
■霧島の強み
No. カテゴリ 要素

1 経済 農業
2 経済 農業が盛ん
3 経済 畜産
4 経済 黒豚
5 経済 工業
6 経済 霧島茶
7 経済 霧島茶
8 経済 焼酎
9 経済 黒酢
10 経済 黒酢
11 経済 一流の一品
12 経済 水資源豊
13 経済 焼酎豊富
14 経済 商品の「素材」になるものがたくさんある
15 経済 温泉や食べ物が豊富であり、卸売業としての強みがある。
16 経済 特産品
17 経済 地場商品(特産品）がある
18 経済 霧島が持つ地域資源の豊富さ（自然、神話歴史）
19 経済 地域資源を利用した商売の可能性
20 経済 合併前の各市町村が特産品や観光など独自の特色をもっている
21 経済 1次、2次、3次産業全てある
22 経済 豊かな食
23 経済 SONY
24 経済 SONY
25 経済 京セラ
26 経済 京セラ
27 経済 SONY・京セラ
28 経済 ソニーと京セラ
29 経済 京セラ、ソニー工場
30 経済 2大メーカーの安定感
31 経済 ソニーや京セラを初めとする大企業がある
32 経済 大手の会社がある
33 経済 大企業
34 経済 大企業がある
35 経済 大企業がある
36 経済 大企業があって、絶えず人がいる
37 経済 大手企業・進出企業が多く立地
38 経済 大企業の立地、雇用がある
39 経済 大企業（ソニー、京セラ）等で雇用がある
40 経済 ソニー、京セラなど大手企業がある
41 経済 工業地があり、労働者人口が多い（経済が回る）
42 経済 町に企業が入っている。（SONY、京セラ）
43 経済 大きめの企業がある
44 経済 企業の支え
45 経済 企業の立地
46 経済 雇用のある街
47 経済 モノづくり多い
48 経済 技術力のある中小企業
49 経済 ソニー・京セラなどの大きな企業を中心に活力ある会社が多い
50 経済 京セラさんをはじめ、日本でも有数の企業への立地があり、そこで働く皆さんの力

51 経済
規模が小さいながら、技術をもった事業者や、全国でも有数の先進的な取組みをしている事業
者がある

52 経済 収入割と高そう(比較）
53 経済 温泉
54 経済 温泉（観光）
55 経済 温泉施設
56 経済 神宮（観光）
57 経済 霧島方面に行けば、観光産業が盛ん
58 経済 観光資源の豊富さ



59 経済 観光地が多い(温泉など）
60 経済 観光地が多い（霧島市内で色々な観光、見どころがあり、観光客の方が多くくる）
61 経済 観光業さかん
62 経済 観光強い
63 経済 （県内では）有名観光地として人は訪れる
64 経済 豊かな自然環境、歴史を利用した観光客
65 経済 泊まるところがたくさんある
66 経済 温泉等の観光資源が多くある
67 経済 数万人観光客を集める祭り
68 経済 県外・外国からの観光客
69 経済 高速道路や空港があり物流がある
70 経済 空港
71 経済 空港
72 経済 空港
73 経済 空港
74 経済 空港がある
75 経済 空港がある
76 経済 空港が近い
77 経済 至近の空港
78 経済 交通の要衡（空港・高速道路）
79 経済 空港がある(鹿児島の玄関）
80 経済 鹿児島空港の存在（交通網充実）
81 経済 空港や高速道路があり、交通網が栄えている
82 経済 県内の交通のハブ
83 経済 立地条件
84 経済 地理的なメリット（県央、海外へ）
85 経済 世界に近い
86 経済 インフラ
87 経済 九州内のアクセス○
88 経済 人口
89 経済 鹿児島県2位の人口
90 経済 昼間人口増
91 経済 中心部は、大型商店が多い
92 経済 FC等が収益が見込める
93 経済 全国チェーン店が出店してくる（ドンキ、スタバ、ドミノピザ）
94 経済 国分・隼人など商業地区には大型店があり、たいていのものは入手できる
95 経済 飲食店が多い
96 経済 何もないけどなんでもある（生活しやすい）
97 経済 買い物先・アクセス良好
98 経済 一度外へ出ても戻ってくる
99 経済 良い場所やお店が沢山ある。
100 経済 人がいるので、どこかに「買いたい人」がいる。霧島市内に。
101 経済 生活していく上で、通常必要な物は手に入る
102 経済 行政が民間と共に。という集まりが行われている
103 経済 つながり
104 経済 伝統
105 経済 文化などを応援できているので経済は安定していると思う
106 経済 ある程度好きな事を実現できる環境にある
107 経済 社会的な関わりが強いので、新しく始めた事に協力をしてもらいやすい
108 経済 地熱発電、水力、風力、いろいろある
109 経済 出生率
110 経済 学校
111 経済 役所が綺麗
112 経済 病院
113 環境 自然が多い
114 環境 海も山もある
115 環境 山
116 環境 山
117 環境 山がたくさんある
118 環境 川
119 環境 海



120 環境 海がある
121 環境 自然が豊か
122 環境 自然が豊か
123 環境 豊かな自然（霧島山、錦江湾）
124 環境 自然が豊か（霧島山など）
125 環境 波のおだやかな海
126 環境 山・川
127 環境 海あり・山あり
128 環境 海にも山にも近い
129 環境 豊かな森も海もある
130 環境 山・海・川
131 環境 山・海どちらもあり、自然豊富
132 環境 山・川・海　自然豊か
133 環境 車で30分行けば自然がある
134 環境 車で30分程で海・山・川・温泉などの自然が楽しめる
135 環境 山・川・海の全てがそろっている
136 環境 海、山、川、そして桜島があり、自然が豊か。
137 環境 緑がいっぱい
138 環境 自然も沢山あるし
139 環境 野生のシカやイノシシがでるなど自然部分が多い
140 環境 豊かな自然（食、温泉、水）
141 環境 自然のエネルギーを感じれる所が多い。（緑が多い）
142 環境 きれいな撮影スポットがたくさんある
143 環境 国立公園もある
144 環境 国立公園や温泉などの環境資源がある
145 環境 森林セラピーロードなど自然の中を歩ける
146 環境 観光資源が多い
147 環境 田んぼ
148 環境 子供を遊ばせられる自然スポットが多い
149 環境 キャンプ場多い
150 環境 食
151 環境 食材の豊かさ
152 環境 野菜がおいしい
153 環境 有機栽培の農家（合がもの里、マルマメン）
154 環境 有機農業者の広がり
155 環境 農業インフラの整備
156 環境 水
157 環境 水
158 環境 水がおいしい
159 環境 水おいしい
160 環境 江戸時代からの水がある
161 環境 水保全条例の存在
162 環境 自然環境の保全が暮らしにつながっている（水、温泉、気候）
163 環境 四季との付き合い方が得意
164 環境 手つかずの場所も多い＆整備されつつ守るための工夫がしてある場所も
165 環境 鹿児島市内出身の私から霧島を見ると、まちなかもそこそこキレイ
166 環境 山・川から海へと自然のタイミングで経済をまわしていた事が見受けられる。

167 環境
たくさんの自然環境や昔ながらの神社がたくさんあるので、それを生かして、経済をまわした
り、社会でのつながりを作れると思う。

168 環境 温泉ー！！
169 環境 温泉
170 環境 温泉
171 環境 温泉もある
172 環境 温泉(観光スポット）多い
173 環境 温泉ありがとう
174 環境 温泉があり、そこにおとずれるお客様が多くさんいる。
175 環境 天孫降臨
176 環境 神社
177 環境 神社がいっぱいある。
178 環境 歴史ある場所がたくさん
179 環境 重要文化財、自然イサンがある。国立公園？ジオ



180 環境 空港近い。
181 環境 とにかく人が住みやすい!!
182 環境 自然が豊かで住みやすい
183 環境 市街地近郊でも緑が豊か
184 環境 中心部から歩いて10分で緑が目に入る
185 環境 車で移動すれば何でもそろう、便利で都会すぎない。
186 環境 小学校が増えてる
187 環境 国分・隼人以外は人口少ないので開発少ない
188 環境 家賃低い
189 環境 イノベーション
190 環境 地熱発電
191 環境 太陽光発電に向いているみたい
192 環境 マイクロプラの分析やごみ処理時のCO2排出量削減に取りくむスピードが上がった（行政）
193 環境 フードロス運動やSDGsの話題が毎回議会で取り上げられている
194 社会 山・川・海・平地
195 社会 温度差があるので生活に地域性がある
196 社会 特色のあるエリアが多く点在
197 社会 保育園
198 社会 大学がある
199 社会 高校・大学がある
200 社会 高校・大学がある
201 社会 高専
202 社会 工大
203 社会 学ぶ機会
204 社会 教育の多様性
205 社会 教育環境悪くない
206 社会 待機児童問題が他のところより深刻ではない
207 社会 自然あり、店もありで子育てしやすそう
208 社会 子育てしやすい
209 社会 子育てのしやすい所（自然の中で遊べる）
210 社会 スポーツ強化
211 社会 若年層
212 社会 若者人口が比較的多い
213 社会 中心部は若年層が多い
214 社会 国分・隼人の人口増加
215 社会 空港
216 社会 交通の利便性良
217 社会 公共の交通機関もある
218 社会 移住者が多い
219 社会 ゆったりしてる
220 社会 時間感覚がゆったりしてる人が多い
221 社会 いい意味でのんびりしているのでゆっくりした人達が多い気がする。
222 社会 人と自然の関係性が高い
223 社会 歴史
224 社会 信仰(2つの神宮）
225 社会 交流・セミナー・イベント等
226 社会 少子化
227 社会 人が優しい
228 社会 地元愛
229 社会 人が温かい
230 社会 平和
231 社会 治安いい
232 社会 犯罪は少ない方？
233 社会 地域の人々の見守りによる治安の良さ
234 社会 コミュニティがしっかり機能している地区が多く、子供に目が届くことが多い。
235 社会 子どもの居場所づくりや、不登校支援に取りくむ人、団体が増えてきている。
236 社会 横とのつながり
237 社会 おとなり同士での助け合いがまだある方だと思う。
238 社会 近所で子どもをあずかってもらえたり、信頼関係がつくりやすい
239 社会 ご近所さんや歩いてすれ違う人にあいさつをしてあいさつが帰ってくる。



240 社会
いろいろな人とつながれる会がある。都会すぎず、人が温かいので、たくさんの良い人と出会
える。

241 社会 食べるに困ることは少ない（物々交換）
242 社会 中庸
243 社会 ポジティブ思考
244 社会 霧島市を盛り上げよう！という人がいる。
245 社会 まちを思う市民の存在（個性的）→自分の好きを形にしている
246 社会 住みなれた地域で幸せに暮らしつづけるための取り組みが広がっている。
247 社会 ストリートピアノを置いたりして、地域を盛り上げようとする
248 社会 文化・芸術を進める人の存在
249 社会 誰もが住みやすい町づくりを介護業界の団体で考え発信している。
250 社会 医療体制が平均的に確保されている
251 社会 医療機関もそこそこあり人口のわりには充実しているのでは
252 社会 介護事業者と行政との距離が近く、現場や住民視点での霧島独自のサービスがある。
253 社会 共生社会の実現を目指し児童福祉、障害、高齢サービスをつなげる動きがある。
254 社会 良い様に変われる所が多々ある。
255 社会 霧島市の取り組み
256 社会 行政に積極的な人間
257 社会 行政がんばってる


