
No その他自由意見

1 何で知ったかは覚えてません

2 南日本新聞等で

3 冊子そのものを未来館で見た

4 旗（のぼり）で分かりました。

5 吉野公民館

No その他自由意見

1 あちこち散在していてそう簡単に行けそうにないから

2
楽しみでもらってきたがその後忘れていた。今後は自家用車の中に入れていつでも取れるようにし
たいと思います。

3 忙しくしているので

4 まわりきれない

5 交通手段が特殊車両になるため常時、準備できない

6 とにかく忙しかったので

7 早く回答して提出日を忘れていた

8 車いすなので、なかなか移動が大変です。

9 喜入までは遠いため

10 今から行ってみたい

11 他のエリアに行く事があまり無いので

12 こんなパンフレットがあるのを知っていたら都市農業センターを捜しながら行きましたよ

13
平日は仕事や子供たちの学校で週末もいろいろと用事があり施設に行きたくても時間の都合で行け
ませんでした。なので応募ができなかったです。

14 時間がなかった

問４．「ぐるっとかごしまスタンプラリー」を知っていましたか。

問６．「ぐるっとかごしまスタンプラリー」に応募したことがありますか。

問５．問４で「１．知っていた」を選んだ方にお聞きします。「ぐるっとかごしまスタンプラリー」を
何で知りましたか。

問８．問６で「２．ない」を選んだ方にお聞きします。「ぐるっとかごしまスタンプラリー」に応募し
たことがない理由は何ですか。



15 知らなかった

No その他自由意見

1 ＰＲしてほしい

2 もっとアピールした方がよいと思います。

3 県外に住む孫が応募するかもしれません

4 特に思わない

No その他自由意見

1 なし

No その他自由意見

1 正直よくわからない

2 喜入までは遠い

No その他自由意見

1 もう少し身近に置いた方が良いのでは

2 設置個所数はあまり関係ない、いかに応募者数を増やすか

3 少ないので郵便局にも置いてもらえるところにはお願いすればいいのでは

4 郵便ができれば利用しやすいのでは

5 大型商業施設にも設置しては

問9．参加資格に制限を設けていません（どなたでも参加できます）が、どのように思いますか。

問10．市内を９エリア（中央、谷山、伊敷、吉野、吉田、桜島、喜入、松元、郡山）に分けています
が、エリアの数をどのように思いますか。

問11．市内３６か所にラリーポイントを設置していますが、ラリーポイントの数をどのように思います
か。

問12．応募箱を、本庁、各支所、鴨池・鹿児島中央駅市民サービスステーションの計12か所に設置し
ていますが、応募箱の設置箇所数についてどのように思いますか。



No その他自由意見

1 一年以上もっと長くしないと達成が困難

2 一年間

3 １０カ月

4 年間を通して

5 ９ヶ月

6 １年

7 なかなか時間が取れないため一年間が良いです。

8

・3月～１２月にして準備と応募の年度内処理をする
・町内会の総会で町内の人に配る
・4月に新入社員に配布
・パンフレットを春休み前の修了式で子供達に配る

9 わかないない

10 週1として2週、水族館、公園で二時間過ごしたとして、全部制覇はハードル高いですね。

No その他自由意見

1 よく分からない

2 応募者数がどれくらいあるのか分からないので何とも言えない。

3 ラリー特賞がそのままなら②ラリー特賞とパーフェクト賞の金額小さくして数を増やしたら①

4 わからない

5 入場が少ない場所に限定しては。利用者を増やすのが目的ですよね

No その他自由意見

1 適当であるかどうかはわかりかねます

2 きりのいい五万円

問13．スタンプラリー開催期間を「7月から１１月までの5か月間」としておりますが、どれくらいが
適当と思われますか。

問14．９エリアにあるラリーポイントについて、全エリアをいずれか１か所ずつ達成した場合、最高賞
（ラリー特賞・パーフェクト賞）としていますが、どのように思われますか。

問15．ラリー特賞の賞品が旅行券（４万円）となっていますが、どのように思われますか。



3
旅行券等のみであるのでできたらラリーポイント地での買い物券を入れて欲しい。食事券なども入
れればなおいい

4 適当ですが、なぜ四万円なのですか。

5 パーフェクト賞に一本化し本数を増やすべき

6 本数を増やしてほしい

7 移動費や入館料を考えるとあまりお得な感じがしないです。

8
旅行券4万を（2万×３）6万は現金なのか、JTBの券なのか、せっかく市内を巡る催しなのに県外
に出かけてしまいそう。

9 私は旅行できないので特産品が良いなぁ

No その他自由意見

1 よく分からない

2 分かりにくい

3 パーフェクト賞に一本化し100本（2,000円相当）

4 ラリー特賞は無しにしてパーフェクト賞等、賞の本数を増やしたら

5
全部で33万5千円の賞品になる。ふるさと、ふれあい、フレンド賞は市特産品なので良しとする。
旅行券と図書カードの分は市営バスや電車の回数券にしたら良い。まだ、行きそびれている施設に
行く気になるかも。

No その他自由意見

1 よく分からない

2 賞の名前がいまいち

3 パーフェクト賞に一本化し本数を増やす

4 金額など少なくして本数を多くした方が良い

5 応募件数がどのくらいあるのか、ベースが分からないとなんとも言えない

6
ラリー賞4万、パーフェクト賞6万（2万×３）も5千円程度の回数券にすれば4人しかもらえない
のが5倍の20人が喜ぶ。土、日に利用するだろうから通勤、通学ともかぶらない

問17．賞品の本数（ラリー特賞１本、パーフェクト賞３本、ふるさと賞１０本、ふれあい賞２０本、フ
レンド賞３０本、チャレンジ賞１８０本）について、どのように思われますか。

問16．抽選資格が６区分（ラリー特賞、パーフェクト賞、ふるさと賞、ふれあい賞、フレンド賞、チャ
レンジ賞）となっていますが、どのように思われますか。



No その他自由意見

1 量より質を問うべき

2
初めて応募賞やよく頑張りました賞を作ってほしい。このスタンプラリー市役所ばかりであるが協
賛企業や商店街からも商品提供を受けてみてもいいのでは、それを抽選で差し上げる方法もありま
すけど

3
鹿県内の人はある程度知っていることでイメージしやすく情報は適当であると思いますが県外の方
へはもっと写真がある方が印象が強くなると思いました。

4
六月灯、おぎおんさぁ、サマーナイト花火、おはら祭に行きました。11月～いろんな催しと重なる
のもあるが行ってみたい。いろんな形で発信しておられるのだろうが受け手が壁を作っていたらな
かなか情報として受け取ってもらえないですよね、もったいない。

No 自由意見

1

鹿児島に住んでいるのにどこも知らないなぁ。ぐるっと鹿児島スタンプラリーにガイドされている
ところへ行ってみようか。しかも賞品が当たるかもしれない。楽しみがあるなら興味がわきます。
ガイドブック（パンフレット）ですが①よしだ館（吉田エリア）⑧湯平展望所（桜島エリア）など
分かりやすく案内してありますがエリア毎に色を替えてあるとそのエリアから一か所チョイスしや
すいと思います。

2 とても良い事と思っています。鹿児島のPRをしていって欲しいです。

3 もっとPRするべき。小学校などでパンフなどを配ると家族で行くことになることと思う。

4 この期間、ラリーポイントの場所ではできるだけ特色あるイベントを実施してほしい

5 知らなかったので、どう広告していたのかな？と思った。

6 県内の魅力が実感できて楽しそうです。

7
どんな意義があるのか分からない。賞をとるために頑張る人も居るのかもしれないがやや無理な感
じがする。気軽に取り組めない

8

出掛ける場所の参考にと一度もらってきたのですが、その後忘れておりました。今後は自家用車の
中に入れて出先にスタンプがないか見る事にします。もう一度、今回見直して楽しみが増えまし
た。もう少し本数が増えたり賞の内容が増えたりして知名度があがると家族でこのスタンプラリー
中心に出先を決める人が増えるのでは？行ったことがない場所に行ってみたくなります。出不精の
人も切っ掛けになって出掛けたりして？

9
もう少し一般の観光客が興味をもって行うようにすることが必要。そのために商品の数、数量を増
やす必要がある。知るチャンスを増やすことも大事。

10
伝統、工芸、科学、美術などの場所を入れて「子ども～」など対象となる区分の層が限られる施設
は優先すべきではない

11 道の駅（スタンプラリー）と混合している

12
「ぐるっとかごしまスタンプラリー事業」にとっても、なんとなく興味があります。2017年も期
待しています。

13
鹿児島のことが分かって良い企画だと思う。ただこの企画とは関係ないが慈眼寺公園のことを「じ
げんじ」とルビをふっているが（テレビでも）私たち地元民は昔から「じがんじ」と呼んでいるの
で「じげんじ」はとても違和感を覚える

問18．パンフレットの内容について、どのように思われますか。

問19．「ぐるっとかごしまスタンプラリー事業」について、どのようなことでも構いませんので、ご自
由にご記入ください。



14 メールが難しいようである、理解に時間がかかる

15 高齢者用には地図を少し拡大してほしい。

16
のぼりも見たことがないし、このような企画がある事自体知らなかった。いつも施設を利用する人
のみが対象になってしまうのではないか。

17
自分のまわりの人達にスタンプラリーのことを聞いたんですがだれも知りませんでした。もう少し
コマーシャルするべきかと思います。

18
「ぐるっとかごしまスタンプラリー」がある事を知らなかったが、なかなか面白そうなので次回は
応募してみたいと思う。

19 子供が小さい方は親子で参加できて良いと思う

20 旗を見て知ったのが10月でした。情報不足にびっくりしました。

21
市内居住者以外は9エリアに分けることを理解できるのか・県外の方はなおさら理解できないので
は②応募者数、商品の発送をもってではなく全て発表してほしい。（施設の利用者も知らない、県
外の方も賞品を貰われたのかを知りたい）

22 もう少しテレビなどでスタンプラリー事業を放送してほしい。

23
まちかどコメンテーターに任命されパンフレットを頂いて初めてこのような企画がある事をしりま
した。このような企画がたくさんあると鹿児島の再発見に繋がるのでとても良いと思いました。ど
んどん増やしてほしいです。

24 スタンプラリーのことを知らない方が多いと思うのでもっとPRしてはいかがでしょう。

25 現在、御朱印巡りが流行っているので近くの神社（御朱印が貰える神社）を教えてほしい。

26 来年もあるのであれば家族で是非参加したいです。

27 ジャンル分けにしてスタンプラリーしたらどうでしょう。温泉・公園・歴史館・寺・神社巡りなど

28
このようなことが行われていること全く知りませんでした。税金をかけてやるのでしたら、きちん
と宣伝するように徹底した方が良いと思います。むしろやらない方が良いのでは。

29
スタンプラリーのパンフレット自体見るのも初めてです。市の施設等にも置いてあるのでしょうが
もっと広く多くの方々に知ってもらえばいいと思います。

30 宣伝をもっとして欲しい。県外からの観光客にも参加してもらえば良い

31 お達者クラブなど、個人ではないが団体で応募できないのだろうか。いろんな所に毎月行けそう。

32 これからもこの事業を行ってほしいです。

33 とても良い事業だと思っています。知っていましたら早くに取り組んでいました。

34
ラリーポイントや地図など分かりやすくて有難いです。あと、地元の人のおすすめポイントとかを
おまけのページに載せて頂けるともっと興味をもって見てもらえるのでは・・・と思いました。

35 参加人数をどのくらいで見込まれているのでしょうか？

36
これからの若い方々はいろいろな視点で市発展の為にも情報など知る事は良い事だと思います。高
齢になりますと交通手段の事など行きたくても行けません。若い方々にはいろいろな事を勉強する
ことは良い事です。前回、かごしま環境未来館のことでしたので行ってビックリしました。

37 もっと早くに分かっていたら子供とスタンプラリーに行くんでした。来年は参加してみたいです。



38
親と一緒にお出かけしながら周っている子供も多いと思うので子供用のスタンプラリーも同時にす
れば喜ぶと思う。（プレゼントも子供用のものを）

39 もう少し情報を市民に知らせた方が良いと思います。

40 次回時間があればしてみたい。できれば期間がもう少し長かったらと思います。

41

今回、初めて「ぐるっとかごしまスタンプラリー」を知ることになり、交流を進めるうえではよく
できた企画だと思います。案ではありますが、次回のスタンプラリーには、この企画に加えて大河
ドラマの放送に便乗して、薩摩の偉人の生誕地とか銅像、明治維新の１５０年に関する企画を加え
てみるのはどうでしょうか。

42
配布は小学校などでもしているのでしょうか。小学校などでも配布して頂けたら子供達への興味が
向くのではないかと思います。

43 今回のお知らせで初めて知りました。もう少し告知、発信があった方がいいと思います。

44 もっと認知度が上がるような宣伝活動・物を増やして欲しい。

45
面白そうなイベントですが存在を知りませんでした。
コンビニや学校経由…等PRにもう少し力を入れられても良いのではないでしょう。

46 車がないと行けないエリアも多いので交通機関の充実とか若者でも行きやすい環境を整えてほしい

47 県外の観光客も楽しめるように、県外の観光客用のスタンプラリーを作ってほしい。

48 もっとアピールして県外からの観光客を増やそう！

49 スタンプラリーがあることによって行ってみようと思うところが出てくるのですごくいいと思う

50
たまに閑散としている建物を見ると、このようなイベントはいいですね。ただ全部制覇は時間的に
余裕のある人ですかね。いろんな年代に合わせた施設がありますが、スタンプ区分を利用しやすい
年代に合わせて分けるのもいいのでは。

51 その人の環境によってかなりのハンデがある人もいるかもしれません。

52 期間中スタンプラり－専用の公共交通機関（バス等の格安有料）が有ると良いですね！

53 16エリアに分けてほしい

54 パッと見たとき、情報量が多すぎて分かりにくく、参加意欲が湧きませんでした。

55
チャレンジ賞が図書カード？と思います。クオカードの方が次のスタンプラリー中にコンビニとか
にも寄れますし、使い道があるように思います。



No その他自由意見

1 新商品に興味はあるが少し様子をみてから購入するか決める

2 全てあてはまるはず、ただ「ライフステージ」がよく分からない。

3 あうかもしれないのにあまり考えていない

4 あまり考えないで購入する

5 あまり分からないもの、怪しい営業は聞く前からお断りしている。

6 考えてはいるが具体的に何もしていない

No その他自由意見

1
有名店が扱っていたので信用して家族の分も買ったが部品販売が急に中止された為、本体
の購入が無駄になった。他に扱っている所も教えてもらえなかった。

2 あったか分からない、又は上記に該当しないと思う。

3 クーリングオフ対応したことがある

4 親がトラブルにあった

5 子供がしたことと勘違いするような内容の電話で失敗

6 高額な鍋で重さが表示していなくて思ったより重く少し腕を痛めたので返品した

7 主人が独身の頃あったそう

No その他自由意見

1 迷惑メール、個人情報がもれているようだ。

2
パンフレットの中にあなたは当選しましたのでの案内で高額商品のおまけとして買うようにせまる。
せっかく当選したのだからと言って乗る

3 偽の裁判所からの通知にだまされて支払い

4 家の外壁の塗装工事

問22．消費者としてどのようなことを心掛けていますか。

問23．今までに購入した商品、利用したサービスに関して、次のような消費者トラブルにあったことが
ありますか。

問24．問23で「８．消費者トラブルにあった経験はない」以外を選んだ方にお聞きします。問23で回
答した商品・サービスの販売・購入形態をお答えください。



No その他自由意見

1
部品の他の入手方法や製造販売会社を聞いたが一切教えてもらえず困った。本体を家族分購入してい
るし無駄にしたくなかったのでインターネットで探して購入した。パソコン環境がなかったり、パソ
コンを使えない（年配の）方などは困っていると思います。

2 配達してくれた会社の運転手が他にも困っている人が多いと。知りました。

3 メルアド変更やケータイ機能による対応、無視等

4 返品

5 他県との県の消費センターへ相談した

6 工事業者と言い合いをした。折り合いつかず

7 クーリングオフを過ぎていたらしく諦めたそう

No その他自由意見

1 相談するほどでもなかったが無駄にしたくなかったので、自分で解決できたので。

2 この程度と割り切った（高額商品ではなかったので）

3 ネットオークションは自己責任と考えている

4 だいぶ前の事でまだ消費センターがあることも知らなかった。

5 めんどくさい

No その他自由意見

1 チラシ

No その他自由意見

1 市役所からのダイレクトメール（紙またはメール）

2 パンフ

3 インターネット

4 ツイッター

問28．消費生活に関する情報を、主に何から入手していますか。

問29．消費者向けの情報提供の手段として、有効と思われるものをお答えください。

問25．問23で「８．消費者トラブルにあった経験はない」以外を選んだ方にお聞きします。問23で回
答した不満や被害は、どのようにして対処されましたか。

問26．問25で「１０．何もしていない」を選んだ方にお聞きします。あなたがトラブルに対して何もし
なかった理由は何ですか。



5 SNS,LINEやフェイスブックなど

No その他自由意見

1 封筒の「〒」の下に書いてある「003」は何の為でしょうか。

2 消費者センターのＴＥＬ。市と県と。

No 自由意見

1 独居老人への対策に力を入れてほしい。（認知症老人）

2

６５歳以上の経験豊かなシルバーを利用するべき。話し合いや若者と交流できる機会がこれからの社
会に必要だと思います。私はよくテレビショップで買い物しています。良品もありますが、毎月３，
４千円の部品の買い付けを送ってきました。こんな事はテレビ局の責任だと思いますが。そして全く
の悪質品でした。

3 情報が欲しい、おすすめの本とかも

4 振込サギ対策を早急に対応願います。

5
私は訪問販売で買いたくないのに布団を購入してしまいホントに後悔しかなかったです。クーリング
を利用したいと思います。今はCMでクーリングオフ制度を言ってくれるので有難いです。

6 いつだれが被害にあうか分からないがＰＲに徹することが大事だ

7
住宅関連産業のチラシに商品の完成価格の表示があり又、欄外に小さく別途工事価格が表示してあり
ます。完成価格は工事価格も含んだものと一般の消費者は認識します。トラブルの原因にもなりそう
です。指導はできないものでしょうか。

8
賞品を何か購入する時は信用できる店を選び安さとかサービスに惑わされない様しっかり落ち着いて
購入しようと思います。

9 消費生活センターの更なる広報

10
クーリングオフ制度の内容等、改善すべき点が多いと感じます。そして、内容のわかりやすい情報提
供を常にすべきだと思います。

11
弱者救済の観点から福祉と結びつけた方策が必要と考えますが、いかがですか？面倒でしょうか？
（多様な生活困窮者、障碍者、高齢者等）

12 高齢者の消費者トラブルの未然防止策を考えてほしいです。

13
クーリングオフ制度があるのは知っていますが、どんな手口で犯罪が起きているか等あまり耳にしな
いので市民のひろばなど取り上げて頂けたら注意にもなるので気を付けると思いました。

14
電話で勧誘の話があった場合は相手を立腹させないように相手が話している途中で「もう仕訳ありま
せんが、要りませんので電話を切ります」と言って静かに電話を切るようにしている。

15 悪質なものが多いので常にどういうトラブルがあったか、あるのか知りたい。

16

バスの時刻表の見方が分かりずらい。どのバスに乗ったらいいのか分かりずらい。どのバス停でどの
バスに乗ったらどこどこに着くかをもっと詳しく分かりやすくしてほしい。地元の人でも分かりづら
い。ワシントンホテル前のバス停など。１５時～１８時頃の天文館行きを１，２便増やしてほしし
い。現在、22：30、24：30の2便がありますが22：30頃のミッドナイトを増便してほしい。

17
加工食品に関して使用している材料をはっきりと明記してほしい。例えば、マヨネーズのみしか記載
がなく、どのようなものでマヨネーズを作ったのか分からないことがある。パン屋での材料を分かる
ようにしてほしい。

問30．消費生活に関する情報で、あなたが重要と考えるものはどのような情報ですか。

問31．消費生活についてご意見等がございましたら、どのようなことでも構いませんので、ご自由にご
記入ください。



18 クーリングオフの期間をもう少し長くして欲しいです。

19

布団の綿直しを頼むはずが作り替えの契約をしてしまい、金額にビックリ。娘が必要なとき、その日
にでも買えるのだからと高額な契約を一緒に行ってくれて解約した。いらない着物、アクセサリーは
無いですか、近くに来ているんですがと今どきの押し売りならぬ押買いの電話が来る。すぐ断る。断
捨離したいが持って行くのはちょっとと思っている所に引き取りに行きますと言われたらその気に
なってしまう、そして他の物まで安くで持って行かれるのでしょうね。

20
普段、自宅にいないので「オレオレ詐欺」や電話、訪問販売等、今のところ無縁ですが十分気をつけ
なければと思っています。

21
以前、消費生活センターに相談したことがありますが消費者よりも企業を主に考えているような印象
でちょっとがっかりしました。

22
トラブルがあった場合、もしくはトラブルに巻き込まれているかもと感じた場合、最初にするのはイ
ンターネットによる「検索」だとほとんどの方が思います。

23
あまりにも様々な情報が溢れ簡単に世の中がなり過ぎて自分の欲張りから騙された。多額の金額を支
払い、自分は大丈夫だと思っていたのに良い勉強になりました。

24
消費に関しては自己責任の部分が多いと思うが、やっぱり周りに助けを求められる人がいるかいない
かでも変わってくると思う。

25
消費者被害にあわないような宣伝強化、食品の表示の味方・表示内容等の説明を記載した宣伝物の実
施。

26
被害が出ないと警察が扱ってくれないから消費者センターがあるんですか？消費者センター仕事内容
のアピールが必要では。

27
消費するのは自分であると言う考えから購入責任は自分に有り従って己の責任に於いて解決する。
（単なるクレ－マ－で有ってはならない）



No 自由意見

1
環境の整備、公園の清掃に市民も自分たちで注意してほしいです。利用した後の清掃をきちんとしな
いといけないと思います。

2
サマーナイトのように県内外から人が集まるようなことを季節ごとに行えばよい。ミュージシャン多
数出場のフェスとか

3 地域と行政関係者の情報支援の機会を定例として位置付けてほしい。

4
環境未来館のポイントを貯めると食器やタオルと交換できるので前からよく利用していましたが、近
年、品物の数が少なくなっていて交換するものが（欲しいと思うものが）なかなかありません。手間
がかかると思いますが品物を増やして頂けると嬉しいです。

5

第二回アンケートで「文化振興について」は大変良い議題だったと思います。子供たちが育っていく
うえで、やはり環境はとても大切だと思います。子供だけでなく実行している者にとっても励みにな
ります。例を挙げさせて頂きますと私は今、三味線を習っておりますがなかなか周りに興味を示され
ないなか、なんと孫二人が（7歳と5歳）口ずさんだり音に合わせて踊ったり（自己流ですが）孫の
友達は目を丸くして弾く曲を聞いてくれれています。曲も民謡だけじゃなく津軽じょんがら、童謡、
歌謡曲、色々あります。どんな形でも良い、なんとか伝えられないか真剣に考えております。環境を
整えられないものかと。弾き手もどんどん年をとっていき伝えられなくなっていってしまう。急がな
いと！（私も只今５２歳）三味線だけに限らず、日本の伝統芸能の裾を広げなければ途絶えてしまい
ます。達成するには時間がかかります。（覚えて自分のものにするまで）鹿児島の子供たちがやれな
くなってしまうのは残念なことです。（大人の責任です！）「テーマ担当課（文化振興課）のコメン
ト」の最後の二行！信じたいです。真剣に取り組んで頂きます様、そして早めに！どうぞ、よろしく
お願い申し上げます！今しか、ありません。おはら祭りの演奏も、三味線、太さ、笛、踊り、他、子
供だけのグループができて、それが伝統となっていけば最高ですよね！！鹿児島から、発信したいで
すよね。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

6

三反園知事が公約として掲げている市電のマリンポートへの延伸については、私も以前より考えてい
ました。海岸線を市電が走り海の景色を眺め途中のレストランで桜島を見ながら食事をする。なんと
鹿児島らしい風景でしょう。森市長も同感の様ですので是非推進してもらいたいものです。鶴丸城跡
の御楼門の建設よりずっと有意義だと思います。

7

現代の若者（１５歳～５０歳）に愛情のこもった行政事業を考えてほしいです。各個人にあった仕事
をする、他人が喜ぶことをすれば自分の人生もよくなることを知らせる教育行政大切。私は今年の２
月２９日に交通事故にあいました。車の免許をとって２７年、初めての事故でした。毎日、車の運転
はしていました。悪質な女性でした。私が黙っていたことを幸いに、このクソババは逃げようとして
いたと１０回程。警察三人はその女の話を聞き私たち二人をおきざりにして帰りました。こんなやり
方で良いのでしょうか。車は私は２０万円修理し、そして罰金２０万でした。私の主人は５０年間会
社の専務でした。（８０名の運転手を使っていました）主人が元気であれば一目見てどちらの車が悪
いのか分かったはずですが、病気入院中でしたので知りませんでした。もう少し立派な警察を育成し
てほしいです。（失礼）

8
中央署前の交差点の歩道橋、そろそろ誰か大ケガします。（修繕の様子がなし、再三記載も）ライン
引き（道路）もう一回見直して修繕願います。

9

私は市長への提言をそのたびごとに市民相談センターに提出していますが返事の回答が遅いです。あ
りきたりの答えが多いと思います。予算やもう計画されており変更できないものや各課協議する必要
があるのは分かります。一カ月以上にかかってありきたりの回答一枚です。もう少し、提議を満足さ
せるものであってほしい。新聞からテレビ、雑誌あらゆるものから関係することは頭にいれておき質
問が来たらパアッと一発で答えられるようなものにしてほしい。はぁ、そうですか。調べてみます。
来年の計画に生かしますでは、発展はなかなか無いと思うのですが、苛立ちます。

10 大変、ご多忙かと思いますが「市長とふれあいトーク」を続けて下さい。

11

市電の中で痴漢行為をしている人を見つけて運転士に伝えたことがあるが解決されていないようだ。
ドライブレコーダーもあるのに何も対処できないものなのか。朝夕のラッシュ時にもっと安心して乗
車できるようにして欲しい。そして市民のひろば等で対処されると警告的にも知らせて痴漢の発生数
を抑えることにもつなげてほしい。

問3２．今回のテーマに限らず、鹿児島市政に対してご意見・ご提言があれば、自由にご記入ください。
いただいたご意見・ご提言は速やかに所管部局に伝えて、市政運営の参考とさせていただきます。



12

私は毎月、市営バスを利用していますが車いすを乗せたり降ろしたりするのは大変だし周りの人達に
気を使うのですが運転手さんが手伝って下さったり慌てなくてもいいんでうしょと声をかけて下さる
と何かホッとします。そうかと思うと何一つ言わない方もいらっしゃるしこの差はなんなんでしょう
か？それと、10/20真砂のスカイマーケットの側でロードスイパーですか。その運転手さんは右手
はハンドル、左手は携帯をもって携帯の方ばかり見ていて私が近づいたのが分からなかった様子でし
た。怖かったです。もっと安全に気を付けてほしいと思いました。

13
子供の通学路には交通安全委員会の方がずっと立っておらず、車の交通量が多い横断歩道を子供たち
が渡るときはヒヤヒヤします。友人の住む加治木では朝、夕たくさんの委員の方が立っており心配は
ないそうです。不審者から守る意味を含め市が中心となり何とか対応してくださると有難いです。

14
田上3丁目20番地の道路がＳ字カーブの坂道になっていてＳ字カーブに出る時、交通事故になりや
すいのでロードミラーをたててほしい。常時１０台の車とオートバイが出入りしている。大人から子
供まで横断する時、危険を感じている。

15
道路やセンターラインや方向を示す矢印表示が分かりにくい場所が多いのでそういう面にもっとお金
をかけて頂ければと思います。

16
「かごしまコンパクトな街づくりプラン」の説明会に出席しましたが出席者が少ないのに驚きまし
た。説明会の広報不足ではないですか？市民に説明したといえるのでしょうか。疑問に思います。

17
新館に各証明書を取りに行ったが職員の方から声を掛けられスムーズにたくさんの証明書を取ること
ができました。見ていたら、職員の方が笑顔で声を掛けて案内してる姿を見て感心し市役所も変わっ
たなぁと思いました。ありがとうございました。

18
川沿いに住んでいる者ですが草の伸びが早い為、道路を狭くしています。適切な時期の草刈りをお願
いします。

19
・いつもありがとうございます。・街全体が夜になると暗すぎて危険な感じがします。明るくしすぎ
ることはないが、もう少し街灯を増やしてほしいです。・市バスの運転が荒すぎて県外の友人にビッ
クリされました。もう少し丁寧な運転をお願いしたいです。

20

中央駅からナポリ通り、パース通りからドルフィンポートへ電車が通ったらどんなに素晴らしいか。
オリンピックの年の国民体育祭に向けて、東京もいろんな問題を抱えながら良い方向へ進んでいると
思います。鹿児島も是非将来の子供達の為に今の私達が良い知恵を出し合わねばと思います。太陽国
体の時に太陽の子運動というのがあったそうです。子供と女性に優しい街でありますように、お年寄
りにも、若者にも。

21
野菜が高騰し家計を圧迫しています。天候に左右されない野菜作りは出来ないものでしょうか。レタ
スやもやし等工場で生産されると聞きましたが。でもお天道様いっぱい浴びた野菜が一番ですが。

22
「このままではゴミ出しが有料に」という情報が10月号の市民のひろばにありましたがもっと多く
の人の目につくようにして市民一人一人に完全に気付いてもらえるようなお知らせしてほしいです。

23

だいぶ、上町方面も良くなりつつありますがもっと人が集まるようになったら良いと思います。JR
鹿児島駅の乗降者数が少なくなりました。階段ですのでエレベーターとかエスカレーターなどありま
したら高齢者、身障者の方々は良いと思いますが。これも国会を聞いておりましたら一日3000人以
上の乗降客がいないとダメなものとの事です。今は車の時代ですから仕方のない事でしょうか。

24
児童クラブを（子供が学校に行っている間だけ働いているので）夏休みだけ預けたかったが空きがな
かった。隣の校区や職場の近くなどでも利用出来るようにならないでしょうか。

25 森市政に一任します。

26
公共施設の利用料金は、一般も高齢者も統一し金額を見直すことも必要ではないかと厳しいようです
が考えてしまします。新しい施設を今後考えていくのであればですけど

27
消費者問題の項目のところから入力不要個所の欄の「入力不要」表示と機能が働いていなかった。
便利でありがたい機能だと思っていたのに残念に思いました。

28

町内会が高齢化し、人が亡くなれば世帯数がどんどん減っていきます。町内会費が月1,000円以上
で何とかならないものかと考えます。
人口が減るともっと町内会費が高くなるような気がします。
町内会は行政の下部組織的要素もあり市の補助をお願いしたい。



29 ドルフィンポートに早く市電を通してほしい


