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環境フェスタかごしま２０１８ 事業報告 

１ 概 要 

  ■名  称 環境フェスタかごしま２０１８  

        豊かな環境 輝く未来 ～みんなで取り組むエコライフ～ 

  ■開 催 日 平成３０年１０月２０日(土)、２１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８,４００人（２０日：約３,７００人。２１日：約４,７００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 

ダンススタジオ DADA、Studio☆Twins、

キッズファンク、ストリートダンスノ

ア、ヒグチバレースタジオ 

ジャグリング＆マジック K＠ITO 

ライブコンサート 色響（未来館登録団体） 

※１０/２１（日）に、燃やせるごみ減量実践モニター表彰式（鹿児島市資源政策課主催）を実施。 

 

  ■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 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（２０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」（２０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 
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茶の湯 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 鹿児島市設備課 

リサイクル楽器作り 色響 

錦江湾のおさかなぬりえ 桜島・錦江湾ジオパーク推進協議会 

日産わくわくエコスクール 日産自動車株式会社 

 

 

  ■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 株式会社エムオーエー商事 自然農法農産物と加工食品の展示販売 

2 株式会社若松商店 桜島溶岩豚焼豚バラ串、サラサラかき氷 

3 ごはん処まめちゃん フライドポテト、鶏から揚げ 

4 株式会社ひぐち エピスティック、かき氷 

5 食彩の和 焼肉バーガー、豚バラ串 

6 ほっとかん 鶏飯、サムゲタン、玉子スープ 

7 屋久乃庵梅吉（10/20のみ） キッチン梅吉 hananokoお弁当 

8 農園食堂森のかぞく（10/21のみ） 森のかぞくのカレーライス 

9 グリーンコープかごしま生協 牛乳、ウインナーの試飲・試食など 

10 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 

11 りんくフェアトレード＆エコロジー フェアトレードとエコロジー商品 

12 Le Cadeau パン、サンドイッチ、焼き菓子 

13 やさい村 オーガニック食品、無添加食品 

※一部の飲食ブースで、リユース食器を使用。使用率：約５０％（＝使用皿数/注文皿数） 

 

 

  ■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 鹿児島市再生可能エネルギー推進課 災害時の外部給電器デモンストレーション 

2 アクトビーリサイクリング株式会社 家電リサイクルの装飾体験 

3 日本ガス株式会社 液体窒素で冷熱実験など 

4 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、アクリルタワシ作り 

5 鹿児島友の会 エコな生活用品展示・販売、アクリルタワシ作り 

6 ＮＰＯ法人メダカの学校かごしま メダカ展示、ビワ、カキの苗無料配布 

7 
かごしま環境たくみの会 竹カッポカッポ作りコーナー 

有機焼き大福、ごぼう茶サービスコーナー 

8 JTB鹿児島支店（環境政策課） かごりんお得なキャンペーン 

9 鹿児島県立開陽高等学校 ＳＤＧs（持続可能な開発目標）の紹介 
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10 九州グリーン購入ネットワーク グリーン商品の展示、グリーン購入クイズ 

11 鹿児島市環境政策課 クールチョイスの紹介 

12 鹿児島県立短期大学お茶育研究会 お茶の飲み比べ、鹿児島茶クイズ 

 

 

■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、カルタ遊び、ホタル幼虫観察 

2 株式会社オートパーツ伊地知 くるくるくるまのリサイクル 

3 ダスキンアイワ（愛和株式会社） 環境にやさしいエコ関連サービス 

4 鹿児島市資源政策課 ごみ減量啓発缶バッジ作り 

5 
シナリースタート営業所 石油成分にたよらない日用品のハンドマッサー

ジ、ヘッドマッサージ 

6 手織り工房わくわく本舗 不要な布で作る楽しい手織り教室 

7 有効資源の会 「ペットボトル入れ」「マイバック」作りなど 

8 協業組合ユニカラー 竹紙製品の紹介 

9 鹿児島市環境衛生課 さくりんのまち美化コーナー 

10 株式会社ウィズ鹿児島 竹の土壌改良材 

11 九州電力株式会社 鹿児島営業所 発電体験コーナー 

12 鹿児島市水道局 水の飲みくらべ、水の相談室 

13 鹿児島県体験的環境学習研究会 バードコール作り体験＆ネイチャーゲーム体験 

14 
公益財団法人鹿児島市公園公社 

鹿児島市平川動物公園 

出張！ヤギさん除草隊 

 

 

  ■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 日本ガス（株）/天然ガス自動車 

2 鹿児島三菱自動車販売株式会社 アウトランダーＰＨＥＶ 

3 鹿児島日産自動車株式会社 LEAF 

   

■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 
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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 公益財団法人鹿児島市公園公社鹿児島市平川動物公園 

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、実行委員会、出展

団体・協賛団体、市内一部の保育園、幼稚園等

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） 

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 えるナビ 

開催告知 
雑誌「LEAP」 

MBCラジオ、フレンズ FM 

南日本新聞 
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５ 記録写真 

  

キッズステージ 燃やせるごみ減量実践モニター表彰式 

  

水の飲み比べ 機織り体験 

  

メダカの観察 端切れでマイバック作り 
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ダンボールコンポスト講座 日本ガス冷熱実験コーナー 

  

鍋帽子を使ってプリンづくり エコカー展示 

  

アクリルタワシ作り かごりん PR 
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竹いかだで水遊び 屋内出展ブースの様子 

  

屋外出展ブースの様子 飲食ブースの様子 

  

日産自動車わくわくエコスクール 日産自動車わくわくエコスクール 
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６ アンケート結果 

○来場者アンケート：回収件数 ５５８件 

１．住所 

吉田地区 郡山地区 松元地区 桜島地区 喜入地区 上記以外 鹿児島市外 不明・未回答

13 1 7 0 3 436 35 63
2.3% 0.2% 1.3% 0.0% 0.5% 78.0% 6.3% 11.3%  

 

 

２．来館回数 

1回 2回以上 はじめて 不明・未回答

58 395 85 21
10.4% 70.7% 15.2% 3.8%  

 

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 

・色々なワークショップを体験しながらより、身近なこととして環境について考えたり、学んだりで

きるとても良いイベントだと思いました 

・環境の視点が様々あり勉強になった。リユース食器のコーナーがあり、良いと思いました。 

・体験型で楽しかった。 

・竹いかだに乗り、竹かっぽで遊び、電気の仕組みを知ることが出来た。 

・かえっこバザールが環境のためにもよい企画だと思った。 

・平川動物園のコーナーが良かった。（ヤギが嬉しそうだった） 

・新しいものばかり目をやるのではなく、リサイクルする事や昔からの伝統に触れることで、子ども

達にとてもいい経験になりました 

・いろいろなブースでパンフレットを貰うが、環境を考えるイベントであれば不要である。その過程

では環境について考えていない。 

 

 

 

 

 

市民のひろば 未来館だより チラシ ポスター 市ホームページ

67 32 281 22 8
12.0% 5.7% 50.3% 3.9% 1.4%

未来館ホームページ テレビ ラジオ リビング クチコミ
41 2 1 9 28
7.3% 0.4% 0.2% 1.6% 5.0%

その他 不明・未回答

68 29
12.2% 5.2%
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○出展団体アンケート：回収数 ２８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 １２ ５ 

 

（２）開催時期 

同じでよい 違う時期が良い 

２６ ２ 

  （違う時期がよい理由） 

  ・子どもの運動会や地域の運動会、その他のイベント等と重なるため 

  ・１０/２０（土）は、他のイベント重なっていたためか、来場者が少なく感じた。 

  （検討時期） 

  ・９月末～１１月 

 

（３）配置場所 

満足 普通 不満 

１８ ９ １ 

 

（４）次回以降の出展 

したい 検討 しない 

１９ ９ ０ 

 

（５）出展ブースについての意見・感想 

・市の取り組みを市民の方に知っていただくよい機会となった。 

・いい PRの場と思う。他の出展者との交流の場となる。 

・１５時くらいから、日が差し始めて、まぶしかったり、暑かったため、ブースの後ろにパネ

ルがあると助かる。 

・鹿児島市の再生可能エネルギー推進課様にてミニキャブ MiEV の供給デモを行われていたの

で、何か一緒に PRできることがあったら協力したいと思います。 

・来場者が家族連れが多いため、次回参加時は、体験型ブースにしたい。 

・ステージが近く、ステージ内容によっては、ブース内まで写真を撮る保護者が侵入したり、

体験中の子どもが集中できなかった。 

・バードコールが人気となり、１００個でました。 

・ステージ出演者の導線があるといいなと思った。 

・こちらとしては問題ないが、飲食スペースと動物の距離が近かったことが気になった。 

 

（６）イベント全体についての意見・感想 

   ・小さな子供にも環境に関することを幅広く学んでもらえる貴重な機会だと思います。 

   ・環境関連のワークショップや飲食ブース、ダンスや歌など、バラエティ豊かであった。 
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   ・毎年参加しているが、年々来場者の方のリーフの環境に及ぼす影響についての質問が多くな

っており、世論の環境保全に対する意識が高まってきているのではと感じます。 

   ・各出展者の販売品目が重ならないようにしてもらいたい。 

   ・参加した生徒達は「前夜は眠れなかったが参加できてよかった」と感想を述べていた。 

   ・小人さんが多いのが印象的。多数の方にクイズに参加してもらい、グリーン購入への理解を

していただいた。 

   ・このイベントの主旨がわからない。安全な食品や過ごし方への提案なのか、何でもあって、

何かにこだわっているのが伝えられていない気がした。 

   ・原良小のバザーと重なり、近隣の父母子どもが少なく感じた。 

   ・バルーンアートがにぎやかだった。 

   ・両日２００名余りの方がお孫さんとご一緒に祖父母の方がいらっしゃって、とてもいいイベ

ントだと思う。 

   ・他のブースの方と環境活動への思いを語るいい機会だった。食事のブースは、リユース食器

を使っている点もよかった。ただ、もっと環境に配慮した食品やメニューがあってもよかっ

たのでは。 

   ・ステージについて、例えば環境活動をしている子ども達がもっと出演してもよいのでは。 

   ・３Ｒ、環境保全をテーマに楽しく紹介する場であり、娯楽ではない。 

   ・動物園としては、異なる地域の方々と交流、ＰＲできてよかった。 


