
 

  

出前講座実施報告書 
令和３年度 

企画政策課 

      

 



１．事業実施期間 

  令和３年 4 月 1 日 ～ 令和４年 3 月 31 日 

 

２．広報手段 

  ・市報に掲載（令和３年４月１５日発行） 

  ・市公式ホームページに掲載 

   

３．申請書受理件数（企画政策課取りまとめ分） 

   ３６件 

 

４．開催回数・参加人数                   ５１９回／３３，０６４人 

  (内 訳) 

企画政策課取りまとめ分             ２７回／ １,６８０人 

   各課受付分                    ４９２回／３１，３８４人 

               

５．申請取り下げ件数                                  ９件（コロナによる） 

 

６．企画政策課取りまとめ分開催状況 

講座名称（担当課） 講座件数 参加人数 

自然災害から身を守る（危機管理課） 12 1,325 

ごみ減量とリサイクル（生活環境課、市民課加治木市民生活係） ３ 51 

学校教育の取組（学校教育課） ２ 44 

みんな違ってみんないい～男女共同参画入門講座～ 

（男女共同参画課） 
２ 18 

地域の歴史を語る（社会教育課） 1 40 

ＫＡＮＫＯＵ（商工観光課） 1 58 

空き家の活用について（地域政策課） 1 20 

複合新庁舎整備事業（庁舎建設課） 1 27 

基幹相談センター「あいか」とは？（長寿・障害福祉課） 1 15 

「マイナンバー」って？（デジタル行政推進課・市民課） 1 27 

知って得する活用術（図書館事務局） １ 24 

子育て支援拠点施設事業について（子どもみらい課） １ 31 

合    計 27 1,680 

   



７．直接申込分開催状況 

講座名称（担当課） 講座件数 参加人数 

消費生活センターとは？（男女共同参画課） 27 467 

防火・防災訓練（消防本部） 326 24,432 

救急講習会（消防本部） 77 1,475 

交通教室（男女共同参画課） 35 4,405 

適塩（よかあんばい）講座（健康増進課） 8 142 

認知症サポーター養成講座（長寿・障害福祉課） 6 209 

なぜ？介護予防の意味？（長寿・障害福祉課） 13 254 

みんなと取り組む介護予防 0 0 

合    計 492 31,384 

 

８．申請者属性（企画政策課取りまとめ分・取り下げ分は含まない） 

申請者団体種別 件数 

自治会・コミュニティ ８ 

サロン・グループ ７ 

商工会・民児連等公共的団体 ６ 

民間企業、企業グループ １ 

学校、ＰＴＡ ５ 

ＮＰＯ等 0 

合    計 27 

 

９．参加者アンケート結果（回答総数 277 件） 

設問 回答 回答数 構成比 

本日の講座はどうでしたか 

大変ためになった 151 54.6％ 

ためになった 110 39.7％ 

思っていた内容と違った 12  4.3％ 

ためにならなかった 2  0.7％ 

無回答 2  0.7％ 

本日の講座は理解できました

か 

よく理解できた 134 48.4％ 

理解できた 130 46.9％ 

あまり理解できなかった 6  2.17％ 

無回答 7  2.53％ 

あまり理解できなかった理由

（自由記載） 

・早口でわかりづらい。 

・専門用語が多い。 

・ページを示しゆっくり説明してほしかった。 

・本の探し方はパソコンを使って探すのは難しい。 

・人に尋ねられない。 



９．参加者アンケート結果  

問４．本日の講座の感想、今後出前講座で取り上げてもらいたい内容（自由記載） 

 

・大変ためになりました。(70 代女性・「マイナンバー」って？) 

・各地の自治会やサロン等、集会の場へ出前講座を今後もやってください。(70 代・ごみ減量とリサ

イクル) 

・大変参考になりました。ルールを守らない人へどう説明したらよいかよく考えます。(70 代男性・ご

み減量とリサイクル) 

・今日の話は良くわかりました。また地域に帰って近所の方にも話したいと思いました。(70 代女性・

ごみ減量とリサイクル) 

・昨年清掃センターを見学させてもらって勉強になりましたが今日はさらに詳しく教えて頂き本当に

良かったです。(60 代女性・ごみ減量とリサイクル) 

・以前ときまりが変わったり、いろいろ新しい情報を教えてくださる機会が大切かと思いました。(60

代女性・ごみ減量とリサイクル) 

・職場や地域、家庭での男女共同参画のあり方を具体例を通して話してほしいです。(70 代女性・

みんな違ってみんないい～男女共同参画入門講座～) 

・童謡の歌詞の分析、研究をテーマにした連続講座(70 代女性・みんな違ってみんないい～男女

共同参画入門講座～) 

・姶良での知らなかったことを知れてよかった。(10 代男性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・今日の講座はすごくよかったです。姶良市も観光地や自然が沢山あると知れました。(10 代男性・

ＫＡＮＫＯＵ) 

・わかりやすかったです。(10 代男性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・講座で改めて姶良市の良さと観光地が知れて良かった。(10 代男性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・姶良市の人口や人気観光地を知ることができ、今日の講座を聞くことができてとてもよかったと思

います。他のことなども調べたりしたいです。(10 代男性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・動画をみせて紹介してたところが良かった。(10 代男性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・姶良市の歴史の深い場所などがいいと思いました。(10 代男性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・今回の講座では自分の知らない特産物だったり観光地を知ることができました。(10 代男性・ＫＡ

ＮＫＯＵ) 

・地域の観光名所などを知ることができてよかったです。(10 代男性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・他のあまり知られていない場所(10 代男性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・蒲生の自転車競走みたいなのはでてみたいと思った。(10 代男性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・講座を聞いてとてもためになった。姶良市にも誇れるところがあってよかった。(10 代男性・ＫＡＮＫ

ＯＵ) 

・姶良市の観光の事がわかった。(10 代男性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・特にはない。今のままで十分内容が分かるし良かったと思う。(10 代男性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・姶良の特産品がどれだけあるか？(10 代男性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・姶良市のことをあまり知らなかったので観光地などが知れて本当に良かったです。(10 代女性・Ｋ

ＡＮＫＯＵ) 

・姶良市の人口が増えてきたのはうすうす感じてました。よく家を建てているのを見るのでそうとう多

くなってるんだなと思いました。いい話でした。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 



問４．本日の講座の感想、今後出前講座で取り上げてもらいたい内容（自由記載） 

 

・今回講座をひらいてくださりありがとうございました。とても自分にとってためになりました。(10 代女

性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・今回の講座で自分の住んでいる市のことについてもっと知りたいと思った。(10 代女性・ＫＡＮＫＯ

Ｕ) 

・姶良市のことでも結構知らなかったことが多かったので今日の講座で沢山のことを知れて良かっ

たです。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・私は知っていることが多かったと感じましたが、市外から通っている人は知らなかったことが沢山

あったと言っていたので今回の講座で色々知ってもらうことができてなんだか嬉しかったです。(10

代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・分かりやすい説明だったので頭に入ってきやすかったです。姶良市はいい所だなぁと改めて思い

ました。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・今日の講座を聞いて姶良市はすごいところなんだなぁと思いました。私は国分に住んでいるので

姶良市について深く知れました。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・姶良市には思っていたより多くの観光スポットがあるのを知れた。また人に来てもらうための活動も

色々行っていて少しやってみたいのもあった。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・今回の講座を聞いてもっと自分が住んでいる町について知りたいと思いました。(10 代女性・ＫＡ

ＮＫＯＵ) 

・掛橋坂。6 万人も集まる花火大会があるのは初めて知った。蒲生味噌を祖母が働いている所で作

っているので取り上げてもらえて嬉しかった。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・鹿児島の「ＫＡＮＫＯＵ」について、たくさんのことを知ることができたので良かったです。また、知

らなかった部分もあったのでそれを知ることができたので良かったです。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・私たちのまだ知らない姶良の良い所「宝」が再発見できました。美味しい食べ物についても知れ

てよかったです。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・新しく家が建てられていくのを見ると出前講座で話された「住みやすい場所」だということがよく分

かりました。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・今日の講座で改めて姶良市の魅力についてとてもよかったです。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・自分の知らなかったことを知ることができて良かったです。もっと沢山の事を知っていきたいと思い

ました。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・姶良市は沢山の観光スポットがあることが分かった。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・姶良について知らなかったことが沢山あってそのことを知ることができたので良かった。(10 代女

性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・姶良市のよさについて知れてよかったです。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・とても面白い発見がありました！コロナがおさまったら是非家族と行ってみたいと思います。(10 代

女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・姶良市について知れた。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・ふだん住んでいる姶良市は観光名所などはあまりないと思っていたが、思った以上にたくさんあり

楽しそうなイベントがありコロナ禍でイベントが減っていた分イベント情報を知れてよかった。(10 代

女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・姶良市の沢山ある観光場所を改めて知ることが出来て良かったです。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 



問４．本日の講座の感想、今後出前講座で取り上げてもらいたい内容（自由記載） 

 

・自分の知らない姶良市の良い所を知ることができました。姶良市の良い所を色々な人に分かって

ほしいです。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・長年姶良市に住んでいる中で改めて良いところが深く知れて良かったです。(10 代女性・ＫＡＮＫ

ＯＵ) 

・蒲生に長く住んでいてまだまだ知らないことを知ることができました。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・今日の講座では色々な行事や有名な食べ物など沢山のことを知ることができてとてもためになっ

たなと思いました。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・イベントみたいなのがあることを初めて知りました。歩いたりして知らなかったところとか回れると思

うのでやってみたいと思いました。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・今回はとても分かりやすい説明で色々なことを知れたので良かったです。(10 代女性・ＫＡＮＫＯ

Ｕ) 

・蒲生のことについて沢山知れて良かったです。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・とても分かりやすく丁寧に教えて頂いたので改めて姶良の魅力などについて知ることが出来まし

た。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・同じ姶良でも色んな所があり自分でも知らなかったと思う所が沢山あった。そして、もっと姶良市に

ついて詳しく知ろうと思った。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・鹿児島にも観光できる場所があったり、いいことがあるんだなぁと初めて知れて良かったです。(10

代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・特産品の中に加治木饅頭がはいっているとは思わなかった。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・姶良市には色々な観光スポットがあって行ってみたいなぁと思った。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・鹿児島にも観光スポットがいっぱいあることを知った。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・私がまだ知らない姶良の観光地やいいところを知ることができた。機会があれば体験してみたい。

(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・この地域はとても自然だと感じました。クスの木を見たことがないので一回ぐらいは見てどのくらい

大きいのかを感じたいと思いました。(10 代女性・ＫＡＮＫＯＵ) 

・姶良市にずっと住んでいるけど初めて知った内容が多くてびっくりしました。(・ＫＡＮＫＯＵ) 

・姶良本庁、加治木庁舎、蒲生庁舎が完成する時に姶良はどれ位の費用が必要か。(70 代男性・

複合新庁舎整備事業) 

・ゆっくり口調でやさしくわかりやすい説明でした。グッドプレゼンテーションでした。 

・姶良市として現状での観光資源を生かした今後の活動及び現状について(70 代男性・複合新庁

舎整備事業) 

・理解し易い話し方説明でした。(70 代男性・複合新庁舎整備事業) 

・とても説明がよく理解できました。(80 代男性・複合新庁舎整備事業) 

・広報紙などである程度知っていたが今回の説明でよく理解できた。(80 代男性・複合新庁舎整備

事業) 

・未来ある子供達のためにも新庁舎が完成するのが楽しみです。(60 代女性・複合新庁舎整備事

業) 

・姶良・加治木・蒲生の３庁舎の今までのことや新庁舎の今後の展望などとてもわかりやすかったで

す。(60 代女性・複合新庁舎整備事業) 



問４．本日の講座の感想、今後出前講座で取り上げてもらいたい内容（自由記載） 

 

・それぞれの庁舎の竣工当時の様子等もまじえてのお話もありわかりやすい講座でした。(60 代女

性・複合新庁舎整備事業) 

・最善の努力、仕組、市民にやさしいまちづくりがなされている新庁舎の完成が楽しみです。(70 代

女性・複合新庁舎整備事業) 

・旧（役所の写真）等、懐かしく拝見でき思いだされました。(70 代女性・複合新庁舎整備事業) 

・今頃は家族写真を公開しない人が多いのですが講師はそうではなく何となく親しみが持てました。

公務員のイメージが変わりました。(70 代女性・複合新庁舎整備事業) 

・役所の歴史を教えて頂き楽しく聞かせてもらいました。新庁舎を楽しみにまってます。(70 代女性・

複合新庁舎整備事業) 

・広報をよく見ていなかったので勉強になった。(70 代女性・複合新庁舎整備事業) 

・防災の拠点として新しい庁舎に期待大きくなりました。(70 代女性・複合新庁舎整備事業) 

・今月の講座で十分わかりやすくためになりました。(70 代女性・複合新庁舎整備事業) 

・新しい庁舎が出来たら見学に是非行きたいです。(80 代女性・複合新庁舎整備事業) 

・新庁舎づくりについてとても詳しく説明され勉強になりました。(80 代女性・複合新庁舎整備事業) 

・歴史の町の良い所も残してもらいたい。(80 代女性・複合新庁舎整備事業) 

・庁舎建て替えに対し皆様の大変さが分かりました。五年度の新舎が見れるのが楽しみです。(70

代女性・複合新庁舎整備事業) 

・マイナンバーの件について、ただプリントを読み上げるだけで理解するのに（年齢が高いので）時

間とまた字が少々小さいです。動画を利用してもらいたい。(70 代男性・「マイナンバー」って？) 

・デジタル推進の必要性は理解できるが、国への信頼度が低い為マイナンバーカード作成につい

ては個人としては反対。ネットワークシステムを信用できない。この講座内容については興味があり

ませんでした。デジタル行政推進課、市民課としてどの様な事に取り組んでおられるか聞きたかっ

たです。(70 代男性・「マイナンバー」って？) 

・マイナンバーで情報がもれるからと手続きしてない方がいらっしゃるようです。マイナンバー持って

ますが今のところ役にたっていないので早く実用化がもっと進むことを願います。写真がアップすぎ

てこわいです。(60 代女性・「マイナンバー」って？) 

・マイナンバーの利点が良く理解できました。申請しようと思います。(60 代女性・「マイナンバー」っ

て？) 

・既に作成済みですが、利用内容等の再確認ができてよかったです。(60 代女性・「マイナンバー」

って？) 

・マイナンバーを作って持っていれば色んな事に利用出来る事が分かりました。早く作りたいと思い

ます。(70 代女性・「マイナンバー」って？) 

・今日のパンフレットで良くわかりました。家でゆっくり見てみたいです。(70 代女性・「マイナンバー」

って？) 

・年に応じた説明がほしい。ちょっと早口で追いつかない。家でじっくり読みたいと思います。(70 代

女性・「マイナンバー」って？) 

・司書さん方が色々して下さり楽しい時間を過ごすことができ又図書館を利用したいと思います。

(60 代女性・知って得する活用術) 

 



問４．本日の講座の感想、今後出前講座で取り上げてもらいたい内容（自由記載） 

 

・知らないことを知ることが出来それを活用できるようにしていきたい。(60 代女性・知って得する活

用術) 

・久しぶりに絵本の読み聞かせ、内容、表現で感動しました。パネルシアターも良かった。(60 代女

性・知って得する活用術) 

・大人が感じる事。子供の頃から心温まるこの様な内容にはこの時代特に必要な物だと確信してま

す。ありがとうございました。(60 代女性・知って得する活用術) 

・読み聞かせは楽しかったです。(70 代女性・知って得する活用術) 

・図書館は初めてでした。読み聞かせなつかしかった。(70 代女性・知って得する活用術) 

・葉っぱのフレディも読んでみたくなりました。ありがとうございました。(70 代女性・知って得する活

用術) 

・災害について。(70 代女性・知って得する活用術) 

・読み聞かせ紙芝居久しぶりに楽しかった。ありがとうございました。(70 代女性・知って得する活用

術) 

・色々な講座を作って下されば参加します。(70 代女性・知って得する活用術) 

・この年で紙芝居とか読み聞かせを聞かせて頂き感謝でした。(70 代女性・知って得する活用術) 

・姶良市の議員さんの活動についてお話を聞きたい。どんな事をされているのか？(70 代女性・知

って得する活用術) 

・図書だけかと思っていましたが小さな子がいない方に読み聞かせシアターは驚きでした。(70 代

女性・知って得する活用術) 

・係の方ありがとう！(70 代女性・知って得する活用術) 

・昔にかえった気分になりました。楽しく聞かせてくださいました。また、孫達ときたいと思ってます。

(80 代女性・知って得する活用術) 

・近くに住みながら図書館、郷土館に入った事がなかった。一歩が踏み込めなかったです。今日を

機会に利用したい。(80 代女性・知って得する活用術) 

・最後のパネル初めて見ましたがとても良かったです。(80 代女性・知って得する活用術) 

・知らなかったことを沢山知れて良かったです。(10 代女性・ごみ減量とリサイクル) 

・ゴミを出した後にも色々チェックをしていることを知って、たまごの水などをとってから捨てようと思

います。(10 代女性・ごみ減量とリサイクル) 

・分別の仕方やゴミの種類が知れてよかったです。(10 代女性・ごみ減量とリサイクル) 

・地球温暖化の事が良く分かった。(10 代男性・ごみ減量とリサイクル) 

・身の回りのことで自分が出来る事があるんだなと思った。(10 代女性・ごみ減量とリサイクル) 

・今日はとても簡単に教えてくれて分かりやすかったです。(10 代女性・ごみ減量とリサイクル) 

・説明が分かりやすかった。絵をよく使っていたので絵をもうちょっと分かりやすくすればいいと思っ

た。(10 代男性・ごみ減量とリサイクル) 

・これからはたまごのからをつぶしてゴミをだそうと思った。(10 代女性・ごみ減量とリサイクル) 

・最初の地球温暖化の話で現状の問題点が分かり、昔と今の違いもわかったのでゴミをきちんと分

別したいと思います。(10 代女性・ごみ減量とリサイクル) 

 

 



問４．本日の講座の感想、今後出前講座で取り上げてもらいたい内容（自由記載） 

 

・姶良市で沢山の工夫をしてあったから私たちが少しでも協力できるようにしたいと思いました。(10

代女性・ごみ減量とリサイクル) 

・地球温暖化やリサイクルについて詳しく知れた。それを家でも取り組もうと思った。(10 代女性・ご

み減量とリサイクル) 

・昔よりも余分な熱が残っているを聞いたときビックリしました。何か一つの工夫をすることで平均？

よりも低くなることがわかったので良かったです。(10 代女性・ごみ減量とリサイクル) 

・写真が多く説明も簡単だったのでとても分かりやすかった。一人一人に出来る小さなことで姶良

市を救えると分かったので、これからはお茶パックをつぶしたりなど小さなことでもやっていきたい。

(10 代男性・ごみ減量とリサイクル) 

・Ｄ判定で取引が中止になるのは驚いた。鹿児島の歴史についてならまた聞きに来るかもしれない。

(10 代男性・ごみ減量とリサイクル) 

・改めて地震、台風などの備えを気を付ける事を確認しました。ありがとうございました。(80 代女性・

自然災害から身を守る) 

・家庭防災会議は大変良いこと。ただ高齢世帯の対応も追加説明が・・・ 

新型コロナの現在の状況に応じての災害についての対応。例えば避難所等への安全面？対策？

(男性・自然災害から身を守る) 

・体を動かす指導やリズム遊び、軽い体操など講座で取り上げて(80 代女性・自然災害から身を守

る) 

・沢山の資料、家でゆっくり目を通します。初参加でしたがとても為になる勉強会でした。ありがとう

ございました。(80 代女性・自然災害から身を守る) 

・森は山や川が少ないので災害は少ないので助かります。(70 代女性・自然災害から身を守る) 

・台風、大雨に対しての話は時期的にはおそかった 3、4 月ごろに聞きたかった。(80 代男性・自然

災害から身を守る) 

・小規模の避難訓練等できたら相談にのっていただきたい。(60 代男性・自然災害から身を守る) 

・男女が平等であるという事は、ほんとにそうであると思うか？一番は人間が人間らしく生きるという

事が大事な事で今の世の中の人が生きにくいという事はいったい何なのでしょうか。弱い女性を守

って下さることは大変に有難いことだと思います。(80代女性・みんな違ってみんないい～男女共同

参画入門講座～) 

・なかなか固定概念を無くすには難しいですね。世界中では政治や色んな分野女性が活躍するニ

ュースを見るとまだまだ日本は遅れていると思います。女性が意識を変える必要があるのでしょう。

(80 代女性・みんな違ってみんないい～男女共同参画入門講座～) 

・講座を受けて時代が変わっていく中でいろいろなことがおこる。それに向かって対応されている事

がわかり安心しました。(80 代女性・みんな違ってみんないい～男女共同参画入門講座～) 

・時代と共に男女の立場の違いがよく分かりません。私の時代は働きたくても女性が働く場がなくも

んもんとしていましたが現在は女性にとっても自分の技能をいかせてすばらしい時代だと思います。

(80 代女性・みんな違ってみんないい～男女共同参画入門講座～) 

・資料が多すぎる。くるくる話が変わる。当たり前の様に育ってきましたので女性の役割の軽減は良

い事かなと思う。(70 代女性・みんな違ってみんないい～男女共同参画入門講座～) 

 



問４．本日の講座の感想、今後出前講座で取り上げてもらいたい内容（自由記載） 

 

・私達の時代は物がない時代又兄弟の多い時で。時代の流れを感じました。女の仕事も多く又子

供を見てくれくる世になったでしょうか。(女性・みんな違ってみんないい～男女共同参画入門講座

～) 

・講師の方は盛りだくさんでややわかりにくい点もあったがこれまで聞けなかった事項についても触

れてもらい参考になった。担当の方の話はとてもわかりやすかった。 

多くの資料を準備していただき大変だったと思います。これからの世の中をよくするためには全て

の教育だと思います。子供の育児に携わっていらっしゃるＰＴＡの方々に対して子供のいろいろ心

の問題について話をしていただけたらと思います。(70 代女性・みんな違ってみんないい～男女共

同参画入門講座～) 

・ＤＶについて警察の説明がほしい。(70 代女性・みんな違ってみんないい～男女共同参画入門講

座～) 

・災害について知れて良かったです。ありがとうございました。(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・分かりやすい講座でした。(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・姶良市も災害が多いのが分かった。霧島市に住んでいますが学校は姶良なので津波や地震が

来たらとても危ない場所なので皆で確認しようと思った。(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・とてもためになりました。今日の講座を生かし、よりよいプランにしていきたいです。貴重な体験を

ありがとうございました。(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・節約、災害対策をしたいと思った。(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・とても分かりやすく日頃から気をつけて生活しようと思った。(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・もし本当に災害が起こった時に適切な判断ができるように日頃から避難場所の確認やあらゆるこ

とが起きた時の想定を行うことがとても大切なんだと感じた。(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・普段から災害に対する意識をたかめておきたいと思った。また、意識だけではなく防災グッズや

非常食もみたり買ったりしたい。(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・避難した後に家に戻らないこと。どこの避難するのが正しいのかをしっかり判断する大切さを知っ

た。(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・姶良市は様々な災害が起きやすいのでアプリを入れて情報がすぐ届くようにしたい。(10 代女性・

自然災害から身を守る) 

・とてもおもしろかったです。消防士の方の話し方が上手で内容が頭に入ってきやすかったです。

(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・災害について様々なことを知りました。とても楽しいお話でした。ありがとうございました。(10 代女

性・自然災害から身を守る) 

・講座を聞く前は興味がなかったが聞いた後には、防災を知ることは大切だと思いました。(10 代女

性・自然災害から身を守る) 

・具体的に避難する時の道具は何を用意しておいたらいいのか。無理に避難所に行く必要はない

んだと知った。(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・数十年前に起きた災害の原因などが知れて良かった。(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・知らなかった単語を知れた。災害に対する意識が以前より高まった。ペットを避難させるのに必要

なことはないか調べてみたい。(10 代女性・自然災害から身を守る) 

 



問４．本日の講座の感想、今後出前講座で取り上げてもらいたい内容（自由記載） 

 

・ためになることを教えていただきありがとうございます。ルールオブスリーを覚え今後に役立てたい

です。(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・以前は霧島市に住んでいたので姶良の防災について知れて良かったです。(10 代女性・自然災

害から身を守る) 

・防災ラジオで実際に放送された内容について知りたいです。私は霧島市に住んでいるのでもし

姶良市で災害が起きたらどこに避難すればよいか知りたい。(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・姶良市は色んな災害が起きやすいのだなと思いました。これからは防災などに興味を持ちたいで

す。(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・知らなかったことが多かったので沢山のことを知れてよかったです。(10 代女性・自然災害から身

を守る) 

・避難を必ずするわけではなく、家が 2 階建てなら 2 階に避難するなど絶対に避難所に避難しなく

てもよいことが分かった。(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・とても分かりやすく楽しい講座でした。姶良市は住みやすいところであるが災害にあいやすい、す

ぐに避難できるように常に水や食料を準備するのが大切なんだと思いました。(10 代女性・自然災

害から身を守る) 

・ルールオブスリーをよく覚えておこうと思いました。また、どんな時にどこに避難すればよいかをよ

く考えて行動したいです。(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・ルールオブスリーについて知ることができた。1 つの出来事で色々な災害につながることを学んだ。

(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・地震、台風、津波についての内容に興味を持った。(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・食事のストックで賞味期限が切れてしまったらどうするか分かっていなかったが今日の話を聞いて

理解することができた。(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・防災について詳しく知れて今後、地震などが起きた時今日の事を思い出して落ち着いて自分の

命を守れるようにしたいです。(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・防災について知識を高めることができた。(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・動画が見たい。(10 代女性・自然災害から身を守る) 

・特別支援教育の変化がよく理解できました。(70 代男性・学校教育の取組) 

・出来る事に目を向けて長所を延ばすことを今後もち対応していこうと思います。(60 代男性・学校

教育の取組) 

・教育の多様性みたいな事ができるか分かって良かったです。(60 代男性・学校教育の取組) 

・子供達、先生方の一生懸命の姿が印象的でした。(70 代男性・学校教育の取組) 

・初めて見聞きできた。地域住民から相談があったら一人でまず色んな教育があることを教えてあ

げたい。(80 代男性・学校教育の取組) 

・ほとんどの子供がナイフ、ノコ、ドライバー等をうまく使えないので物を修理したら使えることを教え

たいので、工作教室を取り上げてほしい。(70 代男性・学校教育の取組) 

・すごく参考になりました。民生委員の各部会等で研修していくことが大切だ。(80 代男性・学校教

育の取組) 

・すごく参考になりました。通級指導の親の送迎は大変ではないかと思いますが。（共働き等で時

間を割くのが大変なのでは？）(70 代男性・学校教育の取組) 



問４．本日の講座の感想、今後出前講座で取り上げてもらいたい内容（自由記載） 

 

・民生委員としての対応の仕方を教えていただいた。個性の重視の見方、考え方が高まった。 

説明がポイントを押さえたものであり非常に理解しやすく心に届いた。(60 代男性・学校教育の取

組) 

・民生委員と一人の人間として、今日の研修を生かしていきた。(70 代女性・学校教育の取組) 

・特別支援教育の現状がとてもよく分かりました。おそらく発達障害のお子さんだろうと思うが親御さ

んが認めたがらずなかなか一歩踏み出せない方への声掛け、アドバイスの仕方を教えて頂きまし

た。医療か特別支援かの見極め難しいですね。(70 代女性・学校教育の取組) 

・特別支援学級の内容、通級指導が細かく説明を聞けてよくわかりました。 

気になる事がある時は病院に行くことも大切だと思った。(70 代女性・学校教育の取組) 

・姶良市の養護学校について詳しく教えてほしい。障害についてとても詳しく教えていただいてた

めになりました。(60 代女性・学校教育の取組) 

・今まで通級指導教室について勉強不足だったので今日は大変勉強になりました。諸先生方に感

謝いたします。(50 代女性・学校教育の取組) 

・身近にあまり例がなく深く感心を持っていなかったことを反省しました。本当に一人一人の子供達

を大事にすることを再認識した研修でした。(70 代女性・学校教育の取組) 

・現在の特別支援教育の現状がよくわかりました。先生方に感謝。(70 代女性・学校教育の取組) 

・私の息子（24 歳）も小学 1 年の時、通級教室（言葉教室）に行ってました。２カ月ほどでした。今で

は立派な青年に育ちました。ありがとうございました。(50 代女性・学校教育の取組) 

・知らないことも多かったので大変ためになりました。通級指導も見せて頂き一対一での対応をして

下さるのでとても良いです。力をつくして下さっている事が分かります。(60 代女性・学校教育の取

組) 

・今日は本当に有意義な時間を過ごさせて頂きました。自分では何の講座が良いか思い浮かびま

せんが全てためになっている気がします。ありがとうございました。(70 代女性・学校教育の取組) 

・このような講座を聞いたのは初めてでした。とても分かりやすくとても有意義な講座でした。ありが

とうございました。(70 代女性・空き家の活用について) 

・団地に住んでおり、周りに空き家がでてきました。全部所有者があり今のところ心配していません

が、これから先、どの様にするとよいか見通しができました。(70 代女性・空き家の活用について) 

・亡き親の財産で空き家を撤去したところ固定資産税が高くなり土地を売却を考えました。しかし、

買い手がいなくてそこの市に寄付を申し入れましたが断られました。今日の講座でなるほどと理解

しました。(70 代女性・空き家の活用について) 

・空き家の現状実態を知り驚きました。法律の問題もあり思うようにいかない面も分かりました。今後

の活動のためになると思います。(70 代女性・空き家の活用について) 

・相続関係を詳しく勉強したい。(70 代男性・空き家の活用について) 

・切実な事で非常に役に立ちました。と同時にしっかり空家について勉強しなければと反省。(70 代

女性・空き家の活用について) 

・今後も機会があればやってほしい。(70 代男性・空き家の活用について) 

・詳しく話していただき実に有効的な時間でした。ありがとうございました。(60 代女性・空き家の活

用について) 

・今日の講座色々勉強になりました。(60 代女性・空き家の活用について) 



問５．姶良市全般に対する意見・感想（自由記載） 

 

・災害の時、避難場所が遠い時、近くに高い避難出来る所がある場合、その場所に市からお願い

してもらいたい。(80 代・女性) 

・男女共同参画課ガンバレ！！(60 代・女性) 

・調理室の設備の修理をお願いします。(70 代・女性) 

・市役所へお伺いをさせて頂きますと職員の方が一生懸命に対応をされておられる姿に頭が下が

ります。市民のためによく頑張っておられる。姶良図書館の水曜、映画がとてもいい作品だと思い

ます。とても楽しみです。頑張って下さい。(50 代・女性) 

・姶良市にも観光地などがけっこうあることを知れた。(10 代・男性) 

・行政改革をした方がよいと思います。(10 代・男性) 

・色々な行事に参加してみたいと思いました。(10 代・男性) 

・鹿児島には色々なものがあると分かりました。(10 代・男性) 

・もっとより良い姶良市を作れるようにしていきたい。(10 代・男性) 

・なんで姶良市は人口が増えているのか詳しく聞きたい。蒲生も人口を増やしたい。(10 代・男性) 

・姶良市の良さを改めて知ることができたのでよかったです。(10 代・女性) 

・いいと思った。色々な行事やイベントや特産品がありすごいなぁて思いました。(10 代・女性) 

・姶良市は自然が豊かなところがいくつもあって観光するところでは一番最適だなと思いました。

(10 代・女性) 

・自然が多くて過ごしやすい。(10 代・女性) 

・ゴミの中を勝手に見る人がいる。(10 代・女性) 

・もう少し遊べる所を増やしてほしい。(10 代・女性) 

・蒲生に色々な施設を増やしてほしい。(10 代・女性) 

・蒲生に施設が増えてくれたら嬉しい。(10 代・女性) 

・改めて姶良市は良い所だなと思いました。(・) 

・姶良市のホームページについて、内容の切替をもっと早くしてほしい。(70 代・男性) 

・懐かしい話を楽しく拝見させていただきありがとうございました。加治木庁舎（旧中学校）に移転し

た翌月、結婚届を出したので一緒に歩んできたのだと思いました。東北震災の時、出身の町は大

火事になりました。役場を焼いてはならないとそちらを優先し多くの住宅を犠牲にしたそうです。朝

ドラのように当時そこにおりませんでしたが復興から 10 年少しずつ皆頑張っております。長年住ん

だ姶良も災害に強い庁舎になることを切に思います。(60 代・女性) 

・温泉プールとか温泉でもいい設計されたらと希望します。(70 代・女性) 

・防災放送が聞こえにくいです。というのは、あちこち山やビルに声が反射するからでしょうか。(70

代・女性) 

・未だに上から目線の対応がある、残念です。(70 代・女性) 

・今日の新庁舎完成までの説明がとても理解しやすく完成後見学をしてみたいと強く思っています。

(80 代・女性) 

・今日は加治木庁舎の事も大変よく分かりました。(80 代・女性) 

・昔の庁舎など懐かしかった。(80 代・女性) 

・災害時にルールなど(80 代・女性) 

・マイナンバー通知カード、マイナンバーカードの違いがわかった。(70 代・女性) 



問５．姶良市全般に対する意見・感想（自由記載） 

 

・マイナンバーカードを 27 年に作った時は姶良ではまだ利用価値がないと言われたが・・・・現在

は？(70 代・女性) 

・ただ最後のページでイオンで作れるとの事だったので行けたらいこうと思います。(70 代・女性) 

・年を取るとこんなにも理解が出来ないのかと。不安にもなった一日でした。（特にマイナンバーの

お話）(70 代・女性) 

・感動でした。ありがとうございました。(70 代・女性) 

・中央図書館のシアター水曜日を他にもしてほしい。(70 代・女性) 

・皆様、係の人、大変わかりやすく勉強されていました。(80 代・女性) 

・今度からちゃんとゴミを分けてだそうと思います。(10 代・女性) 

・これからは水などを捨ててから袋に入れようと思います。(10 代・女性) 

・分別の仕方には前よりも丁寧にしたいです。(10 代・女性) 

・色々分かって楽しかった。(10 代・男性) 

・自分でもゴミの分別をしようと思った。(10 代・女性) 

・皆さんは私達が知らないときにいろんな町の調整をしていたことに気づきました。(10 代・女性) 

・とてもためになる勉強会でした。子供達のためにも気を付けようと思いました。(30 代・女性) 

・子供達への行政のあり方を勉強させたい。(70 代・男性) 

・バイパスの地盤の件、大型車が通ると家の揺れが激しい。(80 代・女性) 

・我が家の消火器は古いので交換事業は市役所はしてもらえないでしょうか？(80 代・女性) 

・役所のスピーカーが聞きづらい。(70 代・女性) 

・加治木駅のホームの雨漏りをなんとかしてほしい。(10 代・女性) 

・小学校にもタブレットが導入できて良かったです。今後はその取扱いについて注意してもらいた

いです。(60 代・男性) 

・特殊教育に詳しい諸先生方ありがとう。後任にもこうした先生方をお願いしたい。(80 代・男性) 

・市民や学校の保護者等へもどんどん研修をしていただきたいものです。(80 代・男性) 

・指導主事の皆さんが地域の人々に教えていただく機会が多くなることをきぼうします。(60 代・男

性) 

・通級教室等支援が充実していると感じました。(70 代・女性) 

・児童部会に入り姶良市の学校の特性について次の機会に教えてほしい。(60 代・女性) 

・バス停を増やしてほしい。(60 代・女性) 

・高速道路に沿って付帯道路が走ってますが（姶良ニュータウンの近く）両側の草が生え放題です。

市が対処してもらえないでしょうか。(70 代・女性) 

・行政の事を詳しく理解したい。(70 代・男性) 

・空き家が多い田舎にいますが今後空き家等を調べてもらいたいです。(70 代・女性) 

 


