
問８：鹿児島中央駅周辺の花と緑について、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。

良く通りますが気付かないです。もう少し増した方がインパクトあると思います。

あまり行かないのでよくわかりません

鹿児島中央駅周辺は高層ビルが多くヤシやビロウの木が目立たない状況である。低木でも南
国のイメージの高いハイビスカスや菜の花、ブーゲンビリア、赤のサルビアを花園いっぱい
に季節毎に植えるとよいと思います。

クスノキの緑を大切に（せん定時に切り過ぎの感じ）人工的な緑より自然の緑を市電の軌道
レール内の芝生はいいイメージです。

季節ごとに良く手入れをされて季節の変化を感じることが出来て、市民の心をなごませてく
れているを思います。

もう少し花の量を増やして目立つようにしては？ブーゲンビリアもあると南国感が増すかと
思います。

市の玄関口に花と緑が整備されているのは市民もほこりに思うし、観光客もさぞ心暖まるこ
とだと思う。これからももっともっと力を入れてほしい

鹿児島の玄関口である中央駅周辺を通るたびに季節の花々や南国らしいグリーンで目を楽し
ませてもらっている。一番街の再開発で高層ビルが建ち、景観も近代的になるだろうが鹿児
島らしい緑化も並行して推進していただきたい。

針植ポットをバス停や歩行通路に置き、目に入りやすいところで育てる効果を期待する

ナポリ通りの活用を、東京の表参道のようにおしゃれな空間にできるようにと、ずっと以前
から思っていました。おしゃれなカフェや建物が、増えたらいいなと思います。また、甲突
川や、そこから見える桜島などロケーションを生かして、人の行き来を中央駅からの銅線を
ナポリ通にもってこれたらと思います。日本ガスの建物も古く、古さを生かしたり、モダン
さも入り混じる、鹿児島ならではの街づくりがもっと生かせそうな気がします。

稲穂や麦などで描く（広い敷地が必要か）ものを、ミニチュア版で花壇でできるとおもしろ
いかと思う。

西口は南国を感じさせる、ビロウ、ヤシなど見られない。都市空間は今の面積では無理で
しょう。中央駅から２階に出れる歩道を造り車と歩行者を分ければ大きな面積で向えられ
る。

鹿児島本来の木（イチイガシなど）や地元の花（ユリなど）をもっと生かすべきだと思いま
す。それと、花壇などの枠組みだけを市は整備して、あとの手入れは地域の人やガーデンボ
ランティアにまかせる方向に持ってゆけるのではないかと思います。（中央駅周辺だけでな
く、市のすべてで）ただやらされるだけでなく、企画を含めて（ここがポイントです）参加
できるのであれば私自身参加してもいいと思っています。



市街地なので、華やかなお花よりも緑色を多く目にしたい気がします。ビルやお店などいろ
んな色があるので花よりもきや芝生など緑色を強調させてほしいです。

あまり印象に残っていません

駅を出た時にもっと多くの花と緑があった方が良いと思う。

中央駅周辺の花と緑は南国らしく楽しませてくれて幸せな気分にしてくれます

どんどん創出してほしい、いやされるし南国チックでいい

中央駅周辺の緑ではなく街全体をテレビカメラを通して上空から見た時に死の街に見えませ
んか？緑におおわれた公園が一か所もない街は都市とは言えませんよ？東京は首都にふさわ
しく、まとまった緑の公園が方々にありますよ

市電から降りた時、花がとても綺麗だと思った。しかし、中央駅前は交通量が多い為車で通
る時観ることが出来ない。中央駅周辺の市電やバス等を利用している人以外知らない人が多
いと思う。

中心地にあって緑が多くきれいに保たれていて良いと思う。

あまり気づかない。西口を送迎でよく使うけれどごみごみしてるなと思う。

緑は多いと思いますが色のある花を増やしてほしい

緑は多く感じますが、花が少ないような気がします。南国らしい、色あざやかな花をもう少
し増やしていいのかなぁと思います。そうする事で、南国・鹿児島へ来たなぁと観光客も感
じるのではないでしょうか

南国風情を演出してくれるのでとてもいい取り組みだと思います。

小さい頃、まだ西駅だった時に大きな花時計があり感動した事を今でも覚えています。今の
中央駅もとてもいいですが花がきれいに植えられている街ってすごくキラキラして見えま
す。ネオンの色だけでなく、花で街全体が明るくなればより良い鹿児島をアピール出来るの
ではないかと思います。街づくりの一環として鹿児島市内の小学生に種をまくお手伝い行事
を行ってみればコストも多少は抑えられて良いのではと思います。

駅をあまり利用しないので、今まで意識していなかった

いつもきれいにしてあって県民として県外または国外の方々を向かえる玄関口として、ほこ
りに思う。



いつもきれいに整備されているなぁと思います。

お手入れがされておりきれいだなと思ってます

特になし

日常生活にとけこんでいて、言われなければ意識することはなかったけどこれから通るとき
は観察してみたいと思いました

本当に街をただ呆然と見ているだけで何も感じていない事に恥ずかしく思いました。せっか
く花と緑でおもてなしをしようという事業に取り組んでいらっしゃるのにもっと真剣に身の
周りを見て行動しないといけないと思いました。

現状が良いと思います

鹿児島中央駅周辺の花と緑は南国を感じさせるものであります。一時期根占町に住んでい
て、佐多岬のガジュマロやビロウ、ハイビスカスなど「南国らしさ」を感じていたので、来
鹿の方々にもそのあたりは喜ばれることでしょう。ただ、ビロウやサバルヤシなどは強い風
による落葉が目立ち、定期的な清掃が必要となります。道路に落ちて通行の妨げになってい
る所も多々見られますので、管理の程よろしくお願い致します。

駅をでて、南国鹿児島にきたんだというイメージがわかないのでは？焦点がボケてる

宮崎県と比較して南国ムードを醸し出す植物等が不足していると思います。中央駅は今では
鹿児島の玄関口でもあり、敷地的にも難しいとは思いますが、かつて与次郎ヶ浜にあったよ
うな南国ムードいっぱいの植物園等を設置できたらと思います。

子供が小さい為、あんまりゆっくり出来る時間がなく、見るひまがない。もし、出来る事な
ら、ベンチがあったらどうでしょうか？足をとめないと気づかないような気がします。ざん
ねんですが

花だん等をつくり、インスタ映えするスペースがあると◎ＰＲにもなるし、観光客の方々が
広めてくれそう。Welcome的な感じもするし良いのでは？

四季咲く花それぞれ旅人も町行く人達も癒されますし、南国にふさわしい花、ブウゲンビリ
アなども順次咲きますのでよろしい。ヤシなど緑があるから良い枯れませんし良い。電車通
りにも季節に応じた花が植えられ、心を和ませます。

目につきやすい。この植物は何なのか？説明看板があると良い

みかんがかわいい！

心をなごませてくれるし続けてほしい。明るい環境を維持させてほしい。



町の中に緑と花が有るのは心がおちつく

南国鹿児島をもっとＰＲして下さい

ガーデンデンドロビュームについては、名前も存在も初めて知った。花そのものには南国感
を感じるが、クスノキに着生しているそれをみて「南国鹿児島だな！」と思うかというと個
人的にはそうは思わない。歩道からは距離があるし、車窓から見るには小さい（目につきに
くい）

いつもきれいな植栽がなされていて、南国らしい景観をかもしだしていると思います。

西口は狭い上にバスの出入りや保護者の迎えなどで混雑するので緑の場所が邪魔に感じる時
間帯がある

季節を感じる草花があったらいいなと思います。

今回、他県に行くことになり新幹線を利用し帰鹿しました。常々鹿児島中央駅周辺の南国
ムードが高まり南国特有のヤシや花などが目につきました。非常に良い光景でした。まだま
だ季節がら緑が生えないですが、春先が見頃だと思う。他県と比較して良いおもてなしと思
う。鹿児島を離れて分かるものですね。

市の職員の方々が一生懸命に取り組まれている様子は、たいへん良いことと思います。あま
り。中央駅周辺に足を運ぶことがないので今度じっくりと散策してみたいと思います。

南国鹿児島がそのまま実感できるので、旅人にもよい想い出となります。

駅構内又ナポリ通には季節ごとにたくさんの花で人の心を和ませて頂き、桜島に通ずるナポ
リ通から、力強さも感じる表玄関であってほしいと思います。

もっと花、木々もふやしてもよいと思います。

駅から出てすぐに南国感あふれる緑が目に入るので、とても良いと思う。

鹿児島中央駅周辺に花等多く植えてほしいです。見映えが良くなります。

いつもキレイです！！

南国・鹿児島を連想させる花や緑の周りにポップを置いたり花や緑にあった演出をするなど
もっと人目につくように環境作りに努めたらいいと思います。



芝ざくらみたいな一面（少しでよいので）小さな花が咲くスペースもあったら良いと思いま
す。

駅から外に出て市電・バス乗り場等への動線にそって緑、花等あればいいと思う。

駅周辺、車で通りながら見る事が多いのでこのアンケートで質問されて思い出しながらの状
態でした。言われてみるとヤシやハイビスカス…ですね。美観のため？市民のため？観光客
のため？予算をきっとかなり使いますね。目的をしぼって作って下さい。

町の美化の為に緑や花が多い事はステキだと思う。

四季折々の花が植えてあり県外からの観光客に南国らしさをアピールするのに良いことであ
る。

花は大好きなのですが、ナポリ通りの方にクスノキにデンドロビュームが着生されているこ
と知りませんでした。デンドロビュームも大好きですので開花時期に見に行きたいと思いま
す。中央駅の方も用事があるときにあわただしく出かけるので余裕がありません。これから
気をつけて見るようにします。

季節毎の植え替えは、良くなされていますが、植えたあとに、根付かず成長できず枯れてし
まったものも見受けられる。夏場に水不足等で枯れてしまう花も多く見られます。

中央駅には行きますが見た覚えがない。知ったので今度行くときは気掛けたい。

駅周辺だけでなく、道路の中にある花壇はいつもきれいで見ていて清々しい気持ちになる。
ガーデンデンドロビュームは気付かなかったが、ところどころに植えているヤシの木は十分
南国を感じさせるものだと思う。

市電の線路の緑がとてもきれい

普段、鹿児島中央駅を利用するのが、夜のことが多く、中々、植物に目が行っていませんで
した。これから、少し周りに目を向けてみようと思います。

駅前広場について観光客が最初に見る風景となる場所である為とても良い事業だと思う。ナ
ポリ通りのガーデンデンドロビュームに関しては市民なのに全く知らなかった。高い位置に
あるので知らない（または気付かない）人も多いのではないだろうか。

お隣の宮崎県もフェニックスを植えているので鹿児島も南国ムードを出す良いきっかけだと
思います

南国の植物はもちろん鹿児島らしさを感じられますが、季節を代表する植物（春はチュー
リップ、夏はひまわりなど）を植えるスペースも少しはあっていいのではないかと思いま
す。緑は多いですが色（お花）が少ないように感じるので。

東京から来た友人がアミュプラザの観覧車に乗って「鹿児島は東京よりもみどrが少ない。」
と言っていました。最近はキレイになったなあと歩いていて思いますが全体的にはまだまだ
緑が少ないのかもしれません。

日本全国同じような景色が多くなっている中で”鹿児島に来た”と思うような鹿児島らしさ
を大切にする花と緑にあふれる取組を継続してほしいと思います。



いつみてもきれいに設備されており心がやすらぎます。

花、樹木をちょっとでも目にすると気持ちが落ち着き心が安らぎを感じます。雑草やゴミを
目にするとちょっと悲しいマイナスな気持ちになってしまいます。中央駅東口のブーゲンビ
リアの花が大好きです。

中央駅には週１以上、確実に行っていますが、花と緑のおもてなし事業がこんなに沢山ちり
ばめられていることを今回初めて知りました。ハイビスカスなど色のあるものは目につきや
すいと思いますが、ゲットウやクワズイモなどはなかなか気付きにくいようにも感じます。
大々的に案内を出しても良さそう。次から、細かい部分まで着目してみます。

管理は大変ですが、緑化を進めて欲しい。

桜島小みかんの鉢植えは印象的でした。大きな大会などの時にも、美しい花と緑は鹿児島市
の玄関としてとても美しく思います。

ナポリ通のドロビュームや中央のクスノキは５月のナポリ祭での花を楽しみにしています。
今後は甲突川側のクスノキに着生させさくらの花の後の花として着生させて散歩道として下
さい。

テーマが南国感らしいですけど、小さすぎてパッとしないイメージ。部分的だけすぎる気が
する。中央駅方面だけだから、あまりそっちに行かない人はそもそもそういう事がある
（やってる）ことすら気付かないと思う。今回初めて知ったものもあるぐらい。

電車の線路周りに季節の花が植えてあるのはとてもいいと思います。時々思う事が、東京の
様にビルの中に大きい公園があるのはうらやましい。回りはビルばっかりの中に緑のある公
園、いこいの場みたいで、吉野公園はちょっと街中心からすると少し遠い感じがする。小さ
い公園よりもう少し大きいいろんな木や花が植えてある風なのが欲しい（例えば新宿御園み
たいな）

高い建物が増えてきたので難しいかもしれませんが、さくらじまと錦江湾を借景とした植栽
があれば、観光客への印象も強くなるかと思います。

ハイビスカスはすごく綺麗だし良いと思う。
ゴミのポイ捨てが目立つ所には小さな赤い鳥居のようなものか何かを設置してポイ捨ての抑
止をして欲しい。

基本的に在地の植生と矛盾しないものを使用する方針で貫いていただきたい。

今でも花、緑はあるのでしょうが
あまり印象に残らないイメージ

もう少しアピールしてもいいと思います
何が置いてあるかわからない

もう少し中央公園くらいの雰囲気もほしいです。でもとてもやわらぐ南国らしさは、でてま
す。



鹿児島中央駅は鹿児島市の陸の玄関口の一つなので、南国らしい植物で観光客を出迎えるこ
とはより南国であることを実感する良い手段だと思います。

申し訳ありませんが注意して見たことがなかったです。灯台もと暗しでした。
観光地に行った時に一番印象に残るのは緑の植物です。とても大切なことです。

中央駅付近には１年に一度行くか行かないかなので知りませんでした。
今度気を付けて見てみようと思います。

灰の降る町で、いつも綺麗にすることは容易いことではないと思います。ありがとうござい
ます。

花や緑があることで雰囲気が全然違ってくると思う。維持することは大変だと思うが、今後
も続けて欲しい。

今のままでもキレイですが
もう少し花と緑が多くても良いかなぁと思います
あと、植え込みの中のゴミ等が気になります

あまり行く機会がないので気がつかないが、鹿児島の顔になる駅前にはインパクトある花や
緑で彩って欲しい！

上の質問のような南国の演出をしているのを知りませんでしたが、県外から来た人が、鹿児
島らしさを感じる演出をもっとしてほしいと思いました。

関係会社の人が鹿児島市を訪れた時、ヤシの木を見ると南国に来た実感がする、という感想
を言うのをよく耳にします。

毎日のように通勤途中で通りますが気づいてませんでした。中央駅で降りたりしますが、そ
れでも気づきませんでした。量が少ないのでしょうか？気にかけてみたいと思いました。

もう少しカラフルであってもいいと思います。

再開発が進んでいて、どちらかというとビル街とかが主としてイメージされます。
単なる南国にこだわらず、近代的な建物と共存できるようなものを検討されればと感じま
す。
また、花を見て怒る人はいない、ともいいますので、陸の玄関にふさわしい彩りある雰囲気
もあればいいのかなと。

花と緑を意識して通ったことがない。南国イメージがあるので観光客にはうけるのでは？

花や緑を植えている場所はおおいが、その後の手入れが行き届いてない場所も多く見かけま
す。鹿児島中央駅周辺に行くことがあまりないのですが、綺麗に手入れをされている方々が
いらっしゃることには感謝しなければならないと思いました。

県とは違い、定期的に管理されていると思う。
今後も続けてほしい。



市内に住んでいると緑化に目がいかないけれど、自分が他県に行った際に目にするのは、風
景です。そのなかで南国鹿児島に来たんだという実感を感じて貰えるのが、花や緑なのでは
ないかと思います。
鹿児島の窓口である中央駅に降り立った際に緑で気持ちよくなってもらえるのは良いことで
はないでしょうか。

いつも綺麗にお花が咲いていて、きちんと整備されている。

多くの人はナポリ通りを車で通りすぎるので、ガーデンデンドロビュームには気づかないの
ではないでしょうか。
県外から移住しましたが、ヤシやシュロの木は特に珍しくないので、ガジュマルなどを植た
ほうが、南国らしさはダイレクトに伝わると思います。
もしくは一見してそれとわかるよう、植物園のように整備すればいいかもしれません。

花壇や植樹スペースが少ないような・・
「南国に来た！」という、目で感じるインパクトがもっとあった方が良いと思う。

鹿児島中央駅は鹿児島の玄関口ですし、花や緑がある事はとってもいい事だと思います。

（市内は鹿児島中央駅周辺に限らず感じますが）歩道の植え込みなど四季折々の花がきれい
に植樹されていて、とても気持ちが和みます。

南国感を出したいのであれば、もっと思い切り花々を植えた方が良いと思います。あまり…
南国感を感じられないです。

電車の路面に敷かれている芝がとてもきれいだと思います。

良く通りますが意識して見ることがなく今まで気付かずにいました。今後気をつけて見てみ
ます。

いつもきれいに手入れされているイメージがあります。
花時計の印象が強いです。

言われないとわからないぐらいめだたない。それぞれの植栽に名前とQRコードを掲示し、詳
細な説明が分かるとともにラリーができて記念品が貰えるような仕掛けはどうでしょうか？

ソテツの木やハイビスカス、ゴーヤなどは南国感を感じられると思う。

花や緑の種類や名前など、わかっていないものも多いが、いつもきれいにしてあると思いま
すし、南国感も出ていると思います。

中央駅周辺に行かないので分からない。

都会的な風景の中に，緑があるのはとても素敵だと思う。配置や量も適切だと思う。



ナポリ通りの中央分離帯のつつじ、開花期は遠景・近景どちらもとてもきれいだと思いま
す。

駅前広場の芝生みたいなところは緑を感じます。

色鮮やかな花の種類を季節ごとに広範囲に植栽するほうが一年中南国らしさを強調出来るよ
うな気がする。
インスタ映えするぐらいのスポットがあれば県外客が更にSNSで発信してくれるのでは？

あまりにも身近な場所で忙しく通り抜けてしまっていることと、植物に興味が乏しいため気
がつきませんでした。以前県外の知り合いから鹿児島市の街路樹を見て「南国気分を感じ
た」と聞いたことがあるのでいい取り組みだと思います。

特に意識してなかったからかもしれないですが､､､
花と緑は少ないように感じます。
シンボルツリー的なオブジェでも構わないので、それに鹿児島の四季を感じられるような花
と緑の装飾をしてもと思います。

鹿児島市電の線路の下の緑色の芝生は、県外からのお客様に大変好評。ヤシの木は確かに南
国っぽいが、自生の物ではないことを知って、少しがっかり。
台風や強風の際は危険な気もする。

ただ、花が植わっているだけではなくて、少しセンス良く見える景観だと嬉しい。そもそ
も、中央駅という鹿児島市の玄関口が、JRも空港バスも動線が悪いので、バスを降りてから
気持ちよく市電に乗り換えられる「地上の」動線をみどり豊に結んで欲しい。車優先過ぎに
感じます。
市長さんには、ぜひお抱え運転手による送迎ではなく、市電や空港バスで常に出張してみて
もらうと感じられるのでは。こんなアンケートしなくてもいろいろな市民の声が車中より聞
こえてくるでしょう。

緑や花は、気持ちをなごませてくれます。市電のレールの緑の芝生は、景観が明るくなって
さわやかなきもちです

手入れ等の面でも予算の問題はあるとは思いますが、意識しないでもぱっと見で目に飛び込
んでくるような派手で鮮やかな南国の花をもう少し思い切ってたくさん植えてみるといいの
ではないかと思います。



問１６：城山について、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。

遊歩道の入口をわかりやすく。

また、しばらく行ってないので、機会があったら訪れてみたい。

桜島は鹿児島のシンボルでありますので、高層ビルが建たないことを希望します。

鶴丸城御楼門が３月完成するのを活用し、城山展望台までの自然散策、史跡めぐりの案内板
表示やボランティアによる説明などによるウォーキングを実施するとよいと思う。

城山ホテル鹿児島の私有地の感覚である。県が進めている鶴丸城御楼門との観光ルートの整
備

もの悲しい歴史をふまえた上での今があるとは思うのですが、まずは興味を持ってもらえ
る、行きたい、と思われる現地作りが今の時代にはまずはの入口だと思います。ものものし
い雰囲気ではせっかくの歴史の礎ももはや意味も何も生かされていかないのでは、と思いま
す。

道が分かりにくいので、分かりやすく看板を増やしてほしい

市街地が見渡せる丁度いい丘だ。市のシンボルとしてとてもほこらしい

鹿児島市街地を一望できる絶好のスポットの展望台はもう何年も足を運んでいない。県外か
らの来客を案内する際も城山ホテルからの眺望で済ませている。スペースは狭いがマルシェ
や音楽イベント等があれば観光客以外の市民も集う場所になると思う。

西郷隆盛の本営になりテレビでも放送された事で鹿児島にも観光客が多くおとずれる活気が
ありいい事だと思う

城山ホテル入口と展望所の入口は案内等も魅力に欠ける。また周辺の土産店も環境的な整備
がされた方がよい。

展望台付近はさびれたイメージがあるので歴史を生かした重厚さのあるおしゃれなカフェス
ペースや図書館など静かにすごしたい人のためのゆったりとした空間が欲しい。

展望所からのながめがいいので好きです

展望台へ続く土産店の中で閉店している並びは壊してすっきりした方が来訪した観光客にさ
びれた感を与えるのでなくしたらと思う



ナポリ通りと西口にあるクスノキの下に見てもらうカンバン「うえをみっみやんせ」と鹿児
島弁で書いてはどうかな知っているから見上げると思う。

ホテルがすべて管理、運営したらどうなのか。市民としては近寄りがたい感じがする。市民
参加の方向を考えるのならば、そのことをアピールすることから始めるべきだと思います。

鹿児島出身なのが理由かはわかりませんが城山展望台からの眺望の良さが正直わかりませ
ん。県外からの方々は”桜島”を見られるからなのでしょうか？街も小さいですし、あまり
私自身は良さがわかりません。

一度上がれば十分かなと思います。

お土産屋がさびれているのでもっと人を呼び込めるようなテナントを入れた方が良いので
は？

子供の頃、父につれられて西駅（中央駅）より歩いて行ったことを思い出します。今は車で
行くとすぐですが歩いて登ると少しの感動があります。城山から見る桜島も町の風景もいつ
行って見ても心がおどります。

（元）小学生の時城山公園に遠足に行ったことがある

城山は道が狭いところもあり、通り辛い行き辛いイメージです

県外からいらした方への散策路としてよいと思うが、鹿児島市内に住む人がもっと利用した
くなるような特長があってもよいのではないかと思う。文化財としての立場もあるので今あ
るものを変えるのは難しいかもしれないが坂を活かしてのランコースの設備やアスレチック
コースなど…鹿児島は遊ぶところが少なすぎます。

城山と言えば旧城山観光ホテルのイメージが強い（強すぎる）

やっぱりホテル。ホテルランチのあとの腹ごなしにいつのまにか城山歩いて山を下りて県図
書あたりまで行ってる

展望台からの眺望もよく魅力的だと思うが、城山ホテルは料金も高く、行きたい場所（城
山）ではあるが利用できる所、ちょっと行ってみたい場所としては少ないと思う。もう少し
県・市民が利用しやすい場所があるといいと思う。夜も利用できる場所など

市街地にありながら、自然がとても豊かです。散策しながら、鹿児島の自然について学びな
がら歩けると、幅広い年齢層の方たちが利用すると思う。（例）県花や県木、県鳥について
の看板の設置など…

子育てや仕事で疲れた時や一人でいたい時に城山に行きます。鳥のさえずりを聞き、自然の
においを感じ、ゆっくりした時間を過ごし、展望台から街を見渡して、小さく見える鹿児島
市を見て、悩んでいた事等がちっぽけに思えると、散道の木を見て長年ここにいるんだ！！
私も頑張ろうとリセットされる場所でもあります。子供の頃「歩こう会」に参加し思い出の
つまった城山がかわる事なく同じようにいつでも有り続けて欲しいと行く度に思っていま
す。以前は日本人が多かった印象ですが最近は外国の方も多くもっともっと城山をアピール
してもいいのかなぁと思いました。それと同時に人が多くなると自然がこわされてしまうの
ではないかと不安もありますが…。本当に城山は大好きな場所です。



西南戦争の最終決着の場として説明書きをもっとあればほしい。

イルミネーションがきれい。下の道路から目立つ

鹿児島に住んで長いけれど、知らないことも多く知る機会を与えてくださり感謝します。小
学校の課外授業などで城山について、知る機会があると良いと思います。

車で城山ホテルに登ることが多く、自然の美しさをいつも感じているのですが、散策路がど
こからどう歩くのかよく分からないでいます。小学生の子供もいるのでいっしょに歩いてみ
たいなと思ってはいるのですが、きっかけが無いままです。

西南践祚の戦地であったことを思うと楽しんで行く場所ではなく史跡や歴史を学ぶための地
区環境である様に思う歴史にふれると私自身気持ちが重たい城山です。

車で通行しているはずですが、まったく視界に入っていない漫然と歩いていたり運転してい
ることに恥ずかしいです。やはり、鹿児島市内に早くから国の天然記念物及び史跡に指定さ
れていることにもっと誇りに思わないといけないと感じました。

今後とも文化財として管理していってほしいと思います

展望はとても良く、西郷どんの顔出しパネルもなかなか楽しめた記憶があります。他は特に
ありませんでした。コロナウイルスなどの影響もありますので、来年の初日の出や山の日の
イベントは、マスクと救護員、しっかり準備した方が良いかもしれませんね。

城山観光ホテルのイメージが強すぎて史跡としての価値がそこなわれている

城山は今は何年かに一回位しか訪れる事はありませんが、行けば何か心が癒される場所だと
思います。今の現状のまま自然を残して人工物を作らない方が良いと思います。

ホテルの中、動きずらい。中２階みたいなエレベーターの場所とか広いしつかれる。後、
ケーキ高い、のみものも高すぎる。

説明を読めば分かるが、見たいと思う人は興味のある一部の人だけだと思う

大切な文化財を鹿児島のほこりとして残していってほしい。

若い時は下より歩いて来た事がありましたが今は車で用事が有る時だけです。静かで良い所
です。

展望台からの桜島の写真撮りがメインで歴史的なこと自然などへのＰＲが乏しい感じがする

遊歩道をきれいに舗装されてますます訪れやすくなると感じます。



自然がそのまま残っているのがとても良いです。とても良い保存がされていると思います。

城山から見る市街地の眺望こそ最大の魅力だと思う。私も若い頃はデートなどで行った事が
あるが、欠点は駐車場から遠い事、観光客も高齢の方が多いとどうしても歩き疲れがきてし
まう、と言っても改善の余地はないと思う。もっと若い方々が興味を持てるような取り組み
を期待する。

今の静な雰囲気がいいので、今のままであって欲しいです。

城山は観光地でもいちばんの魅力的観光地であります。史跡があり大自然に恵まれた宝庫で
もある。もう少しＰＲ看板を何ヶ所かに設置し国の文化財に指定されていることを市民に
もっと周知してもらいたい。設置場所は公園（例えば中央公園・みなと大通り公園・球場
等）等はどうか。

今のままで保存してほしい

城山といえば、そこからの眺望と西郷さん終焉の地という歴史的価値しか感じていなかっ
た。何か足を運ぶ機会があったらいいのですが

市内中心部にあり、市民の多くが歴史と自然の宝庫を誇りとして、世界にアピール出来る自
慢の丘です。

せっかくいい場所だが、市街地から離れている、それでも行きたいという工夫が必要。

桜島を背景に鹿児島市を一望出来る素晴らしい高台にあるので、そこから見える景色を更に
分かり易く絵図をもって建物や、施設等の名前を入れてもらえると、嬉しく思われるのでは
ないでしょうか（観光客）又、西南戦争最後の激戦地ということももっと意識出来るような
工夫がほしいです。立寄り易い資料館充実した展示品等々

もう少しきれいに整備して欲しい。暗いイメージもある。

城山の史跡歴史無料バスツアー等企画してほしいです。

歴史的環境が豊かであるため、その環境を生かした、昔にタイムスリップしたような感慨深
い体験ができる場所になったらいいと思う。

城山には照国神社横側から歩道を登って歩くことが（ウォーキング）ありました。が、登山
口が分り難いので黎明館から登るようにできたら利用者が増えるような気がします。眺望も
いいけど遊歩道（登山道）もなかなか良いです。

展望台が暗い感じがする。夏はいいが、冬がじめじめしているように思いました。（１月末
に行きました）売店があるのは良いが、工夫や鹿児島らしさにかけ、もっと、シック（昭和
らしさ？）な感じでも良いのでは。ただ、並んでいるようにしかみえない。これは何年も前
から思っていたことです。いつも残念に思っていました。



国指定の文化財であることを知ってもらう為小学生に現地での授業を行ってみては。

娘２人北海道にいます。回りの方から「鹿児島と言えば」の中に城山が入っていてびっくり
しました。住んでいると「いつもあって当たり前」な所に本当は魅力のある事や所がいっぱ
いだと思います。「城山」はホテルではありません…が、勘違いしている市民も多いかも
（特に年齢が低いと）

西南の役等の史跡としての看板等を設置してもらいたい。（城山全体に）

同窓会や講演会などで年に２～３回行きますが城山ホテル鹿児島に行くことが目的で今回こ
のようなアンケートに答えることについて、草木や史跡などについて、勉強しなくてはと強
く感じました。知らないことばかりです。

トイレの清掃管理が時々不十分な時があります。

”そこを目的に行きたい”と思わない

行ったことなかったが、市街地から近いし、子どもと一緒に行ってみたいと思った。

鹿児島県民ですが城山には行った事がありません。近くて遠い所です。

県外からの友人や、友人とよく展望台へドライブに行き、鹿児島の街を見るのが好きです。
特に夜景がきれいで、個人的にお気に入りスポットです。

わざわざ城山に行く事は今のところありません

城山公園に駐車場があることを知らなかった。公共交通機関でしか行けない場所だと思って
いたのでその辺のPRもしてほしい。

展望台をより整備し観光客にアピールしてみてはどうか。

せっかくなのに身近に感じていませんでした。これを機に足を運んでみようと思います。

折角そばに城山ホテル鹿児島があるので、ホテルの協力をもらい、城山公園のリーフレット
のホテルへの配置や、城山公園の散策路とホテルのランチをセットにした健康ウォーキング
コースをつくるなど、シニアを中心とする市民に向けた健康づくりの新たなスポットになる
ような取組で、城山公園をもっと楽しむ機会が増やすことができるよう期待したい。

私自身、上町地区に以前住んでいたので、城山など良く友だちと散策してとてもなじみのあ
る所です。



駐車場の有無、駐車空間を明瞭に駐車しやすく少々暗い感じがし治安が良くないような場所
があるような気がします。

道路舗装してほしい

城山といえば、まず浮かぶのが城山ホテル鹿児島！多くの観光客の皆さまも訪れる場所だと
思うので、”城山の魅力の発信場所”として活用するのはいかがでしょうか

街の近くにこれほど自然が残る場所もめずらしいと思う。木々に囲まれ、鳥のさえずりがあ
ちこちで聞こえるとても素晴らしい場所だと思うので、これからもあのまま残っていって欲
しい。

城山行きのバスをふやして欲しい

雪が降った時は行きます。ホテルを利用する時も行きます。

展望台の付近が獣臭（死臭かも）して観光客が長時間滞在できない。市役所で管理して下さ
い。都会でのプチ登山をもう少しアピールして県外客又は高齢者を呼び込んで下さい。

①交通が不便　②道路が狭い。自家用車で行くにしても大きい車では行きにくい。　③魅力
が足りない。これといってひきよせられる物がない。城山ホテルも微妙だから。　④若い人
が行きたがる所ではない。

まだ車に乗ってる時は仕事やいやな事があると城山の展望台に行って桜島をぼーっと見てる
だけで気分が晴れるというかとても自分にとっていい所でした。今は時折観光バス（せごど
ん号やまち周遊バスなど）に乗って展望台へ行くこともあります。大好きな場所です。

もっと「西郷どん」にあやかっても良いのでは

車が渋滞したり道が狭いので、行きにくいと感じます。
ホテルのイメージしかありません。

お土産屋さんが古くて清潔感がない。

特にありません

歴史的な場所をもう少しアピールがほしい

鹿児島の展望台として周りの環境整備ももう少し踏み込んだ容や土産物のお店とかもキリコ
イメージにして観光客に優しい感じに改善してほしい。

遠い昔、城山遊歩道を歩きながら自然の草花を眺めたり、史跡などで薩摩の歴史を学んだこ
とを思い出しました。また久しぶりに城山遊歩道を散策したくなりました。



売店に魅力がないかなと

昨年 遊歩道を散策してみました。自然がたっぷりでとても癒されました。
登り口近くの駐車場がないことや城山の崖が崩れそうなことは気になりました。

観光客はよく立ち寄るが、地元の人はわざわざ行くことはないと思います。

歴史を感じさせるとても興味深い場所だと思う。城山全体の範囲の地図とともに見所が分か
る、もしくはおすすめコース等の資料があればいいと思う。（既にあるのなら申し訳ござい
ません。）

緑も多くとてもステキな所だと思います

子供連れがあまりいない！見る限り年寄か観光客がまだらで魅力的とは言えない…

ブラタモリで城山を特集したのを見たとき、とても面白かったです。あのような内容をもっ
と知らせるような取組みもいいと思いました。

市民も気軽に利用できる、小型でも良いので一般路線バスが運行していると馴染みやすい。

市内と桜島が一望できる素敵な場所だと思います。
お土産店は寂しい感じもあります。
さびれた感じがしました。

城山イコール、ホテルか展望台。
その他の史跡や自然に対しての全体的なアピールは足りないです。
せっかく海外からの観光客が展望台までくるのであれば、観光会社にも立ち寄りやすい駐車
場の整備など必要ではないかなと。

おみやげやさんもかなり廃れているので、あまり観光名所としてはきれいではないイメー
ジ。長く行っていないので、今はわかりませんが。また夜はかなり危なそうなイメージです

・昭和6年に天然記念物の指定を受けていることは知りませんでした。次世代へ引き継ぐた
めの取り組みを進めるならば、教育などでもっとアピールすべきなのではないのでしょう
か。
・野良猫をよく見かけます。餌やりや去勢など、駆除せずとも自然を守りながら共存してい
くことも考えなければならないと思います。

今後も自然のままで維持したほしい



子どもが小さい頃はドン広場に連れて行って遊んでいました。
車がないと行けない場所なのでもったいない場所だなと思います。
最近は県外からの知人を連れていくくらいなので行く頻度がめっきり減りました。
学生時代はトレーニングの一貫で遊歩道を走っていましたが、今も展望台までウォーキング
する人を見かけます。
どこかに健康推進の意味でも、他の公園で見かける腹筋できるベンチとか、鉄棒とかあると
いいですね。

城山登山などがよく行われていて、親しまれているイメージ。

今回のアンケートで、鹿児島市はこんな身近に大自然があるという幸せな環境であること
を、恥ずかしながら再認識させられました。
自身もそれを体感して、また内外でお話しする機会があれば是非紹介したいと思います。

以前(40年前)永吉に住んでいた頃、天文館への徒歩コースで友達とよく登りました。このア
ンケートで、その事を思い出して、懐かしくなりました。

今までは、桜島を正面から見られる、展望台しか認識が無かったが、今からは、天然記念
物、史跡など国の文化財だと、思いながら、散策してみたいと思いました。

屋久杉のお店とか、温泉があったような気がするが、車を停めるところも占領されている
し、観光にはむかない、ホテルの大型化バスも通るが道が狭い

植物と西郷終焉の地の認識しかなかったが、二の丸の庭園の探勝園は初めて知った。当時の
面影等も再現してみたらいかがか？

鹿児島市内を一望出来る立地に歴史的環境も兼ね備えており、県外また国外からの観光客も
多いと思います。鹿児島市が誇る観光地としてもっと整備に費用を費やしても良いと個人的
には思います。

天然記念物の草木は大事だと思いますが、鬱蒼としていて怖いと思います。
気軽には行く気にならない。

こちらも要所要所に表示とQRコードを掲示し、散歩しながらラリーができて、さらにGPS
とリンクしたアプリで散歩の履歴が残せるようにするとよいかも。

県内に住む人が行きたいと思うような魅力が少ないように思う。カフェや雑貨屋を増やした
り、土産屋周辺を整備したりして、観光客以外の来訪者を増やすと良いのではないかと思
う。

城山は主に展望台として、訪れることが多いので、自然に触れたり、史跡を見たりする機会
がなかったように感じます。
次回行く機会があれば、是非、展望台以外の部分を見てみたいと思います。

近くて遠い。わざわざ行くのは面倒。

昼も夜もきれいな眺望を望め、大変好きな場所であるが、夜は周りの人の顔が見えない時も
あり、怖さを感じたことがある。

全体的に暗いイメージ。展望台くらいはもっと見開けていて、オシャレなカフェ的なお店も
あったほうがいいと思う。



城山といえば城山ホテルのイメージがメインです。
ホテルとうまくタイアップしながらの観光PRが効果的ではないでしょうか。

城山ホテルを利用する事はありますが、それ以外で行く事はあまりないので、歴史的な散策
も出来つつ、城山公園内にアスレチック的な遊具を作ったりして、親子連れでも楽しめるよ
うにしたらと思います。

鹿児島に住むようになってから、元鹿児島に住んでいて現在東京に住んでいる知人が遊びに
来て、一緒に城山を登りました。非常に面白い散策路でした。
鹿児島大学の先生と一緒に城山を登る企画を以前見ていて、いつか参加したいな、と思って
いました。
市の中心部では、歴史ばかりを語る年配のガイドさんが多くて、（それは彼らにとって生き
がいになるだろうし良いのですが）もう少し動植物や地形について説明できるガイドさんの
育成をしてもらえると、楽しいと思います。（ガイドされる人も、ガイドする人も）

市民にとって、身近な自然環境であり、なくてはならない場所だと思います。

鹿児島に住んで延10年以上経ちますが、県外出身で鹿児島に住んでいる人間にとっては、城
山といえばホテルか展望台のイメージしかありませんでした。
史跡についてなど、もう少し自発的に調べなくても知識として自然に頭に入ってくるような
アピールがあると、もっと興味を持って城山を訪れるようになるように感じました。



問２６：消防団に関することについて、どのようなことでも構いませんので、自由にご記入
ください。

乾燥時期の防火、防災放送を増やす。

大変です。励張ってください

災害がおきた時などテレビで観ていますとみな様方の活やくには頭が下がります。

大学や専門学校等へ入団促進し、女性活動団体も少しずつ増えてきている。官公庁や学校、
企業等でも防火訓練を実施しているので、市内でも過疎地域の消防団が重要と思うので、町
内会を中心に広報していくことが大事。

父も消防団員でしたし、友人に何名も消防団員として頑張っていますが高齢化が進んでいる
ようです。

火を出さない広報活動する

講習会で一般もボランティアも障害ある人も参加できるように工夫して頂きたい。防災体験
とか1日でも行事の一つとしてやってはいかが？

若い人に加入をうながして欲しい。

地域に密着した消防団の必要性は十分に理解しているが、いざ自分自身が貢献できるという
と現実問題仕事面や体力面でハードルが高い。頑張って下さる方が続けられる待遇等ぜひ優
遇されるよう願います。

少子化が進んでいる為入る人は少ないと思う。報酬や手当を上げると良いと思う。

特になし

貴重な時間を割いて訓練や活動に関わっていらっしゃる方々には頭が下がります。一方で、
関わり方が、飲み会等の機会が増えたり煩わしい地域の関係等があり、断れない部分もある
ことが、ネックになっていると思います。

職場に何人団員がいるか、市内の企業で公表していいところがあれば団員の人数を出しても
らうと両立の可能性を考える（入団検討）する方が多くなるのではないか

現在の消防団員の人数とかあると入団しようかと思う。町内会で少ない所は募集する活動な
ど聞いたことがないので計画するのはどうかなと思う。



すでに書きましたが①消防団とは火事の消火を中心とするものではないのか②現状で、今
「消防団」なるものが何をしているのかを知らないのでこれを知りたい③地域の有力者が地
域の消防団を私物化しているような気もする④公開性、公平性が必要な気がする。これには
行政の方からの指導が必要と思われるが現状では無理でしょう（行政の方が、実際には力が
弱いので）⑤募集の書伝物を読み、少しは分かりましたが具体的にはまだよくわかりませ
ん。

災害が起きた際、ご自身も被害を受けているにも関わらず、町や被害者の方々のお手伝いな
どを優先されている行動に、頭が下がる思いです。

身近な存在なのに、地域の消防団員を一人も知りません。火事、災害があった時、チャラに
なるのは、消防団員の方々ですが、普段表に出る機会が少ない様に思います。２００万円／
年の報酬があれば私も参加するかもです。

近所の方が入っておられるが訓練や夜中に出動したり仕事をしながらでは難しいと思う。

消防団員として活躍されている方には本当に感謝しています

自分自身は今の現況で活動参加は難しいが、色々な人がいるので普及活動を行っていけば必
ず広まると思います。

無償か格安でこき使われるイメージ。地域のつながり強制もちょっとね

若い世代が少ないと思う。各高校等の同窓会への呼びかけなど３０・４０代が増える事を願
いたい。市外の方が助け合って活動しているように思う。

消防団についての情報発信や女性も活躍できる場とし大きく取り上げてほしい。

地域コミュニティの崩壊も一因なので、広報活動だけでは難しそうだと思います。また、休
日も仕事に追われる中では、中々…

私は小学生の頃に８．６水害の体験をしました。父は消防団に入っており、家にも水が来る
のに外で一人暮らしのお年寄りの方の家の手伝いばかりしていました。当時はお父さんなん
て家族より他の人の方が大事なんだと思っていました。しかし自分が大人になり当時お父さ
んの取った行動はとてもすばらしいことだと思えました。
消防団だって同じ人間で家の事も心配だったと思います。それでも一人暮らしのお年寄りの
お家をまわっては畳をあげたり公民館に連れて行ったり今の私には出来ません。
日頃から消防団の活動だといい夜出かけていき、お正月前には出初式があるぞと言って何度
か見に行った事もあります。父は良く「消防隊じゃなく消防団じゃなきゃ出来ない仕事もあ
るんだ」と言っていました。それは地域の事をより知っている人にしか出来ない人と人との
関わりだと私は思っています。

事件、災害等いざというとき頼りになる存在であり、地元民にはとても心強いと思う。願わ
くば、団員の処遇の改善を望みます。

消防団に自分が入るということを考えたこともなかったです。地域の町内会への退会も増え
ており、地域への協力団結みたいなのが昔と違い、薄れてきていると強く感じます。



知り合いが入団しているが若いと何かと大変。休みがない。家庭の時間をつぶしていい声は
聞けなかった。

消防団の方とお会いする機会は、今までありませんが、出初式に行くことがありました。そ
の際、多くの消防団の方がいらっしゃることに驚きました。

町内会に参加していますが、男尊女卑、年功序列で若い自分達が意見を言っても聞いてもら
えなかったり、「昔から地域に住んでいる人が偉い」という態度をとられたり…ということ
が多々あります。消防団も、同じようなんじゃないかなぁと思うと参加しづらいです。

地域のイベントなどに参加して頂き、消防団の魅力を伝えてほしい。職場の訓練で消防の方
に来て頂くのですが話される内容に、あっそうだった、そうだと確認できたり意識するとこ
ろもありありがたいです。そんな色々話を聞ける場がもっとあるといいと思います。
また福祉関係にいなければ消防の方のお話など耳にする機会がどれほどあるだろうかと思う
ところです。

消防団の事は知っていましたが、実際にどんな活動をしているのかはっきりとしていません
でした。パンフレットを拝見させていただきある程度理解できました。

よく活動していると思います。一般住民の理解と協力をより求めたいです

特にないです。消防団の皆様の御活躍をお祈りすることと、火の元の確認の広報等をしっか
りお願いします。

消防団は入団しようと思っても方法がわからない。一部の人の処遇等だけで入隊が決まって
るのではないですか？おかしいです

現在住んでいる近くでも２人以前団員をやっておられた方がいらっしゃいますが、自分の様
な飲酒の多い人間にとって（仕事がら）緊急の場合駆けつけられない場合が多く、大変な活
動だと思います。サラリーマンにとっては難しい選択だと思います。

チラシを配るとか…どうですか？または地域の掲示板に貼ってＰＲとか。

消防団は昔は火災の時良く出動してでしたが現在自然災害も多いので大変な仕事と思いま
す。不断からの訓練も若くて丈夫で無いと出来ないと思う。本当にご苦労様です

大切な任務を少しでも若い方が担ってほしい。気持ちを持って取り組んでほしい。

私の近所は年を取った人が多いので近所に１人でも消防団員がいたら安心出来ると思う。

小さい頃からの郷土愛を育てる事が大事だと思います。

消防団の活動は、地域の安全に対して、非常に大切だと思います。



火の用心の広報事も夜走っていたりで最近消防の方を身近に見る機会がなくなりました。日
中も見回りしたり、町内会での消火器の使い方などの講習も、数多くあればと思います。

職場の同僚や知人などが消防団に籍をおいて活動をしている。しかし、話を聞けば訓練とい
う名目において、公民館に集まり談笑して終わりなど、雨が降ってるから訓練しないなど、
お金をもらう為に集まっている金食い虫達も存在する事を理解してもらいたい。その中で
も、しっかり使命感を持って訓練、防火活動に努めている方々も存在する。金食い虫達は不
測の事態が起こっても対処できないと思う。

手当もあるので学生さんへの入団促進もいいのではないでしょうか？将来への夢にもつなが
るんじゃないかなと思います。

鹿児島も８・６災害を受け、身に沁みる体験をしました。近年九州圏内では、福岡の朝倉地
区また熊本の震災等があり、いつ何事が起こるか分からないところである。市の方々また警
察・消防局・消防団の活躍に頭が下がります。私たちも何か貢献できれば思っております。
まずは地域に密着した消防団の役割をもう少し詳しく取り組みの内容を知りたい。

消防団のルールは、知らないが色々な生活スタイルに、マッチした参加形態があったら、年
齢層に参加意識が出てくるかもしれない。

市内の各地域に消防団分室があって、私達身体障害者をもっている者には非常に助かりま
す。

学校行事等に消防団員も参加する。（※法整備の必要もあるが？）

町内会やコミュニティ協議会をまきこんだ研修会や実践訓練！！

地域地域において人数が足りているのか、若い方もどのくらいいらっしゃるのか不明です。

人不足でなり手も少ないと思う。これからますます若手不足。消防団員になる人のメリッ
ト、処遇面を厚くした方が良いと思う。

地域市民も消防団に参加したら消防に活気がでると思います。

若者へのアピールがもっとあったら良いのではと思う。（自分自身もあまり知らなかったた
め）

あと、数十年若かったら考えてみてもいいかな。若い人に期待します。

災害の時に、消防団の方の大変さを、何回が見かけています。消防団の方の安全、家族の方
の安全も、ぜひ大事にして下さい。いつも、ありがとうございます。



テレビでよく見ます。素晴らしいと思います。子供たちがコミュニケーションのとれない、
家でゲームや自分だけの楽しみだけを好きに過ごす…そんな人口が増えています。私の職場
は学校です。友だちが作れない、辛いなど多く訴えてきますが、話を聞くと、私たちには
「う～ん、その内容か…」と思う事が多く、世の中に出て行って社会人となれるのか本当に
心配します。「消防団員」。ボーイスカウト、ガールスカウトではありませんが、子供たち
への成長プログラムに入れられると、きっと成長できる子がいっぱいいると思います。本当
に頑張って下さい。

今後の消防団の発展の為には、若年層の入団をより促進する必要があると考えます。団員の
平均年齢については地域格差があるように感じます。

親戚の人が入っていますが、訓練とか、火災予防習慣、台風時、最近は自然災害が多く、出
る機会が多いようです。お仕事を持っている人は大変だと思います。定年になった人とかに
呼びかけた方がいいと思います。

日頃の活動等を機会を見い出しPRする。

（相談等）窓口が分からない。ポスターとか見たことがない。

共働き家庭が増え、時間に余裕のない人が増えたり、閉鎖的な世の中なので地域で活動する
ことが難しい。しかし、災害は増えている印象なので消防団に入ったり助け合うことは必要
だと思う。

消防団の活動は立派と思います。しかし、仕事や家庭にある程度自由がないと参加するのは
難しいのではないでしょうか。入隊や退団を楽にしてはどうでしょうか。辞める時に誰かを
紹介しなければならないのはいかがな事でしょうか。

消防団の活動が有給となる制度や会社への補助などがあれば参加しやすくなると思う。災害
ボランティアのニュースなどをみて、地域活動に参加したいとは思うが、仕事をしながら、
では難しいです。

私の地域にも消防団の方々が活動しています。定期的な巡回や台風時等川があふれそうな時
など、道の誘導等して下さいました。地域の為に、動いている消防団の方は、貴重な存在だ
と思います。

入りたいと思っても、職場の協力がないと難しいと思う。

消防団に対してあまり良いイメージがない。（出動報酬ほしさに放火等のニュースの影響
で）

「消防団員募集」という文字はよく見るので、興味はありますが、具体的な記載がないの
で、年間どのくらい訓練・研修をしているのか、どこで活動しているのか、報酬や手当はど
のくらいなのか、そもそもどこに連絡すれば入団できるのかもっと具体的に広報してほしい
です。

消防団に入られる個人に期待しすぎるのは大変な気がします。

大規模災害時に地域の方の避難など（特にお年寄り）消防士の方では手が足りない事がでて
くると思うので、消防団の活動は必須だと思う。地域の方とのコミュニケーションが災害時
にものをいうと思います。



消防団募集のリーフレットについて、活動されている方々の声が紹介され、生き生きとした
様子がよくわかりすばらしいと思いました。ただし、”求む地域のヒーロー”とすると男性
のみ、または男性中心と感じるため、ヒーロー、ヒロインとヒロインを追加してほしいと思
います。

あいご会等で子どもたちにボランティア的活動を意識づけるようなイベントや活動をやると
良いのではないでしょうか。子どもたちは消防団員のようなかっこいいしっかりした大人が
大好きです。

危険な事は無いのか気になる。

今は仕事でいっぱいいっぱいなので「入りたくない」というより「入れない」状況ですが、
今後ライフスタイルが変わったら考えていきたいし、自分の住む地域の少しでも力になりた
いと思います。☆こども消防団☆という新たな枠組みはいかがでしょう？もちろん通常の任
務はさせられませんが、「消防車、大好き！」という子どもは多いので、子ども向けにイベ
ント等で消防団の紹介を行い、将来につなげていく試みです。

消防団員の積極的な勧誘を進めていただきたい。

必要性を感じない。年末にパトロールに来るくらいで、あまり身近に感じない。

団員と地域での活動をもっと増やすのと災害、防災の訓練を市防署と一緒に活動してほし
い。

火災だけでなく台風でも真っ先に呼び出されているのは見てきた。団員の身内としては、良
いも悪いも見てきたので何とも言えない。地域にとっては大事なのも分かっている。

時々、ニュースで消防団の人が放火とかという少々イメージの悪い事があったりすると、消
防団＝悪い人となってしまっているのではないのかと思う。みんながみんなそうではないと
思う。災害の時などニュースで消防のハッピを着た人達は消防団の方々だと思うけど、そう
いう時に自衛隊の人々の活動と共に報道すると多少は消防団について関心がでるのでは？

何も知識がないので、自分の地域の詳しい活動内容などを知りたい。

実家の熊本では兄が消防団員をしていて、震災のときはものすごい仕事量で大変だと言って
いた。
特に震災等のとき、消防団員だけが忙しく、その他の人は何もしないのではなく、消防団員
の仕事でも一般の人が出来る仕事やボランティア、日雇いなど、仕事量の調節を図った方が
良いと思う。
あと拘束時間が長すぎるので短くしてほしい。

特にありません

以前、県外の時消防団に入っていました
活動も楽しかったし地域に喜ばれたと思います
年間出動は平均２回位だったと思いしたます



地域の場所では、よくききますが、市内ではあまりききません。各町内会や桜島のあたりで
は、ニュースなどでよくみますが。自治体との連携や高齢化などでなかなか活動も難しそう
ですね。ご近所のお付き合いも簡素化されていれ近年では、なかなか接点をみつけるのもた
いへんそうですね。

消防団は地域においてはなくてはならない組織だとは思うが、時間に余裕があったり定時に
仕事が終わる職業でなければ両立は難しいかなと思います。

寒い冬の夜にも、地域を見回ってもらい感謝です。

消防団の勧誘などこれまでの地域活動で聞いたことがなかった。出水に住んでいる甥っ子が
消防団に入っている話を聞いて 鹿児島市では どこで募集しているのかさえ知らなかった。
大規模災害時にリーダー的に動かなければならなくなった時の訓練はこれからどのようにし
ていくのでしょうか？

消防署が近くにあり、訓練等活動を詳しくは分かりませんが、心強く思っています。
消防団員になることは難しいですが、できれば協力したいと思っている方も多いのでは？
ボランティアで差し入れ、とかお手伝いのアイディアも周知していただけると嬉しいです。

自分自身は、周囲に消防団をしている人がおらず、存在は知っていたが具体的な取組内容は
知らなかった。消防団自体は必要なことだと思うので、もう少し広報活動を行い、魅力を広
げられたらいいのかなと思う。

知人に消防団員の方がいらっしゃいますが仕事中、夜中でも応援に走って行かれる姿に感謝
です。

若者が入りたくなるような活動を取り入れるといいと思いました。

なし

参加加入したい気持ちはあるが、どうしても仕事とかプライベートとの優先順位が出てく
る。
活動の中身の柔軟さがどのくらいあるのか、どのくらいできるのかを教えてもらいたい。

だったら消防士を増やせばいいのでは？どこも人員不足でそうもいかないのでしょうか？消
防士は人気だと勝手に思っていますが

・以前別の町に住んでいたときに、幼稚園児や高校生などから組織する消防団の手伝いをし
ていました。地域とのつながりが薄い現代で、消防団員の減少は避けられないと思います。
しかしながら、若い人たちに活動だけでなく、自助のしかたなどを伝える役割も消防団には
あるのではないでしょうか。
・消防団の方々にすべてをお願いするのではなく、自分の命は自分で守る、避難所でお手伝
いできることは積極的にやるなど、大変なときほど進んで動いていきたいです。

消防団の活動の火災時の消火、災害時の活動などありますが、人材不足であれば建設業（土
木水道業者）との協力体制があれば消化の協力する作業とか、災害時は重機を使用する部分
を協力してもらう方法もあるのではないでしょうか。
　公共工事では、教育訓練を各現場で行うようになっているので、任せられる詫部分を消防
署職員が訓練をし、協力体制を構築したほうがいない人材を探すより、活動できる方法を模
索したほうがいいのでは？



消防団があることは知っていても、知人もいないし誘われたこともないので、広報活動が足
りないような気がします。

よく防災パトロールをしてくれている。でも、どんな人が消防団に入ってくれているのかは
全然知らない。

募集チラシが猛烈にダサいです。若い人材が必要ならば、デザイン料をおしまず、プロのデ
ザイナーにお任せし、対象としたい人に必要とする情報を魅力的に届けてはいかがでしょう
か。西郷のイメージを使う行政のポスターチラシは時代遅れです。

頭が下がります。

父が生前、郡部で消防団活動を行っていたころは、地域内の人の強いつながりが素地にあっ
たような気がします。近年は、町内会でも人の交流が希薄に感じますが、そんな中で消防団
活動に取り組んでくださる方がいらっしゃることに感謝します。

もっと…消防団をアピールした方が良いと思います。
今時の若い人には、まだまだ認識不足だと思います。

地域の消防団だけでなく、鹿児島市消防局と更に連携を深め消防団員の活動内容をもっと地
域住民にアピールする機会を設けていけば消防団の活動内容自体に興味を持ち協力してみた
いと思う方もいるのではないかと思います。事実、自分の周りにも活動に興味はあるがなか
なか団員の方々の中に飛び込む事が出来ない。と話している方もおります。

火事や災害のとき、活動は大事だと思いますが、家族は家で主がいない不安な日を過ごす。
そんなことを考えると入団を勧めることをためらう。

重要な仕事とは思うが、地元との結びつきが希薄になってきつつある昨今ではなかなか人員
を確保するのが難しいように思う。どのようにインセンティブを作っていくかが鍵と思う
が、ノーアイデアです。

地域の消防団は高齢の方が多いように思うため、大学生や、救命の仕事を目指している若者
の学びや経験の場にすることができれば、加入者も増えるのではないかと思う。

消防団に報酬が支払われると知らなかった。ボランティアだと思っていた。

あまり身近に感じない。

消防団という活動があることは知っていたが，あまり関りがなく，職場や個人的な応急手当
の教習は，消防署にお願いしてきた。応急手当の教習や避難活動等についての教習活動も
行っているのならば，チラシなどでもいいので連絡の取り方や教習内容を教えてほしい。
学校や町内会等で募集をかけてみると，保護者も興味を持たれるのではないか。

大規模災害が増えてきましたが、災害は地域の特性があるので地域災害関連の活動に軸足を
置くのがよいかと思います。

訓練は大事とは思いますが、よく土日に集まっている事を見かけるので、入団したら時間を
取られて大変そうだと思います。



地方にあるのは聞いたことがある。農家さんなどから（若手が担っているイメージ）
しかし、鹿児島市内、都市部でも存在している？今住んでいる東谷山地区にはなさそうな気
がします。

私の中で消防団といえば、火災の際に駆けつけているイメージしかありませんでした。
その他にも様々な活動をしているのであれば、広報紙やローカル番組等で活動を取り上げて
みるのも興味を持たせるきっかけになるのではないかと思います。



問３６：『健康づくりに関わるボランティア』についてどのようなことでもかまいませんの
でご自由にお書きください。

市の広報テレビ番組をつくり、もっと市民の身近な活動をめざす。

ボランティアをするひまも余裕もない

若い時から健康に気を付けていけるようになれば、成人病など少しでもくいとめることがで
きるのではないかと思っております。

食生活改善推進員ほか５つの推進員の内容、養成講座を受ければ推進員として活動できるこ
とを初めてわかった。もっと早く広報すべきだと思う。１１ページの内容を市民へ知らせる
ことがこれからの推進員としてのボランティアにつながると思います。

障害者も年とります。親なき後も考えてきこえてない人、車いすの方、盲の方とかボラン
ティアさんも一緒に（『孤独死』を防ぐためにも）参加しやすい、皆が集える場を利用して
（例・福祉プラザ、宝山ホールとか）体操教室とかいくつか計画を！

気軽に参加できるようにしてほしい

健康づくりに関するイベントに参加した事もなく、ボランティアについても知らなかった。
膜然としたイメージなので、実際体験する機会がないと難しそうだ。

現在、コロナウイルスが蔓延しているが、クルーズ船内での密室的空間の感染を恐れ、今
後、世界的に乗船する人の数が減少傾向に陥るのでは。ブームは所詮ブーム。超大型クルー
ズ船が本市に入港するという見通しがつくのか。県が主体となっていると思うが、本市とし
ても大型接岸整備を立ち止まって考える必要があるのでは。パンデミックが起きた場合の対
策強化、および、自然災害、原発事故災害等の迅速な対応策強化を求める。

なぜボランティアにこだわるのかよくわかりません。１人１人が健康のために活動すること
が先ではないのか。それができる環境（講演など）や条件（諸設備など）を作ることが求め
られるのではないか。

毎日の生活の中でなかなか参加する機会がない

できる範囲のことでならボランティアとして協力できる気がします。人前で話すこともとて
も苦手ですがやれることがあるなら、挑戦してやってみたくなりました。

上の記入とほとんどかわらないんですが…たとえば料理教室で作っているところの写真、で
きあがった写真や、ウォーキング大会が行われている動画など楽しく行っているところをＳ
ＮＳを使って広く配信してみるのもよいと思います。意外と６５歳以上の方もそういったも
のは見ていて、外に出なくても「よいなー」と思ってもらえれば人は集まるのではと思いま
す。

世代別（例えば50代とか60代とか）で参加できる体験講座の実施でまず興味を持って世代
を超えた講座の推進に取り組むとか始める。参加体験から興味を持ち担い手へと



年寄相手が多い内容で割とげんなりする。若者や働き盛りの人間に還元するボランティアが
あってほしいわ

ボランティア養成講座の認知が少ないと思う。どこでどのような事が行われているか、夕方
の地域のニュースなどで流してもらった方がいいと思う。土日ｂのＣＭではなく、４０・５
０代は時間もできてくるので是非告知の強化をしてみてはと思います。

気軽にボランティア参加ができるように、活動内容がわかるように情報発信してほしい。そ
うすることで、誰でも参加しやすい環境をつくることができると思う。

小学校のクラブ活動なども地域と一体になってできる所が増えると保護者も助かると思う。
保護者の負担がネックとなって参加しなかったり、やめていく子供もいる。

ボランティアさんに助けてもらった、よかった、うれしかったという経験が「自分もやって
みようかな」の動機になると思います。子供の通う小学校のＰＴＡバザーや、スポーツ少年
団の日々の活動、りぼんかんなどの子育て支援で、ボランティアさんとふれあうことがもっ
とあれば、時間はかかるけど担い手につながっていくと思います。

1人でできる運動、２人以上でする運動のプログラムがあると思いますが、今一度そういう
のを公開して、みんなで取り組んでいただくのが大事だと思います。

特にありません

特にないです、個人個人が気を付けるべきことなので。ただ一つだけ、分煙は良いのです
が、喫煙所が外にあるのはやはり非喫煙者である自分からみても不平等不公平と思われま
す。ＷＨＯの方針もあるとは思いますが、喫煙者も人間ですので、健康と人権はできるだけ
平等が良いですね。以上、蛇足になりすみません。

一生懸命がんばっていらっしゃるボランティアの方々には頭が下がります。これからもがん
ばってください。私も一助になれれば幸いです。

まず自分の健康に気を付ける事が第一、人に迷惑をかけない様に生きる。最近は運動量もだ
いぶ減ってきて体力は落ちていますが、ボランティアに少しでも前向きに考えようと思いま
した。なかなか、そのきっかけが難しいですが、今後は少しでも前進したいと思いました。

健康で若い人やいろんな出会いを大切に出来る会合などに参加したい。身体の都合を見なが
ら一人になると人様との出会いが大事です。まだまだ元気です。感謝の日々

参加しやすい所に開いてほしい

ボランティアの活動に及ぶ小さい時からの家庭での育て方、学校での教え等が人を思いやる
心を育て身近な人への愛、地域を愛する心等が育つのではないのか（的を得てませんが）

地域の公民館などを活用して、趣味が合う人たちの集まりを増やしてそれを宣伝していけた
らいいと思います。

無償で取り組める方々が素晴らしいと思う。政権を変えればもっと素晴らしい取り組みが出
来ると思う。



開催の日時を平日ではなく、仕事をしていても参加できる日程にして欲しいです。

健康づくりに関わるボランティアーの内容から推進員の活躍されている項目が沢山あること
に驚きました。報道などから見たり聞いたりしますが地域に密着した「お達者クラブ」もあ
り参加を考えています。今後ほかの分野でも地域と関わりを持ちながら活動を続けて行きた
い。

あまり、実生活においてボランティアとの交流する機会などあまりなく、初めて知る内容も
あったので、もっと広くもＰＲがあっていいと思う。

各町内会、公民館等の行事を通じ（ＤＶＤ）ＰＲ活動を行い、行ってよかった、参加してよ
かったという声を多くの人から聞けるように取り組む。（町内会一斉清掃日等も利用する）

中身がわからない。指導的な立場なのか…？どのような場で行われるのか？まず知ってもら
うための広報が必要。

とてもいい取組かと思います。年齢的にもバランス良く出来ると幅広く参加者に対応できる
のではと思います。時間が取れるようになったら参加を考えたいと思います。

保健所が身近ではないのでもっともっとＰＲしていけばと思います。

地域市民も健康づくり関わるボランティアもやったら活気がでると思います。

なるだけボランティアに参加したいと思っています。

健康ボランティアは専門性が高いので体育関係等、理学療法士等基礎知識のある人にはボラ
ンティア活動を呼び掛けてみてはどうでしょう。

ボランティアの募集がむずかしいですよネ！もっと、このような各自で、カンタンに応募で
きるシステムを考えたいところです。スーパー等に応募用紙を置いてはどうですか？

せっかくのボランティアを周りに知らせないと損。関連のある催しなどへの参加。

料理教室やウォーキング大会に出席する人は、健康づくりに意識の高い人だと思う。参加料
など少しとられても自分に必要だと思えばお金を払うと思う。ボランティアは子育てが終
わったり、仕事をしていなかったり、自分の自由な時間とお金を持っている人でないとでき
ないと思う。

人前で話すことは、苦手ですが、体を動かすのは好きなので、機会があれば、ぜひ参加して
良い経験をしてみたいと思いました。

母子保健推進委員をしたことがあるが、プライバシーの保護の遵守など必要とは思う（虐
待、いじめの発見は、案外難しい）



近所の公民館で月２回、子育てサロンを開いてくださる方がいて、とても感謝しています。
知り合いもでき、何より子供たちが楽しそうで、親子共々元気をもらっています。今後も、
このような支援が続いてほしいです。また、自分も子どもが大きくなり余裕ができれば、今
後はボランティアをする側になって恩返しをしたいなとも思います。

健康づくりに関わるボランティアをする事により自分自身も健康になる気がする。

委員会とは別なかたちで委員を特定せずに〇月〇日〇曜日に〇の場所で＿＿＿な活動をしま
す！興味のある方はいらして下さい…のような体験イベント等が気軽に足を運べそうです。

資格取得ができて、それを生かせられたら良いと思う。

ＴＶでたまたま見たのですが、英国では学校の授業の中に「ボランティア」について学べる
場があるらしいです。それもあるからか、子どもでもボランティアに参加し、日本よりも圧
倒的にしている人の数が多いとのことでした。授業とまではいかなくても、教育現場でそう
いったことを伝えていくことも大切であるように感じます。

このアンケートで初めて”健康づくりに関わるボランティア”の存在を知った。私の年代で
知っている人がどれだけいるだろう…もっと外へ発信して欲しい、もったいないと思う。

何かハンデがある方に少しでも手伝いすることができないかと常に考えています（トークイ
ベント的な事でもできないでしょうか？）

中高年のスポーツクラブ、ジムは盛んなので、ボランティアも広がると思います。

自分ももっと体力をつくり地域活動でのボランティアを自分の得意分野で活動できるように
生活していきたい。

興味をもって目をとおす意欲をわかさせないのでしいて見る事はない。若い世代は特にわざ
わざ見る事はしない。ＳＮＳにのせても一緒だと思う。今の時代真偽が問われるのでどれが
本当かわからないし、サギにもあいやすい。意見が欲しいのであれば、人が集まる時に配布
してその場で書いてもらうとかするべし。例）成人式、結婚式など。消防団等は、消防団
（分団）会議の中。病院に受診した人。学校の朝礼集会。会社に直接お願い…とか色々。

｢ボランティア｣という形態が時代遅れのような気がする。
ポイント制度にするなら｢会員｣など、他の呼び方のほうが良いと思う。
｢ボランティア｣だと、お人好しがタダ働きさせられる集団のようで良いイメージが無い。

さらに周知活動に力を入れていっていただきたい。

活動が土日祝日に偏ってしまっていて、平日休みの方が参加したくても参加出来ない環境に
ある

学校とか夜の歩こう会とか有れば参加したいですね



遊歩道の整備や公園の中に体を動かす施設の整備をする。緑を増やし木陰を造る。

若い、働き盛りの人は忙しいので、やはりリアイアしたばかりの時間に余裕のある人を担い
手として周知しては？

このような取組を具体的に知ることがなかったので、色々な手段で周知していったほうが良
いと思う。

はじめからおもしろそうと思って参加する人より、参加してみたらおもしろくなってきたと
いう人の方が多いのでは。参加できる機会の確保に向けた取組みが必要だと思いました。

健康に興味のない人には全く響かないし、意味はないと思う。
全体的に広げるのではなく、まずはピンポイントでとっかかり、そこからいろんなアイディ
アを広げるようにすればいいのではないか。
そうすれば、ボランティアも増えてくるのではないか。

特になし。あまり興味がない

大学生などは就職活動などへの準備として積極的にボランティアをすると思います。また、
ボランティアサークルなども存在するので、そちらへの働きかけもいいのではないでしょう
か。

運動に関するボランティアはやってみたいとは思うものの、仕事をしていると思うようにい
かないものです。
退職してからの事だなと考えてしまいます。

参加したいけど、どのようにしたら参加出来るのかなど、もっと…アピールして欲しいで
す。

大学生などの若い人たちが多く集まると良いと思う。

健康作りに限定ではなく年間ボランティアカレンダーがあって、役割分担等も見えるように
なれば参加しやすくなる。かごぶりにそう言うページを作るのはいかがでしょうか？

実際に指導員をされている方が高齢者の方だと、参加するお年寄りに共感し、親身になりな
がら共に健康づくりができるのではないかと思う。

食生活改善推進員、運動普及推進員、健康づくり推進員、精神保健福祉ボランティア、母子
保健推進員など名前を見たときに難しく感じる気がするので、ネーミングを変えてみると、
若い方も身近に感じるのではないか。

日曜日にしか休めない人も参加出来るような日時を考慮して欲しい。

学校現場で働いていて，８０２０運動を知らない高校生が本当に多い。子供たちへの啓発は
学校で頑張っていくしかないが，歯や口腔に関するイベントはあるのでしょうか。健康でい
ることは，おいしく食べることととても密接な関係がると思います。



地域や人と関わることも、身心の健康や長生きに良い影響があるときいたと思うのですが、
その機会が減っていると聞きます。
ボランティアする方を育成して高齢者が楽しむ機会が増えると良いと思います。

イマイチ活動内容や実態が見えない・伝わっていない。
ボランティアが出来るだけの時間とお金に余裕がある人も多くはないのでは？
まずは広報活動について力を入れてみては？

専門性が求められて難しそう。

保健センターなどの室内でされている印象があります。

なかなかボランティアのために時間を取ることができないというのがありますが、それでも
参加したくなるようなボランティアがあればいいなと思いました。


