
平成２２年 7 月２２日（木）、福田地区公民館で、地域

の方々３5 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。  

社協職員の進行のもと、参加者は、５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、福田地区で暮らす仲間として、「自分

たちのまちの良いところ・気になるところ」を考えまし

た。

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】

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。

おなじみの「でんでらりゅう」の唄にあわせての手あそび

です。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。最後の「こーんこん」は、全員揃って！皆さん苦戦し

ながらも楽しそうでした。

場も和んだところで さあ、座談会のはじまりです！

まずは、リラックス！ステップ １

地域の人たちが、「福田地区の良いところをみ

んなで見つけて伸ばしていこう」「福田地区の困

りごとをみんなで話し合って、解決方法を考え

てみよう」「福田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。

１

▲ 書き出し作業の開始です♪

1枚の付せん紙にたくさんの想いが詰まっています。
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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

～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

ステップ ２

※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」

（8 月 5 日（木）午後７時 00 分～９時 00 分、

福田地区公民館）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しました。

▲ 福田地区の“良いところ”“気になるところ”が並びました。

ステップ ３

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 福田地区  1 グループ

住環境整備 地域のふれあい 地域の行事

○良いところ

・雨が多く降ってもちゃんと対策がされている。坂

の下に山水が流れるよう側溝ができている

●気になるところ

・小浦市営住宅の駐車場の電灯が昼はついている

のに夜は消えている

・グラウンド（公園）にトイレがない（小浦自治会

の管理の公園）

・大浜公園にトイレがない

・ふれあいセンターがない

・公民館の老朽化

・福田地区公民館が急な階段で高齢者、障害者が困

っている

・通学路の歩道が狭い場所がある（2）

・通学路が悪い。歩道が狭くて危険

・子どもの遊び場がなく市営住宅のホールがたま

り場になっている

・大浜のケアハウスを避難場所にできないのか

・避難所が海岸にあり避難所の役目を果たしてい

ない（行くまでが危険、場所的に危ない、大浜公

民館）

○良いところ

・毎月の清掃にもよく参加している

・子ども達のあいさつ。工事の人にもあいさつする

（小、中ともに運動）

・地域の人達があたたかい。笑顔であいさつを返し

てくれる

・子どものあいさつがよい（学童の帰りなど）

●気になるところ

・子どものあいさつが５割程度しかできていない

○良いところ

・一人暮らし高齢者のふれあい食事会を月１回

（年 10 回）実施しており、楽しみにしておら

れる

・子どもを守るネットワークが出来ている。月１

回のパトロールへの参加者も多い

・ペーロン、夏祭りなど地域のふれあいが多い

・育友会の年間活動が子ども達に大変いいと思う

（もちつき大会、ロードレース）

・ペーロン大会で子ども達に参加させるのがいい

便利になったけど･･･？ マナー

○良いところ

・買物がしやすい

・交通の便がよい

●気になるところ

・朝、夕の車の渋滞が気になる

・店舗、マンションの増加に伴い、車輌が増え交通

事故が心配

・小店が少なく高齢者が困っている。大浜まで行け

ない人もいる。福田の方に小店がない

・車がない人、高齢者にとっては大型店になかなか

行きにくい面もある

・大型店舗駐車場が夜間、子ども達の夜遊び場にな

らないか

●気になるところ

・車が来ているのに道路を渡る人がいる（マナー

が悪い、中浦バス停付近）

・歩きタバコをする人が多い

・砂浜にゴミが多い（捨てられたゴミが多い）

・ポイ捨て（吸殻、お菓子袋）が非常に多い

きれいな海

○良いところ

・きれいな海

２



やってみゅ～で・わがまち座談会 福田地区  2 グループ

道路環境 地域交流 自然

●気になるところ

・道路が狭い

・狭い国道に車がいっぱいは困る

・道が狭いから登下校が危ない

・国道の改良

・歩道が狭い

・村中の道路が狭い

・トンネル内のライトが少ない

・国道 202 号線は大型車が多く、毎日危険な状況

を目にしています

・202 号線の道幅が狭い。特に通学路になっている

所で危険場所が見られる

・小学校や中学校の通学道が狭いです

・介護車を止められる駐車場や道が無い

・防犯灯の必要な箇所が多い

・福田地区を案内しにくい。目印、有名な箇所がな

い

○良いところ

・世代間交流の一層の促進

・中学校のボランティア活動に地域の方が参加して

くれる。10 年以上続いている

・中学生の廃品回収活動

・先生方がパトロールとかを行っていてよい

・通学時の学徒のあいさつ励行

・高齢者の一人暮らし食事会が 25 年継続されてい

る

・育成協議会が活発な動きをしている。イベントが

充実している（夏祭り）

・子ども達の登下校中いろいろな人たちの目が見守

っている

・地域の方々が子ども達の事をけっこう見ていてく

れて安心します

・子ども達が元気

●気になるところ

・隣り近所のつき合いが昔より悪くなった

・自治会がない

・マリナシティに自治会がない

・学童クラブが足りていない

○良いところ

・海の景観がすばらしい（夕日）

・環境にめぐまれた街

・学校からの景色がいい！

●気になるところ

・海がきれいだが活用されてない

道徳心

●気になるところ

・携帯をかけながらの車の運転

・トンネル内でライトを点灯していない車がいる

・交通マナーが悪い（エレナ前など）

・通学路に犬やネコのフンが結構あって困る

・ペットのマナー改善（フン）

住環境

●気になるところ

・避難場所がない。あっても危ない

・支所の改善（階段）

・公民館以外の住民ふれあいセンターがない

・バス路線が不便（市役所通り、茂里町行きがない）

・介護を受けている人達が乗れるタクシーが少ない

・高齢化社会が深刻化

・無人の家屋が多い

義理と人情 伝統行事

○良いところ

・人情がある

・住人が地域のことを愛し、良い街にしようとして

いる

・新しくきた人に対する地域の人の受け入れ態勢

ができている

・人情味がある

・人柄が良く住み良い街

○良いところ

・夏になるとペーロンが始まり楽しくなれる所

・伝統行事が多い

・ペーロンをよく頑張っている

・福田宮日（くんち）への中学校の協力

・昔の伝統が引き継がれていて良いと思う

３



やってみゅ～で・わがまち座談会 福田地区  3 グループ

自然環境と交通問題 生活環境 地域活動 人のつながり

○良いところ

・自然が多い

・自然が豊かである

・夕日がきれい

・緑が美しい

・虫の声が季節ごとに聞こえる

・環境が良い

・景色が良い

・海岸が近く、親しみやすい

・サンセットマリーナからの夕日がキレイ

・福田は山あり、川あり、海ありの自然環境が素

晴らしい

・海がキレイ

・山と海、自然が豊か

・花が美しい（小浦市営団地）

・中学校のヒトツバタゴの木（7～8 年前 50 周

年）が美しい

●気になるところ

・交通（国道）混雑がひどくなってきた

・朝夕の国道ラッシュアワー

・国道の歩道が狭く危険

・自転車が利用しにくい（道が狭いため）

・ゴミのポイ捨てが多い

・歩道がせまい。学童の交通に不便

・道がせまい（2）

・車道、歩道がせまい

・公共のトイレが少ない

・子ども達の通学時に道がせまく危険である

・最近交通量が増えた

・交通量が多過ぎる

・車が通らない細い道がある（緊急時に救急車が

横付けできない）

・店舗が増えたのに道が狭い所がある

・老人が外出しにくい（歩道がない）

○良いところ

・買い物がしやすい

・店が近い

・最近店が増えた

・ショッピングがしやすい

・お店が増えて人の出入りが多くな

った

・西日本随一のサンセットマリーナ

がある

●気になるところ

・近くに小さな店が少ない

・専門的な病院が近くにない（内科

ばかりしかない）

・大きな病院がない（2）

・バスの本数が少ない（満員の場合

が多い）

・バスの本数が少ない

○良いところ

・老人クラブが活発に活動してい

る

・老人会、子ども会、自治会の連

携が取れている

・育成協が活発に活動している

・育成協が地域に貢献している

●気になるところ

・老人クラブがない地区がある

・ふれあいセンターのような集会

所がない

・自治会や子ども会から抜ける人

が出てきている

・若手の活躍が少ない

・老人クラブの加入者が少ない

・自治会の役員のなり手が少ない

○良いところ

・大人の人が親切である

・人情味がある

・近所づきあいがよくされている

・子ども達が素直である

・近所の人の顔がわかる

・顔見知りが多い

・子ども達があいさつをよくする

・人が優しく住みやすい

・子ども達が良くあいさつをする

防犯・防災 子ども問題 伝統行事

○良いところ

・犯罪が少ない

●気になるところ

・家が密集しており火災がこわい

・合いカギがない（市営住宅等では

以前管理人が合鍵を持っており、

緊急時に家主の家に入ることがで

きた）

・独居世帯が増えている

・緊急時に避難できる広い広場がな

い地区がある（大浜、小浦等）

・隣の人と付き合いがない

・住民同士のつながりが薄い

○良いところ

・小、中学校が同じ所にある

・小、中学校が比較的近い

・福田は１小１中の地区で子ども

達の仲が良い

●気になるところ

・子どもが遊ぶ広場がない

・公園が少ない

・公園で遊んでいる子どもが少な

くなった

○良いところ

・伝統行事が受け継がれている

・住民参加の行事が多い

・ペーロンがある

・ペーロンの歴史がある

・福田の夏祭りの参加者が他地区

より多い

●気になるところ

・子どもと大人の集まりが少ない

（行事）

４



やってみゅ～で・わがまち座談会 福田地区  4 グループ

住みやすか！福田 福田げんキッズ！ イベントランド福田 道路ばどがんすっか！

○良いところ

・各家庭が、田、畑を所有しており比

較的温厚な土地柄である

・親しみやすい雰囲気がある

・分かりやすい福田地区

・廃品回収に協力者がいて助かる

・住みやすい

・人が優しい

・いろんなお店があり、人が多い

・交通の便が良い

・犯罪が少ない

・昔からの子どもの減少が少ない（地

区内の子どもは大きくなっても地区

内に住んでいる）

○良いところ

・子ども達が元気

・子ども達のあいさつが気持ち良い

・子ども達がよくあいさつをする

・子どもが素直である

・子ども（小学生）がよくあいさつを

する

○良いところ

・育成協

・地域の行事がさかん（ペーロン、夏

祭り、イモレンジャー）

・ペーロン

・地域活動が盛んである

・昔ながらの行事が残っている

・地区内 1 小 1 中であるので、連携が

密である

●気になるところ

・歩道が狭い（2）

・通学路の危険なところがある

・子ども達の通学。道路が！

・交通量が多く危険

・大浜団地内を車で通ることが多い

（朝通勤時）

・交通量が多い

・駐車場が少ない

・昔に比べ交通量が多くなった

・道路を信号に関係なく渡っている

（特に高島医院前）

遊び場がほしか！ ネイチャーランド 福田の伝説を甦らそう その他

●気になるところ

・ボール遊びのできる公園が少ない

・海岸があるのに泳げる場所が少ない

○良いところ

・海、山と自然が豊か

・ホタルが多く見られる

・自然が豊か。近くに山もあれば海も

ある

●気になるところ

・福田の歴史が風化している

永禄５年（1562 年）中国、明が大

村藩に対し通商許可を求めて福田港

に停泊。これは長崎開港５年を遡る。

以来、福田の歴史が風化しつつある

のではないか

○良いところ

・支所がある

●気になるところ

・高齢者多くなり今後どうなるか！

・子ども達の夜遊びが心配

・事業所が少ない
マナーを守ろう

●気になるところ

・バス停、空き缶、タバコのポイ捨て

が多い

・ごみステーションで決めた事を守っ

ていない。困っている

５



やってみゅ～で・わがまち座談会 福田地区  5 グループ

地域活動 道路事情 福田人情 住環境

○良いところ

・地域活動は自治会などで活発にして

いる。定期的に公園清掃をしている

・自治会行事や、老人会行事が活発化

している

・地域の活動が活発

・老人クラブの活動が盛んである

・地域の方々が協力的（学校行事や地

域行事）

・育成協の活動が盛んである

・スポーツ団体が活発（たくさんのス

ポーツ団体がある）

・中学生のダンボール収集は助かって

います

・福田地区は年１回夏祭りがある

・伝統行事が続いている（くんち、ペ

ーロンなど）

・ペーロンに対する思いが熱い

・学校行事等に地域の方々の参加が多

い

・老人給食会への参加が多い（1 人暮

らしとボランティアの方が多い）

●気になるところ

・自治会役員のなり手不足

・自治会未加入世帯の増加

・子ども会、自治会離れ

・いろいろな活動に出てくるメンバー

が決まっている

・学校行事など手伝ってくれる人が決

まっている

○良いところ

・バスの便が多い。非常に良い

●気になるところ

・歩道が狭い

・道幅が狭い

・通学路が狭い所がある

・道幅が狭くて歩きづらい

・通学路が狭い。歩道がとくに気にな

る

・道路の幅が狭い

○良いところ

・近所のおじいちゃん、おばあちゃん

が子ども達にやさしい

・人情深い

・子ども達が素直

・上級生下級生関係なくみんな仲良く

している

・あいさつを良くする（元気！！）

●気になるところ

・団地の人、付き合いが薄い

・地域に対する情が薄くなってきてい

る

・近所付き合いが少なくなってきた

○良いところ

・商業施設が多くなった

・商店街やお店が多くある

・マンションができて人口が増えてい

る

・病院がたくさんある

●気になるところ

・地区公民館が狭い

・福田中学校跡地の利用がない

マナー 福田のおすすめ 自然環境

●気になるところ

・ノラネコが家の倉庫に入り込み、赤

ちゃんを産んで困った！！

・犬、猫のフンの始末ができていない

・野良猫の放置が多い。フン害も多い

・ゴミステーション、マナーが悪い

・駐車場内でのパンク、いたずら多い

○良いところ

・手作りちくわがおいしい

・社協、民協のじゃがちゃん

・大浜自治会のうどん

・生涯楽習のいもまんじゅう

・大浜子ども会のカレー

・名物支所長がいる。七変化

○良いところ

・自然が豊かである

・自然がたくさんある（ホタルやかぶ

と虫が取れる、見られる）

・子どもが遊ぶ環境に恵まれている（千

本松）

●気になるところ

・福田の海を遊泳禁止からはずしてほ

しい（近くに海があるのに夏休みの

決まりで泳いではいけないことにな

っているから･･･）

子育て

●気になるところ

・保育園の待機児童がいる

・学童の預かり時間が短い

６


