
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年 7 月２８日（水）、香焼ひまわりで、３２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。 

１４日（水）に開催予定でしたが、大雤で延期になり、

２週遅れのスタートとなりました。 

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、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】 
 

 会場には、顔見知りもいっぱいおるばってん、今からどん

がんことばするとやろうか？ ちょっと緊張感がただよっ

た開会となりました。     

しかし、ゲームが始まるとそこは香焼もん
・ ・

同士。近くの人

とじゃんけんを繰り返し、勝った人の後ろに連結されていく

「じゃんけん列車」で盛り上がりました。         

最後は全員が一つの列車になり、笑顔で終了しました。 

   ドキドキをにこにこ☺ に。 

じゃんけん列車ゲームで緊張をほぐして 

座談会開始！！ 

 

 

 

連結しました。 

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」

「香焼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 

よし、勝って先頭を守るぞ！       あ’’～っ、負けてしもうた！！ 

一番後ろに並ばんば・・・ 

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り 

 
や
っ
て
み
ゅ
～
で
・ 

わ
が
ま
ち
座
談
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 第１回 

香焼地区 

どんまい、 

どんまい。 

「地域の良いところ、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。 

ワークショップ 

～ 地域の良いところ、気になるところを話し合いましょう！ ～ 

 

ステップ ２ 

※出された意見は、次ページ以降にあります。 

話しあ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） 

第２回の「やってみゅ～で・わがまち座談会」（８月１８日（水）午後 7 時～9 時、香焼

ひまわり）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。 

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。 

 
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！ 

 

 

香
焼
の
良
い
と
こ
ろ
を 

ま
と
め
ま
し
ょ
う
。 

皆さんの笑顔に会えるのが、私たちの 

楽しみです。 

 



やってみゅ～で・わがまち座談会 香焼地区  1 グループ 

住みやすい自然環境がある 尐子化 道が狭い マナーの充実 

○良いところ 

・のどかである 

・海あり、山あり、自然がある 

・海が近くにある。自然に囲まれてい

る 

・鳥のなき声が聞けて癒される 

・泳げる海が近くにあるので便利 

●気になるところ 

・子どもが尐なくて外で声が聞こえな

い 

●気になるところ 

・道幅が狭い（馬手ヶ浦）消火に手間

取った 

●気になるところ 

・埋立地のゴミ（馬手ヶ浦防波堤）（釣

り客のマナー） 

わが町の誇り 子ども達が遊びやすい公園 防災 

○良いところ 

・世界に誇れる造船所がある 

・伊王島大橋の通行料金が無料となっ

た 

 

●気になるところ 

・公園にお菓子の袋などポイ捨てが多

い（深浦ＡＢＣ公園） 

・公園の遊具が古い（深浦団地）滑り

台が特に古い 

・里公園に日陰がない 

●気になるところ 

・消火栓が遠い（馬手ヶ浦 春の火事） 

・防火用水の位置がわかりにくい（消

火栓サインポールがない） 

・防災組織を早急に作りたい。今、消

防署の指導を受けている 

他の町に誇れる教育の町 バスの増便を！ ネコ問題 生活空間の今 

○良いところ 

・学校や保育所の行事に民生委員を含

めた沢山の方が見にきてくれる 

・学校の先生達が団結している 

・地域の方が子ども達とふれあってく

れる。安心だ 

・子ども達が純粋である。あいさつが

いい 

・地域の人達の声かけがいい 

●気になるところ 

・買い物に行くのに不便である。丹馬

団地 

・バスの便を増やしてほしい（2） 

●気になるところ 

・砂場にネコのフンが多く子どもが入

れない（深浦） 

・野良ネコが多い。丹馬団地 

・猫の不妊の援助があればいい 

●気になるところ 

・坂、階段が多く老人には大変（長浜

地区） 

・坂、階段に手すりがない。お年寄り

に不便（長浜） 

２ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 香焼地区  2 グループ 

自然の恵みに感謝 元気な子ども達 楽しいまち香焼 おだやかな日々 

○良いところ 

・自然が沢山ある 

・夕日が美しい（2） 

・まだまだ自然とふれあえる 

・運動公園がいい 

・海がきれい（4） 

・夜が静か（昼も） 

・（泳げる）海が近い 

・恵里地区 いつも家々に花がいっぱい

です 

・伊王島大橋との素敵な関わりを期待 

・家の近くに芝生公園があり、とても

嬉しいです 

・保、小、中が近い。駐車場などの貸

し借りができる 

 

●気になるところ 

・風が強い。海から直接吹いてくる（遮

るものがない） 

・地区的に道に海水が上がる 

○良いところ 

・保育所が立派 

・子ども達とのふれあい 

・いつも子ども達が公園で遊んでいる 

・子どもがあいさつをする 

○良いところ 

・夏はペーロンが賑やか 

・自治会の夏祭りでバーベキュー他が

楽しいです 

・チューリップ祭が最高。中学生がボ

ランティア参加している 

・香焼のチューリップは日本一 

・香焼は歴史もいい！今昔かるたを製

作中 

 

●気になるところ 

・チューリップは素晴らしいが他の季

節はちょっと･･･ 

・公園が広いので草刈が大変 

○良いところ 

・診療所でのむだ話 

・お年よりの方が声をよくかけてくだ

さる 

・近所の人の親切な心遣い 

・地域が狭いよさがある 

努力しましょう 

○良いところ 

・皆さんが協力してくれるリサイクル 

 

●気になるところ 

・道路に空きカンを捨て、知らぬ顔 

・ゴミが散らかっている 

・ゴミ出しのマナーが悪い 

・道掃除の時の草刈りが大変 

・本村バス停の壁を破る人がいること 

・犬のフンに迷惑している 

急げ！災害対策 

●気になるところ 

・ワンセグ（ＴＶ）電波が悪い（ケー

ブルＴＶはあるが） 

・避難所が老朽化している 

・避難所の方が危ない感じがする 

道の駅をつくってみたら？ オヤジの出番！！ 

●気になるところ 

・商店街の衰退 

・近くに店がない 

○良いところ 

・オヤジ会ができて色々なイベントや

ボランティアをしています 

 

●気になるところ 

・自治会の活発な活動が求められる 

・広大な空地がもったいない 

香焼じまん 割と便利なバス 高齢者の杞憂 

○良いところ 

・世界に誇れる造船所がある 

・香焼みそ、おまんじゅうがおいしい 

○良いところ 

・中央に比較的近い 

・コミュニティバスがあるので助かる 

 

●気になるところ 

・バスの便が尐ない 

・バスの時間を増やしてもらいたい 

●気になるところ 

・一人住まいの高齢者の環境がいまい

ちかな 

・一人暮らしの方が多く、心配 

・高齢者が主体となった活動がやや乏

しいかな 

３ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 香焼地区  3 グループ 

居住環境 自治会 子ども 

○良いところ 

・公共施設の利用が容易でいい 

・社協のおフロが無料で使える（年齢制限あり） 

・幼稚園、保育所、学童、小学校、中学校が近くに

あり、子ども達にとって安心できる環境がある 

・事件、犯罪が尐ない 

 

●気になるところ 

・公園が暗くて汚い（樹木） 

・空家が増加している 

・総合公園に遊具が尐ない 

・交番がない 

・市営アパートで動物を飼っている 

・猫が多い。糞害 etc 

・市有財産が遊休化している（職員住宅、田ノ浦団

地。※草刈りを自治会で行っている） 

・路上、歩道駐車が多い 

・家の周りに街灯が尐なく、夜が暗い（辰の口） 

・文化、公共施設の利用者が偏っていないか（使う

人は頻繁、使わない人は全く使わない） 

・地形的に坂道、階段が多い 

・買い物するところが尐ない 

・子ども達が自分で買い物にいけない 

・商業施設、需要と供給のアンバランス 

○良いところ 

・人が優しい 

・夏祭りがいっぱいある 

・顔見知りが多く安心できる 

・地域のつながりが強い 

・各地区、自治会のまとまりがいい 

・自治会のまとまりが良く独自の活動を実施してい

る 

 

●気になるところ 

・自治会の役員のなり手がいない 

・ボランティアの意識が薄い 

・香焼という名前が地域外にはまだまだ浸透してい

ないので、もう尐し香焼のＰＲをしたほうが良い

のではないか 

○良いところ 

・子どもがのびのびと過ごしている 

・子ども達があいさつをする 

・小学校の校長先生が校門で子どもを迎えてくれる 

・小学校のグラウンドが広い 

 

●気になるところ 

・子どもが尐なく寂しい 

・（子ども）人口減尐 

・子どもの遊び場所が尐ない（2） 

・小学校グラウンドの水はけが悪い 

・子どもが小学校まで歩く距離が長い（１時間くら

いかかる） 

自然環境 交通関係 

○良いところ 

・自然が多い（2） 

・海でも山でも遊べる 

・海がきれい、美しい（３） 

・海水浴ができる 

・自然環境が豊富で都市施設が整備されており、生

活しやすい 

・春のチューリップ、夏のひまわりがきれい 

 

●気になるところ 

・辰の口の海水浴にくる人達のマナーが悪い（駐車、

ゴミ（浮き輪など）を捨てる。夜、若者が溜まる） 

・海水浴場が無い（砂浜はあるが、シャワー等の整

備がないところがある） 

●気になるところ 

・朝、晩の交通量・渋滞が不便 

・交通ラッシュ時の通学通勤が気になる 

・高校生の通学が大変だと思う 

・長崎バスが辰の口まで来ない 

・伊王島大橋開通で交通量が増した時の交通安全は

大丈夫？（特に高齢者、子ども達） 

・伊王島関連の渋滞と三菱関連の渋滞で、交通環境

（渋滞）が更に酷くなるのでは？ 

生活環境 

○良いところ 

・各地区道路等の清掃がなされている 

 

●気になるところ 

・ごみの出し方が悪い（分別が悪い、指定袋でない） 

４
２ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 香焼地区  4 グループ 

自然環境 住環境 交通 コミュニケーション 

○良いところ 

・海がきれい、魚がおいしい 

・海、山々の景色が素晴らしい 

・魚がおいしい！ 

・自然に恵まれ、空気がおいしい香焼 

・海がきれい 

・自然が多い 

・町全体が静かで住みやすい 

・自然公園の展望台からの眺めがよい 

・花が多い 

・香焼小学校のグラウンドが広い 

 

●気になるところ 

・中学校裏埋立地の利用の仕方 

 釣り人が多く、ゴミが多い 

 埃がすごい 

・伊王島と橋が架かったら町外からの

人達のためのトイレが尐ないので気

になる 

・裏通り（バスが通らない）の雑草が

気になる（里上～自然公園、堀切～

里、バス通り全体の裏道） 

・タバコのポイ捨てが気になる 

・まだまだゴミの分別ができていませ

ん 

・中学校裏から深堀に行くところの雑

草 

・尾の上と浦里地区の切通しの坂の雑

草･･･いつ刈るのでしょうか？ 

○良いところ 

・外灯が余所の町より多い 

 

●気になるところ 

・団地の水道の出が悪く困っている 

・団地が古いのが多く、現代的でない

のでお年寄りの方達に不便な気がす

る 

・住んでいない家（空家）が気になる 

・山中教職員住宅跡地は人が入れない

ような設備を。若い人が中に入って

悪さをする恐れがある 

・町内に交番がない 

・夜の外灯が全体的にうす暗い 

・枯れ草等を平気で燃やしている。注

意しにくい！ 

○良いところ 

・バスの運行が便利 

 

●気になるところ 

・横断歩道以外で道路を横切る方が多

い 

・安保バス停近くの道路の整備（横断

歩道） 

・路上駐車が気になる 

・深浦の交差点が朝の通勤時、長崎方

面に行く車がなかなか通れない 

・深浦の公園からの子どもの飛び出し、

自転車の飛び出しが多く、車も徐行

してくれないのでとても心配 

○良いところ 

・元、島であったので、地域が１つに

集まりやすい 

・ペーロン大会に活気がある 

・地域のつながりが深い（尾ノ上地区） 

・地域の方々が暖かい！（町全体） 

 

●気になるところ 

・行事に若い保護者の参加が尐ない 

・同じ人間が役員を受け持つことが多

い 

人口問題 

●気になるところ 

・人口が減ってきていること 

香焼っ子（子育て） がんばらんば香焼 

○良いところ 

・子ども達が明るくて元気がいい 

・香焼小学校の子ども達が元気に挨拶

をしてくれる 

・近所の人達皆さんが、子どもの名前

や顔を覚えていてくれて遊びに出す

のがとても安心 

・保育所のお母さん達同士がとても仲

がよい 

・香焼保育所のリズム運動や竹馬など、

大変だがとてもたくましく子ども達

が育っている 

○良いところ 

・世界一の造船所がある（不況であ

る！！） 

 

●気になるところ 

・伊王島に橋が架かったら 

  香焼は素通りされる 

  橋の名に「香焼」が付くのか？ 

・役場（行政センター）の方々に活気

がなく暗い。元気がない 

ネコ問題 

●気になるところ 

・野良ネコにエサをあげる人が多い 

・野良ネコが多い 

５
４

２ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 香焼地区  5 グループ 

地域のコミュニケーション 地域行事 海 道路関連 

○良いところ 

・子どもからお年寄りまでが一緒に暮

らせる環境があるので素晴らしいと

思います 

・子ども達が素直に育っている 

・高齢者から児童まで心が通じ合うの

がいい 

 

●気になるところ 

・無責任な人が多過ぎはしないか（清

掃もしないなど） 

・自治会活動への参加者が限定されて

いる 

○良いところ 

・地域ぐるみでいろんな行事があるの

で交流の場となりよいと思います 

 

●気になるところ 

・町民一緒になってできる行事（運動

会、盆踊り）がないので寂しい 

・地域行事の継続が困難になってきて

いる（財政支援や人材不足） 

・マラソン大会がなくなった 

・市のペーロン大会への参加がなくな

り残念（市や学校行事の参加）（市の

補助金がなくなった） 

○良いところ 

・まわりが海に囲まれている。自然に

恵まれている 

・青い海がとてもきれいです 

・プールに行かなくても海ですぐに泳

げる。海がきれい 

 

●気になるところ 

・海が汚くなった 

・魚つりが多く、食べかす、缶類を放

置している場所が多い 

●気になるところ 

・道路に草が多く歩きにくい（教会の

上の方） 

・路上駐車が多い 

・道幅が狭く、車で通るのに大変なと

ころがある 

・道路の危険箇所が多い（交差点に信

号がない） 

・交通量が多く危険な場所が多い 

人口減 合併はしたけれど！！ 高齢者が心配 広場、店 

●気になるところ 

・何も考えないで住む分にはいいので

しょうか！！なんとなく将来に不

安。過疎化 

・地区内の平均年齢は他地区に比べて

高いのではないか 

・町内の人口が増えていない 

・位置的に外れにあり過疎化が心配で

す 

●気になるところ 

・子育て環境が長崎市と合併して悪化

したように思います 

・香焼町の時よりも市営ＡＰの家賃が

値上がりし、水道代も上がっている

のが不満 

・保育所の民間移譲がどうなるのか不

安 

●気になるところ 

・自分の個人情報を出さない人が心配 

・一人暮らしの方の夜の生活が心配（緊

急時の対応など） 

●気になるところ 

・子ども達の遊べる広場がない 

・お友達とおしゃべりをする場所（喫

茶店など）がない 

給食おいしい 特産品ない 畑 

○良いところ 

・学校給食が他町に比べておいし

い！！ 

●気になるところ 

・特産品と思われるものがない 

○良いところ 

・わずかだが畑を自由にできる 

６
４

２ 



 

 


