
No その他自由意見

1 人工的なもので良いのでは

2 街角花壇は大賛成ですが場所により必要以上に大きすぎたりして偏りがある

No その他自由意見

1 仕事や私事で忙しくしている

2 時間に余裕がありません

3
ボランティア活動なのに強制参加になる可能性があると思うので感心しない（特に、町内会、あい
ご会、とおり会）

4 参加してみたいと思うが子育て中で余裕がないです

5 以前、友人がやっていたが遠い地域であったため参加者が少なくやめていた

6 管理する花壇、プランターが近くにない

7 時間に余裕があって、機会があったら参加したい

8 現在、年に数回参加している。

No その他自由意見

1 束縛されたくないため

2 高齢の為できない

3 休日等はゆっくりしたいので

4 規模が中途半端で達成感があまりない気がする

5 花の苗やほうきや肥料代、機械の燃料代を弁済してほしい

6 忙しい

7
町内会に誰が属していてとか、その活動に誰が参加しているとかしらない。
そもそも、自分がどの町内会に属するのかすらしらない

8 ごめんなさい、今は他にやりたい事があるのでやりたくない。

問12．まちかどの花壇（道路の交差点などの草花花壇）についてどのように思いますか。

問14．まちかどにある花壇やプランターの維持管理（水やりや草取りなど）を町内会や通り会、あいご
会などで年間を通して管理するボランティア活動があれば、参加してみたいと思いますか。

問15．問１４で「参加したくない」を選んだ方にお聞きします。参加したくない理由は何ですか。



9 植物は好きだが時間がない。

10 植物を育てるのは好きであるが、仕事で時間がない。自宅の庭も荒れている。

11
ボランティアは、無償・非強制だと思っています。　期間の設定があるものは、ボランティアでは
無い為。

No 自由意見

1 毎年、同じような花なので変わった花も植えてほしい

2

・他県へ行った時に鹿児島市内の街角の花と緑がとても多く、そして良く管理されているという事
に気付かされました。
・以前、広報ひろばに花壇の植替え時に苗を無料で配るというお知らせを見ました。市民に再利用
してもらえるという点もとても良いと思いました。

3 公共施設の緑化をもっと進めてほしい。地球温暖化がすすむ

4
毎日通る道沿いに木や花がある事は良いなぁと思うし車を運転する方も少しはホッとするところも
あるのではと思います。県外から来た友人が鹿児島は緑も花もたくさん植えられていて綺麗な街だ
なと感心していました。

5 緑や花が多いと癒されます。もっと増やしてほしいです。

6 町内会でボランティアの人々を募るようにするべきではないか

7 花や植物は癒しにもなるので良いと思います。

8
軌道敷緑化と屋上や壁面の緑化は大変良いと思いますが、街路樹は必要ないと思います。無い方が
視界も良いし交通標識も見やすい。

9 花が咲いているのを見ると心も落ち着き車の運転も穏やかになり譲り合い精神が強くなる

10 あまり大きな街路樹は台風時にはあぶなく思える。城西通り、ナポリ通り、甲南通り周辺

11
鹿児島市は観光都市でもあるので、まちかどの花と緑については大きな市民運動としても広がるよ
うに取り組んでほしい。

12 市中心部だけでなく北部（吉野）のあいているスペースにも花の植樹をしてほしい

13

・道沿いや街角の花と緑は心が和み目をやると幸せな気分になれます。車の運転をしている途中、
信号待ちも苦にならないことが多いです。（つぼみとか見るとあと少しだなとか思えて嬉しくなり
ます）
・場所によって大き過ぎたりして（人が見る事が多い場所ならOKですが）無駄に広すぎるのは
ちょっと考えます。
・常緑樹が多すぎるので紅葉したり珍しい樹も植えて欲しい。赴きある通りが出来るよう期待しま
す「美しい街、鹿児島に!!」

14
昭和50年代、鹿児島市はグリーンストーム作戦で街路樹などを植樹してきましたが40年経過した
現在の生活には見合わないところもあります。今後の緑化計画においてはできるだけ20,30年先を
見据え、維持管理なども考慮して対応して頂ければと思います。

15 もっと花いっぱいにしてもらいたいです

16
大人だけで行うのではなく小学生以上の参加もあれば関心をもち全市民で行うことになるのではな
いか

問16．「まちかどの花と緑」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。



17 車で信号待ちの時など綺麗な花々に癒されます

18 素晴らしいことで予算の計上は当然の事と思う

19 草が気になることがあるので地域でどうにかならないものなのかと思うことがある

20
設置することは大変良いと思います。道路や交差点などは邪魔になる場合があるので設置しない方
が良いと思います

21
・立札の劣化が目立つ（例）国分のコメダ珈琲、ａｕ近くの公園
・冬は藁やビニールが必要ではないか

22 手入れは大変だと思いますが街路樹を増やして緑の多い通りを増やしてほしい

23
泉公園には花壇が無いので観光名所として定着しつつある五代友厚像お足元を花壇にしたら良いと
思います

24 除草が行き渡らない所あり

25 人が見に集まる様な四季が感じられるような草花（木）を植えて欲しい

26 歩いていて花壇の季節の花が植えられているのを見るとホッとします

27
天文館にイチョウの木が植えてあるが、秋冬になると葉が落ち掃除が大変そう。市電の線路などに
も落ちていたので他の植物など手のかからないように改善出来たら良いなと思った

28 歩道の前に住んでいる人の鉢やプランターが多く、歩いたり、自転車、車イスの妨げになっている

29 いつもきれいな花を見させて頂き気持ちいいです。ありがとうございます。

30 電線地下埋設で、街路樹を無くさないでほしい

31
中央部の人目に付く場所は良く整備されていると思われますが、私の近辺や道路沿いなど植栽後は
綺麗ですが後は植えっぱなし伸び放題、雑草だらけになっていてかえって無い方がマシな気がしま
す。

32
あいご会で緑地帯清掃していました。町内会に加入していない世帯もあるので学校経由でボラン
ティアや自由参加として募ってみてはどうでしょうか。仕事や家庭で疲れたとき、通勤時に花をみ
て癒されました。

33
必要と思えない場所に植え込みがあったりで駐車場か広場にて子らが遊んだり出来はしないかと思
えます。

34 花や緑があると街並みもキレイで気持ちが安らぐので嬉しいです。

35
紫原の桜が植え替えられています。ありがとうございます。大きくなって満開の花を咲かせるのが
楽しみです

36 市街地と団地の中間地に公園、避難場所など公的施設は非常に少ない。特に市北部は少ない

37 花と緑があると心が穏やかになったり優しい気持ちになるのでたくさんあるといいと思います

38
まちかどの花や緑はとても良いと思います。維持が大変ですがボランティア（もしくはアルバイ
ト）によって維持が出来たらと思います

39
以前は緑の少年団世話人として参加していたが少年団の世話人としてこの事業に参加していたが少
年団の団員活動となれば父兄も参加しなければならずその他の事ができないと苦情になり少年団の
活動も疎かになった。

40 パース通りのつつじはとても綺麗で毎年楽しみです。外はあまり綺麗と思ったことがありません



41
枯れた草花が歩道や車道に突き出したままの状況を見ると危ないかと思います。子供の目線は低い
ので（ベビーカー含）

42
花壇の花も綺麗に植え替えたり大変だと思いますが、歩きながら眺め精神的にも癒されます。また
街路樹の手入れ、冬は枝の整理して日当たりが良く夏は青葉が茂り影をつくり大変良い事だと思う

43

・楠を切り過ぎている
・つつじの中の雑草が目立つ
・中山、小田地区にはフレスポ以外公園が少ない
・開発認可の際に公園、公共の避難所等を確認すべき

44
高齢者が増加傾向のなか、避難場所は現状では少ないと思う。緑を増やす事は賛成であるが枯れ葉
等が散乱して景観が悪い。街路樹の選定を考慮して。

45
鹿児島市内は秋に紅葉する樹木が少ないので（秋になっても緑々している）季節感を感じられる樹
木が植えてあればいいなと思う

46
鹿児島中央駅の西口側をよく通るのですが季節に合わせてロータリー沿いの花壇の手入れがされて
いていつも眺めて通るのが楽しいです。街中に花や緑が溢れているととても気分が良いです。穏や
かな気持ちになります

47 鹿児島は他県よりも花や緑にあふれていると思います。

48 花の名前や特徴など説明も目立つようにかわいらしく表示してほしい

49 仕事があるため

50 綺麗に手入れがしてあり気持ち良い

51
街中に街路樹や公園樹などがあると心が癒されますので管理が大変かと思いますが頑張ってほしい
と思います。

52 花壇をもっと増やして、もっと四季の花を!!

53 とても充実している地域とない地域の格差が大きい

54
まちかどの花と緑は見る人の心を和ませてくれるし街の印象を良くしてくれるのでとても大事なも
のだと思います

55
公園の掃除などを行ってくださっている方に感謝しますが犬猫などの散歩のときにマナー等も、
もっと学んでほしいのでそれについての指導もして欲しい

56
温暖化対策として緑化対策をすることは大切なことだと思う。まちかどの花壇については季節ごと
に植え替えられるとたしかに季節感を実感できる。でも、経費（花代、人件費、管理）がかかるの
では…宿根草や球根等を組み合わせることで少し改善できるのではないでしょうか

57 まち（市街地）の緑化は大事で重要なことです。市民が参加するように予算化と指導して下さい。

58 四季の季節を感じてとても良いと思う

59 道路脇に雑草が多い。多少、管理した方が…まちかど、花、緑をもっと多くした方が

60 人の心に優しさと夢を与えてくれる

61
・644か所と地域別に整理して頂けると、多い少ないの判断が出来ると思います。
・お祭りや屋外イベントの地域別の開催数も上記と同じで地域別にして出してほしい

62
新屋敷のロータリーは季節の花が植え替えられ交差点の信号待ちの間も心が和みとても良い。市立
病院跡地も子供から若者、老人まで安心して遊んだりゲーム（運動）してり、散歩できるような憩
いの場にしてほしい。休める場所（木製ベンチ）を沢山作って土も残して。



63
谷山方面のまちかどの花壇、草取りなどされてないところが多い気がします。行政にまかせるのに
は限界があるかと思いますので町内会、あいご会の協力をもらって又は小学校、幼稚園などの協
力、教育の一環として行う必要性があると思います。

64 子供から老人たち、花と緑のメンテナンスに関わるところがあれば良いとお思います。

65 電車沿いの緑など印象がいいと思います

66 季節の変わり目を感じさせてくれるので、心地よい。

67 他県を旅行してみると鹿児島は花や緑がよく管理されているなと思います

68
花壇や花ではないが車道の雑草が伸びて車の通行の際、よけて通るので車道が狭くなり自車両も中
央寄りになるが、対向車が中央寄りに走ってくるとびっくりすることがある。盆・暮だけでなく年
３回よければ４回くらい刈り取っていただくと助かります。

69
公園は多くて良いと思います。ただ世の中の世相からか、子供達が遊んでいる姿が少ない。防犯上
なのか、価値観の違いかもしれませんが、寂しいです。なので多く、感じるかもしれません。

70
他県に行った時もそうですが、まず第一印象が大事だと思います。外見を綺麗にしていれば、その
町はほぼ間違いなく中身も充実した街であると感じます。

71
活動としては大変良いことだと思う。しかし実際に管理するための知識や人材が必要でお金もかか
るので難しいと思う。

72
街角緑化は大変良いと思う。このアンケートの選択欄が、多い・少ないの選択肢はどうかと思いま
す。答えを導かれている気がします。

73
街角の花と緑を増やしたり維持していくのも大切だと思います。しかし、通学路の道路脇の雑草が
増えて道路にはみ出したり、藪の木々の手入れにも力を入れるのもとても大切だと思う。

74 他府県に住んでいた事がありますが、鹿児島市は街路樹などまだ少ない気がします。

75
たまに食べ物のゴミが捨ててある。ゴミの隠し場所にもなっている。植えるのはいいが、そのゴミ
を拾うのは正面建物の人なのでガードレールのほうがまし。

76 街が季節の花や緑に囲まれるのは いい環境だとおもいます。

77 まちに潤いを与え、人に優しく、癒しを与えてくれる。

78 上手く言えませんが、なんか役に立つ物を植えてはどうでしょうか？

79 中央分離帯は背の低い植物にしてください。見通しが悪くなります。

80 質問設定がどちらでもないより、適正であるにしてほしい。

81
鹿児島市のまちかど花壇は手入れが行き届いていてきれいだと思います。中心地だけでなく、離れ
た場所でもきちんとされていて、他県からきた私にはすばらしく感じました。

82 緑化は良い事だと思うが、維持管理を考えると大変な事だと思う。

83 維持管理費も馬鹿にならないだろうと思います。現役をリタイアしたら、協力したいと思います。



No その他自由意見

1 わからない

2 必要性、目的があって創られたので、施設の統合、再設置を考えて整備すべきと考える

3 今ある施設を精査し必要なものは残し、必要性の低いものは削減。

4 必要性の見極めと耐震性の見極めが大切だと思う

5
人口や税収に関わらず必要なものは造る、鹿児島市内でも1つあれば良い施設もあります。わざわざ
地方まで行かないといけませんがそれが活性化になるのではと思います。

No その他自由意見

1
30､50年先の鹿児島市の人口、年齢構成、都市計画、産業構造等々、いろんな情報分析を踏まえて
どのような市にしていくかビジョンがなければならないと思う。それがないなかで問２３の①～⑦の
ような観点で削減を議論するのは不思議だと思いませんか？

2 地方を活性化してください

3 かごしま環境未来館などの、天下り先みたいな施設はいらない。

No 自由意見

1
海外出張が問題になっている、財政状況が厳しくなっているのなら公共施設のことより海外出張等を
見直すべきではないでしょうか。

2
交通の便が悪い所にこんなに立派な施設があったのかと驚いた事があります。私が行った日は祭日
だったのですが人がまばらでさびしい感じがしてもったいないなぁと思います。

3 市の財政の見直しをはかり削減できるところは積極的に削減してほしいと思います。市民のために！

4
本当に必要な場所、地域に必要な施設を整備し作っていくべきだと思う。バスや電車の便をよくして
学生や年配の方が利用しやすくするべきだと思います。

5 必要以上に整備し過ぎ。無駄が多く感じる

6 高齢者でも簡単に出来る運動器具の設置、ランニングコースの設置、ペット専用の散歩コース

7
公共施設の駐車場をしっかり考えた方が良いと思う。せっかくの施設も駐車場がしっかりしていない
と利用する人が少なくなると思います。

8

よく箱モノ行政と言われているように、大金をつぎ込んで建てても利用が不十分だったり利用の実態
があまり無い建物もあるようです。市内にはコンサートや演劇のできるホールが少ないので中央駅の
「キャンセ」のように低額で借りれる（個人、団体だけでな、一般企業も）施設をもっと作ってもら
うと良いのですが。

9
県で「ドーム球場等」建設の検討がなされていますが入場数の確保、建物の維持管理の問題がありま
すので市当局は財政状況も厳しい状況となることが考えられることから市当局は慎重な対応をしてほ
しいです。

10
複合化をすすめ使用スケジュールの充実を図り空き時間のお知らせ等も解りやすく公表し無駄なく計
画していく。駐車場も広く確保。（色々な）現存する施設の利用状況を詳しく調べる。もっと充実し
た使い方をする

問22．あなたは、公共施設の整備を今後どのように進めて行くべきだと思いますか。

問23．公共施設の再編により、施設の数を減らさざるをえない場合、どのような施設から削減していく
べきとお考えですか。

問25．これからの公共施設について、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。



11 今後、20,30年先の人口構成、人口増減を踏まえ計画や維持管理等、取り組んで頂きたい

12 有効な効率化と費用対効果、維持費用の低減化を目標とすべきだと思う

13 再編の時に複合化を進めて欲しいと思います

14
中央公民館など昔ながらの方法で運営されているので新しさを求めたい。
例）・部屋の鍵など30分以前は貸さない・文化祭などが1月末にある

15 公共施設のサービス窓口に、サービス精神と奉仕意欲のある方を置いてもらいたい

16
・老朽化の程度で優先すべきを決めた方がよい、また鴨池アリーナのように急ピッチで進めるべき施
設は進めた方が良い
・施設でのゴミやタバコのマナーの向上を願う

17
公共施設を作ると必ずといっていいほど、ホール会議室などが付設されていますが、市民ホール、宝
山ホール、中央公民館、鹿児島アリーナ、県民文化センターなど他、民間団体（医師会館、南日本新
聞会館なども利用できるのでは？

18
鹿児島市の将来ビジョンを確立させてこれらの作業を進めていかないと30,50年先の市民に負担を
大きくかけることになりかねないと考える。

19 複合化もさることながら施設を集約することも必要と考える

20
一部の個人、団体が使うくらいで維持費がかかる施設は若者の企画したい人達に賃貸したら新しい観
光スポットになっていいのでは（特に鹿児島らしさを売りにしている起業家）

21 県体育館がどうなるのか関心を持っている

22 広報を良くして多くの人に知らせて利用してもらう必要があると思います。

23
無駄な施設はなくしてほしいです。問２３に書いてあるすべての公共施設は見直しを検討すべきだと
思います

24 本当に必要なものをお願いします

25
日頃、利用する事は全くないですが老若男女共に利用できる施設があることはとてもいい事で積極的
に利用したいと思います

26
人口もどんどん減少していく中でムダな建物が多すぎる気がする。利用者が少ない建物は削減してい
くべき、そして採算がとれない施設は最初から作るべきではないと思う

27

公民館、小、中学校の体育館を利用させて頂いています。公民館は自主学習グループという事で行事
参加のボランティアをする事で無料で、小中学校は電気代のみです。施設研修、維持費の為に有料化
しても良いと思います。高額になっては困りますが年間一人300～500円程度ならいいのではない
でしょうか

28

一般の方がもっと公共施設を利用するよう子供、ファミリー向けや高齢の方向けの講座等イベントを
よく知ってもらい楽しんでもらいたい。スポーツ場は学生たちの部活動、試合などでの利用もあり充
分ニーズがあると思います。実は私もよく分からなかったのですが、ここ2～3年は公共施設の利用
を子供としています。利用してみればもっと早くから利用してれば良かったーと感じています

29
私たちの地区には温泉センターがあり地区民の憩いの場になっております。いつまでも存続してほし
いと皆願っております。縮小しても閉館されないようにお願い致します。地区民の生き甲斐になって
おります。

30
りぼん館のような子供（乳児～小学生）が遊べる施設がもっとできると嬉しいです（小野や伊敷にな
いので不便）地域の子供同士や親同士の交流、子育ての相談、PM2.5など戸外での遊びが心配な
ど。子育て世帯の生活を支援してほしい

31
子育て中は安全な遊具や清潔感のある（トイレ等）公園が近くにあると助かります。古い公園は子供
が小さいと危険が多かったり清潔感がなかったりするので利用する人が少ないです。遊ばせやすい公
園まで車で連れて行く日常です。

32 私は学生なので勉強スペースを付けた施設が欲しいなと考えます。

33 今の時代に多く必要なもの、不要なものの見極めをあいていくことが大切だと思います

34 災害対策に力を入れて施設の整備に力を入れて欲しい



35
近隣に民間の施設があったりした場合、金額的に安い方に行く。できるだけ、同じような施設をつく
らない

36 新規建設は最小限に留める

37
本当に必要なのかどうかをしっかり見極めてほしい。大事な税金なのでムダな事には使ってほしくな
い。

38 やはり利用料金高齢者への優遇についてはそろそろ検討すべきではないでしょうか

39 一般の人が健康維持の為に使えるような施設、子供が安心して遊べる施設が増えるとよい

40
必要なものには金をおおいに使えばいいが不必要なものに金を使う必要はない（大多数の市民にとっ
て不必要なものという事です）

41 参考資料を見せて頂いて厳しい財政状況を知りました。

42
民間に委託して行っている施設もあるが市民との関わりにもう少し気遣いがあっても良いのではと感
じる（口で説明だけでなく実践が欲しい）

43
これからの人口減少、厳しい財政環境を考えると公共施設は減らしていかざるをえないと思う。地域
ごとに集約化を進めるべきだと思う

44 市民高齢化が進む時代、高年齢層のための施設（健康管理センター）

45 利用した事が無いのでなんとも言えない

46 子供達や老人の健康とトレーニンゲの出来る施設にしてほしい

47
築年数など、安心、安全を確保するため優先順位をつけて何年～何十年計画で考えて欲しい。また公
共工事による雇用も拡大できるのではなと期待しています。

48

公共施設は県と重複するところは建て替えない、プロの催しは舞台装置の良い所が必要だが素人のお
さらい会などはホテルとか結婚式場などを利用するようにすると良い。使用料を助成すれば建て替え
るより良い。使用する人も税を払う人も少なくなるので全てコンパクトに。若い人の収入がふえ結婚
して子供が生まれ賑やかな所になると良い。小学校も教室が余るので老人が子育ての手伝いをすれば
両方にメリットがあるのでは。人は減るのに新築マンションは増え、中古の空部屋も増えていくと思
う。結婚する人には住まいの確保を保証してあげるとかしてほしい。

49

23の回答の質問より利用者の少ない維持費用のかかっている施設は削減すべきだと思う。どうして
このようになったかを踏まえ今後の施設の在り方を行政は考えて欲しい。ただ、「箱モノ」を造るだ
けではなく市民に利用される公共的な建物ではなくリピーターの増やせる施設でないと、ただ必要性
の少ない施設だけが残っていくことのないよう行政には期待しています。

50
市の人口にH28年、約5万人のマイナス。大変な状況であると思う。地方はましておや!!できる対策
からはじめる!!

51 歴史的建造物はできるだけ維持してほしい。

52 駐車場確保とバリアフリー

53
需要と供給のバランスをとることが必要と感じます。自己満足にならないように本当に必要なものを
厳選していくべきと思います。

54
公共施設でも多額の費用がかかっているので、どのようにすれば黒字に出来るのかと、しっかりとし
た利益を追求する計画が必要。もちろん、お金を出すだけの施設、サービスを提供しなければならな
い。箱を作った後の詰めが甘い。

55
なるべく建築費や維持費がかからないような公共施設にしていくべきだと思う。環境未来館がありま
すが、何のための施設なのかよく分かりません。環境を知ってもらいたいのは分かりますが、建物は
いらないと思います。

56
実際に施設の状況を様々な視点で見た上でないと、なんとも言えないが、中でも極端に必要性を欠く
ものがあるのならば、削減させて、必要性が高いものにお金をかけるべきだと思う。

57

市の財政とかの前に、建物が老朽化していくことは建築計画がある段階で明白だったはずです。人口
減少もずっと以前から問題視されてきていました。それを今、建物の老朽化を指摘するのは遅すぎま
せんか。それを見越して早い段階で手を入れるべきだったと思います。公共施設の再編に関しても、
近くに似た施設があるのにもかかわらず建築した結果だと思います。

58
サッカーなどのスポーツ施設など、きちんと整備した方がよい施設は重要度を高めて欲しい。
また、鹿児島には、遊園地がない。遊びにいくところがない。唯一平川動物園にある遊園地のみ。子
供や家族連れ、若者のためにももっと考えて欲しい。



59 ＮＰＯ団体やボランティアに積極的に委ねるのも一つの方法かと思う。

60
市の公共施設はあまり魅力を感じない。デザイン性などにもこだわった施設があれば利用者は増える
と思う。

61
利用料金を取る、もしくは値上げをする。料金値上げ分で、サービス向上、利用者増につながるので
は

62 急に必要性を感じた時

63
偏った個人や団体だけが頻繁に利用するのではなく、公平（利用回数等）に皆が利用出来る（特に設
備の良い施設）ように配慮して欲しい。

64 ごめんなさい、よくわかりません

65 箱ものはすべて見直すべき。

66
財政が厳しいのであれば、数を減らすなり、似たような施設を造らないようにする。既存している施
設に手を入れ利用していく。

67
公共施設の利用の際は、『自己責任』をもっと強調すべきだと思う。
理不尽なクレームを入れる利用者に対しては、書類等による自己責任の確認や、利用を断っても良い
のでは？

68
耐用年数・その間の維持管理費（人件費も含み全ての経費）を考慮して、十分検討した結果、進めて
いただきたい。



No その他自由意見

1 友人など

2 黎明館、市役所、など各施設の情報紙を手に入れています

No その他自由意見

1 自分が必要とする情報をどう入手したらいいかわかりません

2 サンサンコール

3 新聞

4 共有情報は知人、友人から

5 サークル等での色々な年齢の方々からの話として

No その他自由意見

1 手続き等モレがないか、締切の予告

2 介護に関する情報

No その他自由意見

1 読もうと取っておくが積読になってしまう

問26．市政情報に限らず、日常生活の情報を何から入手していますか。

問27．市役所からの情報を何から入手していますか。

問28．市役所からの情報で必要なものはどれですか。

問29．どのくらいの頻度で広報紙「かごしま市民のひろば」を読んでいますか。



No その他自由意見

1 全て読みます。隅から隅まで。

2 全て読みます

3 大体、全部目を通すようにしている

4 一通り全て読んでいます

5 一通り目を通す

No その他自由意見

1 どうやって手に入れるか分からない

2 届いていることには気づいているが開いていない

No その他自由意見

1
土、日の午前のこの時間帯はどこかにでかけているか午後から出かける準備をしているか、家に居た
ら昼までの家事をする為TVは消す時間帯です。

No その他自由意見

1 意識してみたことはない。記憶にない（題名）

2 放送時間は勤務中の為テレビを見る事がありません

3 仕事

No その他自由意見

1 いつでも見れるところに置いている。が、あまり見た事はない。でも、イザという時の為にある

2 いつか役に立つかもと取ってはあります

問33．鹿児島市では下記の市政広報番組をテレビで毎月１回30分放映していますが、ご覧になったこと
はありますか。

問35．２年に１回（直近では平成28年8月）、各家庭に配布される市民便利帳「かごしま暮らしのガイ
ド」を使っていますか。

問34．鹿児島市では下記の市政広報番組をテレビで毎週１回5分放映していますが、ご覧になったことは
ありますか。

問30．問２９で「毎月読む」、「２、３か月に1回読む」を選んだ方にお聞きします。広報紙「かごしま
市民のひろば」のどの記事を読みますか。

問31．問２９で「ほとんど読まない、分からない」を選んだ方にお聞きします。広報紙「かごしま市民
のひろば」を読まない理由は何ですか。



No 自由意見

1
私は車椅子でも、たまに用事で市役所に行きますが職員の方の説明が丁寧な方、ぶっきらぼうな方、
場所を聞いても丁寧な方、雑な方、あちこち歩き回って時間はかかるし疲れるしあまり行きたくない
場所です。

2 市民のひろば、ホームページで充分。テレビやメディア等は費用もかかるのでできるだけ削減すべき

3 今のままで良いと思います

4

テレビ番組はそれぞれ題名があるが意識してみた覚えはない。どのチャンネエルで放送する時もスト
レートに「市政広報番組」と。はっきり視覚、聴覚で確認した方が意識して見聞きすると思いま
す。。小学生にも理解、使用しやすい様な広報誌が出来れば良いと小さい頃から（子供期から）市の
社会的な広報的なものに興味をもち参考にしていける大人になれると思います。「少数精鋭の」鹿児
島の子供作りの入り口になるのでは？

5
市のホームページをよく見るのですがなかなか早く探す出すことができません。年配者でもすぐ分か
るようなホームページにするよう努めて頂きたい

6 ・急いでいるときサンサンコールで知ることが多い・公園樹木の名前など公園課に問い合わせている

7
市政広報のテレビ番組放映時間が事前に分かれば見ると思うが放映時刻がいつなのか今現在は知らな
い

8 ・アンケート、クイズ（頭の体操的な）をつける・市民便利帳にクーポン

9 市民便利帳は必要な方は市役所に出向きその場でプリントアウトしたらいいと思う。

10
ついつい見逃してしまい、もう少しきちんと知らないといけないと思いました。注意して活用してい
きたいです

11 市政広報番組はNHKで放映してほしいです

12 興味や必要性のある方はそれぞれの手段で調べると思うのでこのままの方法でも十分と思います

13

テレビは放送時間で見れる方が限られ広報手段としてあまり良いとは思えない。広報誌やホームペー
ジなどは必要なときに時間も自由に見れるので助かる。市民便利帳は家で眠っている方が多いのでは
…高齢者は今のままで見やすいかもしれないが、その他の人はスマホやPCで見れた方が便利だと思
う。

14
子育てに追われてゆっくりとテレビ番組や広報紙を見る余裕がないのでホームページやＳＮＳ等、必
要なときに見られるように充実させてもらえると助かります。ラインの公式アカウントなどはいかが
でしょうか。

15
テレビなどで市の広報番組の中でその局に対して意見を述べる機会があり500円の図書カードを抽
選で差し上げるとの事だが結局は良い意見を得ればいい事なのでもうちょっと1000円位のクオカー
ド等や市の特産品をプレゼントしてほしい

16
・広報紙は記事か広告か分からない紙面がある・県政だより（県の広報誌）との記事の重複をさける
ための工夫をしてほしい・市民のひろばは単独での配布がいいのでは・配布時にリビング新聞等のチ
ラシと一緒の配布で紛れている

17 積極的に知ろう。知りたいと思っていなかったです。これから毎回市民のひろばを読んでみます。

18
サイズを他の市町村のようにA4サイズにして欲しい。新聞のようなものより冊子のようなものが良
いのですが…

19 市民のひろばをいつ配るか配られたかリビングかごしまやシティプレスにも載せてはどうか？

20

市政広報番組は恥ずかしながら存在すら知りませんでした。テレビはほぼNHKしかつけず夕方の
ニュース番組、21時からのニュース番組しかつけません。他にもNHKしか見られないという方もい
ると思うのでNHKでも夕方のニュース番組等でも市政広報をもっと扱ってはいいように思います。
（「情報WAVEかごしま」の中など）

問3６．市政広報について、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。



21

“まちかどコメンテーター”に選んでくださり有難うございました。鹿児島市は市電の芝生、ビルの
グリーン化、緑の自転車「かんまちあ」などの公園の整備など、ここ数年で見違えるほど住みよい街
になっていくと感じています。市役所内のセクション配置について高齢者福祉部門や障がい者部門を
利用者がもっと杖や車イスで出入りしやすい場所に工夫できないかと高齢の祖母をみていて、そう願
います。わが故郷の発展にスタッフの皆様のご努力に感謝し、ご健勝をお祈り申し上げます。

22
ペーパーは無駄が多いのでは…何らかの形で希望者のみ手に渡るようにしてもいいのではないでしょ
うか。（様々な経費の面を考慮して）

23
市政広報番組が各局時間を決めて放映していることを知りませんでした。「鹿児島からのお知らせで
す」という言葉は時々耳にしていますので分かりやすいです。

24
近い県で地震があったりすると開いて自分の所はどこへとかの為に見たりする。何をどう手伝うとか
何を普段から気を付けてたら良いのかなとフッと思ったりしたとき見てみる

25 広報紙「かごしま市民のひろば」は、二ヶ月に一回の発行で良いのではないかと思う

26 高齢年層より若い世代の市民が市政について積極的のようです。子育、若い方は特に熱心の様です。

27
時間帯が良くない、（例）日曜日の22時～２２時半ごろが良いかと思います。家に居る時間帯が良
いです。

28

南日本新聞が一番身近な情報源である。インターネットでみてくれとかスマホで調べてとか言われて
もアイパッドでポケモンGoはするけど、ガラケーだし検索と調べれば情報が出てくるけどどれが知
りたい情報なのか分からない。子育て中の娘たちは、なかまっちとかりぼん館とか良く調べている。
新聞の南のカレンダーなり民間情報と一緒に流してもらっても必要な人はキャッチすると思います。

29 鹿児島市に在住して良かったと思う。普通の生活ができればいいと思う。

30
登録者に対してメールで送る形態でもかまわないのではないか。今後は紙を出来るだけ使わないのが
望ましいと思う。

31 イベント情報を充実して頂ければ計画が立てやすいので助かります。

32
テレビや広報紙等で情報は得ることが出来るし、雑誌や色々な番組もあるので、必要な情報は得られ
ています。

33
広報紙を読んでの感想ですが。子育て世帯向け。高齢者世帯向けなどで、内容を変えて編集してみて
はどうでしょうか。

34 「かごしま市民のひろば」は文字の羅列で見辛いです。どこの広報誌も似てるのですが…



No 自由意見

1
私は毎日就労支援に通うために市営バスを使っていますがたいていの運転手さんは親切でありがたい
と思うのですが、たまに嫌な運転手さんがいて不親切でぶっきらぼう。もう少し対応考えて頂きたい
です。

2
・財政が厳しいのであれば、人、モノ、全てを効率的に。とにかく費用削減。市役所の職員ももっと
明るく気持ちの良い対応を。

3
民間から比べると経費削減できるところがたくさんあると思う。民間がどうしているか比較してみて
は。ちなみに意見を書いているのだから調査結果にその出された意見をちゃんと書くべき。前書いた
意見が書かれていなかったため。書かないならアンケート送ってこない方が良いと思う。

4

前回も書きましたが市役所の係員の対応が素晴らしい。観光案内所（鹿児島中央駅）の対応も素早
く、親切、親身になってくれる。金沢駅の案内所に行って食事処を尋ねたところ、ここに書いてあり
ますからとパンフレットを渡されただけ。県外はどこもそうなのか、鹿児島が優しいのが旅行をして
ても感じます。

5
高齢者とこどもにばかり、いろんなものが注がれている。もっと働いている若者、中年代の人達が魅
力を感じる街づくりをしてもらいたい。このままでは、都会へ若い人達が流れてしまいます。

6
市の地域公民館を長年利用する者ですが利用時間が２～３時間となっています。多くの人に利用して
もらう主旨は理解致しますが一律ではなく利用の少ない「和室」等については時間を延長して頂くな
ど考慮してほしい。３０数年間特例を認めていたが館長が厳しく困っている。

7

これからの子育て、教育等について考えると若い夫婦や祖父母等、考えておられる方も多いと思いま
す。私自身、孫のこれからを考えると「どうすれば？こうしたい!!」が止まらなくなります。子育て
に正解、不正解はないという事も解っておりますが少しでもヒントになる様な講座でもあれば聞きに
行きたいです。子供の年齢、性別、環境によって、それぞれの時期に合わせての参考的な講座や話し
合いの場や、相談など

8

鹿児島市は今後、人口減少になりますが観光客など交流人口が増えるよう観光面で力を入れていると
思います。最近、中国、韓国などの観光客により鹿児島中央駅西口や照国神社前道路など、観光バス
が多く渋滞となっている現状があります。是非、早いうちに観光バス駐車場の整備を行い、交流人口
増加に対応できるよう努めて頂きたい

9 市電は黒字と聞いています。路線を延ばしてほしいです

10
アンケートで市政等が良くなるお手伝いができたら・・・と軽い気持ちで参加してました。普段はあ
まり気にしていなかった事もアンケートを機に考える事が多くなりました。アンケートに参加できて
良かったです。選んでいただき、ありがとうございました。

11
施設とインフラ整備を頑張ってください。道路もラインが消えていたりボコボコの道路がまだまだあ
ります。次回のアンケートは公道関係にしてみては？標識と看板、電灯との「かぶり」信号との「か
ぶり」も問題

12

「個人番号制度」について「鹿児島市民のひろば」で毎月取り上げて更なる周知を図っていくべきだ
と思います。（目的）正しい知識と利用方法および管理の仕方を理解し、悪用されない、騙されな
い、特に高齢者が被害にあわない為の防止策の一つとして。・この件に関する相談窓口が市役所に設
置されていると思いますが、ほとんど知られていません。さらなる情報発信をお願いします。

13
鹿児島は電車の町としてももっとイベントなど工夫をすれば全国の鉄道マニアの人達がリピートして
くれて観光が充実するのではないかと思います。

14 地方というか市内でも通りが少ない所や外れた所の除草がもう少しできたらいいなと思います。

15
行き届いた行政が行われていると思いますが全国共通の少子化問題や老人医療等にこれからも取り組
んでほしい

16 アンケート回答で少しは参考にして頂けたこと嬉しく思っています。知らないことが多かったです。

17
バス停に相変わらずタバコの吸い殻を捨てる心無い人がしばしばいます。いっそうのこと公共施設は
すべて「禁煙」にしてはどうでしょうか？

問3７．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。



18
鴨池球場の改修工事をして頂きありがとうございます。工期が長く遠方のコート使用の為、大変不便
なのでできるだけ早く利用期間が出来るようお願い致します。H27～H30までとなぜこんなに長く
なるのでしょうか？

19

私は関東の娘宅へ使用で何ヶ月か行ったり来たりしておりますが大型店舗を利用致します。食料品
コーナーのお茶棚を見ますが知覧のお茶しかありません。もっと宣伝してほしいです。例えば、極端
に言えば鹿児島のお茶は知覧の名称にして売り出せば良いのではないかと思いました。県全体の事で
すが気になり書きました。

20
保育園、こども園の一時保育の情報をまとめて知りたい（ネットなどで一覧で見れると助かる）・利
用料、時間、内容、施設など

21

現在、市民相談センター宛に私の提言を言う制度がありますが関係部課の回答はありきたりの同じ回
答で具体性に欠けたり予算を伴うものは全て高価で採用できないとのことである。関係部局の方々は
もう少しアンテナを広げ情報収集してきてもらいたいです。関係部局に電話しても「あ、そうです
か。」の答えだけで満足しません。

22 二年間、色々と勉強させて頂き誠にありがとうございまいした。

23
国体が20年に当地で開催されるとの事ですが施設など早めに事故などない内に改修なさった方が良
いと思う

24 市が絡む財団法人などの採用試験にはコネは全くないのか疑問

25
川上町はまだまだ狭い道路がたくさんあります。今、ダンプカーなど大きい車が通ると車通しの擦れ
違いが大変な時もあったり、小学生の子供たちも大変な思いをすることがあるので早めに道を広くし
てほしい。

26 市民のひろば5月に600号お迎えおめでとうございます。これからも楽しみにしています。

27 大型ゴミの持ち込み時間の記入がほしい（清掃工場）

28
ゴミ分別をもっと強化してほしい。鹿児島という大自然を大切に、お願いです。分別が少し他県より
ゆるい！ゴミ出しがメチャクチャだめだ！

29

市役所も綺麗になり案内してくれる人もいて助かります。これから確定申告とか、転入、転出など忙
しくなります。駐車場も通行整理も大変です。住民票とかアミュプラザとか鴨池イオンでも取れるこ
とを宣伝すれば買物ついでにできるので便利である。一番先になるのが市バスのことです。電車は芝
生を敷いたりしてとても良いです。バスは電車の外側を循環させたら良いと思います。今年はインフ
ルエンザがすごいことに!!提出ギリギリ。乱文で失礼します。

30
市民のひろばは色々な情報が載っており楽しく読んでいます。「かごしま暮らしのガイド」はなかな
か使う機会がないのでもったいないかなと思います。

31 60歳以上の地方創生にも創意工夫で結果をだせればさらにさらに元気になる

32

高齢者のドライバーが運転免許証を返納しやすくするために、公共交通機関の充実を望む。
吉野地区は深夜でもバスが利用できるが、他の地域では深夜利用できないところが多いため。車に頼
らざるを得ない。また、市電の路線延長を望む。鹿児島市外の方は、市電の利用はかなり便利だとい
うことを知らない方が多い。

33
上述した草刈と同様、道路横の植え込みの間からも雑草が伸び
植え込みよりも伸びきっている時がある。
観光客とか市外・県外の方が見たらガッカリされるのではないでしょうか。

34
今回の「テーマ」よかったです。市民の声を一番聞いてほしい分野なので、ぜひ色んな意見を聞いて
頂いて、改革して頂ければと思います。

35
上福元町の人口が増えており、良き牧者から中山までの歩道がないに等しい状態で、車と接触しそう
で危ないです。事故がおきてからでは遅いので、整備を考えてほしいです。

36
市の財政が厳しくなっているという前に、まず、職員の給与を下げたり、経費削減、職員の数を減ら
す努力をお願いいたします。

37 ドルフィンポートに早く市電を轢いて欲しい



38
繁忙期になると特にですが、谷山支所前の道路が、駐車場に入る車のせいで混んで困ります
駐車場に入る車の右折をさせないでほしい

39

前にも書いた事があると思いますが、インターネットでの回答で時間が経ちすぎる際の、全部再入力
のやり直しをどうにかして欲しい。
本気で悩んで書き込んだのが、全部パーになると気持ちが凹む。
約二年に渡り、個人的な回答をし申し訳有りません。
まだ任期は残っていますが、平成27年7月1日よりお世話になりました。
携わって来られた、鹿児島市役所市民協働課の方々に感謝いたします。
漠然と鹿児島に住んでおりましたが、今回を通じ、これからの鹿児島の未来、子供達の未来に必要な
物はと考える機会が出来たと思います。
魅力のある鹿児島を作って行く為に努力されている皆様、大変なお仕事だとは思いますが、宜しく御
願い致します。　短い期間ではありますが、本当に有難う御座いました。

40

鹿児島UFCはプロスポーツです。行政に支援を求めることは、如何なものかと思っています。世界
ランキング50位前後のスポーツは我が国では考えられますか？又、人種差別問題・ゴールパフォー
マンス問題、青少年に悪影響を及ぼすのではと危惧しております。行政は、もっと毅然とした態度
で、冷静に判断し「ゆすりやたかり」に負けないようにお願い致します。
「税金の無駄遣いはいけません」


