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環境フェスタかごしま２０２０ 事業報告 

１ 概 要 

  ■名  称 環境フェスタかごしま２０２０ 

        豊かな環境 輝く未来 ～“ゼロカーボンシティかごしま”を目指して～ 

  ■開 催 日 令和２年１０月１７日(土)、１８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８,６００人（１７日：約３,５００人 １８日：約５,１００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 

（１７日）BEAT UPダンス、DADAダンス 

（１８日）KIDSFUNK ダンス、GROOVE ダンス、

TWINSダンス 

COOL CHOICEステージ（絵本読み聞かせ&すごろ

くぬりえ） 
南日本リビング新聞社・鹿児島市環境政策課 

薩摩剣士隼人&アマビエ クイズステージ 

（１７日） 
薩摩剣士隼人プロジェクト 

ミュージックステージ（１８日） つむぎんちゅ 

※１０/１８（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 

SUP体験  

 

  ■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 

環境学習の紹介 開陽高等学校 

ダンボールハウス作り NPO法人 PandA 

作って遊ぼうミラクル☆キューブ 色響 

COOLCHOICE企業コンテスト&マッチング 南日本リビング新聞社・鹿児島市環境政策課 
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公共建築物の省エネルギーに関する取組につ

いて 
鹿児島市設備課 

 

  ■多目的スペース 

イベント名称 実施団体等 

日産わくわくエコスクール 日産自動車株式会社 

 

  ■多目的ホール 

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」（１７日の

み） 
NPO法人かごしま市民環境会議 

 

  ■研修室 

イベント名称 実施団体等 

アロマ除菌スプレー、ミツロウラップ作り、ミツロウ

ミルク作り 

ネクストアース、ネクストリーダーサーチ

(NLS)under25、FrideyForFuture鹿児島 

 

  ■屋外大テントブース（１団体で複数のブースを利用した場合があります。） 

№ イベント名称 実施団体 

1 くるくるクルマのリサイクル 株式会社オートパーツ伊地知 

2 断熱塗料や遮熱シートで省エネ促進 有限会社西谷工業 

3 発電体験コーナー 九州電力株式会社鹿児島営業所 

4 出張動物園！「ヤギさん除草隊」 
鹿児島市平川動物園（公益財団法人鹿児島市公

園公社） 

5 
かおりクイズに挑戦！くすのきストラッ

プづくり 

JTの森大学実行委員会 

6 たのしい手織り体験 手織り工房わくわく本舗 

7 
布再利用！「マイ箸袋」「ティッシュ入れ」

「マスク」作り 
有効資源の会 

8 
竹のマスクケース、洗顔ネット、竹炭商

品、土壌改良材の紹介 
株式会社ウィズ鹿児島 

9 ごみゲンジャー缶バッジづくり 鹿児島市資源政策課 

10 
ハンドマッサージ・バスボム作り（１８

日のみ） 

シナリースタート営業所 
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■屋外テントブース（１団体で複数のブースを利用した場合があります。） 

№ イベント名称 実施団体 

1 
うちエコ診断、液体窒素で冷熱実験コー

ナー 
日本ガス株式会社 

2 
グリーンコープかごしま生協の紹介、お

茶販売 
グリーンコープかごしま生活協同組合 

3 
自然農法農産物と加工食品の展示販売、

スプラウト作成体験 
GREEN MARKET MOAかごしま店 

4 オーガニック食品・無添加食品の販売 やさい村 

5 
お花を楽しむ、身近なものを使って“花

器”づくり 
健康な「人・まち・心」をつくる会 

6 エコバッグにペタペタアート olioli（思いをカタチに） 

7 メダカ展示（１７日のみ） メダカの学校かごしま 

8 鹿児島茶クイズ（１８日のみ） 鹿児島県立短期大学お茶育研究会 

9 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 

10 まち美化「さくりん」ぬりえと写真撮影 鹿児島市環境衛生課 

11 
ダンボールコンプストの展示、傘布から

マイバッグ展示 
NPO法人かごしま市民環境会議 

12 
水の使い方に考える展示、ミニマーケッ

ト 
鹿児島友の会 

13 竹カッポカッポ手づくりコーナー かごしま環境たくみの会 

14 
リサイクルの世界をのぞこう！パッカー

車の投入体験 
一般社団法人鹿児島県産業資源循環協会 

15 かごりんお得なキャンペーン 株式会社 JTB、鹿児島市環境政策課 

 

  ■エコカー・エネルギー展示 

№ イベント名称 団体ブース等名称 

1 RAV4 PHV 鹿児島トヨタ自動車株式会社 

2 LEAF 鹿児島日産自動車株式会社 

3 水素エネルギーについて学ぼう FCV（燃料電池自動車）キャラバン 

4 再生可能エネルギーを知ろう 鹿児島市再生可能エネルギー推進課 

   

  ■飲食・販売ブース ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、設けず 

 

■その他 

 ・会場内にてごみについてのアンケート（鹿児島市環境衛生協会） 

   ・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 株式会社下堂園 

2 株式会社 MBCサンステージ 

3 株式会社桂造園 

4 株式会社オートパーツ伊地知 

5 株式会社ウィズ鹿児島 

6 株式会社 JR鹿児島シティ 

7 株式会社南日本情報処理センター 

8 日本ガス株式会社 

9 有限会社丸徳産業 

10 鹿児島日産自動車株式会社 

11 公益財団法人鹿児島市公園公社(平川動物公園） 

12 東洋警備株式会社 

13 協業組合ユニカラー 

14 株式会社岩田組 

15 株式会社萩原技研 

16 株式会社アジア技術コンサルタンツ 

17 自然食の MOA かごしま店 

18 鹿児島トヨタ自動車株式会社 

19 ENEOS喜入基地株式会社 

20 南国殖産株式会社 

21 株式会社鹿児島銀行 

22 大福コンサルタント株式会社 

 

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」 

雑誌「TJかごしま」 

MBCラジオ 

南日本新聞 
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５ 記録写真 

  

キッズステージ パッカー者への投入体験 

  

再生可能エネルギーを知ろう 手織り体験 

  

日産わくわくエコスクール FCV（燃料電池自動車）キャラバン 
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傘布からマイバッグ紹介 日本ガス冷熱実験コーナー 

  

竹カッポカッポづくり 竹いかだで水遊び 

  

くるくるくるまのリサイクル COOLCHOICEブース 
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水の使い方を考える ミツロウラップ作り 

  

食品販売 おもちゃかえっこバザール 

  

ダンボールコンポスト講座 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 ６１３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

19 3 6 0 3 461 29 92
3.1% 0.5% 1.0% 0.0% 0.5% 75.2% 4.7% 15.0%  

 

 

（２）来館回数 

1回 2回以上 はじめて 不明・未回答

62 444 85 22
10.1% 72.4% 13.9% 3.6%  

 

（３）認知手段 

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

93 62 252 31 9
15.2% 10.1% 41.1% 5.1% 1.5%  

 

○出展団体アンケート：回収数 20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 9 3 

 

（２）開催時期 

 

（無回答 1） 

 

（３）配置場所 

満足 普通 不満 

12 7 1 

 

（４）次回以降の出展 

したい 検討 しない 

16 3 0 

 

同じでよい 違う時期が良い 

19 0 


