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環境フェスタかごしま２０１７ 事業報告 

１ 概 要 

  ■名  称 環境フェスタかごしま２０１７  

        豊かな環境 輝く未来 ～家族みんなでスマイルエコロジー～ 

  ■開 催 日 平成 29年 10月 21日(土)、22日(日) 

  ■会  場 かごしま環境未来館 

  ■主  催 環境フェスタかごしま実行委員会 

  ■趣  旨 市民や事業者の環境に対する関心や意識を高めるとともに、日常生活や事業活動に

おける自主的な環境保全活動を促進するため、市民・事業者・行政が協力・連携し

て、環境保全に関するイベントを開催。 

  ■来場者数 約 6,840人（21日：約 4,370人。22日：約 2,470人） 

              ※22日は、台風の影響のため、規模を縮小して館内のみで開催 

 

２ 実施内容   ※22日は、台風の影響のため、館内のみで実施。 

  ■ステージイベント（※屋内ゾーン３にて開催） 

イベント名称 実施団体等 

キッズステージ 事務局 

薩摩剣士隼人＆つんつんのクイズ大会（２２日のみ） 事務局 

リサイクル楽器の音遊び、絵本歌（２１日のみ） 色響 

 

  ■野外フィールド 

イベント名称 実施団体等 

竹いかだで水遊び（２１日のみ） かごしま環境たくみの会 

 

  ■食工房 

イベント名称 実施団体等 

鍋帽子を使ってのプリンづくり（２１日のみ） 鹿児島友の会 

 

  ■リサイクル工房 

イベント名称 実施団体等 

生ごみをたい肥に「ダンボールコンポスト」（２１日のみ） ＮＰＯ法人かごしま市民環境会議 

 

  ■ゾーン３ 

イベント名称 実施団体等 

おもちゃかえっこバザール ASOBBAはらっぱの芸術学校 

茶の湯（２１日のみ） 健康な「人・まち・心」をつくる会 

ダンボールハウス作り NPO法人 PandA 
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省エネルギーに関する評価・検証 鹿児島大学大学院理工学研究科二宮研究室 

リメイクランタン作り、ペットボトルマラカス作り 

（２１日のみ） 
色響 

ねんど体験 Smile Ten 

 

  ■飲食・販売ブース 

№ 団体ブース等名称 ブーステーマ・展示内容等 

1 Ｍａｙｕカフェ（２１日のみ） 焼きそば、まゆたこ 

2 有限会社おぐら鮮魚店（２１日のみ） 無添加さつまあげ、ポテトフライ 

3 食彩の和（２１日のみ） タルタル焼肉バーガー、豚バラ串、がね天 

4 株式会社ひぐち 焼き菓子、かき氷 

5 やさい村 オーガニック食品、無添加食品 

6 屋久乃庵 梅吉 オーガニックお弁当 

7 農園食堂森のかぞく お野菜料理（カレー）とにんじんジュース 

8 
グリーンコープかごしま生活協同組合 

（２１日のみ） 
牛乳、ウインナーの試飲試食 

9 かごしま中央食産合同会社 江口浜ちりめん、いりこ、干物など 

10 りんく フェアトレード雑貨および食品 

11 ル・カドー パン、キッシュ、お菓子 

 

  ■屋内屋外展示・体験ブース（１団体で複数のブースを利用した場合があります。） 

№ 団体ブース等名称 ブーステーマ・展示内容等 

1 
アクトビーリサイクリング株式会社 

（２１日のみ） 
家電のリサイクル装飾体験 

2 日本ガス株式会社 環境にやさしい家庭用燃料電池「エネファーム」 

3 
鹿児島市再生可能エネルギー推進課 

（２１日のみ） 
鹿児島市の再生可能エネルギーの紹介 

4 ＮＰＯ法人かごしま市民環境会議 ダンボールコンポストの展示、アクリルたわし作りなど 

5 鹿児島友の会 エコな生活用品の展示と販売、アクリルたわし作り 

6 ＮＰＯ法人メダカの学校かごしま メダカの無料配布など 

7 かごしま環境たくみの会（２１日のみ） 竹カッポカッポ作り、焼き大福販売、ごぼう茶サービス 

8 鹿児島市環境政策課 かごりん PR 

9 鹿児島県立開陽高等学校 持続可能な開発目標（SDGs）について紹介 

10 鹿児島県立短期大学 お茶育研究会 かごしま茶に関するクイズ、紙芝居、水出し茶の試飲 
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■ワークショップブース（１団体で複数のブースを利用した場合があります。） 

№ 団体ブース等名称 ブーステーマ・展示内容等 

1 城西地域まちづくりワークショップ 紙すき体験、ホタル幼虫観察、カルタ遊び 

2 株式会社オートパーツ伊地知（２１日のみ） リサイクルパーツの展示 

3 鹿児島市資源政策課（２１日のみ） 折り紙ごみ箱づくり、ごみゲンジャー缶バッチづくり 

4 
シナリースタート 石油成分にたよらない日用品使用のハンド・ヘッドマッサ

ージ 

5 ダスキン愛和株式会社 環境にやさしいエコ関連サービスメニューの紹介 

6 手織り工房わくわく本舗 織物教室 

7 株式会社ウィズ鹿児島 竹の土壌改良材の紹介 

8 
九州電力株式会社 鹿児島営業所 

（２１日のみ） 

発電体験コーナー 

9 鹿児島市環境衛生課（２１日のみ） さくりんのまち美化コーナー 

10 有効資源の会（２１日のみ） 「ペットボトル入れ」「マイバック」づくり、など 

11 鹿児島市水道局 水の飲み比べ、水の相談室 

12 
鹿児島県体験的環境学習研究会 

（２１日のみ） 

ネイチャーゲーム＆バードコール作り 

13 公益財団法人かごしま環境未来財団 うちエコ診断＆マイバックづくり 

 

 

  ■エコカー展示コーナー 

№ 団体ブース等名称 ブーステーマ・展示内容等 

1 日本ガス株式会社 天然ガス自動車の展示 

2 鹿児島三菱自動車販売株式会社 アウトランダーＰＨＥＶの展示 

3 株式会社南九州マツダ SKYACTIV搭載車、クリーンディーゼルエンジン車の展示 

   

■その他 

   ・会場内のブースをめぐるスタンプラリー・アンケート（事務局） 

 

３ 協賛企業（順不同） 

 事業所等名称 

1 株式会社オートパーツ伊地知 

2 日本ガス株式会社 

3 株式会社アジア技術コンサルタンツ 

4 愛和株式会社 

5 鹿児島ターミナルビル株式会社 

6 株式会社桂造園 

7 株式会社ウィズ鹿児島 
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8 東洋警備株式会社 

9 有限会社丸徳産業 

10 株式会社萩原技研 

11 協業組合ユニカラー 

12 自然食のＭＯＡかごしま店 

13 株式会社南九州マツダ 

14 鹿児島日産自動車株式会社 

15 株式会社南日本情報処理センター 

16 株式会社下堂園 

17 大福コンサルタント株式会社 

18 南国殖産株式会社 

19 株式会社鹿児島銀行 

20 ＪＸ喜入石油基地株式会社 

21 株式会社岩田組 

22 株式会社ＭＢＣサンステージ 

 

４ 広報 

項目 備考 

ポスター・リーフレット 
市関係施設、市内全小学校末子児童、実行委員会、出

展団体・協賛団体、周辺スーパー等に配布 

市広報誌「かごしま市民のひろば」 
６月号（出展・協賛団体募集） 

１０月号（開催告知） 

市ＨＰ・かごしま環境未来館ＨＰ 出展・協賛団体募集、開催告知等 

リビングかごしま 耳よりＢＯＸ 

開催告知 
ＴＪかごしま、LEAP 

ＭＢＣラジオ 

南日本新聞 みなみのカレンダー 
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５ 記録写真 

 

 

キッズステージ キッズステージ 

 

 

薩摩剣士隼人の環境クイズショー リサイクル楽器の音遊び 

  

屋外 テントブース 大型テントでの体験ブース 
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大型テントでの体験ブース おもちゃ病院 

 

 

鍋帽子を使ってプリンづくり エコカー展示 

  

おもちゃのかえっこバザール ゾーン 3体験ブース 
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竹いかだで水遊び 出展ブース 

  

出展ブース 出展ブース 

  

出展ブース 出展ブース 
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６ アンケート結果 

○来場者アンケート：回収件数 ６１３件 

１．住所 

鹿児島市 吉田地区 郡山地区 松元地区 桜島地区 喜入地区 市外 不明・未回答
512 12 7 11 0 0 41 30
83.5% 2.0% 1.1% 1.8% 0.0% 0.0% 6.7% 4.9%  

 

 

２．来館回数 

1回 2回以上 はじめて 不明・未回答

74 423 98 18
12.1% 69.0% 16.0% 2.9%  

 

３．認知手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．イベントの感想、環境未来館への意見・要望など 

・もう少し参加型を増やして欲しい。 

・クイズラリーの問題が少し難しかった。 

・クイズラリーの対象外のブースに入りにくかった。 

・かえっこバザールをもう少し増やして欲しい。 

・スタンプラリーや楽しいことも出来て、環境について学ぶことが出来た。 

・環境について少しでも考えるきっかけになった。 

・いかだ遊びしてみたかった。 

・様々な団体の頑張っている姿に感心した。 

・子どもがとても楽しく活動でき、この楽しさがエコにつながっていくことを家で活かしたい。 

・アクリルタワシ作り体験で作れるようになってよかった。 

・孫のチアダンスを見に初めて来館しました。楽しい会に参加させて頂きありがとうございました。 

 

 

 

 

 

市民のひろば 未来館だより チラシ（未来館以外） チラシ（未来館） ポスター
115 52 130 183 28
18.8% 8.5% 21.2% 29.9% 4.6%

市ホームページ 未来館ホームページ テレビ ラジオ リビング
14 29 12 3 8
2.3% 4.7% 2.0% 0.5% 1.3%

クチコミ その他 不明・未回答

31 57 20
5.1% 9.3% 3.3%
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○出展団体アンケート：回収数 34件（団体により無回答の項目あり） 

（１）来場者数 

多かった 普通 少なかった 

8 16 8 

 

（２）開催時期 

同じでよい 違う時期が良い 

28 6 

  （違う時期がよい理由） 

  ・近くで別イベントも行っていた。イベント間の連携や日程をずらす等対策も必要。 

  ・他の場所でのイベントや行事と重なるため。 

  ・台風の影響がなく天気も安定が予想されるため。 

  ・6月～10月は台風の接近による影響が考えられるため。 

  ・飲食店も秋はイベントが続くので上手に分散できると助かる。 

  ・10月は自団体の活動も多く、スタッフの休みが取れない。 

  （検討時期） 

  ・4月～5月／5月初旬／10月上下旬／11月中旬 

 

（３）配置場所 

満足 普通 不満 

19 14 1 

 

（４）次回以降の出展 

したい 検討 しない 

24 8 0 

 

（５）出展ブースについての意見・感想 

・予想以上にバードコール作りへの興味を持っていただき、嬉しかった。2日目は撤収したが、 

 天気に恵まれていたら、昨年度以上の参加がいただけたかもしれない。生物展示にも多くの 

 方々が興味を持って見に来て下さり良かったと思う。 

・エコを切り口に多くのブースが出展され、様々な捉え方があると感じた。 

・2日目は場所が悪かったが、台風の影響もあり仕方無いですね。 

・天候不良のため、1日目と 2日目で出展ブースの配置変更があったが、スペースに差があり、 

 搬入物の置き場に困った。 

・下駄箱が不足で、展示会場の前に散乱していた。 

・今回外の大テントの中でしたが、テント一番奥で来場者から見て、分かりにくい所だった。 

・天候が悪い割には、しっかりとした会場設営だったと思う。 

・クイズラリーのお客様が濡れてしまうので、雨除け等の対策も必要かと思う。 

・限られた出展ブース内で運営を行っている中、隣の出展団体のスタッフ数名が頻繁に当ブー 
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 ス内を出入口として使用していました。次回以降、同じことが無いようにお願いします。 

・イベントの種類として体験型なので、食べるものにあまり目が向かないのかなと思った。 

・机を昨年より多くしてもらえたので、一度に参加できる方が倍増した。材料と作業が別々に 

 なったことで、効率よく出来た。 

・2日目は館内での開催となり少し窮屈な感じもありましたが、楽しく過ごすことが出来た。 

・フェスは 2日間あるが出展は 1日だけにしたい。「おもちゃかえっこ」としては 2階多目的 

 ホールでやりたい。遊びコーナーはゆったりした空間が必要です。 

・搬出入もしやすく、資材の多い私どもとしては大変有り難く思っております。 

・テントがしっかりしている物だったので、雨風が多少強くても、ほとんど影響なく出店する 

 ことが出来ました。 

・ブース面積が少し狭いと感じました。 

・竹害に悩まされている竹を微粒子の粉末にして好気性発酵を行い、完熟発酵させた土壌改良   

 材を大勢の方に試していただきたいとの思いのもと今回サンプル配布を致しました。初日は、 

大テントの奥の方でしたので思い通りの配布がかないませんでした。サンプルの配布がもう 

少し出来る場所を希望いたします。２日目は思い通りの配布ができました。ありがとうござ 

いました。 

   ・倉庫を水屋として使わせていただくのでありがたいです。８８人の方がお茶を点てる体験を 

されました。「子どもに日本文化を体験させたい」「楽しみにしてた」など反応に楽しい時間

を提供させていただけて嬉しく思いました。 

   ・机や椅子などご用意していただき、大変助かりました。（ワークショップのような大型テン

トだと雨天時はありがたいです） 

   ・基本どこでもかまいません。ただ雨には大変弱いです。今回、小雨でもテントの中はしのげ 

るのですが、トイレから支柱を伝って流す為芝生がビショビショで（見た目はわからないで

すが）、木質なので水をすい、困りました。 

   ・生活者の立場で環境に対しての取組みを伝え、一緒に励みたいと願ってますが、準備不足で

表し方が浅かった。毎年のことなので早くから準備できるよう心がけたい。 

 

（６）イベント全体についての意見・感想 

   ・台風により、2日目の実施判断については大変難しかったと思います。今後も秋の台風は 

多くなってくるかもしれませんね。 

   ・雨でも来客が多く、イベントが定着しているように感じました。 

   ・雨対策でいい方法があれば、いいと思います。 

   ・2日目はバルーンアートが室内でありお客様が多く来て下さったので、1日目も室内でも 

    バルーンアートがあるとお客様が増えると思います。 

   ・小学生と家族という参加グループが多かった様に思います。若い青年も参加できる企画が 

    あるともっと良くなるのではないかと思いました。 

   ・いつも他のブースを見て回り、自分たちの活動のヒントを得られる物が何かないかと捜して 

    います。今回ふと「他の団体の方々は他団体の展示や催しを見て回るのだろうか!?」と思い 

    ました。現場交流の機会になり得るのではないかと思うのですが… 
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   ・天候の割には盛り上がっていたと思います。年々周知されるようになって、来場者数も増え

て下さればと思います。 

   ・環境フェスタの趣旨と異なりますが、営業活動も実施出来るようにして頂く事は出来ない 

    でしょうか。（例）料金プランの説明、勧誘等 

   ・想定よりはるかにお子さん主体でしたので、又参加させて頂ければメニュー内容などもっと 

    工夫が必要と思いました。 

   ・ブースが大型テントなので、周りが良く見えて雨・風も気にしなくて良かった。 

   ・2日目の出展場所が屋内に変更となりましたが、これが幸いしたことは「かるた遊び」を 

    1日目だけでしたが開催できて、参加者が大変喜んでくれました。 

   ・音楽とアートを一緒に楽しめて嬉しかったです。 

   ・食工房とお隣の飲食スペースはスムーズに機能している（使いやすい）なと思いました。 

   ・多少天候が悪くても、外での出店自体は問題ありませんが、どうしても館外のブースからは

足が遠ざかってしまう感じだったので、2 日目の様に館内にまとめたのは良かったと思いま

した。 

   ・昨年はなかったが、今年はスタンプラリーがあってとても良かったです。来年もお願いした

いです。 

   ・初日しか参加できませんでしたが、あいにくの天気でしたが参加者は多かったと思います。

ゆっくり、ゆったり皆さん楽しんでいるように見うけられました。今年も楽しみに来たとお

っしゃる方など定着しているんだと思いました。 

   ・スペースを少し狭くしてもよいので、出展料を下げ、出展数を増やした方がバラエティに富

んでよいのではないでしょうか？ 

   ・エネルギー問題やごみ問題など、幅広く環境について学べるとてもよいイベントだと思いま

す。クイズや工作体験などを通じて、子どもが自然と考えるようになっている仕組みが素晴

らしいと思います。 

   ・申し訳ございませんが、忙しく全体を見回す時間がとれませんでコメントができません。た

だ子ども達が遠方から来ている事に少しおどろきました。この子達とお母さんはうちに来て

おられるのですが、この時期は、原良小学校も何かあったようなので、とにかく学校行事、

イベントが多く、来場者の方々（特に子供）が分散するように思います。 

   ・企画から広報、準備、開催と本当にご苦労様でした。 

   ・多くが家族連れだったことが印象的。子ども達が手作業を楽しんでいるのは見ていて嬉しか

った。全体を通して、目的が明確に伝わっているかは自分達を振り返ってもみても疑問です。

少しずつ浸透していくのでしょうね。 


