
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】 

まずは、リラックス！ ステップ １ 

地域の人たちが、「飽の浦地区の良いところを

みんなで見つけて伸ばしていこう」「飽の浦地区

の困りごとをみんなで話し合って、解決方法を

考えてみよう」「飽の浦地区がどういうまちにな

ればいいかな」などを話し合う場です。 

この会が、“地域のつながりをもっと強くする

キッカケ”になればと思います。 

また、出されたご意見は、“誰もが安心してい

きいきと暮らせるまち”を実現するために、市

と社協で策定する「地域福祉計画」「地域福祉活

動計画」に反映します。 

▲ なごやかなアイスブレイクのひととき。 

  皆さんにこやかな表情になりました。 
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「地域のいいところ」「気になるところ」をそれぞれ付せん紙に書き出し、自分の意見を

発表しながら、模造紙に張っていきました。 

そして、同じような内容の付せん紙をまとめて、タイトルをつけました。 

   グループで 

平成２２年９月７日（火）、飽の浦コミュニティーセン

ターで、地域の方々26人が参加し、第１回目の「やって

みゅ～で・わがまち座談会」が開催されました。 

ステップ ２ 

多くの皆様にご参加いただき、地域への関心の高さが

感じられました。   
 ～地域のいいところ・気になるところ～を出し合いましょう！１

社協職員の進行のもと、参加者は、４つのグループに

分かれ、和気あいあいとした雰囲気の中、いろんな団体

や世代の人たちが、飽の浦地区で暮らす仲間として、「自

分たちのまちのいいところ・気になるところ」を考えま

した。 

※出された意見は、次ページ以降にあります。 

話し合った内容を発表しよう 「グループ発表」ス   

発行元：長崎市社会福祉協議会（095-828-1281）、長崎市福祉保健総務課（095-829-1161） 

第２回の「やってみゅ～で・わがまち座談会」 

（9月 21日（火）午後７時00分～９時00分、

飽の浦コミュニティーセンター）では、第 1 回目

で出された「気になるところ」を解決する方法はな

いか、みんなでアイデアを出し合います。 

▲ 皆さんから出された意見は、グループごとに発表されました。 

▲ 飽の浦地区の“良いところ”“気になるところ”が並びました。 

ステップ ３ 

座談会開始前から顔見知りの方たちでにぎやかな雰囲気で

したが、アイスブレイクでさらになごやかな雰囲気づくり。 

グーとパーを交互に前後に出すゲームをしました。簡単そ

うに見えてこれがなかなか思うようにいきません。皆さん苦

戦しながらも楽しそうでした。なかにはいつのまにかチョキ

になっていた人もいたのでは？ 

場も和んだところで さあ、座談会のはじまりです！ 

▲ ひとりひとりの意見に、みなさん熱心に耳を 

  傾けました。 

地域のつながりを強くするため

には、地域の良いところを大事

にして、困ったところは解決に

向けて、地域のみんなで考える

ことが大切なんだね！ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 飽の浦地区  1 グループ 

斜面地 病院 交通 

○良いところ 

・大きな病院がある 

 

●気になるところ 

・小児科がない 

・診療所、個人病院が少ない 

地域の自慢 

○良いところ 

・水鳥号（斜面移送システム）が設置され便利にな

った 

 

●気になるところ 

・水鳥号は高齢者のみ利用している 

・段・坂が多い 

・階段が多く車の入らないところが多い 

●気になるところ 

・公園前バス停前の道路を横断する人が多く危ない

（横断歩道がない） 

・飽の浦トンネル開通後、事故、騒音（バイク）で

困る 

・交通マナーが悪い（歩行者も!!） 

・三菱の朝のラッシュ時、夕方の退社時、車が多く

危険を感じるときがある 

・渋滞（朝・夕） 

・飽の浦、立神間は車が通る道路が飽の浦～立神線

の１本しかない。先月も交通事故で通行止めとな

り、不便を感じる 

廃屋 コミュニティ 

●気になるところ 

・廃屋の増加（台風、雑草の心配） 

・近くの空地が管理不行き届きで、雑草が生い茂り

困っている 

 

○良いところ 

・大日神社、恵美須神社が桜の季節は大変きれい 

・釛山（こがねやま）恵美須神社の伝統を守ってい

る（かなり厳しくなりつつある、もうすぐ 380

年祭です） 

・地区に世界一の造船所がある 

困り事 少子・高齢 

●気になるところ 

・高齢者の方々が多い 

・高齢化が著しい 

・少子化 

○良いところ 

・交通安全運動の期間中、各自治会で立哨活動を2

回行っている 

・飽浦小学校区子どもを守るネットワークの子ども

見守り活動がよい 

・治安がよい（自治会の見守りがある） 

・飽の浦地区において7月24日（土）にふれあい

夏祭りが盛大に開催された 

 

●気になるところ 

・自分自身が近所の子どもを知らない 

・隣近所の方々との会話があまりない 

・自治会の会議への集まりが悪い。本日5名 

 買物 

バス 

●気になるところ 

・朝夕のラッシュ時、町内に通勤の車が数多く出入

するので、大変危ない 

・公園清掃が大変 

・駐車場代が高い 

・最近ヘリコプターが飛ぶことが多いようです。長

崎上空を飛行する場合は役所に連絡があるので

すか。音がやかましい 

●気になるところ 

・買物が不便（２） 

 
○良いところ 

・バスの本数が多い 



やってみゅ～で・わがまち座談会 飽の浦地区  2 グループ 

自然の力と人の力で美しいまち 地域のつながり 少子・高齢化 

○良いところ 

・高台なので眺めがよい（岩瀬道町）（２） 

・家の周辺がきれいに保たれている（美しい町とい

える）（岩瀬道町） 

 

便利なようで実は・・・ 

●気になるところ 

・高齢（70 才以上）が 67 人（世帯数が 84）で

あり、将来が不安 （岩瀬道町） 

・少子高齢化が著しい 

・高齢化が進み、子どもが少ない（岩瀬道町 小学

生１人 中学生０人） 

 

飽の浦の交通事情 

○良いところ 

・仲が良い 

・飽浦小学校の子どもは、よくあいさつしてくれる

のでとても気持ちいいです 

・私の町内はお年寄りが多く常に気を配っており、

皆で助け合っています 

・近所同士のつながりが大変良い 

・ほとんどの世帯が自治会へ加入している （岩瀬

道町） 

・地域の結びつきが比較的強い方 

 

●気になるところ 

・自治会未加入世帯の増加 

三菱重工との共存 

○良いところ 

・中心街へは至近である 

・町まで近い 

 

●気になるところ 

・商店がない（買物が不便） （岩瀬道町） 

・日常の買物に不自由を感じている （岩瀬道町） 

・近隣商業地域への顧客の流出⇒商店街の消失 

若者が少ない 

●気になるところ 

・空き家が多く、防犯上からも心配である 

・空き家が多い 

・地元に残る若者が少ない 

・若者が少ない 

○良いところ 

・三菱重工があり、バスの便がよい 

・交通の利便性は高い 

・三菱造船所と共存できている（地元活動参加、共

同アンテナ等。公民館用地は三菱が提供）（岩瀬道

町） 

・病院が多い（総合病院があり、個人病院も多いの

では？） 

 

●気になるところ 

・車の交通量が多い（２） 

○良いところ 

・市のまちづくりで近日道路工事着工の予定（岩瀬

道町） 

 

●気になるところ 

・階段が多く、足腰が弱い高齢者が登り下りに苦労

されている 

・坂、階段が多く、高齢者には不便（岩瀬道町） 

・道が狭い（車が入らない） 

・路地、石段などが多い 

・坂の上に民家があるため、高齢者には不便（岩瀬

道町） 

・坂の上までスロープ、ゴンドラなどを設置してい

る地区を見学したい（岩瀬道町） 

・駐車場が少ない（もともと少ない。あっても重工

関係者が駐車している）（岩瀬道町） 

・車庫不足に困っている（岩瀬道町） 

・歩道が狭い 

・健康のためウォーキングしたいが、いいコース（遊

歩道）がない 

 



やってみゅ～で・わがまち座談会 飽の浦地区  3 グループ 

地域のコミュニケーション 斜面地の長短 少子化問題 

○良いところ 

・連絡網を作っているので意思疎通がうまくいって

いる（自治会） 

・自治会、班の人との会話がある 

・出会う方とあいさつを交わすことができる 

交通の利便性 

○良いところ 

・花火が見える 

・見晴らしがよい 

・眺めがよい 

・山の上に行くと景色がよい（港が見える） 

 

●気になるところ 

・塩浜町は歩道が狭い 

・坂が多いため、荷物運びが大変 

・階段が多い 

・坂、階段が多い 

・高台のため、火災が起きた時の消火活動が間に合

うのか心配になる（気になる） 

○良いところ 

・子どもの登下校を見守ってもらえる 

・子どもたちが元気 

・学校行事に協力してもらえる 

 

●気になるところ 

・子どもが少ない（３） 

・小学生の数が少ない 

・公園内へのバイクの駐輪 

・飽の浦公園（トンネル上）が高台にあり、下から

見えない 

・通学路に危険なところがある 

・少子高齢化が著しく、子どもがほとんどおらず、

町全体に活力がない 

 

環境・衛生 高齢化問題 

○良いところ 

・交通の便がよい（４） 

 

●気になるところ 

・駐車場が少ない 

店かほしい 

●気になるところ 

・近くに商店が少なく買物に不便である 

・商店が少ない（２） 

○良いところ 

・町全体の美化、環境は大変素晴らしい 

・静かである 

・道路から離れているので静かである 

 

●気になるところ 

・猫が多くフンをして困る 

・野良猫が多く道端にフンをする 

・空地の竹やぶが気になる 

○良いところ 

・独居老人への目配り、気配りが充分行き届いてい

る 

・町内の方が協力してくれる（ささえあいネットワ

ーク活動） 

 

●気になるところ 

・高齢化が進み、自治会の役員になる人材が不足し

ている 



やってみゅ～で・わがまち座談会 飽の浦地区  4 グループ 

丸中に来てください 空き家と高齢化 みんななかよし飽の浦 

○良いところ 

・丸尾中の生徒数は少ないが、仲がとてもいいです 

・長崎市立飽浦小学校の生徒数は 137 名に減った

が、歴史と伝統は引き継がれている 

・小学校が新しくてきれいです 

・ラジオ体操に頑張って参加する子が多かった 

・児童数は他の飽の浦地区より多いと思う（上の坂） 

 

●気になるところ 

・丸中の校舎をきれいにしてください 

・地区の小学生が渕中に入学している 

・小・中学校の子どもが少ない 

○良いところ 

・高齢化しつつも世代のバランスが各層でとれてい

る方である 

・重工関係の活気がまだ残っているのでまちづくり

への関心は高い 

・大きな企業があり町に活気がある 

 

●気になるところ 

・空き家が多い 

・車が入らないところに空き家が目立つ 

・高齢化でお年寄りが多い 

俺の部屋が特等席！ 道路が狭い・きつい・暗い 

○良いところ 

・家を開けっ放しでも泥棒が入らない 

・近所同士で老人と買物へ一緒に行ってくれる人が

いる（地域の輪） 

・地域の人があいさつしてくれます 

・あいさつを交わす 

・自治会の和がよい（上手くいっている） 

・飽の浦町の自治会は会員相互に声をかけ合う親し

みやすさがある 

 

●気になるところ 

・地域にスーパーがない 

・店がない 

・小店が少なく買物が不便 

 

公園もきれいになったらいいな 

○良いところ 

・花火が見えます 

・夜景がきれい（２） 

・近くの山々で四季が感じられる 

・急な坂道があります（有名です） 

 

バスの格差 

○良いところ 

・地域の花壇がきれい。花がいっぱいある 

・公園の清掃を老人の方々がしてくれている 

 

●気になるところ 

・公園はもっと整備ができるのに･･･。もっとお金

を充ててほしいと思います 

●気になるところ 

・坂がきつい 

・坂が多いのに休む場所がない 

・坂と階段が多い 

・道が狭い 

・車が横付けできない急斜面地が多い 

・歩道が大変狭い 

・街灯が多くない 

・石段が曲がって急である 

・入船町から飽の浦までは街灯はあるが暗く人通り

がないので夜一人で歩けない（昼も同じ） 

・中学校までの通学路が暗い その他 

犬・猫問題 

○良いところ 

・バスの便数が多く便利 

・長崎駅、浜町、学校等をつなぐバスで通勤、通学

がしやすい方である 

・交通事故があまりない（大きな国道に面している

割に） 

 

●気になるところ 

・上まで登っていくバスが少ない（福田方面のバス

が少ない） 

●気になるところ 

・犬・猫の放し飼いや世話不足があると思う（町が

汚い） 

・猫が多く、飼わないのにエサをやっている 

・猫のフンが多い 

・フンが多い（部活の帰りに暗くてよく踏んでしま

う） 

○良いところ 

・地域に大きな病院がある 

・他の県の人が新しいホテルにいっぱい来ている 

 

●気になるところ 

・銀行が充実していない。銀行のある旭町へ15時

までに行けないので困る 

・放置ごみがある 




