
第２回の「やってみゅ～で・わがまち座談会」

（１０月２９日（金）午後６時～８時、伊王島開発総合センター）

では、第１回で出された「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。
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平成 22 年１０月２２日（金）、伊王島開発総合センタ

ーで、４０人の方々が参加し、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。参加者は４

つのグループに分かれ、和やかな雰囲気の中、伊王島地

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。

伊王島地区

第1 回

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】

職員紹介のあと、まずは自己紹介から。と言っても、伊王島

地区のみなさんは顔見知りの方ばかり。なごやかに会はスター

トしました。

「伊王島の良かところ」を出し合う場面では、出てくる出

てくる・・・『海がきれい』『となり近所同士、声をかけあう』

『街が静か』『温泉がある』など、わが町自慢がいくつも飛び

出しました。

ワークショップ

～地域の良いところを出し合い

ましょう！～

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」

「伊王島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

ワークショップ

～地域の気になるところを出し合いましょう！～

ステップ ２

話し合った内容を発表しよう! 「グループ発表」

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！

４

普段生活している地域について、改めて

見直すと、やっぱりいいところだなぁ～

改まって書くとなると・・・意外に

難しい！「何を書こうかな？」

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。

「私も同じ意見！」皆さん、同じようなところ

が気になっていたんですね！！

「地域の気になるところ」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、

模造紙に貼っていきました。

そして、同じような内容の付せん紙をまとめて、タイトルを付けていきました。

※ 出された意見は、次ページ以降にあります。



やってみゅ～で・わがまち座談会 伊王島地区 1 グループ

自然 住環境整備 橋ができたら？ 不安

○良いところ

・自然が豊かで開放的。犯罪が少ない

・現状では静かである

・青い空、青い海、自然に恵まれているところ

・海がきれい ・自然が残っている ・星がきれい

●気になるところ

・山の幸、海の幸を他から取りに来る

・旧伊王島町指定のキイレツチトリモチ（茸）がど

うなっているか（希少価値があり自然な所にしか

生息しない・人が踏んだりすると育たないので保

護しないといけない）

○良いところ

・やすらぎ伊王島の施設があるので、町が明るい

・花壇などが整備されており、美しい

・一人でも安全に散歩できるコースがある

・離島だったが、橋が架かると全てにおいて便利に

なると思う

・温泉がある

・安全なので、信号機がない

●気になるところ

・溝蓋がないところがある（自分の自治会でないが）

・道路がガタガタの所が多い

・観光案内標識の整備

・夜、街灯がない所がある

・街灯の整備や設置

・子どもの遊ぶ場所が足りない（整備）

・荒れ地が多い（雑草が生えている）

・町道に木が生い茂っている

●気になるところ

・橋ができた後、地元の人の駐車場がない（今は道

に駐車していても OK だが）

・駐車場が少ない

・道が狭いので、馬込の浜を埋め立てた方がいい（橋

かかった後）

・交通船の存続 ・学校の存続 ・診療所の存続

・他地区からごみを捨てに来るのでは

・橋開通後の交通対策

・信号機がないため、橋が架かった後が不安

・暴走族が来ないか心配

・橋ができたら車に慣れていないので危ない

・橋が架かってからの交通量に不安がある（事故等）

・橋が架かった後の交通問題（事故）、防犯などが

心配

少子高齢

●気になるところ

・子どもの数が少ない（2） ・人口の流出

・若い人がいない。子どもがいない

・高齢化率が高い ・高齢者が集う場所が少ない

子どもの元気 地域のコミュニティ 安全・安心

○良いところ

・子ども達の元気なあいさつがよい

・子ども達がボランティアに積極的である（学校）

・幼児園で園児に会えるのが楽しみ

●気になるところ

・子ども達がリゾート施設に出入りするようになっ

た（小学生の子どもだけで）

○良いところ

・住民の方が伊王島に対して愛着を持っている

・温かい人がたくさんいる

・近隣同士仲が良い

・家を留守にする時に錠を掛けなくても安全である

・治安が良い

・老人も楽しく暮らしている（仲がよく安心する）

・お年寄りが大切にされている

・地域のまとまりがある（自治会活動など）

●気になるところ

・新しい人（物）の受け入れに時間がかかる

●気になるところ

・災害時の不安（島であるため援助が遅くなる）

・空き家が多くなっている（防災・防犯上心配）

・警察官が少なく、橋ができたら治安が心配

・施錠なしで生活しているが、橋ができた後もでき

るか？

・変質者や不審者の侵入（橋ができた後）

・架橋後の派出所の取扱い。派出所が香焼に吸収さ

れることが心配

・出かける時鍵をかけていない人が多い。橋ができ

た後はみんなが注意すべき

今、困ってる

●気になるところ

・橋は要らない。市内まで遠く時間がかかるので、

船がいい

・リゾートがあるため人の出入りが多い

・急に病気になった時、不安である

・車や機械の故障時に困る（今は船で運びにくい）

・不審火が最近多い

狸 交通

●気になるところ

・狸のフン害（増え過ぎ）

・狸が多くて農作物を荒らされて困る。猫も多い

●気になるところ

・交通網関係（バスの最終が 19 時 30 分である）

・タクシーがない



やってみゅ～で・わがまち座談会 伊王島地区  2 グループ

人の輪 橋が架かったら 豊かな自然

○良いところ

・地域の人達を皆（だいたい）知っている

・近所の方が声をかけ合っている

・自治会の役員決めに困らない

・島民の皆が素直である

・お年寄りが皆若く見えて元気！！（10 才は若く

見えます）

・となり近所に思いやりがある

・困っていることがあると、お互い助け合うとこ

ろ

●気になるところ

・新しく来た人に対して閉鎖的

・若い世代にがんばって自治会活動をしてもらい

たい

○良いところ

・いつでも行き来できる様になる

・コンサートも飲み会（2 次会）も最後まで楽しめる

●気になるところ

・船の便数が減るかもしれない

・橋が架かった後の交通問題

・橋が架かると車が多くなり、事故が心配

・橋がつながると、他からの出入りが不安

・治安問題が生じないか心配（悪い人が入り込みやす

い）

・来年、伊王島―香焼に橋が架かることで交通量が増

える

・不法投棄が増えないか心配

○良いところ

・自然が豊か

・自然が多い（2）

・海、山の自然がいっぱいあるところ

・自給自足できるかも

・観光の町である

・自然を楽しみながら町歩きができる

●気になるところ

・狸で困っています

・物を燃やす人が多い

・空き缶を捨てる人がいる

インフラ

○良いところ

・インフラが島としては整備されている

・ごみが落ちていない

・健康のための環境づくり（遊歩道がある）

・下水道がある

●気になるところ

・塩町公園はあるが、子どもの遊べる遊具がない

・市営アパートの空きが多い

・市営アパートが老朽化している。エレベーターが

ない

島の宝 島の不安

○良いところ

・子ども達が皆素直

・保護者皆が他の子どもにも目を向けている

・少ない人数で子ども達ががんばっている

●気になるところ

・子どもの減少

○良いところ

・家中開けっ放しで出かけられるところ

●気になるところ

・一軒家において家の鍵を掛けない

・不在時でも鍵が掛かっていないことがある

・訪問販売で被害に遭った人がいた

人材育成 観光

●気になるところ

・ボランティア精神がない

・行政センターの指導力。住民との取り持ち、リ

ーダー性の欠如

・謙遜する人が多く積極性に欠ける

○良いところ

・観光資源が多い

●気になるところ

・観光客の自転車のマナーが悪いこと（2）

島の安心

○良いところ

・身近に病院がある

・いつでも急患を診てくれる

３



やってみゅ～で・わがまち座談会 伊王島地区  3 グループ

コミュニケーション 少子高齢化 （架橋による）期待と不安

○良いところ

・顔見知りである

・地域のつながりがあり、顔見知りが多い

・子どもに近所の人がよく声をかけてくれる

・あいさつをし合っている

・声をかけあっている

・となり近所に声をかけあっている（一人暮らしの

人など）

・（顔見知りで安心）昼間は鍵をかけなくてよい（夜

はかける）

●気になるところ

・しがらみがある

・うわさ話がすぐに広がる

・一人暮らしの老人が具合の悪い時、家の鍵がかか

っているので困る時がある

●気になるところ

・高齢者が多い

・独居の人が多い

・高齢化で若い人に負担がかかる

・出歩く人が少ない

・人が少ない

・子どもが少ない（4）

○良いところ

・道路がつながると外部の人がたくさん入ってくる

●気になるところ

・離島でなくなる  ・橋が架かると防犯が心配

・橋が架かったら船が少なくなる

・道路がつながると外部の人がたくさん入ってくる

（治安が悪化する）

・粗大ゴミの不法投棄が心配

・暴走族が増えるかも

・橋が架かると商店が減るだろうから高齢者は困る

生活環境

○良いところ

・夜、車が走らずとても静かです

・静かな町／静かなところ（騒音がない）

●気になるところ

・夜暗い（2）

・外灯が少ない場所がある（2）

獣害

○良いところ

・市街地と比較して野良犬、野良猫が少ない（いな

い？）

●気になるところ

・えさをやる人がいるので猫が増える（2）

・猫が多い  ・狸害

・狸が多く（2）、フンが多く臭い

・野良猫や狸が多い

・狸や猫の被害が多い

生活購入品 自然・環境

○良いところ

・魚が美味しく、色々な魚がとれます

・丘釣りができる。魚が貰える

・畑でできたものを貰える

●気になるところ

・物価が高い  ・商店が少ない（2）

・商店が少なく、品揃えが少ない

・ほしいものがすぐ手に入らない

○良いところ

・海がきれい（2） ・星がきれい

・海が透き通ってきれい

・景色がきれい（夕日、特に祝橋からの夕日）

・山や空がきれい ・自然が豊か（海・山・空・星）

・のんびりと暮らせる（特に高齢者）

●気になるところ

・潮焼けする
行政サービス

●気になるところ

・合併により行政サービスが低下した

・行政がすぐに対応しない（道路の草刈など）
人情味豊か 観光

○良いところ

・親切な人が多い・人情が厚い・お人よしが多い

●気になるところ

・観光客の自転車の乗り方が悪い（乗り捨て、盗難）
ごみ

交通手段 仕事
●気になるところ

・ごみステーションのルールを守らない

・道路はきれいですが、少し横道に入るとごみがあ

る

●気になるところ

・交通手段が限られている

●気になるところ

・働く場所が少ない ・仕事がない ・給料が安い

４



やってみゅ～で・わがまち座談会 伊王島地区  4 グループ

きれいなのに・・・ 仲良しこよし いろいろあるけど・元気印！

○良いところ

・空気がきれい

・自然が豊か（守られている）

・自然が豊か

・自然が良い

・海がきれい（2）

・海がとてもきれい

・花がきれい

・魚釣りがしやすい所

●気になるところ

・道路にタバコの吸殻が多い

○良いところ

・船津地区では月に 1 回一人暮らしの方を集めて、

食事を作ったりしていますが、皆さん楽しみにし

ております

・仲良しグループで生きがいづくりをしている方が

多い

・自然な感じでボランティア活動が行われている

・信仰が深い（その関係の行事に熱心）

・近所づきあいが良い

・近所づきあいが濃厚である（つながりが深い）

・近所の人が皆顔みしり

・子どもから大人まで参加するペーロン大会がある

○良いところ

・元気な高齢者が多い

●気になるところ

・地域のつながりがあるのに、資金と人が足りない

・高齢者が高齢者に目を配るしかない

・高齢者人口の増加

・老人が多い

・一人暮らしが多い

住みやすいけど・・・

○良いところ

・住みやすい

・温泉が出ているので住みやすい

・事件・事故がないので安心して生活できる

●気になるところ

・戸締りしないで外出されている

・空家が多い

・店が少ない

・子どもが安心して思いきり遊べる場所がない

・放課後、学童クラブがないので、子ども達が行く

ところがない（今は島だから OK（安全）だが、

橋が架かると防犯面が心配）

・子どもの遊び場所があまりない

・子ども達が遊べるところがない

ママ大変！・・・ あったらいいな・・・

○良いところ

・子ども達が上下関係なく仲がいい

●気になるところ

・子ども達の数が少なく複式学級である

・子どもの数が少ない（2）

・PTA が忙しい

●気になるところ

・タクシーがない

・交通機関（山の中腹に住んでいる高齢者は移動が

大変）

・アパートにエレベーターがない

もっとがんばれ行政 今からは危ないよ、ほしいな・・・

●気になるところ

・行政センターになって相談しにくい

・介護保険サービスをあまり受けることができない

・福祉とは何か…（漠然としている）

●気になるところ

・自転車の乗り方

・自転車の乗り方が危ないと感じる

・橋が貫通した時の交通問題

・信号機がなく、危ない

生活が苦しい・・・

●気になるところ

・働く場所が少ない（逆に働き手がいないこともあ

る）

・物価が高い

・生活水準があまり高くない世帯が多い

５


