
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選んだ課題を掘り下げてみよう！ 

～「気になるところ」放っておくと、どんな問題が起きるだろうか～ 

平成22年９月2１日（火）、飽の浦コミュニティ 

センターで地域の方々24人にご参加いただき、第２回目

の「やってみゅ～で・わがまち座談会」が開催されました。 

第１回目と同様に、和気あいあいとした雰囲気の中に

も、熱心な意見、真剣なまなざしがあちこちに見受けられ、

活発なグループ討議が行われました。 

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】 

前回、グループごとに、

地域の良いところ、気に

なるところを出し合いま

した。今回は、その中か

ら、特に気になる３つを

選びました。交通の問題、

環境衛生の問題など、日

頃の気がかりが挙げられ

ていました。 

 気になる課題を３つ選んでみよう！ ステップ １ 

地域の人たちが、「地域の良いところをみんな

で見つけて伸ばしていこう」「地域の困りごとを

みんなで話し合って、解決方法を考えてみよう」

「飽の浦地区がどんな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。 
１

ステップ ２  

 次に、選んだ３つ課題から、どんな“問

題”が起きているのか。また、そのまま

放っておくと、これからどんな“問題”

が起きるのか…。 

 参加者は、思いつく“問題”を青色の

付せん紙に書き出し、意見を発表し合い

ました。 

よし、この問題ば書いて 発表してみゅーかい。 
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飽の浦地区 

 第２回

いろいろ、良かところが

あるばってん、気がかり

もあるなぁ… 

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） 

地域のみんなで考える

と、良いアイデアが次々

と出てくるんだね！ 

第３回の「やってみゅ～で・わがまち座談会」

１０月５日（火）午後７時～９時、（飽の浦コミ

ュニティセンター）では、「おススメ解決策」

の実行プランを検討し、まちづくりの「キャッ

チフレーズ」を決定します。 

解決策の中でも、特に「おススメの解決策」が紹介されました！ 

※出された意見は、次ページ以降にあります。
愛していること！！ 

皆さんの思いはひとつ。 
それは・・・飽の浦地区を 

話し合った内容を発表しよう 「グループ発表」 

実際に起きている問題や、今後起こるかもしれない問題を、解決したり防いだりするため

にはどんな方法があるのだろう…。 

参加者は、いろんなアイデアを緑色の付せん紙に書き出し、それを発表していきました。

そして、出された解決策を「自分や家族でできること」「自分と地域住民でできること」「自

分や地域住民だけでは難しいこと」に分類しました。 

 出された意見を掘り下げてみよう！ ～問題の解決策を考えよう！～ 

ステップ ３ 



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 飽の浦地区  ２回目         ：おススメ解決策             【１ グループ】 

気になるところ どんな問題が？ 自分や家族でできること 自分と地域住民でできること 自分や地域住民だけでは難しいこと 

１．階段が多く車の入らないと

ころが多い 

 

 

 

 

 

 

 

・老人が多いので、急病の時に病院に行くのが困難 ○今  

・老人が多いので、台風の時などの避難が困難 ○今  

・階段の上り下りがきつく、高齢の方などは外出が大変 ○今  

・緊急車両（消防車、救急車）が入らない ○今  

・階段が多く道幅が狭いところもあるので、調査してもらい手

すりを増設してほしい ○今  

・避難所が近くにない（秋月町の公民館がなくなる） ○今  

 

 

 

 

 

 ・立神方面より山手に車道を整備していただ

きたい。 

 （田上方面はよい道路ができている） 

・秋月の公民館が別にほしい（現在ある公民

館はなくなる） 

・小学校の避難所は少人数だと開設してくれ

ないようだが、開設してもらうようにする

⇒【防災危機管理室】少人数でも希望があ

れば避難所の開設を行っています。 

２． 朝夕のラッシュ時、町内に

通勤の車が数多く出入りす

るので大変危ない 

 

 

・朝夕のラッシュ時に近くで火災又は事故が発生したら大変

○今 

・通学中の子どもが事故に遭うおそれがある ○未  

・児童の登校・下校時、サラリーマンの通勤・帰り、非常に危

険。現在、朝の登校時に変電所下において児童の見守り活動

を行っています。他に数ヶ所危険なところがありますが、個

人では対応できない ○今  

 

 

・地域で交通安全教室の実施 

・ラッシュ時の見守りの強化 

・児童の見守り・交通整理→町民の協力が必要 

 

 

３． 廃屋の増加 

  （台風、雑草の心配） 

・空地に雑草が生い茂り困っております。所有者に言うと喧嘩

になる ○今  

・野良猫などが住みつくと、フンの問題がでてくる ○未  

・廃屋の火事が心配 ○未  

・子どもの遊び場にならないか心配 ○未  

 

 ・定期的に草刈りや掃除をする ・廃屋を片付けてもらうよう、専門の機関に

依頼する 

・救急車・消防車の出入りできる道路について、

飽の浦地区まちづくり協議会で現在検討中 

・学校がつくった危険マップの危険

箇所に見守りを増やす 

・自治会長より、手すりの設置を申請してもらう 



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 飽の浦地区  ２回目         ：おススメ解決策            【２ グループ】 

気になるところ どんな問題が？ 自分や家族でできること 自分と地域住民でできること 自分や地域住民だけでは難しいこと 

１．少子高齢化が著しい 

 

 

 

 

 

 

・独居老人、老夫婦世帯の増加により、見（看）守りの必要性

が高い ○今  

・高齢者がどこかへ引っ越して行った場合、次に誰も入ってこ

ないので、空き家になる ○今  

・町内には小・中・高生がほとんどいないため、ラジオ体操な

どがなくなった ○今  

・若い人が住めるような町にしたい ○未  

・地域で子どもを育てられない ○今  

 ・老人会の活動を楽しく活発に行う。老人会活性

化！ 

・老人世帯の見（看）守りを地域の協力で進める 

・地域（病院、施設）が協力し、老夫婦世帯を見

守る 

 

・車イスで移動できるように、スロープでつなが

る街づくり（バリアフリーの街）（大きな道よ

り小さな道を整備する） 

 

２．坂、階段が多く、高齢者に

は不便  

 

 

 

 

 

 

・高齢者の方が自宅にこもりがちになる ○今  

・外出するのがおっくうになってくる ○今  

・若者が便利な駐車場付住宅へ町内から移転している ○今  

・階段が急で救急車（消防車）での病人搬送が不便 ○今  

・商店まで坂、階段などが多く日常の買物に支障がある ○今  

  

  

  

・道路の整備や拡幅などを実施する 

・せめて幅員３ｍ程の道路がほしい 

・重工を移転し、海浜地帯を再開発する 

・住みよいまちづくりのため、集合住宅、公営住

宅を造り、道路整備を行う。必然的に商店も多

くなる。若い人も戻ってくる 

３．日常の買物に不自由を感じ

ている 

・商店まで坂、階段などが多く日常の買物に支障がある ○今  

 

 

 ・誘い合わせて車で買物に行く ・商店街にパーキングを整備する 

（このような会合の機会を持つ） 

・少子化はなぜ起きたか、なぜ若者

が離れて行ったか・・など、現

状を見つめ、少子高齢化を止め

る方法や今後の対策をみんなで

考えたい。 

・地主と協力して空地・空き家を何かに利用する

・共同住宅化の推進（不動産業者による空き家の

一括管理） 

・巡回販売車を商店街がバックアップして運行す

る 



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 飽の浦地区  ２回目         ：おススメ解決策             【３ グループ】 

気になるところ どんな問題が？ 自分や家族でできること 自分と地域住民でできること 
自分や地域住民だけでは 

難しいこと 

１．店がほしい 

  近くに商店が少なく買物に

不便である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高齢者がバス等を利用して遠くまで買物に行かなければなら

ないため、困っている ○今  

 

 

・地元の商店で買物をする 

・買物に困っている高齢者に買って

きてほしい商品等を聞き、自分の

買物のついでに買ってきてあげた

い 

・車を持っている者に、定期的に高齢者を買物に連

れて行くよう働きかける 

・お年寄りの買物を手伝う 

・買物の不便さを調査（アンケート）する 

 

２．環境・衛生 

  猫が多くフンをして困る 

 

 

 

 

・夏場、猫のフンが臭い ○今  

・猫にえさをやる人がいて、自治会内で不満が充満している

○今 

・近所間のトラブルとなる ○今  

・猫の問題で対人関係が悪くなる ○今  

・会社等が借用している駐車場にフンが落ちていると、自治会

の責任だと文句を言われて困っている ○今  

・健康を害する ○今  

 

・猫にえさをやらない ・猫にえさをあげないよう地域住民に徹底する 

 

・野良猫を捕獲（長崎市）できない

ものか 

・市に具体的な対策を出してほしい

３．高齢化問題 

  高齢化が進み、自治会の役

員になる人材が不足してい

る  

・高齢者が年々増加するにつれて役員の交代がスムーズに行か

ず、毎年同じ人が役員をすることになり、不平不満がでてい

る ○今  

・役員をお願いすると自治会をやめる人がいる ○今  

・会報や広報紙の配布ができなくなる ○今  

・同じ人が役員になると行事がマンネリ化する ○未  

 

 

 

 

 

・会議等を少なくして役員の負担を軽くする 

・役員の負担を軽減する 

・役員手当を増額する 

 

 

 

 

 

 

・自治会役員を中心にフン（ごみ）を清

掃する 



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 飽の浦地区  ２回目         ：おススメ解決策             【４ グループ】 

気になるところ どんな問題が？ 自分や家族でできること 自分と地域住民でできること 自分や地域住民だけでは難しいこと 

１．道路が狭い、きつい、暗い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・丸尾中までの二通りのルート（ホテル清風から下りていく道

と、旧道を上がっていく道）があるが、女の子を持つ父親と

してはどちらのルートも心配である ○今  

・救急車（消防車）が入りづらく緊急時に困る ○今  

・足腰が悪くなると住み続けられず、施設入所や転居となる ○今

・車が横付けできないので、若い人が留まらず転居していく ○今

・車が横付けできない急斜面地が多い ○今  

・ごみを自分で出せない人が増える ○今  

・車が入らないところから若い人が離れ、高齢化が進む ○今  

・これから先、もっともっと高齢者が増えるので道をよくする

ことを本気で考えたいです ○未  

 

 ・坂がきついので途中で休める場を設置する 

・子ども１１０番の家を増やす 

・隣近所の人が声をかけて、ごみ出しを手伝う 

・通学路沿いの家、工場に補助金を出し、

道路側の照明を点灯してもらう 

・道路を広くするため、再区画化を行う 

・主幹道路の整備（車両OKの道にする）

・街灯を増やす 

・斜面移送器（ミニ）の設置 

 

２．店が少なく買物が不便 

 

・買い忘れたものがある場合、店がないので困る ○今  

・買物を頼むことで金銭トラブルが起きる ○今  

・困っているので他の街に引っ越しをする ○今  

 

 

 

 

 

・婦人会などでお惣菜の販売などをする 

・地域の人をみんな集めて買物バスを出す 

・ふるさと飽の浦のつながりを強めるイベントをしたり、 

話をしたりして、人が減らないようにする 

 

３．犬、猫問題 ・カラスもいる ○今  

・エサの缶詰がそのままごみになっています ○今  

・首輪をつけて飼い主は誰ですと分かるようになっていない猫

が多過ぎます。フンがある街は不衛生ですよね 

  ○今  

・猫はフンだけでなく、子猫の問題がある。出産後の胎盤など

の処理も大変 ○今  

・犬・猫を飼う（エサを与える）人と飼わない人とトラブルに

なる ○今  

・猫が多く、飼わないのにエサをやる人がいる ○今  

・フンが多くて臭く、環境が汚い ○今  

 

 

 

 

 

 

 

 

・移動販売があれば助かる 

・ペットボトルに水を入れたものをたくさん

置き、猫がフンをしないぐらいいつもきれ

いに掃除をする 

・フンが乾きやすくなる薬品を散布し、掃除

（除去）を早く済ませる 

・立て札みたいなものを立てる 

・植え込みに割り箸のような棒を立てて、フ

ンをしにくる場所を減らしていく 

・連合自治会で取り組む 

・自治会でパトロールを行い、フンの発見と

掃除、飼い主への啓発をする 

・ミニタクシー（軽自動車）を運行する 

・保健所、動物管理センターなど

で飼い主の届け制度を導入する

・ミニタクシー（軽自動車）を運行する 




