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環境フェスタかごしま２０１６ 事業報告 

１ 概 要 

  ■名  称 環境フェスタかごしま２０１６  

        豊かな環境 輝く未来 ～エコでつながる笑顔の輪～ 

  ■開 催 日 平成 28年 10月 15日(土)、16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 8,700人（15日：約 4,400人。16日：約 4,300人） 

 

２ 実施内容 

  ■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 

鹿児島市立玉江小学校 吹奏楽部（１５日のみ） 事務局 

人形劇 三びきの子ぶた（１６日のみ） 事務局 

いっぺこっぺどん（１５日のみ） ASOBBAはらっぱの芸術学校 

カエル子のステージ（１５日のみ） カエル PROJECT 

 

  ■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（１５日のみ） かごしま環境たくみの会 

甲突川の遊歩道と飛び石を歩こう！（１５日のみ） 城西地域まちづくりワークショップ 

 

  ■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（１５日のみ） 鹿児島友の会 

食廃油から石けん作り（１６日のみ） 鹿児島市生活学校 

 

  ■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」（１６日のみ） 
鹿児島市資源政策課 

講師：ＮＰＯ法人かごしま市民環境会議 
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  ■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（１５日のみ） ASOBBAはらっぱの芸術学校 

茶の湯、いけばな体験 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 

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 

 

  ■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 
わかめうどん、ソフトクリーム、まゆたこ、炊き込みご飯、

カップ寿司 

2 有限会社おぐら鮮魚店 さつまあげ、ポテトフライ 

3 食彩の和 さつま焼麺（焼きそば）、タルタル焼肉バーガー 

4 ホープ 
ホルモン焼うどん（鹿児島県産黒毛和牛）、豚ほほ肉サイ

コロステーキ（鹿児島県産豚）、 

5 株式会社ひぐち エピスティック（焼き菓子）、綿雪（かき氷） 

6 ル・カドー パン・焼き菓子の販売 

7 やさい村 オーガニック食品 

8 工房てたか（１５日のみ） おくらコーヒー＆シフォンケーキ 

9 グリーンコープかごしま生活協同組合 牛乳、ウインナーの試飲試食 

10 自然食のＭＯＡかごしま店 加工品及び農産物販売と自然農法展示 

11 江口浜ちりめん 
江口浜ちりめん（無添加、無漂白） 

いりこ、わかめ等 

12 りんく フェアトレード雑貨および食品 

13 Cefiro マクロビスイーツ、シフォンケーキ 

 

  ■屋内屋外展示ブース（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 
家電リサイクルについての展示・冷蔵庫に使用されていた

磁石を利用しての装飾体験 

2 九州電力株式会社 鹿児島営業所 九電みらいの学校 

3 日本ガス株式会社 自分の家で電気をつくる「エネファーム」 

4 城西地域まちづくりワークショップ 城西地域の歴史探訪 

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

6 ＮＰＯ法人メダカの学校かごしま 活動の写真展、メダカの水槽展示、メダカの無料配布 

7 ＮＰＯ法人かごしま市民環境会議 ダンボールコンポスト展示など 

8 鹿児島友の会 環境を考えた手作り品展示と販売 

9 鹿児島市環境政策課 かごりんＰＲ 
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10 鹿児島県立開陽高等学校 環境学習の紹介 

11 NPO法人環境と健康を次世代へ紡ぐ会 環境化学物質によるヒトへの汚染に関する展示 

 

■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。） 

  1 
鹿児島友の会 

ＮＰＯ法人かごしま市民環境会議 
アクリルタワシ作り 

2 桜島・錦江湾ジオパーク推進協議会 
火山灰ねんどにお絵かき体験 

キャラクター（さくらじまん）と写真撮影 

3 株式会社オートパーツ伊地知 リサイクルパーツの展示 

4 有効資源の会 端切れで「マイ箸袋」づくり 

5 ダスキンアイワ（愛和株式会社） 
窓用フィルム施工実演、洗濯機クリーニング、エアコンク

リーニング、エコ掃除関連 

6 絵空るみ つまみ細工 

7 Shasta サンキャッチャー 

8 SmileSeed デコパージュ 

9 SmileTen ねんど体験 

10 株式会社ウィズ鹿児島 竹の土壌改良剤とシラスクリーナー 

11 カエル PROJECT 水草と空き瓶でミニ鉢植え作り 

12 鹿児島市環境衛生課 さくりんのまち美化アンケート（さくりんと写真撮影） 

13 手織り工房わくわく本舗 織機を使い、不用になった布などを使用した裂き織り体験 

14 鹿児島市水道局 
種類の異なる水の飲み比べ、水道水の安全性、美味しさな

どの広報 

15 鹿児島市資源政策課 ごみ減量クイズ、ごみ出しマナー啓発チラシお披露目 

16 鹿児島県体験的環境学習研究会 バードコール作り 

17 
鹿児島大学ボランティアサークル 

エコッチャ 
ペットボトルでゴマ作り 

 

 

  ■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 

4 鹿児島日産自動車株式会社 電気自動車リーフの展示 

   

■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） 
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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 株式会社Ｍでんき住設 

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 

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 

ＮＨＫ情報番組 

ＭＢＣラジオ 

南日本新聞 城西地域 休刊折り込み紙 
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５ 記録写真 

  

キッズステージ キッズステージ 

  

玉江小学校 吹奏楽演奏 人形劇 

  

出展ブース全体の様子 飲食・販売ブース全体の様子 
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竹いかだで水遊び ダンボールコンポスト講習 

 

 

鍋帽子を使ってプリンづくり エコカー展示 

  

ゾーン３の様子 大道芸パフォーマンス 
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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 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 ８６０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
774 9 5 6 0 2 45 19
90.0% 1.0% 0.6% 0.7% 0.0% 0.2% 5.2% 2.2%  

 

 

２．来館回数 

1回 2回以上 はじめて 不明・未回答

104 596 140 20
12.1% 69.3% 16.3% 2.3%  

 

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 

・毎年楽しみにしています。もう少し飲食のお店がふえるといいと思います。 

・メダカのブースが良かった。 

・ゴミ分別の勉強になりました。 

・以前より内容が充実していた。 

・ブースの方々が、親切に対応してくれた。 

・クイズラリーが楽しかった。子どももわかるクイズで楽しかった。 

・子どもと一緒にワークショップに参加できて楽しかった。 

・大人も体験できるコーナーがあり、楽しかった。 

・人形劇のマイクの声が響きすぎて聞き取りにくかった。 

・飲食スペースがもっと欲しい。 

・子や孫の世代に負の遺産は残したくないと思った。 

・いろんな体験が楽しい。 

・学校で習ったことがいかせた。 

 

 

 

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
120 72 240 195 20
14.0% 8.4% 27.9% 22.7% 2.3%

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
10 23 20 3 15
1.2% 2.7% 2.3% 0.3% 1.7%

クチコミ その他 不明・未回答

36 139 29
4.2% 16.2% 3.4%
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○出展団体アンケート：回収数 31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 

11 15 4 

（２）開催時期 

同じでよい 違う時期が良い 

27 3 

  （違う時期がよい理由） 

  ・他のイベントと重なることが多く、集客という点では分散されると思う。 

  ・他の展示会と日程が重複してしまい、人員配置が難しいため。 

    ・１０月は運動会シーズンで地域の行事が続き、行政の行事も 10月に集中する。 

  ・小学生の土曜授業の日は避けた方がよい。 

  （検討時期） 

  ・9月下旬 /10月上下旬/9月上旬 

（３）配置場所 

満足 普通 不満 

18 8 4 

（４）次回以降の出展 

したい 検討 しない 

25 4 0 

（５）出展ブースについての意見・感想 

・ワークショップを１つのテントにまとめていてよかった。 

・織り機４台フル回転し、更に常に４０分から 1時間待ちの状態であった。今回は、全体の 

 構成と当工房の場所など全てにおいてよかった。 

・テントで車両が隠れてしまっていたので、ブース場所については変更を希望。 

・風雨対策を検討してほしい、ブースの仕切りが横のみで、前後についても巻き上げ式の 

仕切りがあればよかった。 

 ・スタンドパネルの奥行きが薄型化されて、結果、有効面積が広がり良かった。 

 ・もう少しブースのスペースがほしかった。 

 ・テントがしっかりしていたので、雨はきにせず出店できました。 

 ・致し方ない部分もあるが、来場者へ展示車が気付きにくい位置だと強く感じた。 

  また、一般道と並行していたため、駐車場と勘違いされる方もいました。 

 ・今回は、各ブースがむき出しだったため、一部の道具の持ち帰りが発生した。 

 ・風の影響が大きい。予想よりも広かったので、使い勝手が良かった。 

 ・今回のブースは動線から外れていた気がする。また、車がブースの後ろに配置されていた 

ので、お客さんの目に気付きにくかったです。 

   ・日照、気温などを配慮していただき、非常に販売、ＰＲしやすかった。 

 ・打合せ時に配置変更を申し立てたが、当日変更されてなく苦慮した。３×３ｍぐらいの 

スペースがほしい。 
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 ・凹型のブースは入り口でお客様が中の様子を伺い入ることをためらっていた様でした。 

体験型のブースが入り口付近にあり、他のお客が中に入るのを妨げている様だった。 

   ・来年度は、再生可能エネルギー推進課をＰＲしたい。 

   ・風雨に左右される内容だけに、場所を配慮してもらい、お客様への対応など、質の高い 

展開ができた。 

   ・出展ブースにスタンプだけもらいに来る人が相変わらず多く、環境意識の底上げに 

つながらない。 

   ・「食べた果物の種を植えて育てよう」という「苗の配布」をやりましたが、好評だった。 

 

 

 

（６）イベント全体についての意見・感想 

   ・雰囲気など、とてもよく盛り上がっていたように思います。 

   ・まだまだ電気自動車の認知度が低く、認知度ＵＰにはよい機会であった。 

   ・全体的には、以前とすると参加者が多くなり、特に小中高校生が熱心で、嬉しかった。 

   ・掲出看板の数字（ブース No）が小さく、パンフレット記載のブース No もわかりにくかった

ため、問い合わせが多かった。 

   ・エコカーというカテゴリーで出展したが、他の出展ブースとの主旨が違うように感じた。 

    車というジャンルに縛られるためか、来場客の興味が集中しない原因でもあると思う。 

   ・今後、道具の保管場所を考えないといけないと思った。 

   ・初めてバードコール作りを行ったが、スタッフがフル回転で、思いのほか好評だった。いく

つかの団体とお話しできて、今後の活動でコラボも考えられると思った。 

   ・全ての種類のスタンプラリーを全員に配ることはできないか？該当しない No のブースは素

通りされてしまう。 

   ・体験ブースがとてもにぎわっており、子ども達も楽しそうにしていた印象が残っている。 

   ・舞台のスペースが中途半端のように感じた。マイクの位置の検討ができればと思います。 

   ・環境教育９年目のまとめができて良かったです。 

   ・悪天候の中でも多くの方に立ち寄っていただき、にぎわった。クイズスタンプラリーでは解

答がわかった時の子ども達の反応がよかったです。 

   ・従事者が飲食できるスペースを確保してほしい。 

   ・この数年の中では賑わっているようだった。環境というテーマに沿ったブースの絞り込みが

必要ではないでしょうか。 

   ・かごりんカードの無料配布、登録機関の延長、ピンクのかごりんの展示など多くの方に参加

いただいた。飲食ブースを充実しており、来場者増に有効な方法だと感じた。 

   ・出展ブースに同じスタイルで各活動内容の小型のパネルを準備してみてはどうだろうか。 

   ・今年も約３０００匹のメダカの無料配布をしたが、何名かの方に「去年いただいたのから増

えました」などのお話をいただいた。 


