
意見 

※参加者より寄せられたものを原文のまま掲載してあります。 

テーマ 内容 会場 

サッカー場 
サッカー場が出来る事によりスポーツで指宿に多くの客が来ると

思います。  
開聞 

サッカー場 稼働率の上がる方法を早めに市民から聞く。 北指宿 

サッカー場 サッカー場等設置反対です。 南指宿 

サッカー場 サッカー場より先に道路を作る必要があるのではないか。 南指宿 

サッカー場 他との差別化。広報等が大切である。 南指宿 

サッカー場 
サッカー場の試合がある場合の観客の雨対策。（屋根があればよ

い。） 
南指宿 

サッカー場 

将来への投資で作ったものが，今は，負債になっている。なのは

な館や開聞ふれあい公園など，何千万円もの維持費が使われてい

る。サッカー場を整備する必要があるのか。１０年先，２０年先

はどのようになっているのか。生産人口は減る一方で、税金は増

える一方。そういった中で，サッカー場は必要か。それより先に

道路を整備しなければならない。この案件に賛成した議員は本当

に将来の指宿のことを考えているのか。 

南指宿 

サッカー場 

今は，格差と貧困が激しくなっている時なので，「健幸のまちづく

りの推進」「次世代を担う子供たちの育成」にこの事業はあってい

ない。たんなる言いくるめ。 

山川 

サッカー場 
サッカー場を作る経費があるのなら，足元の環境を整えてほし

い。 
山川 

サッカー場 実施設計の中で市民からの要望の汲み取り方法は。 北指宿 

サッカー場 
サッカー場は必要ではないと思うが雇用の為人口増になるならよ

い。 
北指宿 

サッカー場 コートの芝生（種まき又はブロック芝）の検討管理。 北指宿 

サッカー場 人口減をいかになだらかにするかの処方箋的役割になると思う。 北指宿 

サッカー場 
県内のサッカー人口が多く，試合会場が少ない為早く造って欲し

い。 
北指宿 

サッカー場 多目的グランドもあり身障者や高齢者が使用できる場所もある 北指宿 

サッカー場 

サッカー場を作るのであれば地域の均衡および発展のために指宿

ではなく，山川・開聞地域につくればそれぞれの地域が発展する

のでは。  

開聞 

サッカー場 
新たにサッカー場を建設する必要はない。それぞれの地域(山・開)

の施設を充実した方が均衡ある発展につながる。  
開聞 

サッカー場 
色々な施設が一ヶ所に集まっているのでもう少し分散して欲し

い。 
北指宿 

サッカー場 
サッカー場を作ってもプロが使うものではないから，将来管理が

行き届かないようなものにならないように。 
南指宿 

サッカー場 
サッカー場の後年経費は，今後の市の財政を圧迫しないものか，

不安。 
南指宿 



サッカー場 

人口減少，高齢化と言われているのに，なぜ，わざわざ，スポー

ツ場が必要なのかわかりません。人口減少や高齢化に対する取り

組み，手立てがあるのか。 

南指宿 

サッカー場 国体開催と同時完成ですが交通事情は大丈夫ですか。 南指宿 

サッカー場 活用の方向，見通しについて。市民の活用。観光との関連。 南指宿 

サッカー場 サッカー場の今からの運営について。 南指宿 

山川庁舎 
検討委員会の中で，３２年５月の利用開始の方針が示されたが，

早くできるようにはならないのか。 
山川 

山川庁舎 
文化ホール改修時，高齢者の為１階の活用とエレベーター設置が

必要では。 
山川 

山川庁舎 避難場所を３階に設けて。 山川 

山川庁舎 改修費の試算額が少ないのでは。 山川 

山川庁舎 
菜の花商工会も今，建て替えを検討しているが，できれば，山川

庁舎内に入れてもらいたい。 
山川 

山川庁舎 
菜の花商工会，今新しい場所を探しているので，利用できるよう

に願いたい。 
山川 

鰻池 
道路を車で走っていると，豚舎のすごいにおいがするのでどうに

かしてほしい。 
山川 

鰻池 池田湖と鰻池の水質汚染は畜産の汚泥と農薬の関係があるのか？ 山川 

鰻池 
道路を車で走っていると，豚舎のすごいにおいがするのでどうに

かしてほしい。 
山川 

市民会館 人が来るような施設を併設したら市の活性につながるのでは。 南指宿 

市民会館 維持費に見合った建物に。 南指宿 

市民会館 建設場所をセントラルパークへ。 南指宿 

市民会館 市民の自主サークル，小団体も利用可能になるように。 南指宿 

市民会館 座席が小さいので，大きいものにしてほしい。収容人数の適正。 南指宿 

市民会館 建設の基準が解らない。 南指宿 

市民会館 交通手段。車のない者，高齢者も自由に行けるように。 南指宿 

市民会館 なのはな館隣地へ建てると交通手段が車しかなくなる。 南指宿 

市民会館 
誰が利用する施設なのか，それによって規模が決まる。維持管理

費がかかる。 
南指宿 

市民会館 駅前に建ててはどうか。駅前の再開発は必要。 南指宿 

市民会館 議員ももう少し考えて欲しい。 南指宿 

市民会館 
グランドゴルフ場を活かす建物にしてほしい。（例えば、ひさしの

一部が休憩場になる） 
西指宿 

市民会館 当初の設計者との了解はどうなっているのか。 西指宿 

市民会館 
市民会館の運営について，日常的に意見を言えるシステムを作っ

てほしい。 
西指宿 

市民会館 
市民会館とかサッカー場の運営委員会に一般の人も中に入れて議

論して欲しい。 
西指宿 

市民会館 計画通りでよい。 北指宿 

市民会館 よい場所である，建設予定地については問題ないと思う。 北指宿 



市民会館 施設はまとまったほうがよい，近くにサッカー場もあるので。 北指宿 

市民会館 手もどりのないスケジュールを計画すべき。 北指宿 

小学校再編 学校がなくなることは、反対です。 西指宿 

小学校再編 遠ければスクールバスで安心。 北指宿 

小学校再編 小学校の再編を早く進めてほしい。 南指宿 

小学校再編 

西中は，池田小と今和泉小が入学する。どの小学校も，少子化が

あるので，池田，岩本の中間にある西中へ小学校を設けて，その

まま西中へ入学する。 

西指宿 

小学校再編 通学時間，距離が気になる。 南指宿 

小学校再編 少子化に対して必ず必要であると思います。 南指宿 

小学校再編 指宿市の人口減。人口を増やす案を考えないと。 南指宿 

小学校再編 

開聞，山川地域について具体的に計画が立っているので，方針が

立ててあると思うが，肝心な方針が明らかでないのでわかりにく

い。 

南指宿 

小学校再編 
登校，下校時の対応，スクールバス等。低学年，高学年の時間

差。 
南指宿 

小学校再編 通学区域の撤廃。スクールバスの充実。 南指宿 

小学校再編 

小規模校，適正規模の学校の両方とも良さはある。（適正規模は）

多様な学習形態が組める。学習・生活でよりよい競い合い。適正

な職員数で子供のニーズにこたえられる。クラス替え，スポーツ

少年団。 

南指宿 

小学校再編 

国は，児童の学力向上，生きる力の育成など総合的な点から，12

～18 学級が望ましいと提言している。（学年２～３学級。丹波

小，柳田小，指宿小） 

南指宿 

小学校再編 

世の中，働き方改革を言っているのに，学校職員の働き方にも配

慮が必要。教育内容の改革と学校再編も重なり，果たして良い学

校が作れるのでしょうか。 

南指宿 

小学校再編 学校均一のレベルは望めない。学校間の較差は是正すべき。 南指宿 

小学校再編 
小中一貫教育実施が，外国語科の導入や道徳の授業化と重なり，

現場の教員はたいへんな状況である。 
南指宿 

小学校再編 
複式学級の良さも理解できますが，子供達の学力向上の為に必要

だと思います。 
南指宿 

小学校再編 小学校の再編はむずかしい。中学校の再編はどうなのかな。 南指宿 

小学校再編 
再編ありきで進んでいるので，いろんな面からアイデアを出して

進めていくべきでは。 
南指宿 

小学校再編 再編計画は早めの決定をしてもらいたい。 西指宿 

小学校再編 小中学校が一緒に運動会をする。 西指宿 

小学校再編 西中，小中一貫にしてほしい。 西指宿 

小学校再編 ふるさとを守って欲しい。 西指宿 

小学校再編 高校３校。中学校５校。小学校１２校。続けたい。 西指宿 

小学校再編 
それぞれの地域の学校は残せない？地域のことを考えると学校を

残すことも大事と思う。 
山川 

小学校再編 PTA 内では，再編を早めて欲しいとの意見がある。 山川 



小学校再編 人口減でしかたない。 山川 

小学校再編 
大分では小さな学校が点々と残ってやっている。（視察必要で

は。） 
山川 

小学校再編 学校間のかく差を無くすことも大切。 山川 

小学校再編 市・企業・農業等をまきこんだ施策が必要なのでは。 山川 

小学校再編 市民が理解していないので，議論がされていない 北指宿 

小学校再編 学校がなくならない方向の再編は？ 北指宿 

小学校再編 各学校での学校再編についての意見を出すようにして欲しい。 北指宿 

小学校再編 子ども第一に考えていくことが必要。 北指宿 

小学校再編 
住民の話を聞いて統一を考えると言うが決まった年度に完了しな

くなる。 
北指宿 

小学校再編 学校再編もっとすすめるべき。 北指宿 

小学校再編 学校再編子どもたちのために。 北指宿 

小学校再編 学校再編複式学級の解消，適正な規模として。 北指宿 

小学校再編 子どもは増えない，大きな所で切磋琢磨したほうがよい。 北指宿 

小学校再編 地域のコミュニテイを活性化すれば色々な課題に対応できる。 北指宿 

小学校再編 小中一貫にすると登校拒否はなくなるという声がある。 北指宿 

小学校再編 教育委員会は情報をだしてほしい。(学力・運動) 開聞 

小学校再編 教育長が住民の意見を考えていないような気がする。 開聞 

小学校再編 地域に学校は残してほしい。 開聞 

小学校再編 
地域にとって大事な問題だからこそ，教育と福祉を同時に考えて

ほしい。  
開聞 

小学校再編 
学校の塗り替えをしてほしい，少しでも環境を整えてほしい，学

校に予算をつけてほしい。  
開聞 

小学校再編 
地域活性化で川尻元気プロジェクトを立ち上げたが，移住者を呼

び込むためには，小学校が必要。  
開聞 

小学校再編 
教育委員会の教育方針は，中・高向きではないか。小学校は根っ

子を育てる時期，地域の愛情見守りが必要。  
開聞 

小学校再編 
私は再編に積極的に反対ではないが，３３年は性急過ぎる。小中

一貫校まで見据えた長期的な視点が必要。中学校がさきでは？  
開聞 

小学校再編 
話し合い，話し合いといいながら，ちゃんとした話し合いは川尻

では 1 度だけです。  
開聞 

小学校再編 
住民説明会の際，アンケートでも意見があったが財源や，その使

い方等に関する説明がなかったのは，不思議あるべき。 
開聞 

小学校再編 市民の声はとどいていません。 開聞 

小学校再編 
経済効果のみで２校を１校にするのは反対，子供は強くやさしく

育ちません。  
開聞 

小学校再編 川尻小学校を無くすのは住民の８割が反対です。 開聞 



小学校再編 

住民の積極的な参加を促すことはとても難しいと思うが，地域の

未来に関わることとして，自ら参加して意見を表明できる雰囲気

をつくり上げる必要がある。  

開聞 

小学校再編 
開聞地域は２小学校を既存１校に集約することを目指す(Ｈ３３年)

とありますが，昨年の川尻地域の市民８０％は反対でした。  
開聞 

小学校再編 
教育委員の方は大きくする事が切磋琢磨して子供に良いと結論づ

けましたが，切磋琢磨は教育にあてはまりません。  
開聞 

小学校再編 子どもが少ないのは世の流れなので現状維持では？ 北指宿 

小学校再編 開聞地域は自分の所に(開聞小)に来ると思っているのでは？ 開聞 

中学校空調 
学校空調。少数生徒で空調が必要か？子供はたくましく育てて

は？空教室対策は？ 
西指宿 

中学校空調 早めの空調設置を願いたい。 西指宿 

中学校空調 空調設備は早く行ってほしい。 南指宿 

中学校空調 
指商は空調完備。隣接の今和泉小にはない。体力的には小学校か

ら。 
北指宿 

中学校空調 エアコン整備は学校の状況をしっかり確認してから。 北指宿 

中学校空調 空調，再編されればできやすい，予算的に。 北指宿 

中学校空調 小さい学校に優先して空調を入れてほしい。（暖房） 開聞 

ヘルシーランド 竹山も上手く活用してみては。 山川 

ヘルシーランド 
開聞岳あり，温泉あり，景観がすばらしいです。もう少しアピー

ルしてお客様をふやすようにしたらいいと思います。 
山川 

ヘルシーランド 
年齢が高くなったらあまり行かなくなった。高齢者もいけたらい

い。  
山川 

ヘルシーランド 観光地として長く続いて欲しい。 山川 

ヘルシーランド 地元の人，他地の人，遠方の人，鹿児島県温泉地めぐり。 山川 

西郷どん 公共放送の時は，事前に教えてほしい。 南指宿 

西郷どん 民放の行政のコクチをしてみれば？予算を組んでほしい。 南指宿 

西郷どん 鹿児島に比べたら指宿の盛り上がりイマイチ。 南指宿 

西郷どん ロケ地誘致。 南指宿 

西郷どん 自分たちが動くのが良いが，知らない事が多い。 南指宿 

西郷どん 史実を前に出してほしい。面白さの両立はむずかしい。 南指宿 

西郷どん バス，PR 不足。（全く知らない。）  南指宿 

西郷どん 自分たちが参加できる空気づくり大事。 南指宿 

西郷どん 自分たちで出来る事は？ 南指宿 

西郷どん 田舎臭さ，レトロ感も良いのではないか。 南指宿 

西郷どん リピーターを育てる。 南指宿 

西郷どん 日本語をそのまま共通語にする。田舎の言葉も。 南指宿 

西郷どん 自然が一番いい。 南指宿 

西郷どん スメの使い方、時間とか分かれば良いな。 西指宿 



西郷どん 
かごしま弁がもっとわかりやすいように。全国的に言葉がわから

ないとのこと。 
西指宿 

西郷どん 
西郷どんを子供たちにももっと興味をもってもらえる様にゲーム

感覚で楽しめる何かあったら良い。 
西指宿 

西郷どん TV 放送の情報が欲しい。 西指宿 

西郷どん もっと PR して欲しい。 西指宿 

西郷どん 撮影場所を巡るマップとか案内があれば！ 西指宿 

西郷どん 西郷さんと指宿の関りをもっと知りたい。 西指宿 

西郷どん 隠された西郷さんスポットを知りたい！ 西指宿 

西郷どん 西郷どんの機に，隠れ場所をアピールしては？ 西指宿 

西郷どん 西郷どん効果をもう少し宣伝をしてほしい。 山川 

西郷どん セゴドンの歴史的業績のみでなく、思想や哲学も考えるべき。 山川 

その他 小学校・保育園でも(語ろ会)を日中にしてほしい。 開聞 

その他 
地熱発電は将来，どうなるのだろう。温泉の泉源に影響はないの

か。心配。 
南指宿 

その他 

民主党政権の時は「ものから人へ」と言ってやっていたのに，も

のを作ることばかりで，社会福祉へのお金が実質的に入っていな

いと思うのですが。 

山川 

その他 

「観光・経済の活性化と地域振興」をするには，全国一律最低賃

金を１，５００円にすべきだし，１日８時間働けばふつうに生活

できる働き方にすべきです。有給休暇が日本では少ないです。 

山川 

その他 チャレンジデイ・アロハ宣言盛り上がらない。盛り上げるには？ 南指宿 

その他 人口のことが気になる。 南指宿 

その他 
（老友会が公民館などに植える）花壇の苗は市からもらえない

か？ 
南指宿 

その他 現実とビジョンをしっかりと打ち出してほしい。 南指宿 

その他 看板を視覚的にわかりやすくしてほしい。説明ではない。 南指宿 

その他 市民会館、大きい会場と小さい会場を作ってほしい。 南指宿 

その他 
借金で作るのだから，これから人口も減るのにどうやって返すの

か。わかるようにして欲しい。 
南指宿 

その他 
前もって意見要望を書いて持って来ては，時間短縮になるので

は。 
西指宿 

その他 議会と語ろかい→議会議員と語ろかい 西指宿 

その他 

なぜ，池田と利永は光がこないのか。インターネット中継など施

行するのに要望を出しても光がささない。どこに要望したらいい

のか。市の観光地である池田湖で Wi-Fi が使用できない。同じ市

内なのに不平等です。池田小の児童に光をつけて下さい。 

西指宿 

その他 岩本駐在所の周辺に徐行等の路面表示をしてほしい。 西指宿 

その他 鳥山，後迫組下に押しボタン式信号機を設置して欲しい。 西指宿 

その他 
幸屋信号機から，池田方面その他全体的に街灯を増やして欲し

い。 
西指宿 



その他 
議会と語ろかいではなく，議会報告ではないでしょうか？まだ住

民の意見を聞いてほしい。 
西指宿 

その他 空き家対策で，池田地区に人口増を！ 西指宿 

その他 

ワークショップについて，各地区で意見等をメモし，各館長あて

に提出。それをまとめて，回答，検討をした方がいいのではない

か。 

西指宿 

その他 時間をもっと有効な使い方をしてほしい。 西指宿 

その他 もっと身近な検討をしてほしい。子供たちの未来のために！ 西指宿 

その他 小さなことでも住民の意見を聞いて下さい。 西指宿 

その他 

西中正門前の押しボタン式信号機については，学校側から要望書

が提出されているので，1 日も早く実現できるようお願いしま

す。 

西指宿 

その他 今後のメンテナンス費用は（なのはな館） 西指宿 

その他 話し合うテーマを前もっておしえてほしかった。 西指宿 

その他 
ひょうたん池とかを無料開放しているが，有償にしてもいいと思

う。近くの人しか利用できないので不公平。 
西指宿 

その他 各事業に対する議会でのやりとりを聞きたかった。 西指宿 

その他 今後，決まった事について話し合うのは意味がない。 西指宿 

その他 移住者をもっと集めて欲しい。 西指宿 

その他 学生が市外へ流出しないようにしてほしい。 西指宿 

その他 決定したことではなく、過程の説明をして欲しい。 西指宿 

その他 昔の看板がおかしい。矢印を変えてほしい。 西指宿 

その他 農家のビニルマルチの野焼きが毎日ひどく洗濯物が干せない。 山川 

その他 
とうせん峡の水は湧水町の丸池湧水みたいに観光客にもオープン

にしてほしいです。 
山川 

その他 
ヘルシーランドの話し合いはしているが，地熱発電については何

の説明もない。市民が知らない間に推進するのではないか。 
山川 

その他 多子世帯への補助がある。少子世帯への補助などあればいい。 山川 

その他 

空地の手入れ，空き家は税率を上げるとか対策をとっています

が，空地は管理する事なくほったらかしで無責任な方が多いと思

います。 

山川 

その他 
地域の道路もボロボロなのに，地域の交通標識も十分ないのに。

お金（税金）の使い方が福祉の方向に向かっていない。 
山川 

その他 
ヘルシーランド近くの塩田で，昔，塩を作っていたので，それを

再現したらいいんじゃないか。 
山川 

その他 

山川，開聞の温泉の利用客が少ないので，地元民７５歳以上の方

に対して，無料開放はした方がいいのでは。お孫さんなどを連れ

ていき，ジュース１本の消費が生まれると思う。 

山川 

その他 なのはな館のプールを使えるようにして欲しい。 北指宿 

その他 語る会の時間が早いのではないか。 北指宿 



その他 なのはな館のプールと温泉を使えるようにして欲しい。 北指宿 

その他 健康の街づくりなのにサンシティが芝になり疑問を感じる。 北指宿 

その他 地域道の整備を。 北指宿 

その他 子どもの通学路防犯カメラ等安全対策を。 北指宿 

その他 通学路は防犯灯を整備。（防犯カメラ） 北指宿 

その他 
均衡ある発展のためには，開聞・山川にもそれぞれの施設建設を

して欲しい，資本投資は各地域平等に。  
開聞 

その他 
建設に伴う，土木建築等、地元の企業が請負える様分離発注も必

要ではないか，地元発展育成と技術育成につながる。  
開聞 

その他 
畑かんについても考えてほしい。ただ市の事業ではないかもしれ

ないが。 
開聞 

その他 時間が足りないと思う。 開聞 

その他 

今年のオールドカーフェスタで池田湖付近まで車の渋滞があった

ようだが，国体の事を考えれば駐車場の整備を行うべきではない

か。  

開聞 

その他 海岸整備と併せて駅前開発を行うべき。 南指宿 

その他 バランスシートの見える化，わかりやすさ。 南指宿 

その他 下水道の普及について。 南指宿 

その他 若者対策について。 南指宿 

その他 高齢者に優しい街づくり。 南指宿 

その他 道路が悪い。観光地なのに。 南指宿 

その他 
指宿は観光のまちなので，道路の美化について考えて欲しい。（花

壇など）行政で取り組んでほしい。 
南指宿 

その他 
観光地の顔となるところを自主的に整備するような気運を高める

必要があるのではないか。 
南指宿 

その他 ノラ猫の養子縁組ができるシステムを考えて欲しい。 山川 

その他 体験型活動（キャンプ）への市からの支援がほしい。 山川 

その他 農免道路沿い荒地になった場所整備して欲しい 北指宿 

 



気づいたこと 

※参加者より寄せられたものを原文のまま掲載してあります。 

テーマ 内容 会場 

サッカー場 
野球場もプロを呼ぶと言っていたが，今では全々プロは来ない

球場となっている。 
南指宿 

サッカー場 

サッカー場を作るにあたり，賛成，不賛成が議員さんの中であ

ったが，作ることになった。不賛成の方は，費用が掛かりすぎ

るということだったそうです。 

南指宿 

サッカー場 
開聞町や山川にいろいろ投資をしてきたのに，10 年後の今は，

草ぼうぼうとなっておりプラスになるような感じはない。 
南指宿 

サッカー場 
管理費を含めて人件費など相当の経費支出を余儀なくされてい

るのでは。 
開聞 

鰻池 見た目も濁っていて汚い。 山川 

市民会館 駐車場が多く，交通の便がいい 北指宿 

市民会館 市長選の時の説明で現市長の話を聞いて納得。 北指宿 

小学校再編 
山川，開聞地区の方々の再編に対する意見等と指宿地区との温

度差。 
南指宿 

小学校再編 
指宿市内の小学校５０人以下２校，５１～１００人４校。複式

も多く出てくる。 
南指宿 

小学校再編 西中，１学年が１０数人。 西指宿 

小学校再編 専門の先生がいない。（生徒の数で変わる。） 西指宿 

小学校再編 地域への影響は？ 山川 

小学校再編 子供にとって負担は？ 山川 

小学校再編 
中１ギャップがなくなるのでは。いじめが長く続くおそれもあ

る。 
山川 

小学校再編 
スポーツでは学校を選んでいる例もあり，学校を選べてもいい

のでは。 
山川 

小学校再編 栁田小学校の取り扱いについてどの様になっていくか心配 北指宿 

小学校再編 学校がなくなるのはさびしい 北指宿 

小学校再編 学校再編人数が少ないと部活も思うようにできない 北指宿 

小学校再編 合併が先に有りきということはないのか？ 開聞 

小学校再編 パブリックコメントが反映されていない。 開聞 

小学校再編 教育委員会の進め方にも疑問がある。 開聞 

小学校再編 アンケート結果が（開聞地域）反映されていない。 開聞 

小学校再編 通学方法等よりも住民理解が先である。 開聞 

小学校再編 
１０年前から進めているらしいが，私が知ったのは去年，ＣＭ

が下手では。 
開聞 

小学校再編 

いじめがあったり，目が届かなかったり，声をかけられないこ

とは（あたりまえのこと）社会はそういうものと，３月の定例

会で言われているのは指宿市の考え方としては残念だし問題

だ。 

開聞 



小学校再編 

校舎が古くなっている事は，１０年前からわかっていたこと。

なぜ少しずつでも改修しなかつたのか。指宿市の学校は環境が

悪すぎる。 

開聞 

小学校再編 
地域を活性化(存続)されるには，子供が帰ってくる場所が必要。

地域には学校は残す！ 
開聞 

小学校再編 
３０年度から住民協議は３月定例会で言われているように「住

民の意見は参考」のみになってしまう。 
開聞 

小学校再編 
教育委員会の意見のみで広報いぶすきに方針が策定されたとあ

るが，学校再編を入れているのはおかしい。 
開聞 

小学校再編 
「学校跡地の利活用」とあたかも廃校が決定しているかの印象

を受ける。 
開聞 

小学校再編 
学校の職員の考えはどうなのでしょうか。すごく大変なのでわ

と思います。 
開聞 

ヘルシーランド 
ヘルシーランド及び山川砂蒸し保養と養豚施設（大規模）との

距離は問題ないか？ 
南指宿 

ヘルシーランド 湯あたりの感じがあったので，最近あまり行ってなかった。 山川 

ヘルシーランド プールがあるから良いですね。 山川 

ヘルシーランド バス停に観光客がたくさんいる。 山川 

ヘルシーランド 写真をよく撮っている。 山川 

ヘルシーランド 経済，ゆとりの気持ちがなくなった？ 山川 

ヘルシーランド 

政治は生活と思っておりますので，何の考えもなく参加させて

頂きましたが，ヘルシーランドのテーマで最近行っておりませ

んが，補助があるので助かると思います。 

山川 

ヘルシーランド 補助金があるから助かる。 山川 

ヘルシーランド 地熱発電の予定地なのですね。 山川 

ヘルシーランド 
ヘルシーランドプールのシャワーが壊れている，早めに改善

を。 
北指宿 

西郷どん 大河ドラマ，副音声なら鹿児島弁わかる？ 南指宿 

西郷どん スメ，ゆで卵，道路がきれいになっていた。 南指宿 

西郷どん バスが走っているのを知らなかった。 南指宿 

西郷どん 鹿児島弁のサービスが良い。 南指宿 

西郷どん ほしむれの西郷どん館が気になる。 南指宿 

西郷どん 
インフラ整備等行われているのに自分たちが知らない。PR 不足

では。 
南指宿 

西郷どん 
バスが出るようになって良かった。もっと利用者が増えたらい

いと思います。 
西指宿 

西郷どん 昔，西郷さんがよく鰻池に来たと聞いています。 山川 

西郷どん 
鰻池は，セゴドンの足跡のみでなく，自然も，村も美しい。外

国人が好みそうな場所だと思う。 
山川 

その他 
道の駅のゴミ，気になる。草を刈ってほしい。指宿の看板なの

に…。 
南指宿 

その他 道の駅，泊まる人が多い。 南指宿 

その他 管理者任せにならず，当事者意識が必要。 南指宿 



その他 
１０年前に設置した看板がそのまま残っている。（あつひめ駐車

場）いらない看板もある。 
西指宿 

その他 観光地，通りがけで色々感じる。 山川 

その他 子供が通う保育園の先生がすぐやめて，入れ替わりが激しい。 山川 

その他 参加者が少ない。 山川 

その他 大成小学校の国道側フェンスが倒壊しそうで危険。 山川 

その他 そうめん流し整備して欲しい，道路反対側荒地 北指宿 

その他 部活で遅くなると暗くて怖い 北指宿 

その他 
庁舎の工事中の為なのかもしれないが，正面入り口に庁舎への

出入りの案内がなされていない。 
開聞 

 


