
■霧島の弱み
No. カテゴリ 要素

1 経済 特色不足
2 経済 肉、野菜、自然・・・みたいな。他の鹿児島の地域と比べて「素材」あまり大差ないかも
3 経済 霧島茶PR下手
4 経済 地域産品PRの行政依存？
5 経済 ブランディング
6 経済 ブランド、販売システムは持続的か？大手企業に利用されるリスク
7 経済 商売が不得意
8 経済 B to Bに特化しすぎてCに向けてのブランディングが苦手
9 経済 活かし方

10 経済 発信
11 経済 情報
12 経済 農家たちの販路が狭い
13 経済 自然に発生する外的圧力(霧島山に起因するもの）
14 経済 観光が強いと今回（コロナ）のようなことになるとモロに直撃してしまう。
15 経済 1日で回れない
16 経済 お店が点在しているので車がないと行けない
17 経済 市街地に観光客の受け入れ
18 経済 国分・隼人以外の経済
19 経済 上場地区での買い物が不便
20 経済 山間部は、商店がない、あるいは少ない
21 経済 都市部と山間部の格差がある。
22 経済 中山間地域の活性化
23 経済 IT、AIが少ない
24 経済 IT、AI系の会社がほぼない
25 経済 今までのやり方だけを続けている仕事が多い
26 経済 「協働」ができている会社は伸びているが、そうでない会社のほうが多い。
27 経済 産業毎の分断（だいぶ解消されてきた）
28 経済 スタートアップが少ない
29 経済 大企業だけでなく、ベンチャー系の起業、進出がしやすい環境を
30 経済 子ども
31 経済 若者が県外へ
32 経済 若年層の流出がさけられない
33 経済 若者の働ける場所
34 経済 若者の働き口が少ない
35 経済 若者が都市へ流出していっている
36 経済 中山間地域の働く場所
37 経済 職
38 経済 チェーン店多目
39 経済 全体的に地元の店（飲食、サービス業）よりも大手の会社に顧客が流れている(スシローなど）
40 経済 チェーン店が増え、地元資本の店がどんどん減っている。
41 経済 宿泊施設の地元資本の少なさ
42 経済 観光地ではあるが、地元にお金がおちる経済の流れづくりは弱い。

43 経済
日常の買い物するならチェーン店、こだわりのあるものを買う時は鹿児島市内へ。霧島市民の
地元消費少ないのでは？

44 経済 大企業（チェーン店）でしか経済がまわらない
45 経済 既存店舗（小規模）の減少
46 経済 街独自の経済活動が少ない
47 経済 街中が元気なくなってきている
48 経済 中心街さびし目
49 経済 商店街の衰退
50 経済 全国チェーン店の衰退（天一、大阪王将）
51 経済 大手が参入しやすく、撤退しやすい→同じような業種が増加傾向
52 経済 賃金が低い
53 経済 貧困
54 経済 全国の平均所得から大分低い
55 経済 所得の水準を上げればいいかと。今あるものを出来るだけ伸ばしていけばなと思う
56 経済 働く皆さんはすごいけれど、収入が低いので、あまり使うことがないのかな
57 経済 たくさんのお金を出して消費する人が少ない
58 経済 大企業誘致成功しているが中小企業は経営しやすい環境？になっている



59 経済 中小企業が減っている
60 経済 後継者がいない
61 経済 中小企業の事業継承
62 経済 一次産業などは担い手が少なくなっている
63 経済 農業をしている人が高齢化により、辞めてしまう。
64 経済 全国でみると、地場が育たない？
65 経済 会社によって景気が左右される
66 経済 高齢化進んでいる
67 経済 地域の歴史文化財等
68 経済 伝統芸の後継者不足
69 経済 それぞれのかけ算不足
70 経済 危機感を持っている人が少ない
71 経済 地元愛
72 経済 協力が少ない
73 環境 少子高齢化が進んでいる
74 環境 観光資源を活かせていない
75 環境 海、山、川や桜島を活かしたものが少ない。
76 環境 桜島を見ながらお酒を楽しめる場所やカフェなど
77 環境 竹の有効活用
78 環境 森林伐採
79 環境 森林伐採が少しみられる
80 環境 耕作放棄地
81 環境 獣害対策
82 環境 山林管理不足
83 環境 土地所有者が高年齢や県外者で中々動かない
84 環境 限界集落ができている

85 環境
管理できていない山が増え、荒れが目立ってきている
放っておくと破壊につながるのでは

86 環境 使われなくなった畑→放置→ゴミ違法投棄など気になる場所も
87 環境 用水路に柵がなくて危ない
88 環境 自然エネルギーがマネーゲームに使われてるかも？
89 環境 飛行機から見るとソーラーパネルが多いため、自然部分が減少
90 環境 メガソーラーによる森林破壊
91 環境 メガソーラー多し（土砂災害）
92 環境 広い敷地を利用した大規模施設(メガソーラー）などによる森林破壊
93 環境 開発が多くなってきている（宅地開発、太陽光など）
94 環境 災害が多い
95 環境 工業地があり、水害が起こる
96 環境 多くがハザードマップ危険エリア
97 環境 水害への心配
98 環境 国分は雨に弱い、水没
99 環境 川の氾濫がたまに問題になる。

100 環境 人口が増えることによって田んぼが住宅や平屋になる。
101 環境 自然が豊かであるがゆえ、整理されていない所はすごく見苦しいかと…？
102 環境 公園などの数はあるがトイレなど整備が少ない
103 環境 空き家が増えている
104 環境 住宅地や街中に空き家など増えて、荒れた土地もあるため、治安にも悪い。
105 環境 駅前の賑わい
106 環境 街灯が少ない
107 環境 若い人たちの遊ぶ場所が少ない
108 環境 遊び方が分からない
109 環境 タワマンたちすぎ
110 環境 街中での自然と過ごす場が少ない
111 環境 車社会
112 環境 車ばかり
113 環境 車社会ゆえの排気量
114 環境 交通不便
115 環境 交通インフラ
116 環境 バスや電車の本数が少ない
117 環境 車がないと生活しにくい→CO2
118 環境 車がないと不便。（→社会?）



119 環境 車がないと生活しずらい
120 環境 広いので車の移動
121 環境 車で移動すれば何でもそろう便利なところということは、CO2がたくさん出ている
122 環境 中山間地域の移動手段はどうしても車になってしまう
123 環境 渋滞
124 環境 国分・隼人で渋滞が多い
125 環境 公共交通機関を生かせていない
126 環境 空港利用による二酸化炭素増加
127 環境 工場が多い
128 環境 工場の廃棄、排出
129 環境 川が汚くなっている
130 環境 ごみの分別が適当
131 環境 地元の人が地元を知らない
132 環境 資源に強い力があるので、なかなか人が強くなれないのかなあ。
133 環境 保全に取り組める人が減っている。
134 環境 環境問題に取り組む人とそうでない人に差がある。
135 環境 持続可能性への思慮する人、ムーブメント少ない
136 環境 農業資材など、なにから取りくむか定まっていない部分がある（CO2対策）
137 環境 ビジネスと環境を両立していく先導的な拠点がないこと（組織）
138 環境 個々がもっと環境の良さを知るといいと思う
139 環境 意識が低く加害者とは思っていない
140 社会 6町1市　広さ、歴史の違い
141 社会 旧一市六町が広すぎてうまくまとまれていない
142 社会 1市6町の連携つながり
143 社会 夏の遊び場不足
144 社会 少子化なのに保育園待ち?
145 社会 公園・孫が遊べる環境作り
146 社会 学校給食おいしくない
147 社会 教育格差
148 社会 教育の地域間格差
149 社会 教育の選択が少ない。（ITだったり）
150 社会 大学運営
151 社会 大学をはじめ、学ぶ場や働く場が少ない→人口流出
152 社会 若者が働きたいと思う場所がない
153 社会 若者コミュニティ
154 社会 積極的に若者に参加してほしい
155 社会 人口減少
156 社会 人口減少
157 社会 山間部の対応
158 社会 一部の過疎化
159 社会 国分・隼人以外の人口減
160 社会 上場の人口減少、高齢化
161 社会 山間部は高齢者が多い
162 社会 国分・隼人に人口が集中し、過疎化が進んでいる
163 社会 公共交通
164 社会 交通インフラがもっと整うといいなー
165 社会 道が狭い
166 社会 公共の交通機関の路線や本数が少ない
167 社会 医療・買い物が遠い問題
168 社会 高齢者でも車がないと通院、買い物など不便
169 社会 お年寄りのバスやタクシーはタダでもよいのでは?!
170 社会 地域活動の衰退、公民館活動
171 社会 自治会の加入率が低く、コミュニティが形成されていない
172 社会 「東京より希薄な関係」と語る長浜のおじいさん
173 社会 転勤者帰ってしまう
174 社会 グループがたくさんある
175 社会 地元人が少ないため、交流が弱い
176 社会 きっかけが少なくなってきている
177 社会 多くの企業があり、市外転入者も多いと思うが、霧島の良さを伝える手段が少ない
178 社会 国分・隼人は近所のつながりはほとんどない。良くも悪くも都市部と変わらない。



179 社会 FCや全国チェーン、どこにでもある同じ街並み
180 社会 会社によって景気が左右されるため、人口の変動があり
181 社会 空家
182 社会 空き家等
183 社会 空き物件
184 社会 空き家多い
185 社会 空き家が多い
186 社会 空き家の増加
187 社会 空き家、店舗が多い
188 社会 地域・地方の空き家問題
189 社会 一人親世帯の増加
190 社会 女性の活躍できる環境が整備されていない
191 社会 進学をあきらめる（幅がせばまる）女性が多い
192 社会 生活保護の増加
193 社会 貧困世帯
194 社会 貧困家庭が把握できているだけで20%超えている

195 社会
ジェンダーレスに優しい社会ではない。男が化粧をしていると笑われたり、バカにされたり、同
性愛者が声を大にできていない。

196 社会 医療の充実
197 社会 文化に触れる機会が少ない
198 社会 文化的なもの、芸術に触れる機会が少ない
199 社会 地方自治体のお祭り等の減少(十五夜）
200 社会 アートや音楽に対しての意識（どこか壁がある）
201 社会 サブカルチャーの底辺ができてないかな
202 社会 年代の差→後継者
203 社会 自治会保守的
204 社会 保守的（関心がない人が多い）
205 社会 出身地の差別が今もある
206 社会 外から来た人（移住者の方へ）の意識
207 社会 ○○出身と言うとバカにされたり嫌煙されたりする人もいる
208 社会 あたりまえの環境に疑問を持たない
209 社会 社会に関心のある人少ない
210 社会 現状維持の先輩が多く先に進まない
211 社会 ゆっくりした時間が求められるので急な変化に対応できない（反対したりする）
212 社会 ボイルドフロッグ症候群

213 社会
田舎の方はご近所づきあいや地域行事残っている。これも、良い面もあれば、最近のライフス
タイルにあっていない面も。どう割り切って、自分にどう取り入れるかの問題。

214 社会 市営の動いてない所が沢山ある


