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１ 自由意見(個別) 
記述内容（有効回答者数 n=360 人） 

〈市政について〉 
職員の体系的研修をしてほしい。合併後の旧市町ごとの意識の平準化 
〈事業〉 
今年の夏祭りの運営は、今一つでした。踊り連も途切れていました。コースの再考を!! 
全体的に鹿屋市を見直し（現状、課題→施策との照らし合わせなど） 
「鹿屋市」の特色を生かしつつ大隅半島の中心として人を呼び、活力のある町づくりができ
ないものでしょうか？ 
○４月に異動で転入したが、転勤の内示が出た後、保育所の相談をしたが、その時点でいっ
ぱいで、転入前の申し込みも住宅等の賃貸契約後でないと申し込めないような説明をう
け、結局幼稚園にお願いすることになった。以前住んでいた市では、転勤者の枠を作って
いたりしていた。その様な対応をとってもらえないと子育て世代の転入には支障が出てく
ると思う。対策を考えてもらいたい。 

○夜になると、急に畜産の悪臭がすることがある。 
 垂れ流しでもしているのではと思うような臭いである。 
 鹿屋は臭いというイメージを持っている人もまわりには多い。 
○市の財政を早くなんとかしないとけないと思う。 
 ・市議会議員のボランティア化 
 ・市の仕事をＮＰＯ～ボランティア団体への移行、そして、ＮＰＯやボランティア団体の

チェックを市がやる。 
 ・本当に市がやるべき仕事をしっかりやる。ほかで出来る仕事をまかせて、市をスリム化

して、財政の立て直しを図って行く。 
 ・鹿屋市としての借金や、借金に対しいくらの利子を払っているのか、市民にしっかり知

らせるべきだと思う、そしてどうしたら良いか市民に問いかけたら良いと思う。 
○市町村合併にともない、行政改革により、市役所職員等もだいぶ変わってきたと思います
が、しかし、民間に比べれば大差があります。まだまだ、改革が足らず（賃金、人員数の
削減すべし） 

○毎年、緊急雇用対策として事業がありますが、海上自衛隊退職者が優先されているので
は？これは絶対におかしい。今年、私も面接を受けたが、面接官の３人のうち２人は、質
問に返答しても、メモをとるマネのみ。あれではおそまつおかしい。 初から決まってい
る様子だ。 

 
○思いつくところを羅列します。 
１ 各種環境 
 ・空港からの距離が遠い。⇒人と物の移動時間が他の地域よりかかる。 
 ・港湾は、志布志市。鹿屋市には大型貨物船の港が無く、整備する予定もない。 
 ・工業系大学がない。⇒工業製品製造企業誘致に必要な、工業系人材の現地採用が困難。
 ・都市部に比べて物価が安い。⇒食住コストが安い。永住するのであれば、若年者の一戸

建取得も可能。 
 ・幼児教育施設に都市部より入りやすい。 
 ・食住以外の購入意欲をそそる商店が無い。多くの人は、鹿児島市又は都城に買い物に行

く。 
 ・養豚糞尿の臭いがする。⇒既存の住民は、従来から臭いに問題を知っているが、慣れっ

こになり気にならなくなっている。 
 ・鹿児島県の他地域から鹿屋市に来た人は、従来から養豚の盛んな地域が鹿屋市のように

くさい地域であることを知っているため、違和感はないようだ。しかしながら、都市部
から来た人は、一度不快な臭いを経験すると、再度訪れようと思わない。まれに、田舎
を希望する人はその限りでない。 

 ・本来、バラは香りも楽しめる花であるが、鹿屋市では、養豚糞尿の臭いと入り混じって、
バラの香りどころではない。イメージとして、糞尿の臭いの中で、ウエディングどころ
でない。欧州のバラ園では、バラの香りを売りにしているウエディング施設が多くある
が鹿屋では宝の持ち腐れ。 

２ 企業誘致の可能性 
 上記環境から 
 ・物流環境が悪いため、かんばん方式を導入している自動車産業誘致は困難。ただし、金

型のように納期の長い業種は可能。しかしながら、技術者の現地調達が出来ない。 
 ・かさばらない電子部品で、ロット生産ロット納入可能な業種は可能。 
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
 ・都市部からの企業誘致を希望するのであれば、安全な子育てと、安全な食生活をアピー

ルして、必要な技術者が子育てのために住みたいと思うさらなる生活環境の整備が必
須。 

  例えば、数年の期間限定でも、ローテーションで一定の税収増が見込める。 
３ 養豚糞尿処理とバイオマス 
  年間１億円以上の税金を浪費している現状施設は、段階的に民間に移管して 終的には

閉鎖する。ただ単に閉鎖するのでは能がなく、くさい鹿屋を助長するため、明確なロード
マップに基づくアクションが必須。その過程で、民間が維持可能な養豚糞尿処理施設のモ
デルを示し、その後払い下げる。要はお膳立てだけでなく、道具もそろえて手取り足取り
しないと出来ない。いくらかの追加投資は生じるが、確実な発電が保証できるのであれば、
発電量が少なくても、時流に乗り国庫補助金を獲得できる時期なのではないか。ただし、
鹿屋市の政策として、中小養豚農家を切り捨て、集約化による大規模経営の方向を目指す
のであれば、必要ない。しかしながら、大規模経営の場合は、域外資本も参入する。鹿屋
市の市民が、大規模資本の下で低賃金の労働力だけを提供するのは、目指すべきでないと
思う。 

４ 特殊大学の誘致 
  日本食は、世界的に評価が高く、資源の乏しい日本の宝である。その継承者育成は、必
須と思う。日本だけでなく、世界各国から選抜された学生が、技術と知識を外部から閉鎖
された地域で習得できる機関を鹿屋市に設立できないであろか。仮称は「鹿屋日本食大
学」。このような施設は、誘惑の多い都市部では効率的でない。鹿屋のような僻地（遊ぶ
ところが近くにない）が 適である。 

５ これからの鹿屋市 
  ・既存の「食料基地」の考えは良いと思う。原材料の他にカット野菜のような製品も都

市部に向けて供給するのは、継続が必要。 
  ・一定期間（たとえば、義務教育機関）、安心安全な子育ての町をＰＲしてはどうか。
   その為には、賃金が下がっても収入が得られる労働の場が必要。 
  ・その受け皿としてのリスク分散型企業誘致を提唱してはどうか。 
   企業誘致ありきではなく、「安心安全な子育ての町鹿屋」構想である。 
○鹿児島中央駅との直行バスをもっと増便すべきです。（1 本/時間以上） 
 （九州新幹線へのアクセスを改善してほしい） 
○東九州自動車道の延長を早くしてほしい 
 鹿屋ＩＣまで早く開通させるべきだ（空港へのアクセスを改善してほしい） 
○大型ショッピングセンター（イオン）の設立を働きかけてほしい。 
（買いたいものが市内にはない） 
・「鹿屋市」と聞いて「バラ」をイメージする方は多くても、その他の印象が薄く、観光に
訪れようという気持ちにまでなるものが少ないと思います。交通、流通面でも、整備が遅
れており、チェーン店すら、都城や国分には進出しても鹿屋まで進出することはありませ
ん。集客力が見込めず、企業が進出しにくい町であるように思われます。医療面では、小
児科の夜間受診で、「鹿屋方式」を打ち出していましたが、いろいろな問題を乗り越えて、
ようやく夜間診療センターの設立まで成すことが出来ました。「鹿屋らしさ」を大切に、
発展性、未来性のある町づくりをしていけたらと思います。 

・１０万人都市にしては、公共交通機関が、あまりに未整備で市民生活、教育、医療など、
全ての分野の阻害要因となっている。バスの利便性も極端に悪く、バス会社社員のマナー、
応接態度もひどい状況にある。現行の民間バス会社は、社員教育など根本的な部分が欠如
ないしは不足している。この分野では、市役所が強く関与し、根本的な対処をしないと鹿
屋市の今後の発展は見込めない。政治家に働きかけ、鉄路（レール）の交通機関の整備が
も肝要である。 

・２年前に、主人の転勤により（主人は地元）、熊本から引っ越してきました。（私は熊本出
身）初めて来て、驚いたのは悪臭でした。正直、公害ではないでしょうか？ストレスがた
まり、うつ病になってしまいました。一刻も早く、鹿屋から出たい気持ちでいっぱいです。
あまりにも住みづらい町だと思います。 

・80 代に手が届くところですが、足腰の元気な時は自分の車で移動できますが、動けなく
なった時の事を考えると、今後が心配です。老々介護の時が来れば、どうすればよいか子
供達は都会に出ています。夢のある街づくりにしてもらいたいと思います。 

・アンケートの設問の意味がわからなくて、答えるのがむずかしかったです。 
・アンケートの中に盛り込まれていたので、特にありません。 
・アンケートは一応読みました。答も出来るだけ協力しましたが、このような意見は、今か
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
ら鹿屋市をになう若い人たちを選んで、実施されたらどうかと思います。８０歳近い私で
は、良い考えも意見もでないと思います。これからの鹿屋の発展をお祈りします。 

・イオンのような大型ショッピングセンターをつくってほしい。 
・いつも市役所に行った時、思うのですが「受付」という席に座っている人以外、愛想がな

さすぎます。すべての課において同じで、その課の入口にお客様がきたら、職員の方から
「こんにちは、何か御用ですか？」とかでも話しかけてくれたらいいのに、こちらが「す
みません！すみませーん！」と何度も呼ばないと誰も応対してくれないのは、おかしいと
思います。「自分たちの給料は、市民の皆さまの払っている税金から頂いている。ありが
とうございます。」という気持ちはひとかけらもなさそうです。自分たち（私たち）もで
すが、感謝の気持ちをもって、仕事をしたり、お客様への接客をしたりすることの方が大
切ではないでしょうか。一部の職員のせいで、良い職員まで、ひとくくりにしてしまうの
は、申し訳ないのですが、まずは、市役所に勤務している人の社員教育をしてほしいです。
よろしくお願いします。 

・くるりんバスは、もっと範囲を広げて路線バスが通っていないところへも運行してほしい。
・産婦人科（産科）が少なくなり、安心して出産ができないとの声を聴きますので充実を。
・自転車道を作って、健康の為にも週に何回かは、通勤に自転車使用して、車（マイカー通

勤）を減らしてはどうか。 
・空き店舗の活用 
・くるりんバスをもっと市内中心に運転営業するのではなく、市郊外も週２～３回運営して

ほしい。（郊外は、交通に不便で、市中心街に買い物、病院など利用しにくい。） 
・バラポイントカードなど、各商業施設を利用することで、（売り上げの１％を福祉関係や
医療費（全市民対象）等に寄附する制度を作ってほしい。） 

・バラポイントカード（仮称）を使うことによって、全市民が買い物、施設利用することに
よって、目的利用することによって、商業施設の売り上げや施設利用の増大が見込める。
また、寄附することによって、福祉関係や医療費の充実も見込め、ぜひ作ってほしい。 

・このような具体性のないアンケートを作って配布することが、費用と時間の無駄だと行政
は気づくべきではないでしょうか。 

・リナシティにしろ、あのような使い方ではなく、どうしたら市民がもっと利用するのか、
市民の声を聞いて決めるべきではないでしょうか。行政のエゴにしか、思えません。 

・ゴミ問題ですが、 近マンション、アパートが近くにもたくさん出来ていますが、鹿屋市
のゴミ収集車が、とりにくるけど分別もされてなく、何でも持っていくようです。特別で
すか？ 

・商売がら、見積り、入札がありますが、他市等にもっていかれ、税金を収めるこちらに回
してほしい。入札等も年に１，２回と少なく、もっとほしい。地元業者を泣かさないでく
ださい。 

・市内の産婦人科に断られた事には、驚きました。娘が３人いるので他県より、地元で産ま
せたいです。（他県は子供が宝ですが、鹿屋は老人が宝だと思います。） 

・職員の意識改革（鹿児島市内とか他県等にお金を使っているようです。税金で給料を頂い
ているという自覚が足りないのでは？他町、他市からの通勤もいかがなものかと思う。）

・地産地消をいっている割に、役所の取組みがまだまだ足りないと思う。畜産の街の割に、
地元産の肉を売ってるかわからない。 

・小動物園をもっと活かせる所に移設できないものですか。 
・市政報告は、ホテルでやらないといけない？ 
・これからは子供たちがすくなくなっているので、子供たちがもっと伸び伸び育つよう、学

校、公園、催し、広げてほしい。 
・これからもどんどんアンケートをとって、意見を取り入れていってほしいと思います。 
・これから先は皆の幸せを待っているという事。幸せがみんなを待っているという事。ずっ

と遊び一人で居ても自分で思うままに遊びができるまちづくり。幸せになってください。
幸せとは、ごちそうが食べられて、おいしいことです。 

・目は白内障で、鳥目、老眼、近眼、視野狭窄がある。部屋にしかいられないですけど、や
っぱり映画館とか散歩したい。目が見えなくとも映画を楽しめたり、安心して散歩ができ
るような街づくり。 

・コンサートなどの誘致活動を増やし、回数を多くしてほしい。 
・コンビニやストアーなどのごみの持ち込みが多発している現状にがっかりする。ポイ捨て

も多いので、ごみを生かせる政策が出来れば、資源として活用できるのではないでしょう
か？例えば、ごみとして捨てるのではなく、ペットボトルを入れると商品券として引換え
券が出てくる回収ボックスを設置するなど利益になればごみのポイ捨てもなくなると思
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
います。 

・市の事業として、高齢者問題は重要ですが、巣立っていく子供達又、鹿屋で生きていく子
供達にもう少し、やさしく、楽しいふるさとであってほしいです。子供たちが帰ってきて、
頑張ろうと思うように、この町に残って、何とかして元気な町にしようと思えるよう、幼
稚園、小学校、高校、ちゃんと育ててほしい。遊ぶ場所も買う場所もない友達もいないで
は、夢をもった大人は育ちません。よろしくお願いします。 

・シャッター街の解消と活用 
・外資に代わる地場産業の育成 
・鹿屋航空基地への民間航空の乗り入れ 
・鹿屋ブランドの育成と発信 
・スポーツジムではなく、体を動かすリズムダンス的なことができて、みんなが集うカフェ

と連動した施設があったら、活性化するのではないでしょうか。今、本町中央にリナシテ
ィがありますが、なかなか利用者が少ないように感じます。鹿屋はオシャレだなぁーとい
える街にしたいと思っています。 

・スポーツ施設における駐車場が全く不足しています。 
・鹿屋バイパスが複線化し、サーキット場化しているし、右折がとても不便になりました。
これによって損害を被っている店も多いと思います。バイパスの複線化が必要だったとは
思いません。１車線で十分です。 

・スポーツ施設や文化施設の老朽化が目立つ。これらの整備をしてほしい。（県レベルのス
ポーツ大会（小中学生可）ができるくらいの） 

・住むには、大変住みやすい良い街だと思うが、外からの観光客を呼び寄せる目玉がないの
ではないか？ 
地理的な問題や交通網の遅れ（大隅半島）等、考えられるが、他の地域（県内）の人は、

鹿屋のいろいろな面を知らない傾向が強い。大隅半島の鹿屋にとどまっている（井の中の
蛙状態）感も大きい。 

・スポーツ選手のキャンプ等が出来るドーム式の球場を建造してほしい。今年から、プロ野
球選手等が鹿屋体育大学等でキャンプを始めましたが、継続的に行える様にしてほしいで
す。 

・スポーツ都市かのやの割に、野球グランド、広場、市の体育館などスポーツできる所が少
なく、特に硬式野球場が少なく県外チームを呼んで大会をしたらお金がかのやにも落ちる
のに、なかなかできない。体育館ももう少し多いとスポーツしやすい。 

・空港から遠くて妻の実家から親がきても道のりにうんざりする。 
・パチンコ屋が多く子どもの環境に悪い。「税収が・・・」と他人から聞いたことがあるが
かのやは税金が高い。 
・せっかくの豊かな自然環境が、人的なごみで汚されている。 
・交通（中央へいくのに）とても不便。高速もなかなか通らない。空港へいくのに２時間も

かかるなんて不便！ 
・バスセンターをどうしてあんな隅に置いたのか？不思議です。街の中につくればバス待つ

時間とか周辺が活気があり、経済効果もあったかと思います。今からは無理ですか？ 
素人ですから、いろいろ事情はあったのでしょう。昔の鹿屋の町はにぎやかで、楽しかっ
たです。世代も変わって仕方ない。閉まってしまったシャッター街をどうかしようと若い
人たちの努力をテレビで見てうれしく思うこともありますが、長続きしないのはなぜ？市
が援助という形はできないのでしょうか？ 

・パチンコなどのギャンブルのまちがいやだ。 
・大雨などの時、側溝があふれるところが多い、どうにかしてほしい。 
・泥棒（空き巣）が多い、何とかならないか？ 
・ばらのまち鹿屋とバラ、バラ、と言いますけど経済効果はありますでしょうか？ 
・市役所職員の方へのお願い役所仕事ではなく、自分の仕事には、責任を持ってほしいです。
・嶋田市長さんの今後のご活躍を期待いたします。 
・ばらの町に力を入れることも大事だと思うが、市民が無料で入れる日が一日だけというの

は、どうか？もう少し期間をもうけてほしい（１週間、１か月など） 
・産婦人科がかかえる問題は、地域の方々、里帰りも含め、重要なことである。小児科も含

め、もう少し積極的に取り組んでほしい。以前、この件について相談したが、まともな声
はきけなかった。選挙前だけ、よくわかりましたとか期待しましたが、とても残念でした。
女性が安心して子供を産める環境をぜひ作ってください。（子供も産めないの声も多いで
すよ） 

・バラの町鹿屋であるのに、遠方からの観光客には、道標が少なく、場所がわかりづらい。
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
また、国道 269 号線寿交差点の看板は、吾平山稜右になっているが、右に行くとその後の
方向指示が全然ない。カーナビの無い観光客の為にも、わかりやすい看板、道標をもう一
回見直しを願う。 

・プロを含めたスポーツ団体チーム、地元出身者を呼べないでしょうか。県外、市外から見
る人が来てくれたら、街も賑わうのではないでしょうか。 

・まず改革がみえない。 
 提案：できる物から民間委託へ推進すべき。それにより職員が削減される。 
・道の駅建設がありそうですが、鹿屋市だけしかない様な、”目玉”等があれば賛成ですが、

リナシティと同様にならない様お願いします。 
・まっすぐかのやの「まっすぐ」の意味が不明。 
・もう少し、市営・県営住宅の情報を提示するなり、流すなりしてほしい。あまり、市役所

に寄る機会がないので、市営、県営の登録状況を聞きに行くことを忘れる。住宅課は４Ｆ
なので、たまたま市役所に寄っても、面倒で行きなくないって気持ちがあるので、１Ｆの
ロビー等に「住宅情報」みたいな掲示板等を出して、市営、県営の情報を貼り出してみた
らどうでしょうか？ 

・もう１つ、夜中、度々暴走車や二輪がうるさい。警察官の見回りを求む。夜、帰宅すると
たまに男性複数アパートにたむろしているときがある。駐車場から部屋までそんなに距離
はないけど、過去に「未遂」経験をした者からすると、恐怖でたまらない。防犯に努めて
ほしい。 

・もっと年寄りが働ける仕事場がほしい。 
・もっと農業の政策や補助金など、充実させてほしい。 
・リナシティいらない。 
・イオンやＡＺなどの大型商業施設を誘致すべき。 
・ロードスイーパーの導入（降灰対策） 
・パチンコ禁止 
・民間委託は行政責任の放棄に他ならない。民間委託による悪影響は既に分かっているはず。
・リナシティかのやは、市民の過半数の期待を裏切るかたちとなりました。アミュプラザの

ような大型ショッピングモールができるものだと自分やその周りの人々、店にきてくださ
るお客様とそのような話をします。 

・鹿屋は好きですが、パチンコ屋ばかり多く、アプレシオやラウンドワンのような若者達が
遊ぶような場所があまりないような気がします。 

・リナシティで空き店舗がるのが、とてももったいない気がする。リナシティ内を利用して
いる若者（学生等）を見かけることも多いので、その若者たちが、気軽に利用できるよう
な飲食店（テイクアウトできるような）が増えたらいいなと思う。くるりんバスをもう少
し広範囲で運行することができないだろうかと思う。値段の問題もあるとは思うが、街地
区より離れたお年寄りの方、交通の便がない方々を手助けできないものだろうかと考えて
しまう。 

・リナシティについて 
 気軽に利用できるように、使用料等を考えほしい。人の集まる場所として活用してほし
い。 

・リナシティの運営について、もっと子供から大人まで、個人でもファミリーでも、みんな
が楽しめる施設にできないでしょうか。いっそのことイオンショッピングセンターに変え
たらどうでしょうか。結構、私の周りでは、ファミリーで楽しめる場所が、施設が鹿屋に
はないという声が多いです。せいぜいダイワかサンキュー寿店しかないので、おもしろく
ないと言ってます。 

・市内に点在している小動物園、プール、バラ園を集約して、総合レジャーセンターにして
ほしい。 

・鹿屋市の新しい食べ物として、落花生を煮た物は、全国的にも珍しい物みたいなので、特
産物にするとか 
 どうでしょう。新しいお土産になる菓子の開発をすすめてください。 

・リナシティは何の為に作られたのでしょうか。もっと気軽に皆が集まれる場所と思ってい
ましたが、イベントになると駐車場は少なく、どこに止めようかと、いつも思います。待
ち合わせ場所もなく、土曜日ともなると、午前中は市場の為、使えません。昔の鹿屋の街
は、１日いても、用事も済ませ、遊ぶこともできました。楽しむことができました。リナ
シティができると、その足がかりとなるかと思いましたが、単なる学習センターとしか思
えません。もっと身近に皆が集える場所になるよう考えていただきたいです。 

・リナシティ自体が無駄だと思う。ああいった施設をつくるくらいなら、ハローワークの駐
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
車場を用意した方がマシだと思う。税金食いつぶすような施設がある必要性は感じられな
い。どうせなら、商業施設が入れるならまだ良かった。わざわざバスセンターをつぶして
までつくる価値はない。いつになったらきちんとしたバスセンターを作るのですか？おそ
まつなバス停留所のままだと他所から来た人の印象も良くないとは思わないのですか。そ
こらへんの道路で良い気がしてなりません。市民として恥ずかしくて恥ずかしくてたまり
ません。シナシティを作る前にバスセンターをどうにかするとは考えなかったのですか？
「鹿屋のバス停はちゃちいよね」と言われたいのですか。いい加減に簡易停留所の情けな
さをなんとかしてほしいです。あんな馬鹿でかい施設は作れて、雨風がしのげるバスセン
ターは作れないのですか。別に不満は他にあるわけではないのですが、あの「ちゃちい」
バスセンターは何とかしてほしいです。ローソンやミドリ薬品を作る前に何とかしような
んて考えなかったのですか。リナシティの無駄さだけが目について本当に情けないです。

・リナシティ鹿屋の利用状態が悪いのでは。人の出入りが余り見られないし、施設の内容が
よくわからない。 

・レジャー・観光・買い物、何をするにも不便すぎる。 
・以前より鹿屋市の情報が新聞等に載るようになりました。これからも市民の立場になって

わかりやすい市政運営をのぞみます。 
・医療や福祉サービスの充実 
・働く場が少ない。 
・リナシティはムダ。 
・医療機関自体は多いと感じるが、産婦人科が少ないのが不安である。子供を育てやすい環

境も大事だが、その前に安心して産める環境も整えてほしいし、これから先さらに産婦人
科が無くなると思うと、これから子どもを作っていく家庭としては、心配。 

・永年にかけて続けて来られたバラ園について、 近バラが咲かなかったり、新聞報道され
たり（南日本新聞）しておりまして、市長のバラ園に対する取組のなさが感じられます。
市のシンボルであるバラ園を充実したものにして下さい。市の職員がもっと働いてもらっ
て、財政のひっぱくした中で、効率的、効果的に行なってください。 

・家族５人で暮らしております。子供を連れて遊ぶところがありません。県外に帰省する時
も、高速入口、空港、駅までが非常に遠く不便です。鹿屋に家を建てて骨をうめる覚悟の
方ももちろんいらっしゃると思いますが、鹿屋を出てくらしてみれば、どれだけ交通網が
発達していないかわかると思います。 
 また、せっかく鹿屋体育大学があるのに、スポーツ施設は古く、県外からの合宿やキャ
ンプ（プロ野球、サッカー）も来る気配もない。リナシティも行事等が重なれば駐車場が
たりない。グランドゴルフの立派な施設も活用されている様子はみられない。鹿屋は車が
ないと生活できないといっていいほど交通が発展していない。なら思い切って車でいける
程度の距離にスポーツ施設が充実させたら、県外からも車できていただけるのではないだ
ろうか。子供のスポーツ少年団でも、鹿屋で大会を開催すれば、親子同時に鹿屋を知って
もらえるはず。海があるにもかかわらず、海釣り公園がない。買い物は、今は若い人はイ
ンターネットがあるので、特に不便ではないと思う。でも、都城や鹿児島市内への買い物
はしかたないことだと思う。 

・介護も一段落して、今年度は、市民講座等いくつか参加させていただいていますが、月１
～２回の講座をその度にお知らせが来るのもだが、封筒で出すのは、いかがなものか
と・・・。ハガキでいいのではないかと、数人の意見が出ております。地方の財政環境が
厳しいのは、市民が一番わかっております。市役所でも、まだ配慮すべき点は、多々ある
のではありませんか？ 

・介護保険について、40 才になったら皆支払う事になっているが、厚生年金の人達、また、
以前介護に一時なった人以外は、免除で良いと思います。「費用の１割を支払う」につい
て、なんで 9割で１割になるんですか？国民年金と同様にならないんですか。 終的には、
国民年金のようにはならないからです。内容は良くてもお金だけの支払いはムダ使いで
す。国民年金を免除する人達が多いからですか？だから年金の量が増えるのですか。支払
いがない人を含めて。いくら厚生でも、障害年金を受け取っている人は、支払わない。国
民年金でも、免除をしている人はいるけど、障害年金を受け取る権利がある人でも、今だ
に受け取っていません。保健福祉についても、差が大いにあり過ぎます。遺族年金、死亡
一時金、重度障害、福祉、介護等、「夢を見た人達は、受け取っているのだから、そうい
った人達が支払うのが本当ではないのかと思います。」やり方が納得いきません。 

・保健衛生について、年にならないとできない検診。 
・自動販売機でカードがないと使えない自販があります。他の自販もそうなるんですか。 
・裏道は軽自動車しか通れない所、大型車が来たら危ない。カーブが多い。 
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
・児童福祉（母子）にしかできないことが多い。（高等技能訓練） 
・公営住宅について、書類に書いてもらうのは親族、内縁だけで、勝手に税金をとばさない

でほしい。 
・海の発展に力をいれてもらいたい。 
・海上基地不要。うるさくてテレビも聞こえない。昼寝もできない。 
・警察が高圧的、ひどすぎる。 
・一旦停止、一時停止位置が、実態と合わない。見通しのきかないところが多過ぎる。強権

的に見直しをすべき。警察に連絡しても改めはせず。「お前は誰か！」という。庭木、旗
など見通せない所は注意できるはず。 

・地域では、猫（野良）への餌付け、犬の吠え続け放し（夜間）等、目に余る。市も町内会
も何も警告しない。被害多くても注意しても知らん顔（町内会） 

・街は、あらゆるところから人が集まり、適度に分散してこそ流れができ、活性化するもの
と考えます。高齢化社会でかつバスしかない大隅半島では、先ず人が否応なしに集まり、
方面ごとに目的を絞って分散する特長をもたせた地域（方面）づくりを考えるべきではな
いでしょうか。平面的で総花的な開発では、結局無駄使いと同じと思います。その前提と
して、もっとリナシティの活性化と集落拠点化（バスセンター化）を考えていただきたい。

・街路樹は、手入れの簡単な物、危険の少ない植物を選んでください。バラ等はトゲが危な
いです。 
・官民が同じ立場で話し合いの場をもっと多くしてほしい。お互いの意見を自由に話せる場、

機会を設けてほしい。 
・観光客の誘致を積極的に行ってほしい。新たな観光スポットを作って、全国に鹿屋をアピ

ールしてほしい。 
・企業誘致が全然たりない。 
・リナシティ内の空き店舗を早くなくしてほしい。 
・企業誘致の推進は、もっと積極的に進めて、雇用の充実を図ってほしい。鹿屋市は、住む

には自然も多く、いい所なので、雇用があれば若者の市外への流出も少なくなり、市民生
活の充実にもつながる。 

・輝北の自然を守るような何かをしてほしい。 
・給食センターになってから、学校給食がまずくなっていると子供達が言っています。どう

にかならないものでしょうか？残量もかなり多いらしいです。 
・ジャスコのような買い物をする街を作ってほしい。街が分散しすぎ、本町にはシャッター

が閉まりまくりでは、街が死んでみえる。子供たちはもちろん、親子で遊べて買い物が出
来るデパートなどあってもいいのでは。ダイワだけでは、ものたりません。何も変わらな
い鹿屋にもうあきてしまってます。 

・近所の畑の道路が草ボーボーで迷惑してます。道に近い畑は、持ち主が常に草をはらう義
務をはたす議案を出してください。本当に迷惑しています。車一台しか通れない道です。

・スポーツ施設をつくり過ぎです。しない者にとっては、税金がもったいない。 
・道路での運転マナーの悪い者が多過ぎます。週２～３回抜き打ちで、警察が立ってほしい。
 できたら、毎日、場所を変えて行なってください。 
・道路上にごみを捨てる者が多過ぎます。マナーの悪い者を取り締まってください。 
・串良地区は、大きなスーパーがないので市内にまで行かないと買い物ができない。 
年寄になったら、買い物に行けないなあと思います。 
・串良町に在住の 2 歳児の母です。串良町から幼稚園がなくなると聞きました。今後育児や

出産をしていくうえで、串良に幼稚園がなくなると遠い場所にある幼稚園に通わせなけれ
ばなりません。とても不便になります。現在ある串良の幼稚園は２つありますが、１つで
も存続できることを願います。 

・経済基盤を大切に、雇用産業への充実（会社をひっぱってくるべし） 
・県プラがあるからリナシティは必要ないと思う。不景気なのにハローワークの前の駐車場

を無料にしてほしい。税金を大事に使ってほしい。 
・県外から地元鹿屋に帰ってきましたが、本当に交通の便が不便だと思います。あと仕事が

ないので、若い人が住みにくいと思います。 
・すごくきれいな公営住宅がたくさんできているのはいいのですが、管理をしっかりして頂

かないと、2世帯で住んでいたり、夜中まで大きな声を出している人がいたり、注意する
とトラブルになります。ルールを守って住んでいる方が、迷惑するので、そういう管理を
しっかりして下さい。 

・高齢者の方が、「市役所に言っても全然動いてくれない」と諦めていますよ。 
・現在、くるりんバスが周っていますが、親もそろそろ車の運転ができなくなってきたりし
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
た時に、お年寄りが楽しめる東京の巣鴨の商店街などのようなひとつの街があると良いな
と思います。そこには、いろんなお年寄りが楽しめるお店や、喫茶店などがあり、くるり
んバスをもっとまめに回る体制にして、お年寄りがそのバスでその街に行って交流をした
りできるような街にしてほしいです。自分が年齢をとった時も、そのような街に暮らして
いたいです。 

・あと、私は今、班に属していますが、近所は誰も入っていません。ごみのことだけの為に
入っているようなものなので、不公平感もあります。自治会の定期的な掃除（年に４回ほ
ど）も何だかあまり意味がないように思えています。ただ、ぶらぶらと歩いているだけの
人もいます。それよりも、班（自治会）に入ったら、もっといろいろな対話や市政への働
きかけなどが通るような場にするべきと思います。 

・現在、笠之原に住んでいるんですが、若い人達が多くなってきました。ゴミ捨てに、年配
の方が立って、ゴミの中を見ます。とても嫌です。寿とかはなかったのに。どうにか立つ
のをなくしてほしいです。 

・鹿屋にも、デパートが出来てほしいです。市内まで行かないとなかったり、子供がいたり
するので、イオンなどできてほしいです。 

・ゴミ袋の値段が高いです。 
・現在、議員の数が多いので減らす方向へ、また税金を少なくして住みやすい市町を。年金

暮らしの方は、県税、市税、健康保険、家屋税、固定資産税、と数々あるが、自分の手足
となる乗り物、車の税と数えたらきりがない。一生を暮らすには、大変なこと。出費を減
らすためにも、議員の数とそれに係に関する人員を削減できないものか。国会議員も、衆
参に分かれているが、はっきり言って参議院はいらない様な気がする。 

・現在ある鹿屋航空基地を米軍に利用されないことを絶対に望む。 
・現在の鹿屋市はムダがとても多いと思います。娯楽施設の一つであるパチンコ店も多く、
大人の娯楽＝パチンコというような街になっているきがします。 

・医療施設も増えてきつつありますが、産婦人科が極端に減り、これからお子さんを産まれ
る方、お子さんを望んでいる方に、とても不安を与えているような気がします。 

・鹿屋市自体は、とても広く人口も、そこそこ多いと思うのですが、鹿児島市内や霧島市方
面へ行くにも遠く、交通機関も不便なため、とても孤立した街のようにも思えます。 

・人口の割に仕事が少ない気がします。ハローワークに行っても、特定の職種ばかりで、こ
れから鹿屋で頑張って行こうという気持ちに全くなりません。 低賃金も低すぎます。同
じ県内の鹿児島市内と比べてもだいぶ違うように思います。 

・今鹿屋に住んで５年未満ですが、ここ１～２年すでに、鹿児島方面へ行きたいと考えてい
ます。はっきり言って住みにくすぎます。 

・ 後に、リナシティはほんとに特定の人たちだけの役に立つくらいで、鹿屋市民の７～８
割くらいの人たちは、必要ないと思っていると思います。身近で「必要」と聞いたことも
ありません。鹿屋にとって一番ムダだと私は思います。 

・現在の体育館は、だいぶ古くなっているので、新しくした方が安全面でも良いのではない
でしょうか？ 
鹿児島県として考えると、薩摩半島と大隅半島では、観光地などを比べると大隅半島に

は、多くの観光客を呼ぶような場所もなく、だんだん廃れてくるように思います。では観
光地ではない何で人の出入りを増やすかを考えなければいけない、なんて事はもう考えら
れている事と思います。やっぱり自然でしかないのかなぁーとも思います。でも冬場の桜
島の降灰はこまったのもですが、それもどうすることもできず。自然相手ですからねぇ。
若者の働く場所も増やしてもらいたいです。自衛隊だけでは・・・。 

・現在は、車社会であるので、狭い地域に公共施設等を作るべきではない。（例えばリナシ
ティ）郊外に広い場所に余裕のある建物等を作ってほしい。（現文化会館、大きな建物に作
り替える。） 
・現在子育て中です。鹿屋市では、今年から産婦人科が無くなる（定期健診は行えるとのこ

と）と聞きました。今後、鹿屋市で出産ができないとなると、市外での出産はやむを得ま
せん。しかし、全員がそうできるとは言えないのではないでしょうか。安心して子供が産
める環境を急いで整えて頂きたいです。よろしくお願いします。 

・古い商店街が目につく中で、元気な若者達が鹿屋市内にはたくさんいます。こういった若
者を中心に町おこしなど、多く行い、それらを鹿屋の名物的なものにしていってほしいで
す。リナシティも空き店舗が多くあると思います。そこを利用して、日替わりで、例えば
地元野菜を販売したり、雑貨店をしたり、展示場にしたり・・・。 
今、そういう店をもとめている。自分ももちろんですが、小さな子供がいたりするお母

さんたちは、近くにそういう店があると、とってもありがたいと思います。 
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
せっかく大きな町なのですから、こういう思い切った事をするのもいいと思います。何

かしなければ、何も始まらないです。パチンコ店ばかりに押されていって、いいのでしょ
うか？これから住み続けていくなら、私はそういう町をもとめたいです。 

・固定資産税が下がらない（何年経っても）（評価額） 
・後期高齢者の減税を望む。 
・市道の土手の草払い１年に１回は是非 
・ゴミの不法投棄の防止の再考を！ 
・交通の便 
・防犯の強化 
・交通安全について 
 国道・県道・市道・農道、全てにおいて樹木などが道路にかぶさり、交通に危険なとこ
ろが多過ぎる。また畑などの雑草や作物等が道路まではみだし、交通の妨げになっている
ところが、非常に多い。安心して通れる道路に早急に対応してほしい。一旦停止の標識が
足りない。 

・教育について 
 小中学生の非行、不登校の生徒が多い。このような生徒の指導に対する専門的知識のあ
る指導者を増やしてほしい。必ず問題行動の生徒を減らすことはできる。学校現場だけで
は無理。 

・スポーツについて 
 学生、社会人、プロの選手のキャンプ等が県内でも、鹿屋は非常に少ない。スポーツ施
設、宿泊施設など充実させてほしい。毎年、宮崎県や県内他の市町村へ行っています。 

・花火大会について 
 現在の場所は 悪。他の市町村に比べ、場所も数も 悪である。早めに検討してほしい。
（志布志、垂水など見習ってほしい。） 

・ＨＰデータが古いので、早めに更新してほしい。 
・交通機関について 
 くるりんバスとか走っているのをよく見ます。もう少し市内全体を回ってほしい。バイ
パス線のバス等の交通が不便だと思います。（今は、自分も車に乗れますが、高齢の方を
見てそう感じます。） 

・交通機関について、電車がなく又、バスもひんぱんにあるわけでもないので、道路の整備
に力を入れてもらいたい。（車での移動が多いため）特に、東九州自動車道の整備に力を
入れてもらいたい。都城のＩＣにつながると、東側の移動がかなり便利になると思われる。

・交通面では、東九州自動車道の完成を急ぐことが重要だと思う。それに加えて、高須港も
しくは古江港と鹿児島市を結ぶフェリーが運行すれば、もっと観光客が増えると思う。東
九州自動車道もあると、宮崎や熊本からも観光客が訪れ、流通が活発となり、特産品を他
県に売り込むことが容易になると思う。産業面では、第一次産業の後継者を育成し、特産
品を他県に紹介することが重要だと思う。 
今年、東北地方を津波が襲ったが、錦江湾沿岸部の地域では避難訓練をすることが大切

だと思う。勿論、内陸部でも避難訓練が大事である。 
・交通網の充実を計ってほしい。県の拠点である、鹿児島中央駅、高速バス、空港まで２時

間かかるのが現状であるが、それを少しでも短縮できるように整備してほしい。大隅半島
に県外の人も来やすい環境にしてほしい。直行バスなどは人気もあり、もう少し料金を下
げ、便も増やすなど、さらに工夫をしてほしい。頑張ってください。 

・光インターネットを旧鹿屋市だけではなく、串良や他の地域にも、市政として整備してほ
しいです。 

・公のことについては、よくわからないが、身近な事で言うならば、生活道路や公共交通を
整備して、自家用車がなくても外に出る手段があれば、商業的にも活気がでて、それぞれ
個人も内に閉じこもる事無く、元気でやりたい事も見つかるのでは？ 
また、生涯学習などで学べる機会を与えられるのは、非常に良いことで、自分もおおい

に利用しようと思うが、少人数だったら、できない、多人数のため、受講人数からもれて
しまい、今では申し込みはするが、希望がかなえらえた機会は一度もない。個人的な要望
が通るなら、今まで何も学んだ（希望する講座）ことや、自信のない人向けに、年配者と
共学で助かる。年配の方と同様の記憶なども、できないかもしれないが、スローな進み方
で、じっくり理解できるような講座を設けてほしいものである。（もちろん受講するとき
も公共機関も利用できたら、いいですね） 
（このような機会を与えて頂いて、ありがとうございました。） 

・公園が少ない。 
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
・交通マナーが悪い。（お年寄りのドライバーが多い。歩いて行ける距離にスーパー等の買

い物できる場所がないため、車に頼るしかない。無料タクシーやバスの充実） 
・高速道路の整備 
・鹿児島駅―鹿屋間のバスの増便 
・冬に休耕地が多い。やる気のある農業でがんばる人が儲かる農業。 
・公園だけでなく、子どもと一緒に遊べるアミューズメントみたいな所、ショッピングモー
ルなど。 
・広報かのやを公民館まで取りに行ってます。色々、かのやの催し物等々情報を手に入れら

れ、自分のためにも、ほかの人のためにも役に立っていると思います。かのやのバイパス
通りにはバラが咲いており、とてもきれいだなと通りさって行く日々でしたが、バラの匂
いに癒されています。鹿屋と言う市は、花は綺麗だし、公共福祉も整っているし、言う事
はないと思います。 

・行政が主体となって、いろいろな面で進めてやってもらいたい。ＮＰＯ中心に世の中なり
がちであるが、一部信用できないＮＰＯもある。ＮＰＯの名を借りていろいろたくらんで
いる団体、人物もあります。鹿屋市は、市長、職員、議会一体となり、しっかりやっても
らいたいです。 

・行政改革及び議員定数削減。 
・高隅⇒札元道路の直線をもっと快適にして欲しい。40ｋｍ/時⇒60～ 高速 
・高隅渓谷の整備をお願いします。私の家族にとって思い出の多い場所で、現在の状態を見

ると、とても寂しく感じます。市外の友人からも「まだ？」と聞かれることがあります。
バラ園以外にも良いところが多くあります。そちらの整備も力を入れてください。先は渓
谷よろしく。 

・高速道路を作ってほしい。イオンなどの大型ショッピングがあったら、若い人達も県外に
住まないし、鹿児島市内まで、都城までイオンに行かないと思う。今の鹿屋では、遊ぶと
ころがないと周りは言っている。高速は早く作ってほしい。鹿屋に足りないのは、この２
つですね。 

・高齢化が進む中、老人施設を多く造ってほしい。また、医療機関や福祉サービスの充実も
図ってほしい。若者の働く場や機会を考えてほしい。安心して生活のできるようにしてほ
しい。バラ園のイベント等充実しているので、楽しませてもらっています。今後とも続け
てほしいと思います。 

・高齢者へのスポーツ、ゲート・グランドゴルフ等には力を注いでいるのはわかるが、若い
人が遊べる場もつくらないと益々年寄りの街になる。人口的に高齢者が多いのはわかる。
だからこそ、少ない若い人が生き生きできるような遊びの場が必要なのでは？何でもスポ
ーツなんて単純な切り口ではなく。スケートボードとかそういうのも大事にしてやればい
いと思う。リナシティが出来る以前、駐車場でスケボーをしていた子たちは、どこに行っ
たのだろう。もう少し細かな目配りが必要なのではないか。これからは、高齢者へは、あ
る程度設備施設的なものは、行渡ったのでは。これからは、10 把ひとからげではなく、
個々の年代ケースに合わせたサービスを考え行かないと、ぼけた街づくりになると思う。

・合併してよかったと思える事が何もない。役場が小さくなり、人が少なくなり、町に活気
がない。生まれ育った町の衰退を見るのはつらい。財政が厳しい事はよくわかるが厳しい
なりの工夫がほしい。何でも一本化、廃止では、遠い地域は、不便なことばかりで、あき
らめるしかないのか？ 

・合併後、市の事業に興味がなくなったのは事実です。子供達も近所で見なくなり、年寄だ
けが多く、この先何年で人が住まなくなるのではと思う、淋しくなってきます。 

・班（前は部落）にかかっている橋は、20 年ぐらい前から替えた方が良いと言われている
のに、後まわしにされて、大きな車が通行できない。（４トン以上） 
 合併して良かったと思われるような行政を行なって欲しいです。 

・国際交流の取り組みや男女共同参画社会づくりなど、どうでもいい事。日本には、資源が
ないから人材が大事。教育が大事。子供達を教育し、人材を育てるべき。本当の歴史（国
史）を子供達に教え、日本人としての誇りを子供達に持って欲しい。私達の世代は、日教
組の先生から教えられ、私利私欲にはしり、とんでもない国にしてしまった。あとは、子
供達に期待するしかない。戦前の教育を復活し、公共心をもって、日本を立て直していく
べき。東日本大震災、大津波で大抵の日本人はそれに気づいているはず。まず、鹿屋から
祝祭日には日の丸を掲げ、中国人や朝鮮人を鹿屋市民にしない事。シナの植民地になるの
を防ぎましょう。このままでは、2025 年までに必ずなります。 

・今からの子供たちが安心して働き続けることのできる職場を。また介護労働者の賃金の増
収などに取り組んでほしい。労働条件が整えば、おのずと良質なサービスや充実した福祉
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
に結びついていくと考える。 
 また、医療施設の充実を望む、産科が減少しないよう取り組んでほしい。 

・今の所、鹿屋市の観光は日帰りか通過点にすぎない。鹿屋にも良い観光資源が沢山あるの
に、もったいないと思う。霧島が丘（バラ園）と浜田、高須を結んで、鳴之尾牧場（高隅）
と結ぶ観光ルート、霧島が丘はバラづくし、鳴之尾牧場は東洋のスイスと言われる程だか
らスイス料理とか、そして観光客が素通りするだけでない、宿泊できる公営宿泊所を造っ
たらどうか。 

・農業が行く末危ぶまれている。市が休耕田（畑）を借りて、名産品作り、観光客用に体験
農業、そして雇用面で仕事が増えるのでは。 

・今現在、高齢者社会になってきていて人口の方も減ってきています。若い人たちの就職率
が、県外が多く、人口も減り続けているのも現状であるので、若い人たちが働けるように
鹿屋に、いろいろな工場ができるように鹿屋市で取り組んでほしいです。それに対して、
人口も増え、税収も増え、仕事も増え、よい町づくりができるのではないでしょうか？ 

・バラ園に対して、期間が限定なので、それに対してのレジャー施設か観光施設を作って、
観光客が鹿屋市に来てもらえるようにしてほしいです。 

・リナシティは赤字経営と聞いたんですが、それに対して、いろいろなイベント・企画を考
えて、鹿屋市民が集まるリナシティにしてもらいたい。 

・今後、高齢化が進むにつれ、公共交通機関を利用する場合、寒さ、暑さの中、待っている
間の停留場のトイレ、屋根、壁等施設整備がほしい所がある、特に旧鹿児島交通（大手町）

・今後の鹿屋の為にも、観光に力を入れて欲しい。何のためにバラ園があるのか？人をたく
さん呼び込み、活気づいた町は、すべてにおいてうまくいっていると思う。鹿屋市、職員
の給与を公開すべき。（匿名でもかまわない。）現在、不景気といわれ、ボーナスもカット
される企業も多いが、鹿屋市は、どういう対策をしているのか。鹿屋市職員の給与も見直
すべきではないでしょうか？市民平等。市民に隠さず、公にして、鹿屋市自体の体制を新
しく作りなおしてほしい。 

・ 近、家屋や店舗の塗装が新たになされ、カラフルな町並みになってきていると思う。ま
た、マンション等の建設があちらこちらでよく見られ町に活気がでてきているのではない
かと思います。 

・ 近、町の中を車で通ると、車線の消えた道路をよく目にします。予算等の関係で補正す
るのは難しいのかもしれませんが、交通安全の面でも、早急に対応をして頂きたい点です。
特に、鹿屋市は高齢者の方も多く、また、その中には、運転をされている方も多くいらっ
しゃいます。時折、車線のない道路では、中央を超えて走ってくる車もいます。 
今後、事故のない住みやすいまちづくりをしていくためにも、どうぞ１つの案として、

ご検討ください。よろしくお願いします。 
・ 近外から企業が参入してきておりますが、雇用が発生して、大変喜ばしいことですが、
反対に地元の個人事業主は大変な目に遭っておられます。私の店も数年前に同じ様な経験
者です。消費者にとってはとても有難いことかもしれませんが・・・。ここが難しいとこ
ろですね。 

・昔賑わっていた所もシャッター商店街となり、今色々と策を練っておられるとお聞きしま
したが、寂しい限りです。このままだと、外からの大企業にだけと・・・、もっとほかの
工場など来て頂けると大変有難いかなぁと若い方が中央へ出て行かないように！！鹿屋
へ出稼ぎに来るようになるとにぎやかでよいと思いませんか。 

・先日大阪へ行ってきました。いとこがお店をしており、去年２店目オープン、今年３店目
近鉄百貨店にオープンの準備中です。人口差もありますが、その分お店も沢山あります。
鹿屋も小さなお店が元気であって欲しいと、つくづく思いかたでした。（すみません余談
でした。） 

・札元一丁目 23 番地と 26 番地の間の下水道が狭く、220 号線からの雨水が流れ、道路が川
の様になります。 
排水工事お願いします。 

・産婦人科（お産ができる病院）が鹿屋で２か所しかなく、子どもを安心して産むことがで
きない不安がある。 
診療時間もとても長く、医師や助産師、スタッフの疲労もうかがえ、不安なことや聞き

たいことなど遠慮して聞くことができない状況である。 
予防接種等の無料（補助制度）はとてもありがたいが、産婦人科がこのまま悪循環とな

れば、子どもが育つ環境とはいえなくなるのでは？ 
・子育て世代が安心して生活できる帰って子育てしたいなと思える鹿屋へ。 
・活気のある元気な鹿屋 
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
・皆が大好き鹿屋 
・子供（２歳）が１人います。２ヶ月の時に他県から鹿屋に引っ越してきました。支援セン

ターなど、子育てのしやすい環境が整っていることに、びっくりするとともに、とても恵
まれた環境の中で、子育てできることに感謝しています。講演会などもたくさんあり、市
からの助成があればこその活動なんだろうなぁとありがたく思います。残念ながらもうす
ぐ転勤ですが、これからも子供達と子供達を育てるママたちのために、子育て環境の充実
を図って頂けたらと願います。 

・子供が休日に遊べるレジャー施設がほしい。特に雨の日でも行けるところ・・・。 
・子供が県外へ出て行って、初めてわかったことは、県外より鹿屋市は、とても食材に恵ま

れていると思います。魚も肉も野菜も、とても安くて新鮮です。 
・テレビで見たことありますが、定年退職をした人を都会から、定住させる計画でしたが、
病院と銀行、お店など近くにあったら、かなり反響がいいと思います。このままで行くと
将来は、田畑は荒れ果てると思います。なんとか人口流出にストップをかけて下さい。人
口が増加したら、若者も職が見つかると思います。成人式も１日から４日の間に済ませて
ほしいです。８日だと仕事だったり、学校だったりして帰ってこらえません。 

・施設によっては、お客さんがほとんどいないから、暇そうにされてる方もいらっしゃいま
すが、職員の方かボランティアの方かアルバイトの方かはっきりしてほしいです。なるべ
く平等に採用してもらいたいです。天下りは市役所でもあるのでないでしょうか？天下り
禁止、家族採用禁止。 

・子供が遊べる公園の増設 
・遊具の改修（平和公園：船形の遊具） 
・チャイルドシートの貸し出しは、大変助かった（可能なら期間の延長を望む） 
・一時預かり保育所の増設 
・バスセンターに駐車場を設置してほしい。（送迎用） 
・札元 269 入口交差点付近は、大雨ですぐ冠水してしまう。排水、治水対策はとれないもの

か？ 
・東九州自動車道鹿屋串良ＩＣの早期利用開始を。 
・子供の医療費の負担が多い。 
  定期的に通院しなければいけない子や、子どもの多い家庭にとっては、とてもつらいこ
とだと思う。以前住んでいた県では、１回の通院で一人 200 円、薬にいたっては、無料で
した。なにかと病院にかかることの多い子供達なので、負担を減らしてもらい。 

・問 17 のいつでも、どこでも気軽にスポーツを楽しむことができる環境・・・とあります
が、スポーツをしない子供達がもっと自由に遊べるような公園（遊具等のある）をもっと
増やしてはどうかと思う。私の住んでいる町内に公園はありません。遊びに行くにも車に
のってと・・・不便です。 

・市の施策、事業等の透明性、公平性を明確に。 
・職員の意識向上を期待する。 
・市民平均収入と職員の収入の格差是正。 
・天下り（？）の適正化、公平化。 
・市の中心を流れている肝属川の水質が極めて悪く、その改善がなかなか進まないのは問題

である。美しい町には、必ず美しい川があり、その町に住む住民の憩いの場となっており、
その美しい川の流れが住民の誇りとなっている。鹿屋市も一日も早く美しい川の流れを取
り戻し、市民が町の中心部で川に親しめる環境になったらと思います。日頃入ることのな
い川で、年に一回だけ、川に入る行事を企画してもあまり意味がないのでは・・・。自然
が豊富で、美しい鹿屋だけに、町中心を流れる肝属川が、今の状況ではと残念な思いがす
る。子供達が安心して気持ち良く泳げる肝付川になったらすばらしい。 

・市の方々が、大変一生懸命、こんな物もお作りくださるのに、私、のほほんと暮らしてお
りまして、大変申し訳なく存じます。 

・市議会議員の定数が多い。 
・職員の人員数が多過ぎ。 
・市事業仕分けや人件費の削減等で市財政の健全化を図ってほしい。 
・畜産公害をなくすため、し尿処理対策を徹底してほしい。 
・市職員の給料は税金から出ているのですか？同年代、30～40、40～50 代など一般企業人
と比較したら相当高額ではないでしょうか？鹿屋市は、財政が苦しいと聞いた事がある
が、検討しても良いのでは・・・。 
鹿屋市の 低賃金で働いている人もいる事を自覚してほしい。自分たちは公務員だから

と、鼻高々でいる人々は残念です。市民の税金であるなら、考えるべきではないか。常に
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
不満を持っている。それだけの仕事しているのか？人員削減も考えてみたらどうか。安い
給料で、苦しんでいる人もいるんですよ。これ書いても、市政には届かないでしょうね。
ごみ箱いきでしょうかね。 

・市長と語る会・・・続けてほしい。 
・都市計画の再見直しを 
  串良の大間瀬地区（灌排水区分？未耕作地も多い。大規模な見直しが必要ではないか）
  串良町の水田は基盤整備されつつあり、もう少しで完了のようだが、既存の道路が整備
されず残っているようである。ここを再度検討協議してほしい。現状は、道路部分で言え
ば、このままであれば、未完成で終わってしまうと思うが、検討をしていただけないか。

  町内会組織の充実と放送施設を全体に（町内会長さん方の研修により補助制度などを）
  鹿屋市全体の土地改良区の統合を早急に。 
・鹿屋市庁舎の改善整備を 
 議会の各委員会室は、議員の数に対して広すぎる感が否めないので、縮小したらいかがか。
（議事堂は別として、委員会室は現在の 1/5 から 1/3 で良いのではないか。） 

 他の課で狭くて、仕事に支障をきたしている課があるのではないか。 
・鹿屋市全体の文化の振興の一環としてまた、大隅半島の核である鹿屋市に、鹿屋市全体（大

隅全体を見据えた）の歴史民俗資料館の建設を早急に具体化する必要がある。検討してほ
しい。 

・鹿屋市はバラを売りにしているが、市民全体で個々の家庭で、児童生徒も含めバラの振興・
普及をする考えはないか。 

・市内の大きな所には、いろいろな動きもみられるが、地域で困っている事や農道の様な狭
い道も早くきれいにしてほしい！ 

・子どもの学力が市内やその他の町で違い過ぎるのもあまり良くないと思う。 
・市民のモラルの低下 
 犬のフンを人の敷地内にして処理しない。 
 近所でゴミを焼く人がいるが気にしないなど 
・小さなことが重なって、大きな不満につながる真面目な人がバカを見る。皆がやるなら自

分もイイやという考えになると、地域がみだれ、犯罪も多くなる。 
 大人の教育が必要では？ 
・市民の考え（声）を吸い上げる方法や機会をもっと増やす。これは大事だ。 
・広報かのやは、何をやりたいのか、どうしたいのか見えてこない。単なる情報提供に終わ

っていないのか。 
・鹿屋市民は、住所地の町内会に所属すべきである。市側の考えが市民全員にとどかない。
地域住民の連帯感も育たない。地域の子供たちの健全育成上も困る。 

・海とばらのウォーキングの実施時間について 
  現在の秋（10 月）より、夏（５月頃）がよい。新幹線も通じたし、全国に呼び掛けた
ら、各界の責任者を集めて実行委員会を作り運営する。 

・市民の声が行政に届いていない。 
・市民への情報が少ない（市政が見えない） 
・事業仕分けは、本当に住民サービスにつながっているのか示してほしい。財政縮減だけの

為に行われているように思われる。 
・バラ予算はほどほどにして、もっと教育・文化・スポーツに予算を投じてほしい。（子供
にお金を使わずして、行政、未来への発展はないと思われる。） 

・霧島が丘公園へ遠足、サイクリングで利用されているのに、歩道がないのは危ない。早く
整備されれば、中高年者のウォーキングなど利用者増加がみこまれるのでは。 

・市役所に出向いた時に感じるのですが、職員に活気がなく、職員数も多く感じるのですが、
財政の事など考えると不安になります。また、市全体の支出も人件費が 1/2 以上占めてい
るのも、どうかと思います。税金は有効に使われているのか不安です。主婦の会話も 近
は”第 2 の夕張市にならないか？”という声も聞かれます。 

・市役所職員の就業時間は 17 時 15 分までである。早い片付けと、勤務中に指の爪や銀行Ａ
ＴＭを使用している。喫煙をいつでもしている。休憩時間は決まっている（さぼり） 

・採用試験について（採用不正の疑い） 
 大学卒業、高校卒業であろうと、学科試験の成績は重視すべきであり、有名大学や有名
高校の学歴は、その年の結果で判断すべきである。厳正なる審査の上で、合格者を決定す
べきである。採用者の成績を公開し、無記名式で、掲示板等、インターネットで成績一覧
表を掲示すべきである。成績優秀な人材が採用されないのは、なぜなのか？（オンブズマ
ン対象項目） 個人の成績公開の開示ではなく、受験者全員の成績を開示してほしい。採
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
用者の人材について、疑問が生じる。成績を第一とした採用が、望ましい。面接試験は、
誰もが練習し、勉強している。成績一覧表を公開するべきである。 

・施設などの対応がまだ足りないと思う。対応などが改善点だと思います。 
 これからもご協力していきたいです。私の思いがすこしでもかけて良かったです。 

・施設は、バリアフリーになっているが、駐車場がバリアフリー対応していない場所がある
ので、完全バリアフリーになってほしいと思います。（車いすを利用している人が、リナ
シティを利用した際に、車を横断歩道を渡った方の駐車場にとめていたので、なぜ橋を渡
った近場の駐車場に止めないのか聞いたところ、車が大きいので、使いにくいということ
でした。） 

・私、８４歳の女です。何をするにもできない今は、デイケアに週２回、火、金 2 回行って
います。身体も今まで５回手術をしました。今からの若者は、健康を第一に考えて、この
鹿屋をもり立ててもらいたいです。人口も昔にくらべると少なくなり、年寄が多くなり今
からやりにくいと思いますが、私どもはもう、先がありません。目も左の方が悪くて、耳
もきこえません。若い人たちの力をかりて、鹿屋を盛り立ててもらいたいです。これだけ
書くのに大変な力が要りました。どうか皆様、力を合わせて鹿屋を盛り立ててください。
頼みます。 

・私が望むことは、子供達が安心して、安全に暮らせる市にしてほしい。子供が遊べる所を
作ってほしい。大人になっても鹿屋で働きたいと思ってくれる市にしてほしい。 
今一番思っていることは、教育面です。週休 2 日で休みばかり多く、親は仕事なので目

は届かないし、学童もお金が高いし、３年生までだし、休みが多いせいで、勉強時間が足
りなく、ゆっくり教えることも出来ず、詰め込み過ぎて大変だと先生方も言っておられま
す。”ゆとり教育”と言いますが、現実は正反対です。学校でできない分を家で教えてい
ますが、今の教科書は分かりにくいし、教え方も昔とは違うし、とても大変です。塾にや
るお金はないし、鹿屋市だけの問題ではないですが・・・。教育費もかかるし、お金があ
ればいいですが、差が激しいです。（家庭環境）平等な生活ができるまちであってほしい。
せめて子どもだけは・・。 

・私の兄弟の娘が福岡に住んでいるのですが、その子が７月中頃がお産の予定ということで、
３月に連絡があり、鹿屋の病院に予約してほしいとのこと、産科で受付てくれる病院をさ
がしのですが、3 か所くらいある病院は、すでにいっぱいという事で故郷でお産をする事
が出来ませんでした。困った人たちがたくさんいらっしゃるようです。故郷で安心して赤
ちゃんが埋めるよう施設の充実について、市でも検討してほしいです。 

・私は、お茶農家のお茶の手入れについて、お願いしたいです。お茶の機械を道路でまわる
のは、いかがなもんですか。行政で何かできないですか。道路を市の道路サービスでグレ
イーダーを通しても、また道路はデコボコで、通るのに大変です。 

・私は、札元地区に住んでいますが、大雨の時道路が冠水してしますので、車に乗っていて
も恐いので、歩く人はもっと不安になるので、排水を良くしてほしいです。 

・私は、先日出産をいたしました。家族の住む鹿屋市内で出産を望んでおりましたが、病院
より、「出産はできないので、他の病院をさがすように」と言われました。体調が悪い中、
他をさがすのは大変で、空きもなく、結局実家のある鹿児島市内での出産となり、交通費
や里帰りしてからの二世帯分の生活費など、予定以上の出費に頭を悩ませました。何かあ
った時のことを思うと精神的にもリラックスしてお産に臨むことができませんでした。私
だけでなく、他の妊婦さんも多くの不安を抱えていることと思います。子育てのしやすい
町とよく聞きますが、生むことになると、とても大変な町です。全国的にも危機的なこと
は承知していますが、もっとしっかり対策をとってほしいと思います。 

・私は８４才の独居老人です。足が弱くなり、よく転ぶようになり骨折して入院したりで、
外に出るのがあまりできません。一日中家にいるので、アンケートに回答もあまり判りま
せんでした。町内会の放送もまったく聞きとれません。バスも３回通りますが、利用でき
ません。（乗り降りがうまくできません）あいまいな回答で申し訳ございません。 
１つお願いがるのですが、家の側溝にふたがしてないので、深くて狭くて掃除が出来ま

せん。中に入って掃除しても、上にあがれず、非常に困ります。おまけにゴミ捨て場のゴ
ミが舞い込み、缶、ビニール、かみくず、ほんとに困っています。１昨年でしたか、向こ
うがわはきれいにして下さいました。できることでしたら、ぜひわがままをお聞きくださ
いませんでしょうか。お願いします。 
（先日ちょっとしたことで側溝に転げ落ちそうになりぞっとしました。お願いします。）

・私はすでに高齢者の仲間入りです。高齢者に優しい町づくりと若者が元気で働ける町にな
ってほしいと思います。 

・私はもう高齢であまり何もできないけれど、ゲートボールだけは頑張っています。スポー
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
ツは好きですが、体が動きません。 

・私達は、鹿屋市からはなれていますが、いろんな催しが文化会館などであり、あまり出席
できません。 

・自衛隊の訓練時、飛行機の騒音（時間に関係なく飛行が低く、うるさい、窓を閉めてもあ
まりかわらない。） 

・西原周辺の道路の整備、広くしてほしい。 
・自宅近くのゴミステーションで町内会に入ってない人は、ゴミを捨てるなと言われた。税

金は払っているので関係ないと思う。 
・鹿屋という所は買い物（洋服アクセサリーなど）をする大きなデパートもないし、映画館

もない。私は、今一番必要なのは、鹿児島にあるセイカスポーツのよるなオープンなスポ
ーツ施設がほしいです。私は以前、上谷スポーツクラブというところへ通っていましたが、
ここも経営上、閉まってしまい、今は週に３回ほど健康プラザの外をウォーキングしてい
ます。買い物やおいしい食事など、ほとんど土日で、主人と二人で泊りがけで鹿児島市内
へ出かけます。なぜなら鹿屋には、鹿児島市内みたくお店がないからです。映画も月に必
ず１回は主人と行きます。主人とよく話すのが、鹿屋にお金を落とせればいいけど、映画
館もないし、アーケード街もほとんど閉まっていて、もったいないよねとよく話をします。
医療に対しても、私は、鹿児島の専門の病院でみてもらいます。しかも、私の周りにいる
友達は、全員、鹿児島の病院に行っています。なぜなら、設備も整っていますし、何より
先生や看護婦さんの言葉使いや応対がとても親切なのです。これも周りの友達は同じこと
を言ってます。鹿屋に住んでいて、すごく悪いですが、できれば鹿屋から出て、鹿児島市
内へ移りたいです。 

・鹿屋に住んで 25 年になります。買い物、病院、スポーツ施設等近くにあった、とても住
みやすい環境に満足しています。市の保健サービス（検診、健康相談）も毎年のように受
けて、アドバイスしてもらっています。福祉も充実していて、今の高齢者は、幸せだと思
います。財政的には大変だと思いますが、市の福祉課、社協の皆様には、今後も期待し、
又協力できる事は小さな手ではありますが、差し伸べたいと思います。そして、20 年、
30 年後に今の子供たちが、鹿屋に残って、このふるさとで、安心して生活できる様に、
働く場所を増やしていただきたいと思います。東北を思うと複雑ですが、農業、漁業、畜
産など、第一次産業を鹿屋市の休耕田を使って、生産し、給料制にして、雇用を推進して
もらいたい。医療や福祉がこれからもずっと充実した鹿屋であるために、若い人の学ぶ学
校（専門学校）を増やしてほしいです。 

・鹿屋のまちは住みやすいと思いますが、「におい」が気になります。畜産が多いのは理解
しているが、窓を開けると家の中までもひどい臭いがする。家畜のふん、尿の処理を規制
して、においが抑えられるようにしてほしい。本当にひどいにおいです。 

・鹿屋の産業の主は、農業だと思うのだが、荒れた田畑が多く見られる。これらを何とかす
る手立てが必要だと思う。例えば、農業法人をつくったりとか、使われていない農機具な
ども借り上げてリース事業にするとか、もっと農業に力を入れて欲しいと思います。 

・鹿屋の中心部にくるりんバスを運行していますが、バス便の少ない大姶良地区など考えて
ほしいです。現在、私の近所にも 80 歳を過ぎた方が何人も、車の運転をしておられます。
運転ができなくなったら、病院や買い物をどうしようかと困っておられます。 

・鹿屋の町のほうは、コンビニがあるのに、田舎のほうは何もない。あると便利なのにと思
うことがしばしば。 

・同じ様な事なのですが、服、靴など、急にいる時など、10 時ぐらいからしか店があかな
いので・・・・24 時間開いているスーパーがあっても良いと思います。便利な鹿屋にし
てほしいです。 

・鹿屋ばら園は、鹿屋市民の誇りとするところですが、足腰の弱い老人には、上からながめ
るだけです。一回りできるようなちびっこ電車でと考える施策はどんなものでしょうか。
大隅半島から中学生が、鹿児島、宮崎へと高校、専門学校へと出ていきます。少なくとも
女子短大あたりはどんなものでしょうか。 

・鹿屋は観光ＰＲがヘタクソ。豊かな自然、風景もあるのにもったいない。バラ園しか、み
んなは知らない。錦江湾から、桜島、開聞岳が見える場所もあり、探せばいろんな観光ス
ポットもあるはずです。 
鹿屋は大隅半島の中心地だから、代表して大隅半島全体をＰＲすべきだと思う。それに、

若い人たちが買い物や遊ぶ場所も少ない。都会や他県に出なくても良い職場、買い物等、
若者を引き留める対策も必要ではないですか？ 
大隅半島全部を代表して、鹿屋市が行うべきだと思います、嶋田市長様期待しています。

・鹿屋は他の県と比べて、あいさつなど、年のいっている人ほどしていないと思います。久
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
しぶりに帰ってきたのに、とてもさみしい町になったと思います。 

・市役所の方々の対応がとても威圧的、冷たく、とても不快な思いをしました。書類なども
分かりにくく、もう少し若い人から年輩の人まで分かる書き方にしてほしいです。 

・ごみステーションも清掃が行き届いてなく、いつも臭いがすごかったり何週間も同じゴミ
があって、大変困っています。 

・買い物などの時に、小さい子供が２人以上いると大変買い物をしづらいので、２人乗りの
カートなどをスーパーやデパートに積極的に入れて欲しいです。 

・鹿屋は豊かな自然に恵まれております。バラ園はもちろんの事、高隅山の良さや海の美し
さをもっともっと生かし、県外客の集客に力を入れてほしいと考えます。 

・鹿屋市で考えることではないのかもしれませんが、鹿屋市で産婦人科が減少し、受け入れ
拒否をされる友人の話をよくききます。鹿児島市へ行ったり、都城市へ行ったりする方も
いるそうです。子育てをするためにも、医療機関の充実をお願いしたいです。 

・鹿屋市というと”あーあの臭い街”と言われることも度々、せっかくの養豚、酪農の市で
す。し尿処理施設を充実させ、エネルギーに結びつけるのが、これからの時代ではないで
しょうか。 

・鹿屋市に住み約４０年になり、これまで大きな災害等に見舞われることもなく老若男女問
わず、とても住みやすい町だと思う。ただし、鹿児島市や空港までのアクセスが整備され
たら、もっと利便性を感じると思う。世界一と言われる長寿国日本であるが、一日でも長
く健康で自立自助の精神を持ち、市の特定診断も受診する等心がけたい。高齢者の健康に
とって、①血圧、血糖値が低い②禁煙する③肥満でない④適度な運動をする⑤カロリーと
塩分を控えた食生活を取り入れる等工夫したい。 

○日本一の長寿県（長野県）の例を参考までに 
 ・健康補導員制度（1969 年から）・・健康知識の普及と健康診断の機会増加に寄与 

  ↓ 
 ・町内会 50～80 世帯１ブロック 専業主婦 1人ずつ市町村長に任命される。 
                  （無償ボランティア 任期 1～２年） 
  高血圧や糖尿病の症状と対処療法を学び、そこでの知識を自らの居住地区の 50～80 世
帯に還元する。 

 ・ＰＰＫ運動（ﾋﾟﾝﾋﾟﾝｺﾛﾘ）  
長野県で誕生（テーマ げ：減塩 ん：運動 き：禁煙） 

 ・一人当たり老人医療費 20 年連続全国 下位 
・鹿屋市 健康都市 今以上に確立されることを願っています。 
・鹿屋市に住んで、５０数年になりますが、このような取り組みははじめてです。広く市民

から声を聞き、市の発展につなげられたらと思います。 
・若い人が楽しく安全にすごせる街づくり、そして夏休み、冬休み、春休みと孫たちが帰省

してもつれて行って楽しく遊ばせるところがない、これがいつも思う悩みでした。 
・市内には、高齢者向きの公園や小公園は多いです。小公園は、市内数えきれないほど多い

けど、あまり利用されていないので、少々金額（利用料金）をとっても良いので、充実し
た乗り物などがある大きな公園が必要ではないでしょうか。市外の公園や動物園など遠出
するのが、事実です。ぜひ小さな公園をまとめた楽しめる施設を作ってほしいです。 

・鹿屋市に住んで３０数年、花火大会を初めて近くで見ようと、サイクリングロードを歩い
た所、外灯は少なく、真っ暗で川西から田崎ぐらいまでは、草が生い茂り、ガッカリしま
した。もうすぐ 2 学期で、学生も多く利用しています。昼でも安心して通行できるように
して下さい。 

・鹿屋市に転勤してきた友人に、鹿屋市の電話の交換手というか、 初に電話を受ける方の
応対が良くないということを聞きました。外から入ってくる人が、そういう風に気付くと
いうことは、少し改善した方が、鹿屋市の為になるのではと思います。他の市町村や企業
等で研修して、鹿屋に電話をかけてくる人々に良い印象をもっていただいた方がいいので
はと思います。まちづくりの１つとして考え頂けたら、有難いです。 

・鹿屋市のバラ園の運営について 
  鹿屋市のバラ園が、春秋と一過性の開園であり、非生産的であり、市民として、さほど
親近感を覚えません。したがって、四季を通じて市民がくつろぎ、楽しめる公園としての
方向づけを望みます。 

・鹿屋市の産婦人科が少なすぎる。他の地域（他県）の所に行くしかないと言われるのは非
常に困る。あまりにも整っていな過ぎ。こんなことをされると今から若い人が出産しなく
なる。 

・大型レジャー施設がなく、ばらの花は綺麗だけど鹿屋市といえばバラというイメージが強
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
すぎる。バラばっかりで興味がない。遊ぶ場所がなく、夢がない。リナシティは何のため
に作ったのでしょうか？駐車場が遠すぎて意味なし。 

・職業安定所をなぜ、あそこに作ったのでしょうか？職業がなくて来てるのに、駐車料金を
とるのはおかしい。ばかにしているようにしか思えない。 

・鹿屋市の施策、事業等のことはよくわかりませんが、鹿屋の玄関（航空隊、第一鹿屋中学
校）の前が、いつも草（かや）が伸びて、垂水方面から来られると、とても見苦しいです。
歩道に植えられてあるさつきじゃなくて、バラ又はほかの花を植えてほしいです。 

・バラの町鹿屋は、もう少しきれいにしてほしいです。国道、県道かわかりませんが、鹿屋
市内一番目に着くところです、手入れが出来ない、予算がなかったら、花壇はない方がす
っきりします。 
垂水、錦江町はいつもきれいにされています。 

・鹿屋市の中でも、便利で人が多く住んでいる所とそうでない所の差が大きいと思う。市民
が、平等に満足して暮らしていけるようにしていってほしいと思う。 

・鹿屋市の中心市街地（リナシティ周辺）の「商業機能の活性化」に力を注いでほしい。 
・鹿屋市の発展、景気の為にも、働く場所、仕事場を提供してほしいですね。町が少しでも

潤うためにも、もう少し工場など、若い人から高齢者まで、みんなできる仕事を。あまり
パチンコ屋などさかえると、治安が悪くなると思います。町の為にも、ぜひ考え欲しいで
す。 

・鹿屋市の発展に必要なのは、やはり「人」が集まることだと感じる。列車だけでなく、高
速道路までないのは、県民さえも訪れる機会を減らす要因となるのではないか。 

・鹿屋市は、「バラ」のイメージがだいぶ定着しています。「バラ」と言えば「鹿屋市」そう
思っている人たちが市内外を問わず多いと思います。ですが 近では、「２番花」が咲か
なかったりと、今までになかった事が起きています。秋には、バラが咲くのでしょうか？
そう思っている人達も少なくないと思います。鹿屋はバラで知名度があがったと言っても
過言ではないと思うのですが、そのバラが咲かないなんて、バラ園は勿論、鹿屋市のイメ
ージダウンにも繋がると思います。決して安くはない入園料を払って、見に来る人達に対
して、失礼な事だと思います。（遠方からの来園者も多いはずです）なぜ、このような事
が起こったのか、原因究明は勿論ですが、今後、このような事の無い様、しっかり管理し
て頂きたいと思います。 

・鹿屋市は４年ぶりに帰ってきたが、閉まっている店などがけっこうあって、昔とくらべる
とさびれてきたと思った。もっと若者向けのイベント等をして、街全体を活発にしていけ
ばいいと思う。仕事もすくなくて、仕方なく県外に出る人も多いので、そこらへんもどう
にかしてほしいと思った。でもやっぱり長年住んでいたせいか、居ると安心する住みやす
い街だと思う。もう少し店は増やしてほしいけど、いい街だと思った。 

・鹿屋市は交通の便も悪く、これから発展する要素がない。今ある資源で特長のある街づく
りを行った方が良い。住宅地にしても、集中している一部を除くと車で５分もいけば、人
口は少ない集落。宅地を広げ、学校の環境を整える事で、市の人口が増え、定着するので
はないか。体育大がある割に若者が少ない。パークヒルズは、整備され土地も安価だが、
学校を考えると、暗く狭い道を子どもが通ることになる。数百メーターでも、道を整備し、
歩道を設け、きれいな街灯をつけたら、立地も良いので、家を建てる人も増えるだろうと
思う。 
市の予算の使い道を考えるべきである。自然を生かしたキャンプ場なども吾平まで行か

ずとも近くに作ると利用者は増すと思う。女子高を共学にすることで、選択肢が増え、転
出者も減るのではないか。 

・鹿屋市は鹿児島市内と比べて、物価も安く、生活に必要な公共施設（学校・病院・金融機
関・市役所等）や生活用品の購入可能なスーパーも近隣にあり、とても生活しやすい環境
にある。ただし、マイカーが必需品であるため、交通弱者にとっては、「くるりんバス」
はとても重宝である。 

・誰しも思っていること、大学・短大・専門学校を卒業した我が息子・娘を鹿屋市内に就職
させたい。（本人も就職したいと思っている）が、受け入れる職がない。 

・鹿屋市内はどこに行っても、とにかく牛・豚・鶏の糞尿で頭が痛くなるくらい臭い。特に
夜になると、窓も開けられないくらい臭い。鹿児島市内から来た親戚が「なにこれ」とび
っくりして帰る。ここの住民はみなさん我慢しているのか、諦めているのか、以前より少
しはましになったというが、まだまだ臭い。何とかならないものか。畜産業（畜産農家）
にいろいろ頼らざるをえないことは理解できるが・・・・。 

・リナシティは今後どうなっていくのでしょう。典型的な「箱物行政」ではないのか。 
・鹿屋市は地理的に、人を呼ぶということはとても難しいと思います。しかし、鹿屋市に住
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
んでいる人も遊びに行くとなると市外へ出て行ってしまうのが現実です。どうすれば鹿屋
市にお金が入ってくるのか？インターネットをもっと活用して、全国にもっと鹿屋の特産
物（水、肉、野菜、加工品など）をＰＲしたらいいと思う。 

・鹿屋市は働く企業等が少ないので、工場を誘致すると人員（若い人々）が増加して、町づ
くりの活性化につながると思います。 

・鹿屋市も人口減少、少子高齢化などの問題に直面しているとありました。その他、私が思
う問題点として、産科の減少があるのでは？県外、市外より里帰り出産する際に、病院が
ない、あるいは突然産気づくなどしても、受け入れ病院がなく、市外（鹿児島市、都城市）
に回されるというのは、あまりにもリスクが高すぎると考えます。そしてもうひとつ、不
妊治療をされている方が多いと聞きます。そういう方々への補助の充実も、少子高齢化の
問題に対しての得策になるのではないでしょうか。 

・鹿屋市主導で行った北田地区市街地再開発事業の中心施設であるリナシティかのやは、財
政の厳しいなか、多額の投資をしたにも拘わらず、空き店舗が目立ち人通りはなく閑散と
し、地元の商店街もほとんどが店を閉めている状態となっている。このような状態では、
維持管理に多くの無駄な税金を投入しなければならず、真に必要なことが疎かになってい
く懸念が拭い去れない。元々駐車場は周辺に点在し、利便性に欠けていることもあり、こ
れ以上の財政負担が生じないような施策をとってもらいたい。 

・鹿屋市内で観光できる場所が少ない。遠方の知人に聞かれてもバラ園以外の場所は思いつ
かない。もっと観光や施設に対して住んでいる私たちがわかりやすいパンフレットなどを
作ってほしい。 

・市役所職員の対応の悪い方が見受けられる。市職員であってもサービス業の一部だと思う
ので、もっと接客に対して考えてほしい。行くといつもいやな気分で帰るので、もっとい
ろんな場所の接客を見て、勉強して頂けるといいなあと思います。しごく一部の方だと思
いますが、こういう一部の方の行動が、全体の評価を下げてしまい、いいイメージができ
ないと思います。一生懸命頑張っている方に対しても失礼だと思います。 

・鹿屋市内に産婦人科が１件しかない、里帰り出産も断わると聞いた。鹿屋に住んでいても、
早く来院した順で、受け入れが決まるという状況を早くなんとかしてほしい。このままで
は、若い人が安心して、子供を産む環境にないと思う。 

・定期的に病院受診しているのに、メタボ検診を受けるようすすめられていた。無駄な税金
の使い方をしないでほしい。他の色々な検診が補助で受けられるのは良いと思う。 

・アパートに住んでいると、町内会には、なかなか入りづらいので、鹿屋市の広報を見る機
会がたまにしかない。そういう人にも、鹿屋で何をしているのか、行政活動内容をわかっ
てもらうために、人の集まる場所、例えばスーパーなどにも、広報を置いてみてはどうか？
ネットもわざわざ見ないと思う。市県民税も収めているのに、町内会に入っていないとい
う理由で広報が見れないのはおかしい。また、ごみ収集カレンダーも町内会に入ってない
ともらえない。わざわざ市役所まで行く用事もない、そういう人がゴミを間違って出した
りしている場合があると思う。 

・５ページ、６ページのアンケートは、お役所的質問で一般市民の一部の人にしか全部理解
して、答えることができないと思うのですが。私もよくわからないで答えたので、有効回
答とはいえないと思っています。各項目ごとに、鹿屋市が具体的にどのような取組をして
いるのかわからないことがほどんど。 

・鹿屋市内は、市内循環バスがあるが、郊外はない。年をとっても車を運転しないと市内に
行けず、陸の孤島である。また、中小企業の誘致も、円高にて海外に進出。小生の住まい
も年寄ばかり。仕事がないので、息子たちのリターンも不可能であり、空き家も多く、雑
草も茂り、防犯に問題あり。早く鹿屋から脱出したいが・・・。 
市長も、鹿屋を便利な町に努力せよ。鹿屋自衛隊基地を民間機が飛べるようにならない

か。現状うるさい。 
・鹿屋市辺りにも住宅型有料老人ホームなどの施設が欲しいものです。 
・鹿屋市民ではあるが、市街地までが遠く、どちらかというと、霧島市を利用することが多

い。今は車の運転ができるが、年をとるにつれ、車に乗れなくなった時が、交通の便が悪
いので不安。 

・鹿屋市立図書館が老朽化しているので、新しくしてほしい。また、立地場所を中心商店に
すれば、街の活性化になるのではないかと思う。 

・車社会を是正してもらいたい。公共交通を工夫して、車がない老人、子供でも移動ができ
るようにしてほしい。 

・河川の汚れがひどい。生活雑排水の排出そのものを少なくする取り組みをしてほしい。 
・鹿屋体育大もあるということで、その特色を生かし、市民が気軽にスポーツを楽しむこと
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
ができる環境や取組の充実に努めているのは、とてもいいことだと思います。医療、福祉
制度をさらに整え、健康づくりを推進できるようにしていただきたいと思います。 

・鹿屋は、自然も豊かで生活するにも便利で、とても暮らしやすい町だと思いますが、高齢
者等、車を運転できない人たちにとっては、交通の便がいいとは言えず、鹿児島市内方面
や空港等に行くのにも時間がかかり、文化的に若干取り残された感があります。くるりん
バスなど工夫もありますが、範囲が十分とはいえなかったりと、見直すところも多いので
はと思います。せめて大隅半島まで、早く高速道路を通してくれないかなと願っていると
ころです。 

・また、自然や特産物など、いい所や物もたくさんあると思うのですが、県内外へ向けての
ＰＲが不十分で、もったいないなという気がします。商店街のシャッター化など、もっと
いろんな面で振興に向けての工夫が必要だと思います。 

・市政への理解が不十分な身でいろいろと勝手なことを書いてしまいましたが、いろんな方
向からの意見や協力を取り入れて、みんなが住み続けたいと思えるまちづくりができたら
と思います。 

・鹿屋体育大前→花岡までの道が新しくできるということで、かなり期待していましたが、
いざ開道したバイパスは旧道と全く時間がかわらず、信号のタイミングによっては、旧道
の方が早くガッカリです。お金の無駄としか言いようがありません。新しく道路を作るに
あたって、どこまで調査して作ったのでしょうか？地図で見ても、新バイパスの方が、道
のりが長いのが、一目瞭然です。高い金をかけ時間をかけた割には、時間短縮にもならず、
あきれてしまいました。合理的な道路になるよう作るべきです。 

・あと、寿北小学校区は歩道がない箇所が多く、子供達の通学路としては危険な箇所が多く
あり、接触事故や交通事故が起こってからでは、市の責任問題となります。再度見直しを
し、改善を早急にするべきだと感じております。その他、学校区の見直しをするべきです。
笠之原町は、あまりにも広く、今どんどん新しく開拓されてきています。古い校区のまま
では、不便を感じる人たちも多々出てきていると思います。新しい校区割を求めたいです。
これらの意見をどう早々と聞き入れ見直していくのか、市に期待しています。せっかくの
意見を無駄にしては、鹿屋は廃れていきます。頑張ってください。 

・鹿児島県に観光客を呼び寄せるために、鹿屋市といたしまして、かのやばら園をＰＲする
ためにも、かのやばら園を入園料無料にして、多くの観光客を集めたいです。色々、無料
にしてもらえないかと他県からも案内が来ますが、個人では返事できません。どこで無料
の所ははんえいしているようです。私も鹿屋出身でありながら、フェンスの外から見さし
てもらっております。入園料がなければ、バラの花は育ちませんでしょうか。 
老人もバラ園に行きたいです。ぜひ入園させてください。 

・鹿児島県第 3 位の都市としては、産科の充実が乏しい。 
・鹿屋川の整備（きれいな川にしてほしい。） 
・下水道の整備 
・大型店の進出は良いとしても、地域商店街の活性化を。 
・リナシティの駐車場を増やし、イベントを活性化を。 
・鹿児島行の直行バスの便を増やしてほしい。 
・人が集まるショッピングビルのようなものができれば、人がもっと集まるのでは。買い物

もわざわざ鹿児島まで行かずにすみます。 
・鹿児島第２の市として、交通とか情報手段の充実を望みます。 
・実家が鹿児島市内なのでやはり”地方”というイメージが強い。フェリーで移動しなけれ

ばならず、７年位前甥がサッカーの試合で骨折し、鹿児島市立病院へ搬送された時、急病
患者は手遅れになるのではと強く感じた。バスも直行バスがあって便利だが、満員で乗れ
ないこともあり（特に垂水港からの乗るとき）乗りたくても乗る気がしなくなる。垂水フ
ェリーも減便になるとのことで、不便になる。民間企業が大隅半島のために頑張っている
ので何らかの形で支援しても良いと思う。リナシティは失敗だと思う。テナントでも入る
かと思い楽しみにしていたが、行政の情報とか固いイメージがあり、全く足を運ばない。
ゴミ袋の有料化は反対ではないが、他の市町に比べやはり高く感じる。もう少し安くなら
ないか。本町、北田がかつて桜デパートがあった頃のにぎやかさを取り戻して欲しいのが、
一番の願いである。 

・車道で使用頻度の高い所の道路拡張、信号機の設置（水道線） 
・リナシティに有名ブランド店の誘致。ジャスコなどのショッピングモールの誘致。 
・屋内のレジャー施設（３歳未満も遊べる）が欲しいです。 
・運動公園をもっと自由に使わせてほしい。（せめて、昼間の自由解放を） 
・夜間急病センターの開設は本当にありがとうございました。ぜひ、今後とも継続をお願い
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
します。 

・串良のプールを利用させていただきましたが、入場者のすべて（泳がない人も）大人 500
円は高いと思います。せめて減額がいいと思います。小学生以下には無料でも良いのでは
ないかと思います。他にプールがあまりないのに（楽しめる施設）高いと思います。 

・若い人の仕事がなく、近所の若い人がいなくなり、先行き不安です。 
  私の家でも、同じで仕事があれば帰ってくるといいますが、もうあきらめています。次
の世代の施策はどうなっているのかが見えません。サービスより現実的なことを考えてほ
しいです。 

  周りの家庭で、親と同居は１～２家族で、公務員と自衛隊員の２人くらいです。普通の
勤めでは、同居もできず老人が増えて、20 年後は、部落の有無が心配です。もう少し若
者の仕事場がなければ。私どもも子ども全員が都会で生活していますが、先行き不安です。
知り合いも、生活保護を受けている人が多く、働いている人が、馬鹿をみると仕事場では
もっぱらです。何かおかしいですよね。若者も何かかわいそうです。公務員でないと生活
できない時代がすごく不安です。 高の施策、住民の将来のための手を打っていただくこ
とを希望します。 

・若い人の働く場所を作ってほしいです。自然と鹿屋の人口も増えてくると思います。過疎
化もストップがかかって、農林水産業に活気が出てくると思います。 

・若い人材が県外に就職する。若い人々が県内市内で、働ける様、企業の誘致を行政がもっ
と積極的にしてもらいたい。そうしたら、鹿屋市近隣地域が発展するのでは。昔から何十
年なるが、一向に変わりない次第です。行政の方々よろしくお願いします。 

・若い人々によって、農業を企業化して、従来の個人経営から会社組織にしてはどうでしょ
うか。若い人々に働く場を与える。農産物の生産、非常に役立つのではないでしょうか。

・若い世代にとっても、いろんな諸々の問題、課題があり不安と期待の行ったり来たりです。
私たちの年代では、自分でできることは自分でと心掛けてはいますが、限界があります。
やはり行政をたよることになるでしょう。 

・若い世代の人達も鹿屋に住もうと思うぐらい雇用の機会を増やしてほしいです。子供から
大人まで、楽しめるかのやの夏祭りは、市街地が活気づき今後も続いてほしです。大隅ア
リーナみたいな施設が近くにあったら、気軽にいつでも運動ができると思います。 

・周りの方から聞いたんですが、産婦人科が鹿屋は少ないと聞いています。「○月から○月
の出産の方は受け入れられない」ということも聞いたことがあるので、今後出産を考えて
る、特に 20 代の女性にとっては、不安でしかたありません。鹿児島市内や宮崎方面、鹿
屋市外に検診に行くのは、妊婦さん的には、時間もかかると体力的にも大変だろし、ガソ
リン代などのお金もかかってしまいます。そういった医療面が充実すると鹿屋でも安心し
て、住めると思います。 
あと、若い人たちが遊んだり、買い物（服など）する所が全くないです。鹿児島市内に

あるような「ラウンド１」のような遊べる施設を作ってほしいです。買い物も、よく鹿児
島市内や宮崎（都城や宮崎市内）に行きます。 
イオンのようなショッピングモールなど、若い方から年配の方まで、買い物ができるよ

うなものがあれば、鹿屋も活気づくと思います。 
鹿屋はまだまだ自然（田んぼや畑も含めて）が多く残っていると思うので、そのことに

ついては、すごくいいことだと思います。 
・住宅に住んでいる私ですが、住んでいる人の又のところからきて住んでいる人もいます。
たまには、市役所のかかりの人が、たまにはみんなとはなしあったりして下さらないと、
ケンカもはじまったりします。まじめに生活をしている人はバカのようなきがします。一
年に一回ぐらいは、住宅に住んでいる人とみんま集めてお互いに、話しあうことがあって
もいいと思います。市役所にいても解決はつきません。 

・少子化が進み、小学校の統廃合の話がでていますが、事前説明や準備不足を感じ、市民の
同意を得てうまく話が進んでいないように感じます。地元・地域のことも大切ですが、そ
こに通う子供達のことを第一に考え、うまく話がすすめられたらと考えます。今の子供達
がずっと住みたい、将来住みたいと思える鹿屋市になってほしいです。 

・障害者やニートなどを対象とした事業所開設や取組に力を入れてほしい。 
・医療の充実、民間病院休診時（日、祝祭日や時間外）の対応、夜間急病センターがあくま

での時間の対応などに力を入れて欲しい。 
・職員の業務の態度が悪い。給与も高すぎる。 
・職員の接遇の教育をしてほしいです。役所に行っても挨拶しない、職員どうしで世間話を

大きな声でされている。とても不愉快です。 
・職員を減らした方が良いと思う。 
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
・新しい事業への取組みは市政の前進につながり良いことです。一方、市民の意識の改革も

必要です。現在社会の風潮を反映して「自分本位」の人、会社が見受けられます。田畑を
作っている人、借りて作っている人は、まわりの土手の草刈り等をしないと、鹿屋の市道
は夏になると、道幅が狭くなります。このような事に対する意識改革にも取り組むべきで
す。また、町内会への入会率の低下についても、意識改革が必要です。単なる入会の呼び
かけではなく、思い切った施策をとるべきです。「絆」の再生に向けた人の心に訴える事
業について、検討することで、一段と鹿屋市政の発展につながると思います。 
嶋田市長のご健闘を祈ります。 

・新しくできた夜間病院、電話をしても、いかにも来ないでくださいというような対応。病
院に行っても、治療も薬もなし。次の日に、かかりつけの病院に行ってくださいとのこと。
次の日に病院に行かなくてもいいのなら、何も治療しなくてもいいと思いますが、次の日
に病院にいくべきといったのなら、治療の必要があるということではないの？年間の維持
費や人件費を考えるとムダ。地域医療を本当になんとかしようと思って働いている人たち
ではない。財政面が苦しいのに、やる気のない人に金をつかうな。 

・新幹線を鹿屋まで。娘がなかなか帰ってこない（笑） 
・進出企業は鹿屋市民の人間性に問題があるとして、宮崎県に行ってしまう。過去には、大

津タイヤ他、大手電気器具、他生産企業が進出地として検討されたが、すべて通過してい
る。トヨタ自動車などは、鹿屋の人間はとためらっていると、人事担当者に聞いたことが
ある。 

・人と人とのつながりが希薄化しているような気がします。人が孤立しないような社会づく
りをしてほしいです。 

・ 近、事故事件多いような気がします。もっと安心して暮らせるような社会づくりをして
ほしいです。 

・子育て支援にもっと力を入れて欲しいです。特に、待機児童の解消に努めてほしい。認可
保育園に入れたくても、待機児童が多くて、無認可保育園も視野に入れなくてはならない
現状に直面しています。子育てで悩んでいるお母さんたちをもっと、外にひっぱり出せる
ような企画、イベントを打って欲しいです。 

・正直、生まれ育った土地ですが、あまり愛着はありません。福祉等も大切ですが、もっと
若い人達が活躍できる場を創っていってほしい。 

・税金高いのに、賃金安く済みにくい、仕事も少ない。リナシティ―みたいな無駄なものつ
くらないでください。 

・昔からの道路は、とても狭くて通りにくい。そのわりに、抜け道的な感じで使われること
が多く、車の量が多い。（きたやまの横の道） 

・雨の量がものすごい時、水はけの悪さにビックリした。（ケンタッキーからバイパスに行
く道） 

・いたる所にバラが植えられてあり、草取りなどこまめにされていて、よく管理されている
と思う。 

・通学路の垣根から出てくる雑草が、生徒や児童の通学の妨げになり、通りいくそうな時期
があった。（一中あたり） 

・ご年配の方々が、グランドゴルフを元気にされている姿を良く見ます。とても和やかな気
持ちになります。 

・先日、鹿児島の花火大会に行きました。桜島まで行って、桜島の海岸から見たのですが、
とてもきれいでした。宮崎ナンバーの車も沢山駐車場に見られ、人出も多かったですよ。
鹿屋の花火大会が駐車場がないから、車では来ないようにと何度も放送がありました。駐
車場のとれる広い所で、誰でも見にいけるような所で開催できたらと思います。 

・昨年まで、肺がんＸ線検診は西原でもあったんですが、今年は市保健相談センターでとの
ことでした。とても不便です。西原でもできるように考慮戴けませんか？ 

・西原地区から、本屋、薬局が姿を消しました。又、市営、県営住宅はいっぱいあるのに、
近くにスーパーがありません。年をとってから歩いていけるようなスーパーがあったらと
思いますし、本屋も薬局もほしいですね。開けていくのは、寿地区だけですね。 

・早く高速道路が来ないとダメですね。インフラなくして発展なし。 
・早急なお願いがあります。 
 寿地区の白崎谷の埋め立て地の公園を早く作ってほしいのです。近くに住む老人は朝晩
散歩も出来ます。 

  憩いの場にもなります。歩けるうちに、元気なうちに出来上がることを今日か明日かと
切に願っています。 
 よろしくお願いします。 
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
・他の市町村に対し（全国を転勤）、職員のモチベーションが低いのではと感じています。
施策、事業等の推進に際しては、積極的な対応、イキイキした行動、姿勢が必要と思いま
すが、知る情報の範囲においては消極的に見えます。事業が成功し発展していくかは、ど
れだけの熱意をもって取り組んでいくかだと思います。協働は、投げ放つのではなく、共
に推進することだと思います 

・まちなか活性化 
 リナシティ―を核とした再生については、物の流れ、人の流れが昭和の時代とは変わっ
てきたこと、鹿屋川が中央を流れ街を分断している事、商店主等が高齢化し、気力、経済
力等の活力がないこと、リナシティ自体へのテナントも十分でないことなどから、時代の
流れに逆らわず、シフトすべきは？ 

・雇用の創出 
自然と共存し、人口の高齢化とともに町が村が朽ちるのを待つのではなく、次の世代を

育てなければならない。そのためには、鹿屋で生まれた者が鹿屋で一生を過ごせる環境が
必要です。 
① 林業、畜産業においては、多種の施策があり、発展してきていますが、規模的には零

細であります。せめて中小企業規模の会社化を図り、生産性を高め、雇用を促進して、
若者の働く場所を確保する。また、日本全体、経済活動が沈滞している時期であり、
企業の海外進出によって、空洞化が予想される中、人件費等コストの安価な鹿屋へ工
業を誘致し、雇用を創出しない限り、鹿屋の衰退は免れないと思います。 

② 雇用創出を誘引するためには、輸送コストの問題が生起してきますが、志布志港から、
京浜、阪神へ鹿屋港から鹿児島への輸送ルートを整備し、高品質の農産物、工業製品
を提供する。また、海上自衛隊鹿屋基地の一部を民間空港として活用（共存）して、
物流、情報の高速化を図る。 

以上の解決なくして、陸の孤島からの脱却は望めないのでないかと思われます。資金につ
いては、防衛相とのギブ＆テイクで調達する。 

・体育大全体の活用を考えてほしい。 
・道の駅鹿屋を作りもっと鹿屋をアピールして欲しい。 
・信号機設置を考えて欲しい。 
・大隅交通バスセンターの待合所について 

再開発事業後、周囲は新しく変わりましたが、バスセンターは劣等感がします。現在の
待合所は、夏は暑く、冬は寒く、私達利用者には、大変です。（利用者の声）ですから、
行政側も検討して、環境の良い待合所にしてほしいです。 

・大隅半島の中核都市、鹿屋市を中心とした経済発展が望まれているが、現在のところ影が
薄れてくる、道路をとっても経済効果の小さい東九州自動車道は、鹿屋までで一時中止し
て、物流や建設業に経済的に影響の大きい一般国道５０４号や２６９号の改良整備に力を
入れるべきだ。 

・経済的波及効果が大きい個人住宅の建築促進に行政の奇抜な施策が必要、また税収増にも
つながる。 

・鹿屋市の高齢化が進む中、特に市街地を除く周辺地域の高齢化の進行速度が早く、空き家
や放置された農地は増加してくる環境に居住する、交通弱者の対策等、まちづくりも人の
集まる交通手段等も必要と思います。 

・大型ショッピングセンターなど買い物や食事ができる場所がほしい。鹿児島市内に行かな
くてもよい所にしてほしいです。いろいろなところなく、鹿屋からは遠すぎるので残念で
す。ホットするところがないですね。すてきなところが、よろしくお願いします。 

・大人と子供が一緒に楽しめる施設を少し増やして、もらえたらと思います。 
・大変な内容のアンケートで、これを作るために会議の連続で、そこには部課長級が何回時

間を費やしたものか（考えただけでもゾッとする費用をかけたのでしょう。）公務員は費
用対効果は関係なしで、年に会議ばかりしている様子が手に取るようにわかります。 

・この地域で年間 500 万円以上の収入を得て、年間 150 日も休み、高級車に乗り、奥さんは
鹿児島に買い物をし、当人は地域の行事には参加しない、地元にはすまないで役所に勤め、
かたわら農業をし、たまに就業時間内にウロウロしている公務員を見かけ、広報車には必
ず２人乗っている。明日も心配している民間人からすれば、何ともさえないアンケート内
容になっている。 

・アンケート内容は大変りっぱと言えるが、前提条件として①私たち公務員は今後○年間に
平均年収を○百万円下げます。②人事院勧告は無視し、年功序列賃金の廃止をします。③
学歴を重視した職務給の廃止をします。その上で次からのアンケートにお答えください。
とあれば、私たちはこのアンケートの「真剣さ」に気づくことでしょう。直接物言えぬ民
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
間人は多く、まさに私たちは、あなたたちの行動をしっかり裏から見られていることを自
覚して行動されるなら、全国でも例を見ない、しっかりした鹿屋市になることでしょう。
我々は怒っているのです。 

・第 1 に、中心に大駐車場を作る。（いつでも、だれでも駐車できる。） 
・第 2 に、その周囲に色々な施設、大小の部屋を持つ、市民のみんなが気軽に参加できる場

所が一番欲しい。（今の北田にある施設ではダメです。）私たちの様な者は、行けない。 
・誰もが気軽に行ける利便性のよい物産館等が欲しい。前の市役所跡地にあるが、車を止め

て、さっといけないので、なかなか行く機会がない。錦江町の物産館みたいに道路からす
ぐ入れて、地元の野菜等が安く買える場所があれば、もっとみんな立ち寄るのではと思い
ます。 

・子どもが入学するときに、色々そろえる物がありますが、鹿屋では品数が少なく、結局、
都城市まで出かけてそろえました。家族でレジャーを兼ねた大型店があれば、鹿屋で済む
のにと思います。 

・出産後、パートに出ていますが、保育園の空いているところがなく困りました。 近は、
働くお母さんが増えているので、もっと保育園を増やしてほしいです。 

・団塊世代が、後期高齢者となる日も近いと思いますが、今の日本の状態でどうなるのでし
ょうか。子供の数は少なくなり、若い世代働く場所があまりない昨今、夢や希望も持てな
いのではないでしょうか。何もどうすればいいのか、不安でいっぱいの日々が現実です。
市民の声を取り上げられる機会が欲しいです。 

・地域で高齢者を見守り、支えあう地域のつながりをつくるために、安心地域ネットワーク。
相談活動については、高齢者にとって、住み慣れた地域に住む住人として安心できます。

・地域活性化は、市民の心の活性化であり、行政は市民活動の内容を分析し、必要な協力、
助成しなければならないところであるが、職員の資質が低いまた、公僕としてのモラルハ
ザードもゆがめない。（一部につき） 

・行政は、近視眼的なハコモノ指向であり、本質の追求が不足している。 
・文書等のデザイン、表現に主眼が置かれ、問題点をとらえながら、根幹的対策がとられな

い。 
・市民の代表である議員の資質の問題もあるが、相互に内容の薄い論議であり、将来にむけ

ての取組がない。 
・職員の多くが、来庁する市民に対し、横柄な態度であり、責任感がないような対応である。
・地下下水道工事は、鹿屋市全体でやるということで、お金はかかるものの将来の為と思い、

説明の方もみえて、納得して待っていたが、いくら待っても工事は始まらない、親の世代
からのトイレ、新しくしようと思って待っているのに、どうして途中でやめるんですか。
西原２丁目、ミネサキの大きな通り、そこまで終わってやらない、どういう事ですか。予
算がないと伺いましたが、それで納得できません。早く水洗トイレにしたいんです。こん
なに途中でやめなきゃならなかったのなら、どうして工事を始めたんですか。税金もたく
さん払っています。バカにしないようにやると決めたらやってください。 

・地籍調査で、市の方と市からの説明の方の話があいまいで、土地がとられてしまい残念で
す。市の職員の方は、名前もわかっていますので、今まで腹が立っています。 

・中高年に対し、資格を取得できるよう（法律、財務、医療等）専門学校等を我々の地区等
にもできれば増やしていただきたいと思う。 

・町内会合併等、会議の場で提案したい。 
・長引く景気低迷により、社会的、経済的にも不安の中、健康福祉サービスの充実、少子高

齢化に伴う、地方行政への容赦ない要望等、枚挙に暇がない。地方においては、財政環境
は増々厳しくなっていると思われる。今後においては、今まで以上に行政の効率的でより
的確な取組が求められ、市民と一体となって、厳しい環境を乗り切っていく必要がある。
そのためには、何よりも職員が創造的意識改革に徹し、市民の意識を「受動的意識」から
「協働し、担う意識」へと誘導していく能力が求められるのではないだろうか。地域経済
の発展は、行政、市民一体で取り組む「意識改革」なくしては、ありえないはずである。
節約や無駄の意識を生活の中で常に考え、行動（考動）し、創造力と知恵と汗を出し合っ
て、持続的な地域経済、文化の発展を熱望するところであり、その機会あれば、積極的に
参画したいと思っているところである。 

・天上天下唯我独尊。 
・店舗、企業などほとんど閉まったり、倒産したりと何の活気もない町になりました。医療

の方も少子化が進んでいるとはいえ、産婦人科もなくなってきて、これでは安心して若い
人が住めない市町になっています。 
まずは目の前の雇用促進、町の活性化に力を注いでほしい。若い人にはなんらかの仕事
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
を促進しているようだが、40 代、50 代の私たちには、働く場所もなく、何の配慮もない、
シルバーにも登録できない年代の私たちのことも考えてほしい。 

・転勤で鹿屋に来ましたが、スーパー等が充実しており、生活していく中ではとても良い町
だと思いますが、道路（歩道）の整備がよくないと思います。大きな通りだけではなく、
小学校近くなどは、子供達の安全を考慮し、歩道をしっかり作っていただきたいと思いま
す。鹿屋に来て思った事は、信号無視をする車や危険運転をする車がとても多く、車を運
転するのがとても怖いです。子供達を育てるためには、安全な街づくりに力を入れてほし
いです。鹿屋はバラ園が有名で、とてもきれいですが、もっと市外から遊びに来てもらえ
るような施設があれば良いと思います。 

・転入届をされる市民にゴミだしのマナーについて説明してほしい。ゴミだしを地域住民に
負担をかけ、後始末までさせるのは、市の取組が悪いし、部落での説明会をされても、ゴ
ミだしに関心のある人だけしか参加されません。 

・都城市にあるような家族で過ごせるイオンの様な大型スーパーの出店。 
・若者が集まりやすい施設の整備 
 上記２つが 低でもないと、鹿屋市はどんどん衰退していき、元気のない町になっていく
のではないかと思う。鹿屋市の再開発ビルの再開発が必要ではないか。多額の税金を投入し
たリナシティかのやの空き店舗も問題だと思う。鹿屋市の人間として、北田・大手の再開発
が再開発になっていないのが非常に残念だ。こう言う意見が市に届かないのがくやしい。た
だ市民一人の意見ととらえるのではなく、市民（10 万人）の意見としてとらえてほしい。
このままでは鹿屋市に未来なし。これからは、もっと行政と市民が意見交換できる場を作っ
てほしい。私は鹿屋市の将来を真剣に考えている。結果報告などを広報かのや等で必ずお知
らせください。 
・嶋田市長の方針を幹部に理解させ、全職員の意識改革の推進が必要と思います。 
・東北の震災の後なので、防災関係が気になる。 
・道路網が増え、そのため、その維持管理が大変になっているのでは？新しい道路が増え、
便利になる事は有難いが、今後負担が増えていくのでは？新しい道路が増えることで、今
までの道路周辺の活性が落ち、北田の様な事にならなければ良いが。地域の要望に沿った、
施策、事業を進めてほしい。地域の方々に分かり易い様に。 

・特にないが、よくを言えば市街地の電線等を地下に変えるほか、生活道路の樹木の切り取
りを年に 2回実施してほしい。（高齢者の増加による。） 

・特にないです。 
・特に考えはありませんが、市民が安全で安心な町づくりにしてほしいです。 
・特記なし 
・豚舎から下水をとおって、側溝へ汚水が垂れ流し、雨が降る状態によって、汚水を流す量

がちがうようです。においがしてたまりません。これをみとめているのでしょうか。 
・日本国民の願い 
 市の街路樹の草取り、公園の草取り、生活保護の人たちにさせるべきです。元気な人は
パチンコや毎日のんべんと過ごし、悠々自適に生きています。国民年金者より金の支給が
高く、国民年金の人たちが何の為にと嘆いています。 
正直者が馬鹿を見る世の中にしてはいけない、また医療費も無料、薬をもらって体の為

に悪いからと飲まない、捨てる。1割負担させるべきです。そうすれば薬をむやみにとら
ない。私たち高額納税者は、病院にも行けない、少々のことは我慢する。生活保護の見直
しをお願いしたい。また、健康で遊んでいる人は、その世帯の老人の看護をするとか色々
対策はあると思う。また保護世帯でも、立派な子供達がいる世帯が多い。月の３万円位の
お小遣いは、どんなものでしょうか。 

・年を取っていますが、まあまあ元気でいるので、今いる所に 40 年以上住んでいるので、
とても住み心地が良いです。隣近所も仲良くしているし、町内会も色々と会合もして下さ
いますので、住み慣れた今のところが一番良いです。年を取っているので、いつかはお世
話になることと思いますが、その時はよろしくお願いいたします。 

・農業について、できるだけ農薬を使わない方法で、安心して食べられる物を作ってほしい。
・農業の振興 
・農耕地が、 近、耕作者が老齢になり、後継者もなくまた、不在地主が多く雑草が繁茂し、

交通の妨げや耕作者が迷惑している現状が見受けられます。担当の係で何とかできないで
すか。 

・農地の整備作業に関してです。 
・農道の整備において、昔より改良のお願いをしています。（未舗装で、草ぼうぼうの農道

で、利用者は少ない。） 
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
 しかし、その路線に、反対の地権者が１人います。その人の同意がないと改良計画はむ
ずかしいという話です。 
 議員さんも、その人の同意をもらえず結局、陳情にいたらずです。どうにか反対者の向
かいを買収するとかで 
 対応できないもんですかね。いまだに農作業に不便を感じています。 
 串良地域、東西及び南北○号線です。 

・農林水産業が潤い、地域活性化できるような施策がほしい。大型化ではく、小さくても、
健全に生きれる世の中が望ましい。 

・病院通いを鹿屋市まで通うのに、タクシーを使用したりしています。病院費よりも高くつ
らいです。交通費が悩みです。もっと交通が便利になったら、今の住まいには、地区に安
心してます。 

・父が亡くなり、母が一人暮らしをしているのですが、私たち（娘）が近くに住んではいる
ものの、毎日顔をみにいくことはできません。いろんな地域の取組をみたり聞いたりする
と、母のような一人暮らしをしている人たちへの声掛けであったり、訪問等が充実してい
るみたいですが、住みなれている鹿屋市では、その様な取組をされていないと思います。
私も老後を、この鹿屋市で送りたいとは思っていますが、より住みやすい地域があったら、
移り住むことも視野にいれないといけないのかとも考えます。 
それと、税金をより安くできないでしょうか。悪いですが、公務員の方々の数も多いと

思うし、ボーナス等も一般営業の方々より多く頂くほどのお仕事をされているとはとても
思えません。もう少し鹿屋市の出費を分析し、いらない分はカットし、整理していけたら、
市民からの税金をこんなに徴収しなくても済むと私は思います。どうぞ、もう一度鹿屋市
全般の細部までの見直し、よろしくお願いします。 

・福祉事業についてですが、現在ヘルパーさんやデイサービスを利用している者ですが、介
護認定をされる時に調査の方が訪問されて本人の状態を見られて認定が決定されると思
いますが、家族の者が日頃見ていて前年よりも良くも悪くもない状況にもかかわらず、今
年は認定度が軽くなるというのは、少々納得できないところです。もし調査をされる方に
よって判断が違うということがあって、認定度が軽くなると考えると、それこそ納得でき
ないので、認定結果の通知については、もっと本人の状態が前年よりどうだからとか、詳
細に書いていただく様な納得できる様な物にしてほしいです。異議申し立ての様な面倒な
手続きはしたくないです。 

・文化センターの音響効果をよくして、音楽を近隣の市まで行かなくても聴けるように努力
して（予算の都合もおありでしょうが）下さい。素敵な音楽に浸りたいのですが。提案で
す、よろしくお願いします。 

・平成１８年に旧１市３町が合併して早５年目になりますが、特に旧３町においては、支所
機能の弱体化が著しく感じられます。合併協議時の時間をかけての話し合いはなんだった
のかという思いです。今後においては、全市いったいとなった取組みのなかで、今より少
しでも進歩することを期待したい。市民の意見を広報誌で取り上げるような工夫をほし
い。今回のアンケートの意見等を連載で報告していただきたい。 

・平和公園であったフリーマーケットを今後も開催してほしい。 
・北田リナシティの近辺をもっと活性化してほしい。リナシティがもったいない。 
・保育園と幼稚園では、なぜ保育料免除の学年が異なるんでしょうか。同じ３番目でも、保

育園では上に、小 6、小４の兄弟がいても、３人目扱いなのに対して、幼稚園では、１人
目の扱いになってしまいます。同じようにできないのでしょうか。幼稚園も働くお母さん
が増えている現状です。保育園に入れたくても、校区内の保育園には入れないという理由
で、やむをえず幼稚園に入園させるしかない状況を理解していただきたいなと思います。

・補助金、助成金の支給は極力おさえる。福祉に重要性があると思う。起業する人は、自己
責任が鉄則であり、看板、のれんを守る（老舗）といわれる後継者、経営者も自覚が必要。
売れないのであれば、売れる場所で営業するか、特別な他にない商品（売れる製品）を持
つしかないので、客にメリットがなければ、商売はないと思います。シャッター通り、空
き店舗等に与えられるまち中活性資金等の補助金、費用対効果としてはいかがなものか？
牛肉１Ｋｇ作るのに、穀物１６Ｋｇが必要なのです。 

・豊かな自然に囲まれた鹿屋市ですが、自然を活かした取り組みがされていないと思います。
観光マップ等のパンフレットには自然の観光地が紹介されていますが、実際行ってみると
遊歩道や橋が崩れていたり、とても自然を満喫できる状態ではないです。定期的な整備を
して、小さな子供でも自然を肌で感じれる空間が快適な状態であるべきだと思います。 
私は福岡によく出かけるのですが、人や店、交通の面で鹿屋はとても不便だと感じます。

でも、この鹿屋の自然の豊かさは他県にはないものだと思います。今ある資源を魅力ある
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
観光地にしてほしいと思います。整備にはお金もかかるので簡単には進まないと思います
が、一つ一つ改善して頂きたいです。よろしくお願いします。 

・北田市街地にかつての賑やかさをと願うのは無理なことかとは思いますが、何とかならな
いものでしょうか。空き店舗の継続的再利用者等。 

・少子化時代に安心して、お産ができる”産科”の医療施設の充実 
・東日本大震災に対しての支援、報告等具体的で市民として嬉しく思った。 
・若い人達が地元で働けるような雇用機会への取組みに、一層力を入れて欲しいです。 
・北田中心部の開発は、何だったんだろうと、あのあたりを通る度に思う。一部の人だけが

潤ってるなんて事はないだろうか。立派な建物のリナシティの中身は、市民の意見が反映
されたものになっているのだろうか。スポーツ施設なんて、あちこちにあるものを、どう
してあの中に造ったのか。女性や若者が興味のある服飾、くつ、バッグ屋など長い目で見
て人が集まるような店をもっと入れて欲しかったと思う。一番残念に思うことは、昔のバ
スセンターに代わるものをリナシティの一角に造ってほしかった。今のバス待合室は、あ
まりにも弱者に対して思いやりがなさ過ぎます。お盆に帰省した友人たちに言われまし
た。とても淋しいと・・・。それに、バスを降りてトイレに行きたくても荷物置き場がな
いと、いつも利用されている高齢者の方々はどうされているんだろうと思うことでした。
いろいろ問題はあるのでしょうが、もっとお年寄りや弱者にやさしい町であってほしい。
決して都会風でなくて良い、田舎ならではの発想でやっていただきたい。お金をかければ
良い物ができるとは限らないことを証明しているようなものです。もっと税金を有効に使
ってください。鹿屋市の税金はけっして安いとは思いません。市民の所得に比べて、市職
員の給料は高すぎませんか。決して全国平均と比べないでください。比べて、まだまだ、
鹿屋市は高くないと言われた市議の方がおられたのは、大変残念です。 

・北田町、本町、向江町のシャッター通りは、とても気になります。いろいろな対策を考え
られているのでしょうが、何とかならないものかと思います。通った時に寂しい気持ちに
なります。 

・温泉保養所利用権の助成額を以前通り 200 円位にしてもらいたい。 
・ガソリンの価格が、垂水と比較して、現在１Ｌ約５円位高い、なぜこんなになるのか。検

討して、広報紙で説明して下さい。 
・毎月広報が届いても、楽しみがない。もう少し輝北地区ものせてほしい。よその町の広報

にみえる。 
 若い人は、残らない現実と人口減少に。残るに、もうここへは帰ってこれないと話して
いるところ。 
 自分も将来、ここにいると子供に手をかけて迷惑をかけるかと思うと、いつまで住める
かわからない。 

・行政は、ますます遠くへいった。輝北からの職員も本所で、関係ないところで、差別的な
言葉をかけられたり、小さくなっていると聞く。広い土地の輝北ｌ町、頭のいい人がうま
く活用してほしいばかりです。 

・民間企業に市の業務委託。 
・広報かのやの廃止。 
・無作為に選ばれたということなので、ほとんどお役に立てないです。自宅が姶良市にあり、

週末は自宅で過ごしますので、宿舎と勤務先の往復のみの生活です。生活はしやすい都市
だとは思っています。ゴミ処理については、十分満足しています。 

・無駄なことをしない。本当に必要かどうかよく考えてから、身の丈にあった行政。 
・バラ園は広げすぎ、どこまでいっても一緒だから、もう一回で十分とのこと。年間の利用

はない。 
・グランドゴルフ場（田崎）も無駄だったと思う。 
・リナシティもいつもガランとしている。活用の仕方が悪かった。税金をどれだけ無駄遣い

しているんだろうか。 
・無駄なものに金をつかわず、市民の意見を聞いた上で判断、決断して欲しいです。もっと

力を入れるべきものが色々とあるはず。 
・興味がある人しか情報を得られない現状の改善。市民が自発的に取り組むことも必要だが、

まずは市民に届く情報や姿勢が欲しいです。 
・霧島が丘に子供が遊べる簡単な遊園地のような施設があれば、バラ園等に訪れる人が増え

て、観光スポットになると思います。鹿屋には、自然と遊べる施設は多くありますが、遊
具（遊園地のような）施設がなく、子供達に意見を聞くと、遊園地のような場所が出来れ
ば、ゆっくりと遊べるのにとよく言われます。ぜひ、鹿屋にも、遊園地を作ってもらいた
ちと思います。 
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
・霧島が丘のバラ公園、リナシティ等、立派な施設の有効利用がなされているのでしょうか。

つぎこんだ資金を何十年半分でも取り戻す企業意識が欲しいです。市街地を離れた高齢者
等送迎付きで招待され、市の事業の一環を知らせ楽しませて欲しいです。また日常生活も
大切ですが、次世代の為に、空港へ早く行ける道路、錦江湾の架橋など、長い目の施設の
根回し的事も、一歩でも進めて欲しいです。若者の市内に勤務できる工場誘致は、全然見
込みがないのでしょうか。あらゆる「コネ」を使ってさがして欲しいです。過疎が進むば
かりを眺めてばかりでは・・・。 

・霧島が丘公園は、鹿屋市民の誇りであり、憩の場となっている。場所、施設、景色等、市
民として自慢できる。ただ、せっかくの施設が、展望台については、十分に活用されてい
ない。その理由の一つとして考えられるのが、展望台までのアクセスの不便さにあると思
われる。駐車場からの距離が遠く、なかなか行きづらい。公園の中で 高の場所にありな
がら、ただ倉庫としての使用ではあまりにも勿体ない。以前のように、お茶でも楽しめる
ように改善し、施設の南側（ゴーカートのコース外側）に小さな駐車場を設けたらと思う。
あの場所に、シャレた感じの店でもあれば、老若男女を問わず、必ず大勢の人達が足を運
ぶに違いない。 

・野球場、サッカー場等の充実、そしてプロの合宿等誘致はできないか？ 
・学園都市づくり、福祉等の専門学校の誘致を計り、若者の住む町づくり、若者が定住する

と、衣食住も充実してくるのでは？ 
・公営住宅が多過ぎて、民間のアパート、貸家が成り立っていない様に思われる。専門学校

等の誘致ができると民間の需要も活性化するのでは？ 
・役所は市民の為のサービス機関でもあると思う。市民に対する窓口業務などは、職員を交

代勤務体制をとり、夕方の 19 時ごろまで開庁してほしい。同様に、土日祝日も交代制に
より、窓口サービスの充実を考慮してほしい。 

・市職員の採用について 
 全員とは言わないまでも、採用基準を例えば、民間企業を５～10 年以上実務経験のあ
る人材を採用する様にできないものか。 

・遊ぶ場所が少なすぎる。みんなでどっか行くとなった時、遊べる場所をもう少し増やして
ほしい。 

・立派なバイパスもできたのだから、観光バスも立ち寄って食事もでき、みやげ物も買える
様な道の駅でもあったらいいのにと思う。お年寄りたちが作った無農薬の野菜を使って、
安くできれば利用する人も嬉しいし、お年寄り達の生きがいにもなると思う。どこに遊び
に行っても殆どの所に立派な道の駅があるが鹿屋にはないので残念です。 

・老若男女ともスポーツをよくする街だと思います。ランニングコースの更なる整備や運動
後のシャワー室等の施設や給水所、トイレがあると便利に思います。 

１ 図書館について 
  現在の図書館の利用者数は分かりませんが、自分としては１回も利用した記憶がなく、
理由として立地が不便という事に尽きます。以前立っていた現鹿銀鹿屋支店あたりの時
は、よく行っていた記憶があります。できれば市役所近くの町中に引っ越すことはできな
いでしょうか。新たに建物を作るには多くの費用がかかるので、シャッター通りと化した
向江、共栄町あたりの空きビルを長期借用で、内部だけリニューアルしてとか、体育館周
辺の公共施設を利用するという手もあります。全部引っ越す事が無理であれば、分館して、
本館には、専門書的な利用頻度の少ない物など残すなど工夫し、ただし、図書の管理には、
コンピューターの能力を借りて一元化し、どちらにあるかの作業は必要となりましょう
が・・・。電子書籍化が進みゆく世の中ではありますが、好きな本を手元でゆっくり読む
贅沢な時間もまだまだ必要と自分では思いますので、ご一考いただければ幸いです。 

２ 広報紙について 
  何気なく読んでいる「広報かのや」ですが、神奈川から帰省した親戚が目を通して、「ぜ
いたくだね、自分のところでは、こんな紙質の良いカラー刷りではないよ」との一言。た
まにカラー刷りもあるが、お知らせ的なものは白黒で紙質もツルツルした物ではないとの
こと。はたしてコスト的にどう変わるかは分かりませんが、一度対比して、必要に応じた
やり方で、できるだけコスト削減に努められるよう、引き続きコスト意識の高揚を希望し
ます。 

①関西からサンフラワーを利用しての割安パック旅行の企画（体験型・観光型ｅｔｃ） 
②スポーツ団体（プロ・大学・高校ｅｔｃ）の合宿の場としての利用 
③将来は出来るだけ自立した生活をしたいと思っております。その為には、医療、福祉、買
い物、コミュニティ広場など徒歩で行ける所にないと無理です。今は運転が出来るのでい
いのですが。広い家の管理も大変かと。生活の便利な所に公的な賃貸シルバーマンション
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
など、あればと思います。 

１市政の勇気ある改革の推進 
２企業の誘致への努力 
①私達は都会からのＵターン者です。バラの町かのやというイメージは一見良いように思う
のですが、人件費やお金がかかるんじゃないですか。日本全国にバラ園はたくさんありま
す。が、風土によく合っているのでしょうか。たびたび見に行くことはないです。 

②リナシティは、市民講座等でよく使用させていただいていますが、昔のかのやの街を知っ
ていますので、商店街は、シャッター通りで淋しい限りです。バイパスの方を中心に市役
所やリナシティ、保健センターなど人が集まるところに一つの街をつくれたらよかったの
にと思っています。 

①若い人を増やすため大企業はむりでも中小企業を誘致したり、既存の中小企業への力添え
等、町を元気づけることを考えて下さい。幸い鹿屋は、病院も多いし治安など生活環境も
よく若い人には、住み易い町だということを外に向けて、もう少し積極的に宣伝したらと
思います。 

②早く下水道を作ってください。 
①障害者に対する理念がなっていない。対応も悪いので、せめて、鹿児島市程度には勤めて
ほしい。 
②町内会役員等の人材育成が必要だと思います。 
③職員の教育 
①歩道を作って下さい。 
 鹿屋自動車学校前（旧 220 号）と少し下ったところは、歩道が 2か所途切れています。子
どもたちに裏道は通らせたくないので、危険を承知で仕方なく通らせています。事故があっ
てからでは遅いです。大至急作って下さい。法的に問題があったとしても、仮処置を考えて
下さい。 
②放置自転車は速やかに通報するよう呼びかけて下さい。それに子どもが乗って遊んでいた
ら、警察に窃盗で補導され子どもの心は、深く深く傷つき心はズタズタにされました。警察
から子どもを守るために放置したまま何カ月も放っておかないで!!郷原石油奥の「○○リサ
ーチ」の前にも長い間放置してあります。 
③公営住宅は駐車場が建物の陰になる工夫もしてよいのでは。子育て中は暑い車内に大変困
りました。 
７月より鹿屋市に移住しました。（主人の転勤のため）知人がおらず、また、まだ子供も

いないため、全くの１人になり、心細い日々が１ヶ月程続きました。 
転入届提出時に、かのやごみ分別の要旨は頂きましたが、色々なお店の紹介（商工会と協力
して）や、各種運動施設、観光マップ、教養講座紹介などもあれば、鹿屋市に移住しても楽
しいところがあり、行ってみようかなぁと思うと思います。 
現在は、かのや広報紙などでだいぶわかってきたので、 初にそういう用紙を頂けると楽

しいと思います。 
90 歳の母のところにきたアンケートでしたので、長女（同居）が聞きとりで書きました。
NPO の件について個人的利益を目的に行っている。 
アンケートの対象を高齢者に対しては内容が難しいでした。 
お疲れ様です。育ったまちなので、折角の機会を頂きましたから少し考えてみました。 
今回のアンケートに記載された項目は全て重要だと思っています。高齢化が進み、税収も

減り、いずれ人口も減少していく訳で、高齢者の方々が、いきいきと安心して暮らせて、ま
ちとしては税収を増やすこと、不況による企業の減少、少子化の進行の局面でも柔軟に対応
し、住みやすい環境であること 
ご苦労様です。車世界乗れるうちは幸せ。高齢者になり免許証なくしたら、お家から一歩

もでられません。さびしいものだろうなぁと思う今日この頃の私当年７０歳まだまだだいじ
ょうぶですが、鹿屋の町の中をきれいなくるりんバスが走っています。孫と一緒に乗ってみ
たいなぁと思いました。町の中だけでしょうか。地方は走ってもらえないのでしょうか。バ
スその物は、商店街の運営なのでしょうか。役所とは関係ないのでしょうか。地方もあのき
れいな車がせめて２往復位走ってもらえたら、遊びに行ったり、買い物に行ったり楽しめま
すのにね。年金生活になり、そんなバスがあったら、毎日が楽しいものになるような気がし
ます。友達を誘いあって年寄りもスポーツとか出来ない足腰の悪い人たくさんです。屋外に
おにぎり作ってバスで出かけ楽しむ１日どんなにいいでしょうね。私の小さな夢です。 
虫眼鏡片手に一生懸命アンケートに目を通しました。もっともっと若い方々のお声を聞い

てください。 
パチンコ屋がなぜか多い。もっと買い物が出来る所を作ってほしい。あと、あまりあそべ



   29 
 

記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
る場所がない。 
パチンコ店が多く、子どもたちの施設が足りないし、グランドゴルフ場ばかり目につく。
子どもはサッカーをしているが、北薩地区に比べると、試合数も少なく、又、他チームを

呼べるような整ったグランドもない。野里のグランドは駐車場が足りない。 
あと友人が車いす生活となり、話を聞くと、出かけても町の中は段差が多く、トイレ（店

舗）も車いすで入れる所は少なく、車いすでは生活できない町だと。（車いすに乗って初め
てわかったことだと） 

バラ一辺倒からの脱却を!! 
まずは財政の立て直し。人件費の縮小、カット。そしてできるだけ民間で行えることは民

間へ移していく。 
もう少し子どもを無料で看る人がいる所にあずけられる場所、施設が欲しいです。 
後、子どもと親のふれあい活動（集まり）とか、何かの活動をしたりして、たくさんの人

とふれあえるようにしてほしいです。 
もっとにぎわって、人がたくさん集まるようなまちにしてほしい。 
いろんな世代の人に楽しんでもらえるようなまちにしてほしい。 
もっと音楽に関するイベントプラン（他県からの観客を期待できるような）を誘致すれば

商業も栄えるのでは？と考えます。その為の施設充実も必要か？と思います。 
バラ園管理の件・・・独占企業ではなく、区画分けをしていろんな企業に管理させてはど

うでしょう？ 
もっと交通機関を充実させてほしいです。 
イオンショッピングモールみたいな買い物をたのしんだり、食事ができる大きな施設がで

きてほしい。 
もともと歴史もある鹿屋市です。住んでいて今、幸せを感じます。でも私は、障害者で細

いところまで足を運んでくれるタクシーみたいな車の交通手段が欲しいです。そしたら、消
費活動につながりいいと思います。芸術の面で展示会など開いてもらったらいいと思いま
す。鹿屋の市民の皆さんは、かなり芸術的センスも高いと思います。外国はアートを大切に
します。国の文化レベルですし、美しい町づくりに何かのインスピレーションなり、メッセ
ージ的なものがあるかも知れない。方向性としては、美しくかつ住みやすい町。私はこの街
が好きです。 
観光で来られて楽しめる。そういった町にしたいきれいな所は、たくさんあります。街づ

くりも錆のこない街づくり、何年経っても色あせない街づくりをお願いします。明日の子ど
もたちにもいい街と思ってくれる人にやさしい街にしてください。バラ園は、美しいです。
新しい街づくりは、今までないような街、すばらしい街、そんな街造って行きましょう！ 
リナシティのようなものは、他に作らないでほしい!! 
（客がいるのはマックスバリュだけだと思います） 
（市民の意見を聞かずに作った結果ではないでしょうか？） 
リナシティは今後どうするのか？毎年赤字を出しているハコモノだと思う。くるりんバス

も中途半端で、全ての人に便利なものではない。 
「老人を家で看ていく」という形に市全体が賛同していかなければならないのに、医療機

関や個人にまかせきりではないか？家へ・・・というなら家で看ていけるように補助が必要
だと思う。看ている人は、働けないのだから働けるようフォーローするか、働いているのと
同じくらいの手当てがあればよいと思う。そのかわり定期的にチェックする機関がいる。 
個人病院にばかり利益が行くのではないか？ 
老人も子供も安心して暮らせる街づくりが全てにつながると思う。安全、安心、防犯など

の意識を具体化するものになると思う。 
各地域に任せきりになるような状況では良くならないので、市自体がムダを省き、行動に

移してほしい。 
バラ園・・・利益がかたよっていませんか？ 
以前の市街地であった本町地区の家屋の老朽化の目立つ建物があり危険である。又、中町

の飲み屋の町並みは、夜の街で健全な町づくりから相反しているように感じる。 
青少年の健全な育成のためにも、飲み屋街の町づくりも必要なのではないだろうか。 
又、鹿屋の交通事故はかなり多いと耳にしました。運転者マナーだけではなく、鹿屋市民

の一つのカラーなのかもしれないと思えば、手の入れ方次第でいかようにも良くなるのでは
ないかと思う。 
〈福祉、文化、癒しの町 かのや〉 
スポーツは充実していると思うので、これからの時代のニーズに合った〈福祉、文化、癒

しの町 かのや〉の町にも加ええなればと切に思う１市民である。 
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
以前地籍調査の際、自宅前、横を道路が通ることになっていると聞きました。 
近所の方も何も知らず、それこそ“寝耳に水”状態でびっくりしました。 
その様な大きな工事に周辺の住民が何も知らず、地権者さん方たちだけで、決めていいの

ですか？ 
もし、工事によって自宅に何かしらの被害等出ても何もしてもらえないのかと不安で心配

です。 
夫婦共働きのため時間などとれないので、文章ででも知らせて欲しかったです。その時か

ら、少し市の事業や市民に対する配慮等に疑問を持つようになりました。迷惑がかかるかも
と推察されるような事案に対しては、もっと細かな配慮が欲しいです。 
市民として税金もきちんと納めているつもりです。 
もう少し、市民目線に立った市政をお願いしたいです。 
温暖化に伴い雨が異常に多いように思われます。特に札元の道路は、雨が降ると川のよう

になり、歩道もなく、車も止まりとても危険な状態となるようです。早めの対策をお願いし
ます。 
鹿屋の町づくりですが、どこが中心で賑やかなのか私たちには解りずらいです。子どもの

頃ははっきりとそれが解り、陸の孤島のような鹿屋でも楽しかったようなきがします。新幹
線でもとおればその廻りもにぎわうのかなと思ったりします。 
何かむずかしくてかんたんにせつめいしてくれたらと思う。 
老人にはきっとむずかしくてアンケートしづらい。 
家の近所のサイクリングロード（元線路）の草刈り等の頻度が少ないうえに、草だけで木

を切ってもらえないのが不満。電話をしても予算がないの、一言で終わり。ありえない。 
市民の安全とか利便性を考えるのが市政の仕事じゃないのか？きちんと仕事しろ!! 
格差のない社会を望む。 
活きた町作りを推進し、高齢者の町なので医療に力を入れるとともに、充実した町作りを

希望する。 
関係のない個人の意見ですみません。担当の方に。不満になりますが・・・。 
いつまでもゴミの分別ができていないのは、ゴミ分別表の冊子が市民の手に渡っていない

からというのもある。私の家にも 19 年度の冊子で載っていない品名もありどの日に出せば
いいのかわからないのがけっこうある。金属類という分類もできたのだから、1 回いちばん
近の分別表の冊子を作成して配ってほしい。 
担当の方に言ってください→鹿屋市は自動車税等の振込がコンビニで振込ができないの

で不便である。ちなみに薩摩川内市、霧島市はコンビニ振込できる。発送も早い。1 年間の
各種振込税金（健保・市民税等）の内訳がかかれた封書もくるのがたいへんおそい。７月か
らの引き落としの開始の分が、７月に内訳明細がきてどうするのか、といつも思う。あまり
おそすぎるので、月々の予定もなかなかたてられない。 
急な出費はとてもこまる。６月中に発送できないものかと思う。鹿屋市は、霧島市や薩摩

川内市よりそういう発送物がおそすぎてこまる。見習ってください。 
錦江湾を橋（鹿屋か垂水⇔鹿児島市）でつないでほしい。 
リナシティで行われているイベントがうまく伝わってこない。また、周辺の駐車場が少な

い。 
結婚 50 周年のお祝いあるときく。Ｓ34 年４月結婚式をあげたのだが、何のおとさたもな

かった。本籍川西町。不公平感をいだく。 
クルリンバス回数増えてほしい。時間も考えてほしい。 
健プラの周りの道路、草ぼうぼうで見苦しいです。 
定期的に除草していただきたいです。 
医療費の明細書が送ってきますが、体の悪い所は、病院へ行くしかありません。近所の方

も見ないで、すぐすてるそうです。経費のむだ使いではありませんか。 
公共的なサービスは出来るだけ民間団体へ委託し、スリムな行政にしなければならないと

思います。 
広報かのやをどこに行けば読める？ 
問９－２ 釣りが好きだから大根占に。 
子育てのためにＵターン者が増えるような鹿屋に。 
県外などへのアクセスのために道路整備は必要。 
高速道路の整備を早く実現してください。 
空港、インターまで時間がかかり過ぎます。同時間で福岡まで行けます。 
高齢化社会にどんどんなっていく現実に対し、早急に対応を考えていただきたいと思いま

す。 
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
市民 1 人 1人の現実ですから。 
私達も両親の介護・看護をやっています。働きながらの介護・看護は公的支援がとても大

切だと思います。どうぞよろしくお願いします。 
高齢者の多い田舎。鹿屋市街地に行くのに交通の便が悪く市街地の便利の良いところだけ

クルリンバスが必要でしょうか？いつ見かけても空バスが多く見受けしております。その便
を不便利な田舎に向けていただきたいと思っております。 
若い方は自家用車で行かれますが高齢者となると病院通いが多いのでぜひクルリンバス

をお願いしたいものです。 
近道路改修事業により、新生町の街路樹が全て切り倒されるように見受けます。 

地球温暖化が声高く呼ばれ、緑のカーテンなども積極的に推進しながら、何十年もかけて
成長した樹木をことごとく伐採されたのは時代に逆行したものと考えますが、どのような理
由なのでしょうか。 
お願いです。これ以上切らないでください。 
子ども手当ては増額しないままなのに、所得税は増税されるなんておかしいと思います。

「国の施策だから…」ではなく、何かしら対処をしてほしいです。保育料も高くなるし、
悪です!!これじゃ、働いても意味がない…。 
子育て支援について考えてほしい。 
各校区ごとの学童保育など働き盛りの親の気持ち、子どものことなど。 
通学路の安全、整備のことなど。 
市の職員の方々は、もっと自分のことと考えて町のため、市民のためにやってほしい。 
市の町づくりのために、いろいろと努力されていると思います。約 20 年前より鹿屋市へ

移り住むようになりました。一番不便に感じることは、交通の便が悪いということです。志
布志市などは、高速道路利用になり、空港鹿児島市へ 1時間少々で行くことができ、今や鹿
屋は陸の孤島のような気がします。なんとか鹿屋まで高速道路をお願いしたいと思います。
また、リナシティの目的が今一つわかりません。なんとか利用しようと思いますが、駐車

場が不便。屋上に作るとか、人が集まるためには、テナントが入るためには、ますが駐車場
だと思います。 
鹿児島へ直行バス利用の方なども、バス停まではみなさん車で行くが、駐車場がないとい

う方も多いです。 
市議のみなさん、市役所職員のみなさん給料・ボーナス高すぎだと思います。一般庶民の

給料に合わせてとは言いませんが、高いレベルに合わせるのではなく、鹿屋市役所という会
社の財政に合った給料、赤字の会社ならまず赤字をなくす努力をします。社員の給料も見直
します。市議のみなさんも別の仕事（自分の会社とか）をしながら市議をなさっています。
別の仕事をするのであれば給料は半分でもよいのではないですか？まちづくりの意見では
ありませんが・・・ 
市議会議員の定員を減らして又市の職員を減らしたら少しでも鹿屋市の収入に成り税金

も安くなると思います。 
市職員の給料カット 
市議会議員の定数の削減 
市職員は市民あっての公務員 
給料もその地域に合った平均したもので決めてほしい。 
市民はボーナスも出ない会社が多く根本的に考え直す必要あり 
市長さんへの提言 “かのや市議会だより”第 19 号に昨年９月定例会の一般質問で吉國

議員の桜島架橋推進についての質問に対して、市長は、桜島架橋推進協議会など民間団体等
と一体となり、その実現に向けて取り組んでまいりたいとの回答でありますが、本年７月１
８日朝刊の南日本新聞に国土交通省が PPP 制度活用事業に薩摩・大隅半島を結ぶ錦江湾横断
複数案の建設案として、架橋案とトンネル案を採択して８月中には、いづれか１つの選択に
めどをたてるとの記事があり、一方、伊藤県知事も知事選マニフェストに基づき”錦江湾横
断交通ネットワーク”可能性調査に着手しているが、建設の可否判断は示していない段階に
あって、更に３月末九州新幹線の貫通に伴いその効果について８月２３日付朝刊南日本新聞
の論説“生かせ縦軸”の中で伊藤県知事も１９日定例会見で大隅への効果浸透が弱いとの認
識を示している状況で、すでにサイは投げられました。市長は大隅地域の市町長のリーダー
シップを取って、大隅住民の架橋についての意識関心の啓発に邁進すべきと思いますが、市
長、如何なものでしょうか？ 
私の人生の中で半世紀鹿屋で暮らしています。小さいときは桜デパートがあり、あの辺一

帯はとっても賑やかで活気がありましたね。なつかしい思い出がいっぱいです。 
あちこちと転勤をし、又、鹿屋に戻ってきました。 近は街全体にほとんど活気がなく、
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
あの辺は車で素通りするぐらいです。買い物も鹿児島市へ出かけています。 
いろいろと考えられて行動されていますが、いまひとつパットしませんね。もう少し、文

化、歴史の香る街並みにしてほしいです。若者だけに受け入れる街でなく、年配にも愛され
る街にしてもらいたいです。くるりんバスはとっても良い考えだと思います。今は赤字かも
しれませんが、将来は利用も多くなると思います。 
街の中心にステキな憩いの場所があるといいですね。 
私は 63.11 カ月の者ですが、仕事がなく又妻もガンで仕事が出来ず大変です。少しばかり

のたくわえもなくなりましたが、前日税金の知らせが来ましたが、前年の倍になり来てまし
たが、なんででしょうか。払えそうもありません。助けて下さい。嶋田市長様 
自衛隊が我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため日々活動していることは承知し

ています。とりわけ、災害発生時における救援活動には敬服しています。 
一方、鹿屋の海上自衛隊航空基地から飛び立つ自衛隊機が３機も４機も編隊を組んで低空

で行ったり来たり、旋回したりするとき、その騒音たるや甚だしいものがあります。 
「豊かな自然環境と人が共生するまち」づくりのためには一考を要するのではないでしょ

うか。 
これらの日常の会話をとぎらすような騒音が、市民生活に及ぼす影響をどうとらえておら

れるのか伺いたい。幼稚園や小・中学校の児童・生徒への影響、牛馬等畜産業への影響は測
り知れないものがあります。 
自衛隊機の市内上空での飛行訓練は低空での編隊飛行は遠慮してもらい、編隊飛行訓練は

洋上又は高空で実施して欲しいものです。 
自衛隊が鹿屋市民の未来像「自然環境と人が共生できる市民生活」を理解し、騒音の減少

につとめてくれるならば、市民の間にも共生には欠かすことのできない「寛容」の精神も培
われるのではなかろうかと考えるところです。市内には自衛隊とその家族も多数住んでおら
れます。自衛隊の航空基地を排除するのではなく、これを包含し、それと共生してゆくため
にお互い相手の事情・立場を理解しあうことが必要と感じます。 
鹿屋にきて 1 年になります。丁度、点滅信号のある交差点の所に住んでいますが、今まで、

７～８回事故を見ました。交通のマナーが悪いと思います。点滅じゃなくて信号機を設置し
てほしいです。歩道が狭いため、車道を歩かなければならない所があります。 
だから、自転車の人を見かけないのかな？ 
自転車が走れるような道路がほしいです。 
年寄りの運転もこわいです。 
鹿屋の市民がいなくば行政とは少しおかしいのが市の職員、市県議にしてもいまの現状を

誰もわかっていない。市長あなたもわかっていない。自分のことばかりですね。鹿屋のシャ
ッター街をまわりを少し見て下さい。行政の中にいるとその外の厳しさとかわからない。商
店、飲食にしてもはばひろくこれ以上いいたくない。 
行政にあきれてます。 
市民の生活をみなおして下さい。 
まず何ごとにも鹿屋のために。 
鹿屋バスセンターから鹿児島中央駅のバスを利用したいが、自家用車を駐車しておく場所

がない。 
鹿屋市が現在、どのような町づくりをめざしているのか、よくわからないし、その為にど

のようなことをしていているかもわからない。 
近感じることは、新幹線が通ったとはいえ、鹿屋の町に住んでいる以上、以前とあまり

変わらないということ。高齢者の運転が増えたり、わがままな運転をする人が多いと常に感
じること。 
年をとって、自分で運転できなくなっても不自由しないような交通網ができればいいかな

と思っています。 
バラ園の下地域は井戸水も飲めない状況（農薬）だと住んでいる地区の人が言っている。
そんなのはどうでもよいのか？ 
役所の人間を見たらイライラする市民がこんな気持ちにならないように市長にお願いす

る 
市長へ→強い気持ちで貫いて下さい。 
鹿屋市は県でも大きい市に入ると思うが、大きな体育館（公共施設）や、公共交通、人々

がたくさん集まる場所が悪い。バスセンターがなくなった時点で鹿屋市はもう終わったと思
った。観光客を呼ぼうにも道路からホテルから大事なものが不足している。どのような部分
にお金を使っているか分からないが、もっと人々を呼べる、鹿屋市というのを誇りに思える
まちづくりを行ってほしい。 
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
高齢者に配慮するのはいいが、今から時代を担うのは若い方々。その若い方々がいなくな

り、過疎化が進めば、鹿屋市自体がなくなりかねない。役所の中にも昔の考えが根付いてい
ると思うが、もっと時代の波に乗り、県外から県内の鹿児島市の方からも鹿屋市に来てもら
えるようにしてもらいたい。 
実際鹿屋に来たことない人は多い。それは何もないからであり、自分たちの市で十分に楽

しめるから。そうならないためにも、もっと鹿屋市をよくしてもらいたい。 
鹿屋市職員の給料を市民と格差の無いように。 
職員の平均は？350 万～500？市民の平均は 230 万～300 万ぐらい。 
スポーツの町だと思うが、あまり運動施設の作り過ぎ。 
鹿屋バラ園も今ぐらいで、日本一にならなくても良いのでは。 
維持管理費が掛かりすぎるのでは。 
市長は鹿屋市民が安心して働ける企業をもって来て欲しい。福祉も大事だけど周りを見れ

ば老人ホーム、グループホームだけが増えている状況では。子が親と住める町を作ってほし
い。NPO 団体、財団法人いろんな団体、税金を払わなくて良い団体が増えて財政が苦しくな
るのでは。このような団体からも少しぐらい税金をとれば財政も楽になるのでは。市民の税
金をこのような税金をとらない団体に補助金の使いすぎでは？ 
市長殿、鹿屋市全体が住みよい町になるよう頑張ってください。 
鹿児島の中では栄えているといわれている鹿屋市ですが、娯楽、レジャー施設が充実して

いるように思えません。 
また、他の地方の方が訪れて見物できるような場所もすぐには思いうかばないので、他の

地方の方も鹿屋市民も楽しめるような施設を作って欲しいです。 
・大型百貨店 
・川や山のある所にステキなレジャー施設 
鹿児島県下の孤立地として大隅半島の問題がありますが、鹿屋にある自衛隊基地をさらに

活かすために米軍との共用（共同使用）を提示してはいかがでしょうか（全国に魁けて）。
幹線道路、港湾の整備拡大が近隣の志布志市との協力関係を軸に成立するのではと考えま

す。米軍問題をあえて鹿屋が挙手することで、全国への提起になるかと思います。鹿屋は農
業と自衛隊を看板にやっていくべきではないかと思います。企業は特になく、パチンコ業だ
けが目につきます。 
軍産複合体（軍、関係者に関わる衣、食、住のこと）を拡大させ、安定雇用につなげ、基

地費用で潤う資金で交通網を充実させ、よりよい市をめざせればと考えます。 
若者が都会に出ていかなくてもいいように、ソニーか京セラなど大企業の誘致を積極的に

推進すべき！その為に１０年間の固定資産税免除や土地の無料貸与などアイディアはいく
らでもあると思う。 
公務員は給料面など優遇され市民感覚とずれや甘い考えの職員もいる。一般企業での１ヶ

月ぐらいの研修を幹部クラスから実施されてみては 
寿 8 丁目、札元地区は住宅地となり車の往来も多くなっているが、道幅がせまく運転しず

らい。拡張は無理と思うが、交差点の道路ミラーの設置整備を充実して事故防止に努めたら
と考える。 
又、269 号と水道線、バイパス付近の渋滞解消できないか。 
他の市に比べ、スポーツ施設が散らばっており、その整備も不充分である。箱物行政は望

まないが、整備は充実すべき。 
小・中学校の統合について、学校のなくなった地域への支援 
スクールバスなどで大丈夫なのか（人が住まなくなる） 
子どもがいなくなる町についてどう考えているか 
これからの鹿屋についていまではなく 10～20 年後をしっかりと考えて一つ一つの問題を

考えてほしい。 
新たな施設（観光）は、必要ないと思う。 
鹿屋市役所は業務を小分けしすぎている。そのため業務が重なっている部分も多くあり、

無駄が多い。改善すべきである。 
町の中心にリナシティができ、すごくうれしい。市民はもっと利用してほしい。すばらし

いですよ。夜は変な若い人が多いから警察と話し合い安全な街づくりをお願いしたい。 
田崎道路ツツジの花が悲鳴をあげています。元のあのきれいな花が咲くようにしてほしい

です。お願いします。 
道の駅を桜島、開聞岳の見えるところに作るべき。 
年齢も 70 歳後半となり、又、体があまり調子がよくないので、夫と２人日常生活が他人

に手をかけずにすごせるのか一生けん命といった所ですので、悪いですが、市の発展に？と
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記述内容（有効回答者数 n=360 人） 
かいうところまでは及ばない暮らしです。 
農業ばかりでなく、教育や経済活動にも力を入れてほしいです。 
病院の産科が少なくて妊婦さんが困っていると良く聞きます。 
せっかく県立病院があるのに県と連携してこの少子化時代に対応していただきたいです。
北田公園の芝刈りをしてほしい。 

無駄な建設が多すぎる。 
１ バラ園 
  当初は繁栄していたが 近は見学者が少ない。 
  このような施設（動物園、水族館等）は、いずれも同様である。検討すべきではないの
か。 

 
２ リナシティ 
  当初から反対意見があったが、町の活性化に寄与していない。 
  中央公民館、文化会館等で行っていた行事を等分化しただけだ。 
 
３ 国道２６９の瀬戸町の寿に上る坂道が大雨の時は川のようになり、車が登れない状態に

なる。 
  古江のバイパス道路や２２０号線バイパスの片道２車線化等より優先すべきではなか
ったのか 

 
  農林水産の活性化はどうなっているのか。 
１ 耕作放棄地や後継者不足になりつつあるが、対策はどうなっているのか 
 
２ 林業も同様で間伐材等が売れない。道路の整備がされない。後継者がいない。 
  対策は考えられているのか。 
 
３ 錦江湾の海水汚染 
  養魚場の増加により海底にヘドロが積もって、海洋汚染赤潮発生になっている。又、魚
の生活に影響し、漁獲高に影響している。対策を考えるべきだ。 
問１１（１）のサービス水準が低くなるというのはどのようなことを言うのか意味がわか

りませんでした。 
施設等のハード面をいくら作っても、その中で働く人材の応対等が悪ければ税金の使い方

をとても考えさせられます。 
リナシティで施設利用をした際、対応が悪く、心からもう２度利用したくないと思わされ

ました。 
市民のためという名目の施設でしょうが、市民に使用するなといわれているようでした。
老々世帯で身内の無い世帯の緊急時の連絡方法が欲しい。 

 


