴミ

ステーションを利用している。掃除は強制できる立場にないのでモヤモ

ヤする。 

その他 50歳代 中央 

ごみステーションの利用者に関して。町内会に入っていない人や、どこ

かよその地区から車でゴミを捨てに来る人が利用している状況は、近隣

の町内会加入者との不公平感が生まれるため、改善が必要と思われま

す。 

男 30歳代 谷山 

ゴミステーションを少し増やして欲しい。今までマンションの利用が許

されていたのですが、不可となってしまいました。遠くまで行って出す

ことになり年を重ねる一方の私には暑い日雨の日など辛いです。なんと

かならないものかと悩んでいます。 

女 70歳以上 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 

・その他 

回答内容 性別 年代 地域 

あまり人の入れ替わりのない地域なので。まとまりが取れており、特に

ありません。 
女 50歳代 松元 

以前は町内会活動に積極的に参加していたが、賃貸マンションに引っ越

し係ることがなくなった。 
男 60歳代 中央 

いつも細やかな配慮、気配りある町内に感謝です。 女 40歳代 中央 

田舎なので若い人が少ない。少子化問題に本気で取り組まなければなら

ない。 
男 40歳代 伊敷 

今のところは、特にないです。 女 50歳代 中央 

いまのところ無し。 男 50歳代 中央 

今のままで充分です。 男 70歳以上 谷山 

今住んでいるところの町内会がわからないので、なんとも。 男 60歳代 中央 

今住んでいる町内会は、会長さんが一生懸命で、子供からお年寄りま

で、色々な活動を活発に行っている。他の町内会でも、このように活動

すれば、地域の繋がりも深くなり、みんなで助け合って、安心して暮ら

せると思う。 

女 50歳代 中央 

うまくいっています。 男 70歳以上 中央 



- 56 - 

 

 

回答内容 性別 年代 地域 

大きく関わっているわけではないので、改善してほしいことが何かはこ

たえかねます。…ゴミ置き場がちらかっていたら、少し掃いてキレイに

するくらいの配慮は必要かなぁ。 

男 30歳代 伊敷 

親の代から居住していますけれど、残念ながら町内会の意義をあまり感

じません。自分自身が子供のころは子供会などで活発な恩恵を感じてい

ましたけれど、今（自分の子供たちが小さかった頃から）は感じませ

ん。特に、転勤族で県下各地に住んだ経験から各地の町内会の活動が活

発かつ有意義であったことから、鹿児島市の町内会は大きすぎて活動が

見えないようにも思えます。今は自宅横のゴミ捨て場の管理に難儀して

おります。 

男 60歳代 中央 

お店とかが少ないので、お店などを増やして、みんなが住みやすい街に

していって欲しいです。 
男 29歳以下 喜入 

お年寄りも多いが、若い世代も入ってきていて住みやすい町内会だと思

います。ゴミ出しも交代で掃除が行き届いていたり、子供たちの登下校

の見守りもありがたいです。 

女 40歳代 中央 

回覧板が回ってくるのを目にする程度で、具体的に行事など参加したこ

とはない。自身が転勤族なので、町内会の関わりをそこまで重視はして

いない。コロナ禍でもあるので、必要最低限でいいのではとも感じる。 

女 30歳代 中央 

加入していないので、特にないです。 女 40歳代 谷山 

行事が多いなと思う時もありますが結構楽しいです。 その他 40歳代 谷山 

近隣で町内会が色々と違っていてこの地区は本当はどこの町内会が正し

いのかわかりませんでした。 
女 50歳代 谷山 

区画整理で町内会員がバラバラになっています。一世帯でも多く戻って

くれればいいなと思います。 
女 40歳代 谷山 

草刈りやゴミステーションの管理をして頂いて感謝してます。 女 30歳代 吉野 

現在、町内会のそれぞれの活動がどのような役割を果たしてくださって

いるか、知る折りが無く来ております。回り持ちで、遠からず実際に担

当することと思いますが、今は家内の片づけが果たす目途がなかなかつ

かぬ状態です。 

女 70歳以上 中央 

現時点では特にないです。 男 30歳代 中央 

現状は特にありません。 男 30歳代 中央 

高齢化が進み、町内会をやめる方ややめる班がでています。町内会の必

要性をもっとわかってもらえたら、いいのではと思います。 
女 50歳代 谷山 

子供が自由に遊べる公園ぜひ作って欲しい。 男 50歳代 吉田 

子供が町内の学校に通っていないこともあり、ほとんど参加しておりま

せん。なので、改善して欲しいことも特段には感じません。 
女 40歳代 中央 

このままひっそりとなくなって欲しい。 女 30歳代 吉田 

これまでは借家住まいおよび子供がいない（成人）こともあり、特に町

内会への参加はありませんでしたが、10月より持ち家で隣接の町内会へ

編入となりますので、時間と機会あれば積極的参加を心掛けたいと思っ

ています。改善して欲しいことはありません。（＝現状を理解していま

せん） 

男 50歳代 松元 

盛んに活動していると思います。 女 40歳代 喜入 

参加していないので、特にない。 女 30歳代 吉野 

※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 

集落が主体なのかコミュニティが主体なのかよくわからない。集落の高

齢化率が高いのでいつか無くなるものと思っている。かと言ってベッド

タウン化や企業誘致などもなく、人も増えないし子供もいない。教師や

役所職員すら集落に入らないしイベント（鬼火焚きなど）の準備など集

落でしても手伝いにも来ない。同集落住民がイベントだけ来て振る舞い

を食べてるのは不快。少ない人数の集落で年が若いから役員をさせられ

ているのも不快、集落は今年までで抜けるけどゴミステーションの利用

はさせてもらうつもりだか管理そのものが自治体で賄われてるからゴミ

すら出しにくい。コミュニティなんてどんな活動をしているのかすら知

らない。町内会と言われる組織は集落ですか？それともコミュニティ？

地区社協がまとめ？そんな事すらあんまり関係ないと思ってるし、やや

こし過ぎ！ 

男 40歳代 吉田 

組織化され、高齢化でなり手がいないものの当面は、現状の事業でいい

と思われる。特に改善してほしいところはない。 
男 60歳代 伊敷 

その地域に住んでいても全くわからないですが、ゴミの清掃などをして

頂いてるところを見かけると有り難く思っています。改善していただき

たいということは無いです。逆に参加しなきゃいけないのになぁと思っ

ています。 

女 50歳代 中央 

大災害時に近くの 1 人で行動できない高齢者の移動について、町内会で

対応するネットワークを作ってもらいたい。 
男 70歳以上 伊敷 

他県から、引っ越しをしてきてから、町内会会長もわからず、また町内

会の入会もどのようにするのかわからない。町内会に入っていないた

め、回覧板なども回って来ないため、地域、町内会がどのような活動を

しているのかわからない。子供の運動会などで、地区対抗リレーなどあ

るが、町内会に入っていないと、足が速くても子供は走ることすら出来

ない。同じ地区に住み、同じ学校へ行ってるのに、何故？？走る子供が

いない時だけ、町内会に入ってなくても、走って欲しいと声がかかる。

何故？！コロナ前だが、集会所で集まり酒をのんでいるのか？？声が大

きく夜遅くまで騒いでいる。近所迷惑を考えて欲しい。 

女 40歳代 谷山 

団地内の道路舗装面が老朽化している箇所が見受けられますので整備し

てほしいです。大きな道路だけは常に整備されているようですが団地内

の市道はアスファルトが崩れて掃除すると小石が散乱して歩くときにお

年寄りは滑って怪我しそうで怖いです。小さなところを整備していくの

が市民のための仕事ではないのでしょうか？安心安全の言葉は行きかっ

ていますが、言うだけではなんにもならないのでは？ 

女 70歳以上 伊敷 

地域コミュニティについて連携が必要だと思いました。地域社会連携が

良いと思います。 
男 40歳代 中央 

地域コミュニティ協議会と町内会の違いがわかりません。 男 60歳代 中央 

近くに公園はあり管理人がいるところもある。緑が多いのは良いが怖く

て 1人ではいけない感じがする。 
女 60歳代 吉野 

町内会に加入しなくても不自由はない。加入していた時から行事に新鮮

味がなかった。ゴミステーションの名札は差別ですか。 
女 70歳以上 谷山 

とても楽しく幸せに暮らしてます。 男 40歳代 松元 

鳥の寝床になっている植木をなんとかして。 女 60歳代 中央 

防犯パトロールをしてもらいとてもありがたいです。 女 30歳代 谷山 

全く関わっていないので分からない・なんとも言えないのが現状です。

なんか申し訳ないです。 
男 30歳代 中央 

マンション住まいは町内会に関与したくないという思いの方も多いかと

思います。 
男 60歳代 中央 

皆さんがんばっていらっしゃいますので、このまま維持継続してほし

い。 
男 60歳代 中央 

もっと、公園増やして欲しい。 女 50歳代 喜入 
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回答内容 性別 年代 地域 

役員（町内会長）を班の立ち回りできめる町内会なので、役員逃れの為

に世帯数が毎年どんどんへってきている状態。町内会の必要性をこのコ

ロナをきっかけに感じなくなってきたのが本音です。 

女 40歳代 中央 

役員決めでやる人が決まらないのなら、その会はなくした方がいい。 女 30歳代 喜入 

山之口町に住んでいますが、１度も聞いたこともありません。存在さえ

も…。 
男 60歳代 中央 

よくわからないです！ 男 29歳以下 中央 

よくわかりません。 女 30歳代 吉野 

夜道の街灯が暗く、数年前に改善してもらえたが、一歩中に入ると街灯

がないところもあるため、増やしてもらえたらありがたいです。 
女 30歳代 喜入 

路地に入ると街灯が暗かったり、少なかったりするため、もう少し明る

く設置を増やして欲しい。 
女 30歳代 喜入 

私の住む地域は、小学校の児童数も少なく、地域の皆さんの顔も大体分

かる感じです。町内会での活動も活発で、大変ではありますが、皆さん

と話をする機会もこういう時でないと無いですし、情報交換の場になる

のでいいのかなと思っています。特に改善してほしい所はありません。 

女 40歳代 喜入 

皆さん大変がんばっていらっしゃいますので、今の状態を維持されます

ように。 
男 60歳代 中央 

吉野地区の新小学校新設について取り組みを勧めると共に中学について

も新設が必要でないのか疑問です。また、住民の増加により交通が麻痺

していること、住宅地でのスピードオーバー、バスの増便、外灯が少な

く安全性が低い問題かあります。交通麻痺については、滝の上の橋の老

朽化は耐用年数どうなのか、混みすぎて別の道の新設をぜひともご検討

いただきたいとおもいます。 

女 30歳代 吉野 

町内会がありません。あったとしても、入るのを断る人が多いとおもい

ます。役員選びでもめそうだし、負担が大きいので、不公平があり住民

間でギクシャクしそうでないほうが助かります。 

女 50歳代 伊敷 

町内会があるかどうか分からない。あってもどう入ればいいか分からな

い。 
男 30歳代 谷山 

町内会があるようですが活動しているのかわかりません。私自身が町内

会の必要性や役割をわかっていないので参加する意義がわからないで

す。このままでこの地域は大丈夫なのかどうなのか？そのように思いま

した。 

女 50歳代 吉野 

町内会についてはよく分かりません。 女 60歳代 中央 

町内会に加入していないから特に改善してもらいたいことは特にありま

せん。 
男 60歳代 谷山 

町内会に入っていないので、わかりませんでした。 女 30歳代 吉野 

町内会に入っています。町内会は必要不可欠なものですか。町内会へ入

ってメリットはありますか？回覧板は必要ですか？ 
女 50歳代 伊敷 

町内会に入ってないので特になし。 女 30歳代 吉野 

町内会に入会して、会費を払っていないと、ゴミステーションは使えな

いと言われるのですが、本当でしょうか？ 
女 29歳以下 谷山 

町内会の存在について考えたこともありませんでした。 男 29歳以下 谷山 

町内会の有無や働きについて把握していないため、要望は無い。 女 29歳以下 中央 

とくにない 女 30歳代 中央 

特にない 男 70歳以上 谷山 

とくにないです 女 50歳代 郡山 

特にないです。 女 40歳代 伊敷 

とくになし 男 50歳代 谷山 

とくになし 女 30歳代 中央 

特になし 男 29歳以下 吉野 

特になし。 男 50歳代 郡山 
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回答内容 性別 年代 地域 

とくには 女 30歳代 吉野 

特にありません 女 50歳代 谷山 

特にありません 女 29歳以下 喜入 

特にありません 男 30歳代 中央 

特にありません 女 50歳代 谷山 

特にありません 女 40歳代 中央 

特にありません 女 30歳代 喜入 

特にありません。ゴミステーションはいつもキレイに掃除されています

し、朝は児童のために旗当番の方が立ってくれているのでとても良い町

だなと思っています。ありがとうございます。 

女 30歳代 中央 

特にありません。 女 50歳代 谷山 

特にありません。 女 40歳代 中央 

特にありません。 女 50歳代 伊敷 

特にありません。 女 30歳代 谷山 

特にありません。 男 30歳代 中央 

特にありません。 男 50歳代 中央 

特にありません。 女 29歳以下 谷山 

特にありません。 女 30歳代 中央 

特にありません。 女 30歳代 谷山 

特にありません。 女 40歳代 中央 

特にありません。 男 60歳代 松元 

特にありません。 男 50歳代 中央 

特にありません。 女 50歳代 中央 

特にありません。 女 50歳代 谷山 

特にありません。個人的には十分な活動をしていると考えています。 男 60歳代 中央 

特にない 男 40歳代 中央 

特にない 男 30歳代 伊敷 

特にない 女 40歳代 中央 

特にない 女 50歳代 喜入 

特にない 男 30歳代 松元 

特にない。 男 60歳代 中央 

特にないです 女 29歳以下 伊敷 

特にないです 女 29歳以下 谷山 

特にないです。 女 50歳代 桜島 

特にないです。 女 29歳以下 谷山 

特にないです。 女 50歳代 伊敷 

特にないです。 女 60歳代 谷山 

特になし 女 29歳以下 中央 

特になし 男 30歳代 松元 

特になし 女 29歳以下 谷山 

特になし 男 60歳代 伊敷 

特になし 男 29歳以下 中央 

特になし 男 40歳代 中央 

特になし 男 30歳代 喜入 

特になし 男 30歳代 吉野 

特になし 男 29歳以下 伊敷 

特になし 女 50歳代 中央 

特になし 女 30歳代 伊敷 

特になし。 男 29歳以下 中央 

特になし。 女 30歳代 伊敷 

特になし。 男 40歳代 中央 
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回答内容 性別 年代 地域 

特になし。 女 40歳代 中央 

特になし。 女 30歳代 伊敷 

特になし。 女 29歳以下 伊敷 

特になし。 女 30歳代 郡山 

特になし。 女 40歳代 谷山 

特に何の活動をされているのかをあまり知りません。 女 30歳代 中央 

特に無い。 男 40歳代 中央 

特に無し 女 50歳代 伊敷 

特に無し 女 50歳代 伊敷 

特に無し 女 50歳代 伊敷 

特に無し 女 30歳代 谷山 

なし 女 30歳代 中央 

なし 女 30歳代 中央 

なし 男 29歳以下 中央 

何もないです。 女 29歳以下 吉野 

 


