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平成 22 年１０月２９日（金）、伊王島開発総合センター

で、３３人の方にご参加いただき、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

同様に和やかな雰囲気の中にも、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。

伊王島地区

第２回

【「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」と「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「気になるところ」を

２つずつ選びました。やはり、最大の関心事は伊王島大橋開通後の

こと（車に不慣れ、船便が減るのでは？、鍵をかけずに外出してい

るが…など）で、複数のグループが課題として挙げられました。

他にも、『狸や猫の被害が多

い』や、『子どもが安心して遊

べる場所が少ない』などの課題

が挙げられました。

気になる課題を２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」

「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

前回出された意見を掘り下げてみよう！

「気になるところ」を放っておくと、どんな“問題”が起きるだろう？

「グループ発表」続いて            コレ!

伊王島地区の『キャッチフレーズ』決定！！

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）
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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、出てきた解決策を

 「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。

※ 出された意見は、次ページ以降に掲載しています。

次に、２つの課題から、どんな“問題”

が起きているのか、また、これからどん

な“問題”が起きるのかを考えました。

参加者は、思いつく“問題”を青色の

付せん紙に書き出し、自分の意見を発表

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

ステップ ２

わがまちのキャッチフレーズを考えよう！

～これから目指す、伊王島地区のイメージを込めて！～

ステップ ４

続いて、伊王島地区のキャッチフレ

ーズを考えました。地区の良いところ、

これから目指す伊王島地区のイメージ

を思い浮かべながら、いろいろな言葉

をつないで「これだ！」というフレー

ズに近づいていきました。
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参加されたみなさまの伊王島地区を今よりもさらに“よいまち”にしていこうという熱

意を共有することができました。参加されたみなさま、本当にありがとうございました。

ラスト



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 伊王島地区  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．橋ができたら車に

慣 れて いな いの

で危険

・交通安全意識がないのでは？ ○今   ・交通規則がわからない ○今

・高齢者が道路の道幅いっぱいに歩いているのを良く見かけるので、危険では

ないかと思います ○今

・スクールゾーン、シルバーゾーンがない ○今

・道路を渡るとき、後ろを見ないで渡っている ○今

・一時停止（親和商事交差点、森商店前）の場所で手本となるべきバスも一時

停止しない。警察による指導をしてほしい ○今

・今は、車の運転手が気をつけて徐行している。それを当然と思っている人が

いるのでは ○今

・特に老人や子ども達が車道に飛び出す危険性がある ○未

・老人、子どもの交通事故が心配 ○未

・老人、子ども、障害者が道路を渡るときが心配○未

・老人が多く、車が通っても気付かない ○未

・高齢者は新たに交通ルールを覚えられるか心配 ○未

・交通ルールを守ることに慣れてない（子どもが飛び出したり、道の中央を歩

いたりする）○未

・道幅が狭いところに車が入ってくる ○未

・道路幅が狭いため、拡幅してもらいたい ○未

・中道（狭い道路）に入ったら離合場所が少ない ○未 ・騒音が増える ○未

・路上駐車が増える ○未 ・町民の駐車場がない ○今 ・駐車場が少ない ○今

・路上駐車はそもそも違法である。特に幹線道路での駐車は事故の原因となる

○今

・路上駐車も増え、事故の原因となる ○未

・街路灯がないところで横断している ○今

・自転車のマナーが悪い（観光の方） ○今

・観光客、特に若い人の自転車の乗り方が悪い ○今

・外部の人が、人が歩くところを自転車で走っている ○今

・外部の人が、右側を自転車で 3～4 人並んで走っている ○今

・自転車（レンタル）が開放気分での横広がり、道路の中央を通行するのは×。

レンタル業者から注意をしてほしい（営業妨害とは異なる） ○今

・地域道路への進入、狭い道への侵入は事

故のもと。看板での注意をすべき

・道路の要所に看板（進入禁止〈車〉、立

ち入り禁止〈人〉）を多く立てる

・島内に制限速度、一旦停止などを設ける

（規制をかける）

・交通ルールの大きな看板を立てる

・スクールゾーン、シルバーゾーンを設定

する

・老人、子どもを守る対策として歩道に防

護柵を設ける（瀬戸からの出口等）

・信号機を設置する

・路側帯を整備する

・暴走族の取り締まり

・進入規制をする

・交通規制（一方通行）を行う

・横断歩道が少ないので増やす

・横断歩道に照明灯を設置する

・行政、警察による交通ルール周知及び取

り締り（予告から）を行う

2．施錠なしで暮らし

ているが、橋が架

か った 後も でき

るか

  

・人家が少ないので、不審者が来たら怖い ○今

・治安：一人暮らしなので防犯が心配 ○未

・犯罪が多くなる ○未

・物売りや勧誘が多くなる ○未

・押し売り、訪問販売が多くなる（２） ○未

・出かける時は、隣近所に声かけをする

・短い時間でも。家を開ける時は、鍵を

しなければならない

・安全でいるかどうか確認する方法：玄

関に目印となる物を出す

・子ども達に月に何回か電話してもらう

ようにしておく

・一人暮らしの方は開通までに施錠を習

慣づける

・住民の意識づけと協力体制

・地域の連携を確実に機能させる

・近隣で安否の確認をする

・地区での見守り体制をつくる

・悪質な訪問販売はお互いに連絡す

る

・隣近所の普段からのコミュニケー

ションにより、家の鍵を預けている

・少し変なセールスが来たら、すぐに

行政に連絡する

・警察官の増員。パトロールを増やす・パトロールの強化

・交通マナー（ルール）の講習会

・交通ルールを学ぶ機会をつくる

・交通安全の講習会を開く（子ども～老人まで）

・高齢者を対象に交通安全教室を開いてもらいたい

・開通までに交通安全教育を徹底する

・信号機の設置や交通ルールのマナーの教室等を開いてはどうか

・学校、（地域）でスタントマン等による実際の事故の再現によ

る交通安全教育を行う

・有料駐車場を数多く整備する

２



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 伊王島地区  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．橋が架かった後の交通問題 ・船の便が少なくなることで、買物に行きにくくなる ○未

・外出したい時に都合の良い時間がなくなる ○未

・車、バイクの量が多くなる。排気ガスで空気悪化する ○未

・バスの便がどうなるか不安 ○未

・騒音で静かな夜が壊れる ○未

・空き缶、ペットボトルのポイ捨てが心配 ○未

・車の量が増えて事故が多くなる ○未

・渋滞で事故が起きやすくなる ○未

・子どもや高齢の方が事故に巻き込まれる ○未

・交通指導員を増やすようにする ・行政による説明会を開催する

・ガードレールを設置する

・カーブミラーを設置する

・信号機を設置する。ミラーを取り付ける

・横断歩道を増やす

・外灯を整備する

２． 不在時でも鍵をかけずに外

出する

・不審者が侵入しやすくなる ○未

・セールス等の消費者被害 ○未

・空き巣 ○未

・空き巣、どろぼう ○未

・物取りの被害 ○未

・1 に鍵掛け 2 に鍵掛け

・鍵を閉める習慣をつける

・鍵かけを守る（周知する）ため、この会でチー

ムを組んで、訪問を実施する

・一度被害に遭ってみる（ドッキリ）

・犯罪者心理の勉強会を実施する

・意見交換の場をつくる

・パトカーの巡回を増やす

・お互いに声をかけあう ・町内放送で注意の呼びかけをする

・交通安全教室等を開催し、交通ルールについて学ぶ

・駐車場を整備する

・交通標識をもう一度わかりやすくつくる

３



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 伊王島地区  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．狸や猫の被害が多い ・狸が農作物に被害を与え、農業振興に影響がある ○今

・畑のものが荒らされている ○今

・野良猫、狸が増えると今以上に畑が荒らされる ○今 ○未

・狸に畑を荒らされる（2） ○今

・農作物が食べられている ○今

・猫が夜停めているバイクの上で寝て、爪でシートをかする ○今

・猫が車の下で寝て動かず、危ない ○今

・狸が車道に飛び出してくるので事故が多発している ○今 ○未

・外部からの車が猫や狸を轢いて死骸が増え、観光にマイナス

となる ○未

・猫がベランダで子どもを産んで困る ○今

・外部の人が珍しがってエサをあげて、猫、狸がますます増え

る ○今 ○未

・フン害。環境美化に影響する ○今

・猫がアパートの階段に尿・フンをしている ○今

・猫がベランダに上り、フンをしたり、寝床にしたりするので

困っています ○今

・夜、狸と猫がケンカしてうるさい ○今

・猫と狸が夜中や明け方にケンカしてうるさい ○今

・木の上で猫が泣いてうるさい ○今

・公営住宅で動物は飼わない

（徹底する。モラルの問題）

・地域住民で声をあげていく→行政を動かす

（マナー・モラル）

・猫取りをしたら猫が減ると思う

・猫取りの仕掛けを置く

・空き家を壊す（猫、狸の住みかをなくす）

・空き家をなくす（巣になっている）

・狸取りをする時に猫を家に入れるようにと放

送しないでほしい

・駆除の回数を増やす

・定期的な捕獲。数のコントロール

・観光客へエサをやらないように注意！！

  ・船の中のアナウンス

  ・やすらぎ伊王島のホームページ

  ・看板

２．道路はきれいですが、少し

横道に入るとごみがある

・ビールやジュースの缶の投げ捨てがある（ごみ箱がない） ○今

・ごみがあると、捨てても大丈夫と考える人がいる ○今

・新しくごみが捨てられる（汚いと捨てやすい） ○今

・海にごみを捨てると汚れる ○今

・住民、観光客ともにモラルが低い。自己中心的 ○今

・たぬき公園をつくったらどうか

・エサ場を作って農薬を使って駆除する

・観光客へ注意！！

  ・やすらぎ伊王島のホームページ

  ・船のアナウンス、チラシ（「皆さんのおかげで町がきれいになっています」

   といった文言を使ってゴミを捨てないよう呼びかける）

４



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 伊王島地区  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．地域のつながりがあるのに

資金と人が足りない

・投資意欲がない（行政も個人も） ○今

・高齢者の安否確認をどうするか ○今

・地域のつながりはあっても、活動する人々が高齢化し、若者

の手伝いが少ない ○今

・何をするにも資金がなくては続けられない ○未

・地域のつながりをつなぐための中心人物がいなくなる ○未

・行事の継続が困難になる ○未

・高齢者同士のつながりをつくる

・野菜の無人販売所をつくる

・４０代の飲み会を開催する

・人の継続のため（後継者を育てるため）に、子どもと

親が参加しやすい行事を行う

・行事継続のために、連絡会ではないが、伊王島の行事

組合みたいなものをつくってはどうか

・香焼との交流を図る

・集団的な見合いの場をつくる

・ふるさと納税の資金を小規模な町へ分配

し、事業を行う

・住宅を整備して人を増やす

・ヨットレース、ビバスポーツ（過去に野

球、サッカー、ラグビー、テニスの元プ

ロ選手を招待して行っていたスポーツ

教室のイベント）、レディースロードレ

ース、レゲエジャパンを復活させる

・早急に馬込、船津、大明時地区道路の整

備等を行う。

・ガードレールの設置、各地域に公園の整

備、市有地の有効利用等早急に地域の整

備を行う。

２．子どもが安心して思いきり

遊べる場所がない

・子どもと母親のみで過ごす時間が多い（小さい子） ○今

・ボールを使っての遊びができるスペースがない（車が駐車し

ていたりするので） ○今

・放課後に行く場所がなく、ゲームセンター（やすらぎ伊王島）

に行っている ○今

・子ども達が危険に晒される ○未

・子育てしたい地域に選ばれたい ○未

・子ども達に声かけを行う

・子ども達の放課後教室を毎日行う

・子ども達を対象に安全パトロールをする

・香焼や市内の子ども会との交流の場をつくる

・浜を埋め立てて遊び場をつくる

・子ども達に海洋レジャー、ヨット、ボー

ト等親しむ場所（チャンス）をつくる

・子ども達が今何をして遊んでいるのかを確認する

５




