
（ご意見・ご提言）

75 9.4

あまり重要
でない

3

41 5.2わからない 1

重要で
ない

2

30.6

23.3

10 1.3

25 3.1 やや不満 3

回答数

265 33.3

5

442

82

不満 2 42

91

4

自然保護、環境保護の動きを積極的に出してほしい。県とか国のバリアフリーを考えて動いてほしい。（日野産廃、熊野の土砂持込
み）

海岸線に大きなきれいな公園があるといい。

55.6

5 185 11.4
※ 

やや重要

ご意見・ご提言

具体的なご意見、ご提言があれば記入してください。

ふつう 4

28 3.5無回答 26 3.3 無回答

わからない 1

10.3

5.3

【豊かな自然と文化を大切にするまちづくり】

問１４　自然の保全と活用について伺います。

重要度 満足度 例えば、こんな事業をしています。

やや満足

6 243

他地の不用土砂を搬入埋立、しかも埋めてはならない池なども跡形もなく積上げている。

35

回答数 率(%) 率(%) ① 自然を活かした公園・緑地の整備（横岳自然公園など）

② 馬上鉱害防止対策、公共用水域等の水質調査の実施重要

③ 『まちピカ運動』やカブトガニの保護など関係機関と連携した環境保全

ふつう

満足 4.46

河川敷プールを作る。

甲尾山の公園が荒れている。何とかしてほしい。

豊かな海のクルージング。

横岳は大切にすべきだし城山を放置しすぎ。新しい公園より、今ある公園の整備を！！

何でも作りすぎだと思う。杵築はできるだけ自然を残していてもらいたい。

もっと水資源対策をしっかりと。

公共用水域の水質調査は重要だと思います。

海あり山あり、川あり最高！

今からの活動次第と思います。まだ足りない。

自然を活かした公園を増やしてほしい。海や川をもっともっときれいにしてほしい。

川辺の公園、緑地の整備をしてほしい。

ほんのり田舎な杵築、平和な杵築が好きです。

立石川にホタルを増やして人を集めたい。

半島全てを一つのまとまりとして考えるべき！

子どもが安心して遊べる公園が少ない。

243

185

265

25 10
41 2635

91

442

82
42

75
28
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私の地域には子供が遊べる公園がないです。

質問の意味がわかりません。この質問に対して満足度とはどういうことですか？

子供達の生活が自然と離れていますので自然との触れ合い、例えば親子散歩等、ゆったりした時間を過ごす場所がほしい。Ex.大分文
化公園を縮小したような所。

もっと市民を巻き込む企画が必要。

杵築市に大きな公園がほしい。

今の施設を利用すべき。住吉浜や農業公園等あるところを更に改修して使うこと。

農業公園の活用が１００％に近くなるように切望します。

文化施設や公園が近くにあれば子供も喜ぶし、八坂の方はテニスコート、運動場もあります。でも何か足りていない。好きな物、自
分でしかできないスポーツ公園でも利用者が決まってしまうのでは…

風の郷公園の草、定期的に（２ヶ月に１度とか）刈ってほしい。

まちピカ運動はもっと推進したほうがよい。町の印象が良くなる。

カブトガニのモニュメントとか錦江橋の前の三角形の場所に何か置いてますが、車に乗ってあんなの見る人いない。

住宅の近くに公園があると良い思います。車を利用してではなく、徒歩で行けるといいなと思っています。

川の整備。

自然の豊かさには感心しました。子育てには本当に良い環境だと思う。

推進員の好き嫌いが影響している。

自然を壊さない観光を考える。

川に生活ゴミや生ゴミを捨てる者がいます。

昔ながらの文化、風習などをもっと残してほしい。方言やお祭りなどでも残してほしい。

川岸整備は下流の水害を引き起こし、自然を壊すので中止すること。

海浜公園もよいのですが、城山公園の整備も忘れていないですか。東北の大津波が来たとき、逃げるところは高台の公園付近ではな
いか。

子供が遊べる公園を作ってほしい。

自然の中にゴミがいっぱいあります。

老若男女が利用しやすい公園が身近にもっとあれば嬉しい。ゲートボール場ばかりではなく、利用価値をレベルアップできたら。

神仏をもっと勉強し、保全していけばよい教育になるのでは。

海浜等に関する取り組みが全く知らされていない。

海浜公園を作るなら、テニスコートよりドッグランを！！テニスコートはBGにもありますよね！？運動場ばかり、なぜこんなに増
えているのか？子供の遊具は大賛成！！別府、大分まで行かなくてすむ。

水辺の公園を設置する。

杵築市の水道水はヒ素が入っているので子どもには飲ませられないので困る。

公園づくりは街の中心に作るべきである。空間があるからそこに作るのでなく、誰もが利用しやすい場所にあるべきである。

山香甲尾山、桜の時期は結構登っています。あじさい、コスモス、菜の花等、つくりやすい花を植え、時期に見晴らしの良い山です
ので、心の癒しの場所を作ったらいいと思います。

「自然と文化を大切にするまち」は旧山香町のスローガンのパクリ。もっと他に考えたら良いのでは？

休耕田などを利用して公園、トイレ、犬の遊ぶ所（ドッグラン）などを作ってキレイな町を希望します。もっと若宮の河川を手入れ
してホタルがたくさん飛ぶ様に（山浦に負けずに）

公園はもっと欲しい。

自然公園を生かしたイベントを強化し、利用を促進するべき。利用率が低い。

自然を残して損はないので、どんどん進めてください。すると、都会から人がやってきます。

雲ケ岳登山道整備、ＰＲ。

八坂川周辺の自然を活かした環境整備を望む。

子どもを安心して遊ばせることのできる公園が少ないので作ってほしい。

子供達にもっと美化運動に親しんでもらいたい。空き缶やゴミが道に捨てられてても見て見ぬふり。

馬上鉱山跡で、あちこちからオレンジジュース状の物が見られますが、いまやってる事業が果たして功をなすのか（八坂川の水質）
と思う。ヒ素の飛散…今回初めて知りました！！

馬上鉱山跡で何かやっているようですが、何ですか、何をどうやっているのですか？

先人の歴史は大事にして、後世に残すことを望む。

大掛りなことをしないでほしい。税金を無駄に使わず、市民の意見を聞いて！

カブトガニの保護は理解するけど。八坂川の河口が土砂で埋まるのについてどう考えているのか？最低限まで掘り下げて下さい。

環境に優しい事業で当然のことだと思います。

大分農業公園の整備、観光の振興強化。

一部意識の高い方々やグループはあるが、もっと市民全体で自然の良さを愛する気風を高める啓発が必要。

公園が稼働していない。

Ｂ＆Ｇ体育館の横に遊具を設置しているが、誰ひとりとして使うところを見たことがない。不用だ！税金のムダ使い。

自然保護に重点を置いてほしい。一度、壊れてしまったら元に戻すのは困難なので。

常に管理が必要だと思います。草が伸び放題な時を多く感じます。（公園）

いろいろなところに文化が眠っている気がします。もっとアピールできると思います。

小さな子どもも遊べる公園にしてほしい。

今、横岳の方も人が少なくなっているようです。これといった目玉もなくて、ひいなめぐりもそうです。一度見たら二度と見たいと
も思いません。あまりにも会場があっちこっちに散らばっていて、歩いては周れません。

横岳は遠いし…　近場（市内）に自然を活かした憩いの場があるとよい。

横岳に初めて行ったが景観がよく、かなり整備されているのに感心した。更なる発展を望みます。私だけ知らなかったのかもしれま
せんが一般市民に啓発してください。

竹林が広がり、山林が荒廃していることが気がかり。何とかならないか。

コウノトリの来る郷づくり。
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風の郷にも公園があるようですが、以前遊びに行った時は草が伸びて遊べる状態ではありませんでした。これじゃ公園じゃありませ
んね。それに甲尾山もそうです。昔は遊具もあり、遊べたと思いますが、今は子供の遠足も行けませんね。
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（ご意見・ご提言）

重要で
ない

2 7 0.9 20 2.5

今のままで。

小さな古い文化財の調査ができていない○○○○○の発掘

もっと市民を巻き込む企画が必要。

各地の古い伝説物をもっと良く調査して。

文化財をもっと市民に知ってもらったり、ふれあうようなチャンスを作る。

文化財より今の生活を大事にしてほしい。

毎年、どぶろく祭りで飲酒運転があるので、注意してほしい。

発掘はいりません。地元民の迷惑なだけ！！発掘のために体育館工期遅れすぎ！！

他の市町村とリンクして下さい。

わからない 1 39 4.9

無回答 20

若宮八幡、奈多宮などの文化財対策を。

観光客等と深く関係があり重要だと思うが、うまく利用されていると思えない。※お城まつりと云いながら、お城まつりではないと
思った。杵築城に行ってみたが寂しかった。

不満 2

やや不満 3 46 5.8

わからない

24 3.0

60 7.5

2.5無回答

1

杵築地区の町並保存が統一されてなく勿体ない。

施設整備するのはいいがイジリすぎ。もっと古い物は古い物として活かしてほしい。

七双子古墳、棚田磨崖仏、竹ノ尾地蔵などに、案内板がほしい。文化財が埋もれている。上河内の盆踊りなど、今一度保存、映画化
などを考えてもらいたい。

整いすぎた施設は冷たい感じがします。古ぼけた風情が一層古への郷愁を偲べると思います。

杵築市西部立石の歴史文化を深め、城山の整備をして桜の名所としたい。江戸時代そうであったように。

176 22.1 やや満足

ご意見・ご提言57.9ふつう

※ 

4604

具体的なご意見、ご提言があれば記入してください。

5

文化的施設（杵築城・資料館・大原邸など）の整備

③ 「どぶろく祭り」などの伝統文化の支援
53 ②

136 17.1

あまり重要
でない

3 25 3.1

ふつう 4 296 37.2

6.7重要 6 228 28.7 満足 6

やや重要 5

回答数 率(%)

【豊かな自然と文化を大切にするまちづくり】

問１５　歴史・文化遺産の保存と活用について伺います。

重要度 満足度 例えば、こんな事業をしています。

文化財の保護・研究、遺跡の発掘調査①回答数 率(%)

杵築城は以前に比べ、見やすくなったと思いますが、エレベーターがないので、足の不自由な人は連れて行けないのが残念です。

228

176

296

25 7
39 24
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伝統文化や施設は必要。整備するにはもっと予算を付けるべき。

現状で充分だと思います。杵築城に歴史的価値はあるのですか？

山香町の小武寺をいつでも見られるようにしてほしい。

全国に平等にある。

国東半島、杵築市の文化遺産の保存と活用は必要である。

地区の祭りも少しずつ変わってきてます。お城祭りもあまり行かなくなった。毎年同じパターンでなので。もっと有名な人や文化人
と話し合って。春～冬まで文化支援で今年はこういう取組みをするとか考えては。

やる事が中途半端。

どぶろく祭りはもっとアピールしてほしい。

文化的施設などで、なんとか県外からのお客様が来ている気がするので大切にしてほしい。

文化的施設の整備には力を注いでいるようですが、文化財の保護は野放しになっているのではと思います。杵築市誌に記載されてい
る文化財は、今、全部「ケンザイ」なのでしょうか？

文化会館が１か所もなくて、文化的施設の整備をしているとは言えない。文化体育館の「文化」とは名ばかりで最悪の音響であり、
あれは体育館である。

文化財標識・説明板等の老朽・破損などを見かける。早急な対応を…。他所からみえた方からも不評＝観光イメージダウン（特に杵
築地区がよくない）杵築の宝物を磨く意識を持とう。

重光葵（外務大臣、ミズーリ号での降伏文書調印に出席）についても、もっとＰＲしても良いのではないかと思う。

昔からの文化も大切だけど、新たに作って、観光地を増やしてほしい。

歴史的な文書、書籍類など寄贈される場合、保管場所がないと断ることなく、学校の空部屋などに保管できるようにし、寄贈される
物は貰い受けるべきです。将来、図書館建設になれば図書充実のために役立ちます。

どぶろく祭りに行くのに階段が辛い。車イス、杖の人、子供連れ等、遠くからみんな楽しみに来るので駐車場も。時代のニーズに合
わせてほしい。

杵築の城下町ばかりが文化遺産ではない。もっと他にも素晴らしいものがあるし、保存していく必要がある。遺産と観光を結び付け
る考えはありますか。

資料館はただ展示だけではつまらないと思います。子供歴史教室や企画展など、もっと活動したらいいのではないかと思います。

文化財の保存にお金を使うのなら、それを観光収入につなげてほしい。そうでないと保存する意味がない。

宣伝が不足、他県から観光客を呼べるように努力すること。

地域にもぞれぞれ行事、祭りがありましたが、廃れていっています。いま一度見直しては。

大分県外にもアピールをもっとすべきである。

山香のえびね、ふるさと祭りなど、山は、雲ヶ岳、津波戸山、鋸山等を大切に、史談会が色々と支援くださって山香町誌等大変あり
がたいと思います。

施設を有効に使えていない。施設があるだけでは人は来ない。

永久的事業だと思います。

杵築市内はさておき、他地域ではコレといった、人を魅きつけるモノが無いですね。あっても小さ過ぎて…

例えば遺跡の調査とか何に活用するのかわからない。教育？単に文化保存？あまり興味が沸かない。

どぶろくの時、ツアーバスを出しては？飲んで帰れないのがすごく残念な人も多いはず。車が多くてイヤだし、是非、バスでこぞっ
て参加。ついでに観光名所を巡って、買い物して…　地元活性化、住人もバスだと普段と違って楽しいかも。※杵築城、賑わってな
いなと。公園もイマイチ…　観光客は満足してますか？せっかくの高台なのに見晴らしがよくないのは、なぜ？

期日を限定し、無料とし文化財を公開するイベントも必要。市民でも施設に行った事の無い人達が多くいます。魅力のある町づくり
をして頂きたい。

大田村の「どぶろく祭り」の会場周辺の駐車場の増加、横岳の公園の宣伝（知らない人が多い）

大熊山（古墳）の発掘調査をして下さい。

どぶろく祭りなどの伝統文化の支援。

良くやっているほうだと思う。

宣伝上手な近隣市町村にやや負けている感じがする（文化財の質の高さは負けていないと思う）

点在している施設の横のつながりを作ってほしい。

文化財保護をもっと的確に。杵築城の中にある展示物、明らかに潮風にさらされて駄目になりそう。

文化財の保護を進めてください。

あまり力をいれすぎない程度にしないと。中学校がどこにできるのか？

大田のどぶろく祭りも一度に人が押し寄せるので、車で行っても止まるところがなくて、そのまま帰ったこともあります。（この景
気の悪い中、こんなアンケートを出すことがおかしい）

文化はとても大切です。もっとアピールしてください。

文化財の発掘調査のために、学校や道路等の建設に影響を及ぼすことに不満。

重要だと思うし、充分できていると思う。

子供が神楽へ参加したり良いと思う。
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（ご意見・ご提言）

特色を出して強力に推進してほしい（ゴミ分別）

廃屋や空き小、中学校がそのままとなり景観や安全上問題があると思う。

テレビなどで分別はあまり意味がないとの意見を聞いたことがあります。

立石地区は生ゴミ用の鉄製保管庫（アミ目）があり、犬、猫の被害もなく、衛生的でとてもよい。

城下町ということで太陽光発電が市内にない！街並が侵されるのでとのことですが、エコを考えたら、少し考えを変えた方がよいの
ではないでしょうか。

エコ、リサイクルは良いと思いますが、ゴミ出しの取り廻る方に問題あり。袋がついていないと持って行かない等、もう少しゆるめ
てはどうか？

7.2

29 3.6無回答 28 3.5

ゴミを入れる枠が閉まらない。

無回答

ミカンや稲作の農薬散布を通行人がいても平然と行う。

2 3 0.4 572不満

19

204 25.7 ふつう 4134

2.4

住宅地でのゴミ焼却は禁止してほしい。洗濯物に臭いがつき、家の中までキナ臭くなる。近所の方だから直接言いにくい。

わからない 1 わからない 1 41

重要で
ない

5.2

【豊かな自然と文化を大切にするまちづくり】

問１６　環境問題への対策について伺います。

重要度 満足度 例えば、こんな事業をしています。

①回答数 率(%) 回答数 率(%) ごみの分別収集

原発問題があり、自然エネルギー、省エネルギーは重要である。エネルギー推進係を作って、更にもっと進めていくべきである。環
境に詳しい職員はいないのか？

具体的なご意見、ご提言があれば記入してください。

51.9

15.0
太陽光発電・生ゴミ処理機購入補助金の給付

②6 369

ふつう 4

119

64

5 166 20.9 やや満足

72 9.1
あまり重要

でない
3 6 0.8 やや不満 3

生ゴミ処理、太陽光発電の補助金を補助希望者全世帯に出してほしい。

重要

やや重要

③
満足 6

ゴミを家庭で燃やす人が多く、大分市ではそのような事は禁止されていたと思う。ゴミのカスが飛び、また大気汚染にもつながる。
私達はそのようなことはしない。

8.1 エコ・リサイクルに関する啓発活動

市外からの土砂、廃棄物の搬入対策が必要。雨水利用の補助金の給付を要望。

別府市などがしているリサイクル活動をしてほしい！場所を決め、ゴミの中で使える物（タンス、自転車）などを整備し、無料で、
もらいたい人にあげる活動をしてほしい。（旧市役所を利用できると思います）
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エコ、リサイクルの重要性が浸透していないように思う。必然的にリサイクル活動の推進をしてほしい。

資源ゴミは全部一緒に積み込むが、どうなっているのか分からない。不思議に思う。

電力不足問題で、特に太陽光発電購入補助金の給付にもっと力を入れてほしい。

③（太陽光発電・生ゴミ処理機購入補助金の給付）特定の人に片寄り不公平、廃止すべき（他、国・県の補助あり）

太陽光の補助金や下水道の完備。合併浄化槽の補助（新築物件）

ゴミ袋を無料にしてほしい。

ヘルパーさんにゴミを持って帰ってもらう。

人の意識のなさに呆れます。（机上の空論ではダメです。）特に男性はゴミ収集とか市民参加で１日体験をしたらどうかな。業者頼
りではダメだよ！

環境問題は今後ずっと考える必要があると思います。太陽光発電を一般家庭に普及させる活動が必要では。

ゴミの集積所の整備。

山香、大田地区では水道施設がほとんどの住民に行き渡っていると聞いてますが、杵築のインフラ整備が全国的にもかなり低レベル
ではないか？

もっと補助を出すべき。日本は資源が少ない。

良いと思います。

生ゴミ処理機購入補助金を少し上げてもらいたい。

道ばたに投げ捨てのゴミが多い。捨てないようにお願いします。

下水道の整備が遅れている。

リサイクルボックスの設置を希望。どこにあるかわからないから、ゴミ捨てポスターとかにでも書いてほしい。

分別の仕方が悪い。資源ゴミ置場に間違えて不燃物を出していた場合、そのまま放置しているのに疑問を感じます。出す人も悪いの
ですが、そのままいつまでも放置するのもいかがなものかと思います。

不法投棄を時々見かける。住宅街の近くまで廃棄された土などが積み上げられていて大変不快である。

他の市町村に比べて、ゴミの分別が強化されていない。

粗大ゴミの無料化。有料化は不満！

資源ゴミなど、もっと頻繁に出せるようにしてほしい。Ｅｘ．ゴミステーションの増設。

太陽光発電の補助金をしてほしい。

もっと力を入れるべき。

市をあげての節約やリユースなど少し無駄でも行動が起こせることからやったらどうか。

住宅が増えた所などはアンケートなどで回収場所などを増やすなどしてほしい。

ゴミ出しの日、カラスが生ゴミをつついて、よく散乱している。囲いをしてほしい（谷町）

太陽光ばかりではなく燃料電池や他の手段もあるのでは？

②（エコ・リサイクルに関する啓発活動）③（太陽光発電・生ゴミ処理機購入補助金の給付）実際分からない。

太陽光発電の補助金増額を！

ゴミ処理の仕方に不満なところあり、啓発が必要。

休みの日でも取りにきてくれるので大変よくなったと思います。（ごみ分別収集）

粗大ゴミがより出し易いようになればありがたいのですが。

ゴミ収集場所が遠く車でしか持って行けません。（近くにしてほしい)中ノ原東組。

もっと市民にゴミに対する自覚を持ってもらえる指導が必要です。

啓発活動をしているのか。独自の補助金など。

道端や駐車場などにゴミを捨てているのをよく見るので、対策をしてほしい。

受益者の教育が必要、自己努力を住民全体がもっと意識すべき。

分別がまだ不十分だと思います。

使い捨て文化？正そう。

太陽光発電以外もっとリサイクルやエコは他にないだろうか。

生ゴミは決まった日、7日・2日間普通です。なるべく少しずつ出しています。

九電も１５％の節電になるようで、新しいエコを発表したら金一封してあげるとか（ただし、他でそれより先に出ていれば返金）

③（太陽光発電・生ゴミ処理機購入補助金の交付）の補助金の給付を広げてほしい。

ペットボトルはラベルをつけたままで回収している県もある。取る必要はないのでは？

汚染された土砂で造成するのではなく、自然豊かな森や海を大切にしてほしい。

資源ゴミ用の袋の利用法がいまいち分からない。

太陽光発電に企業や家庭が積極的に取り組めるような工夫を。

ゴミの分別も大事ですが道に落ちている缶、ゴミも気になります。

ゴミ袋を張り付けて出す等（大きいもの）本当にエコですか？これ！！

太陽光や風力などエネルギー関連に力を入れてほしい。

燃えないゴミの収集をもう少し増やせないでしょうか。

地域に密着した活動である。ありがたい！！

分別は良いことだと思ったけど、ゴミ袋はお金を出して買いたくない。

生ゴミ処理機の件。市報に詳しく載せて下さい。経費が少なく自宅でできるのならと思います。

このごろ、分別にしろ、リサイクルにしろ、他の市町村で意見が分かれていますが、どうなんでしょう。本当に必要なんですか？も
う一度見直しする必要もあるんじゃないですか？家で焼いたら何故悪いんですか。ダイオキシン？それって、本当なんですか？政府
の言うことって正しいんですか？日本の国だけがバカを見ているんではないですか？

太陽光発電をもっと市として推進すべき。タダ同然で設置できる。

出来れば各市町村でゴミの分別を統一してほしい。

健康づくりとも関わるが近距離（例えば１．５㎞未満）の通勤者は、徒歩通勤化を推奨し、エネルギー消費の抑制と駐車場の削減を
市役所。市職員から始めてみてはいかがか。

太陽光対策。

大変ありがたいことだと思います。
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太陽光発電補助金の期間をもっと長くしてほしい。

特にゴミで、不燃可燃の仕分け後、処分場が同じ。何のためか不明。

田舎だから空気は澄んで住みよいとは思います。リサイクルもあまりにも分けすぎではないでしょうか。頭が混乱する時もありま
す。大分の方はラベルは取らなくてもよい？と聞いてますが？

ゴミの出し方、分別についてももっと啓発を。

空き缶をポンポン投げ捨てていて困る。

分別の仕方が都会に比べ甘い。太陽光については、もっと補助があれば、取り付ける人も多いと思う。

ゴミの分別収集を継続していただきたい。

聞かないと答えてもらえない、知らない人が多い。

ゴミの分別収集の件は、できない地区を見かけます。それでも収集されているので、きちっとやっている者にとっては大変不満で
す。太陽光発電・生ゴミ処理機購入補助金の給付は、補助金が高ければ、多くの人がやりたいと思うのでは？

各小学校や地区公民館等へ小規模の実験で、太陽の自然光の恩恵を体験的にしてもらいたい。

太陽光発電・生ゴミ処理機購入補助金の給付については、補助金がないと設置もきびしいと思うので、補助金額を多くしてほしい。

太陽光発電の補助は良かったと思うが、街並み保存箇所対象者には出さないというのを聞いた。意味不明。

電力が不足すると言われていますので、もっとエコに力を入れた政治がほしいですね。

ゴミの分別収集をもっと市民に呼びかけた方がよいのでは？スーパーのトレイを市の施設でも回収するＢＯＸを置くなど、スーパー
だけでなく回収場所を増やしてほしい（知らないだけで、あったらすみません…）

処理場に残されたゴミはどうなったのか？田舎の山にゴミを捨てている人がいる。

太陽光発電化。

ゴミの分別収集にもっと力をいれるべき。太陽光発電の補助は増やさなければならなくなるのでは。

事業ゴミが一般の住民のゴミ置場に置かれている現状でそのまま回収する市の体制を疑います。

大分市のように電気自動車購入補助金の給付。

まだまだ分別方法を知らない人、分別をしない人がいるのが残念。他の集落の人が朝、晩に捨てて行く人もあり、他の市町村のビ
ニール袋に入れて捨てる人もあり、マナーが悪い。

杵築市（旧）の街中はいたる所でゴミを集めてくれるけど、その他は集める所が点々としていて収集車が来るところまでは遠い。

市民にもっとゴミの分別意識を啓発し、分別仕分け区分を増やす努力をしていただきたい。

リサイクルセンターがあれば見学を自由にし、もっと身近にしていきたい。太陽光発電、どんどん広めてほしい。世界で通用するも
のだし。太陽のありがたさ→自然の大切さ→謙虚さ→生きる意味（？）→生活の大切さ→食べ物の大切さ→農業は素晴らしい。→杵
築の得意分野。

広報などで“我が家の不用品”コーナーでリサイクルをしたらもっといいのでは？いらない物でも必要な人がいます。ex：中学校の
制服、ベビーカー、子どものおもちゃ、など。
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