
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22年８月１８日（水）、香焼ひまわりで、３４人

の方々が参加し、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。 

今回は、香焼地区の「気になる課題」をもう少し掘り

下げて考えてみましたが、第１回目と同様、和気あいあ

いとした雰囲気の中にも活発で熱心なグループ討議が繰

り広げられました。 

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り 

 
や
っ
て
み
ゅ
〜
で
・ 

わ
が
ま
ち
座
談
会

香焼地区 

 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、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。ごみの問題やネコの

問題、お年寄り単身世帯の

問題など、複数のグループ

に共通した問題もありまし

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」

「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

選んだ課題を掘り下げてみよう！ 

～課題によって、どんな“問題”が起きているのだろう？

ステップ ２ 

次に、選んだ３つの課題から、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
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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。 

 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 

※出された意見は、次ページ以降に

あります。 

話し合ったことを発表しよう 「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） 
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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！ 

皆さん真剣に聴いています！ 

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。ほんとね。 

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。 

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」

９月１日（水）午後７時～９時、（香焼ひまわり）

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。 



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 香焼地区  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．公園の遊具が古い  

 

 

 

 

 

 

 

・子どもが公園で遊ばなくなる ○今  

・遊具の破損で子どもが怪我をする恐れがある（４） ○未  

 

 

 

 

・自治会で検討して行政に頼みに行く 

・早期発見。清掃作業時に地区で点検を 

 

 

 

 

２． 釣客のマナー 

 

 

・ごみにネコが集まってきたり、虫がたかったりする ○今  

・海が汚くなり困る ○未  

・ハエ、ゴキブリが増える。臭い ○今  

・ごみが増える。近所の人は多大な迷惑 ○今  

・釣客のマナーの悪さで環境が悪くなる。海水浴場で今起きて

いる ○今  

 

 ・釣客にごみを持ち帰るよう看板で呼びかける 

・マナーについてはまずは看板を設置する（環境の保

全は皆で守りましょう） 

・看板を立てる（「困っています。ごみは各自持ち帰

りましょう」「ごみを持ち帰る」）（２） 

・ボランティアでごみを拾う。少しでもごみが減る事

でマナーが良くなるかも？ 

・釣客にきちんとごみ、えさの残りを持ち帰ってもら

う 

 

 

３． ネコ問題 ・全地域において言えると思いますが、ネコのフンの問題が気

になる所です ○今  

・砂場にしているネコのフンを子どもが触ってしまう ○今  

・庭にフンをして臭い ○今  

・家の周りが臭くフンも多い  ○今  

・尿、便が臭い。（２） ○今  

 ・野良ネコにえさをやらない 

 

 

・自治会などで協力してパトロールする（恵

里地区で実施している） 

２ 



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 香焼地区  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．ごみ出し、犬のフンのマナ

ーが悪い  

 

 

 

 

 

 

・公園の散歩をするとき、犬のフンがあるかと思うと楽しく散

歩ができない ○今  

・グランドゴルフをするときにフンがあって困っている ○今  

・野良ネコはまだ諦めがつくが、飼いネコがフンをしていく場

合がある。飼い主のモラルの問題 ○今  

・ごみ出しの時間を守ってほしい ○今  

・リサイクルやごみの分別が簡単にできない包装や容器になっ

ている ○今  

・犬の散歩のとき一緒にごみも拾っていく

・犬のフンは個人（飼い主）で気をつけて

ほしい 

・ごみ集積所は気が付いた人がきれいにする  ・公園にドッグランを開設する。空

き地にでもどうですか？ 

２．一人暮らしの方が多く心配  

 

 

 

 

 

 

・病気の時が気になる ○今  

・家の掃除などで、一人でできないことなど困る事がある ○今

・みんなの集まりに出てきてほしい ○今  

・一人暮らしの方が急病になったとき ○今  

・買物は大丈夫かな？異変が起きてないかな？ ○今   

 ・普段から近所の方に頼んでおく 

・一人暮らしの方が参加できる自治会の催し

を･･･ 

・おやじを出番に。頼む、出番ですよ 

・「よかばいふれあい会」に参加してもらう。

今も努力していると思うが･･･ 

・自治会の中での組織づくり。声かけ･･･全般

に共通 

・高齢者の生きがいを見つけてあげよう！道の

駅･･･自分の作ったものを持って行きたい 

 

３．避難所が老朽化しているな

ど危ない  

・災害時に一人暮らしの方に誰が声かけをするか ○今  

・道路が寸断されると陸の孤島になる。一本しか道路がない ○今

・台風の時の一人暮らしの方 ○今  

・避難先で難に遭う気がする→避難しなくなる ○今  

・避難所までの足の確保が心配 ○今  

・避難所は本当に大丈夫かなと思ってしまう ○今  

 

 ・避難時に助かるための、普段からのコミュニ

ケーション 

・広報ながさきで避難所特集をす

る。各種災害に対する耐久度など

のデータなどを載せる。安全とい

うアピールをする。安全でないな

ら改善する。 

・避難所は場所、建物の強度を考え

てつくってほしい 

・地域間のコミュニケーション活動 

３

・自治会活動を行政がどう評価してあげるか？褒めること

を忘れないように！ 

・もろもろの問題点を把握し、解決するには自治会組織の

強化が必要。自治会の意義を高めることになると思う 



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 香焼地区  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．防犯･防災（空家が増加して

いる）など  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・町内を回ると空家になり老朽化が進んだ家を目にする。台風

や大雨などの際に周辺の被害が心配されます ○未  

・子どもたちの遊び場や非行の場所になったり、火遊びなどで

火災の危険性もあると思います ○未  

・火災・倒壊の心配。不良のたまり場。シロアリの発生 ○未  

・空家が古くなると倒壊の危険性が増える ○未  

・人口の減少。少子化 ○今  

 ・空家の所在を皆で確認する（周知） 

・空家の所有者又は管理者に適切に管理するよう申し

入れる（自治会などで） 

 

 

 

・行政で取り壊す 

２．ネコが多い 

  糞害（犬・ネコ）など 

 

 

 

 

・庭にフンをされて臭い ○今  

・道路に堂々と寝ていたり座っていたりする ○今  

・病気・臭気 ○今  

・畑地を荒らされる ○今  

・犬のフンが路上に放置されている ○今  

・庭や家がネコにより荒らされ、フンが残されている ○今  

・花壇や畑への糞害の被害 ○今  

・ごみステーションのごみ袋を破っており、散乱したごみの片

付けに困っています ○今  

 

 

・飼い主への呼びかけ、注

意 

・個人での創意工夫、ネコ

用スプレーなど 

・野良ネコに勝手にエサを

与えない 

・犬、ネコの飼い主は人に

迷惑をかけないよう責

任をもって飼育する 

 

 

・ネコを捕獲する 

・エサをやらない 

・野良ネコを一匹●円で買い取る 

３．ごみの出し方が悪い（分別

が悪い、指定袋でない、指

定日以外に出す）  

・ペットボトルの紙を剥がさずに出している ○今  

・指定日以外に出しているのを時々見かける。臭い（２） ○今

・プラスチックごみを洗わずに汚れが付いたまま出している（ネ

コなどがつつきにくる） ○今  

・ごみステーションがカラスやネコに荒らされ、ごみが散乱し、

悪臭の原因になっている（２） ○今  

・ごみステーションに入りきらないごみが溢れていて不衛生（カ

ラスなどに荒らされ袋が破れている） ○今  

・ごみの出し方が悪くても持って行ってもらえるので、モラル

がますます低下する ○今  

・ごみが溢れていて通行の障害となる。また、誰かが掃除しな

ければならない ○今  

 

 

・名前を記入するようにす

る  

 

 

 

・回覧板で悪い状態の写真などを回覧する 

・困っている現状を自治会で話してみんなの意識を高

める 

・次の人が出しにくるまで前の人が待機する 

・各ごみステーションにごみ出しのマナー（指定曜日、

分別）など、大きく分かりやすく表示する 

・散乱したごみの片付けのためのちりとりや箒などを

設置する 

 

 

 

 

・可動式より容量が大きい固定式のごみステ

ーションを設置する 

・もう一度ごみの出し方などの説明したプリ

ントを配る 

・広報による周知をする（２） 

・危険な家屋については家主に連絡し

対応をしてもらう 

・自治会での把握、管理→行政 

・個人でゴミステーションのカギを持つ 

４

・ごみ分別の周知徹底をもう一度いろいろな

方法で行う 



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 香焼地区  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．人口が減ってきていること  

 

 

 

 

 

 

 

 

・少子化が問題 ○未  

・少子高齢化が進み、ますます過疎化が進行し町の将来が心配

○未  

・小さい子どものいるお母さん達の働く場所がほとんどないの

で遠くに働きに出るしかなく、それが大変なので増えないの

ではないか（引っ越してこない?） ○未  

・子どもの数が減って授業が成り立っていかない？ ○未  

・人口が減って子どもの数も減ると、行事に参加する保護者が

いなくなり、行事が成り立っていかずコミュニケーションが

うまくいかない ○未   

・活気がなくなりますます減っていく ○未  

・少子化というが、香焼は

意外と子沢山の人が多

いと思うので他の町よ

りもマシな気がしま

す･･･。自然と増えれば

いいのですが･･･ 

・現在香焼には産業がなく、若者が帰ってくる、人口が

増える要因がないので活性化する。産業や行事を増や

す。ペーロンやサッカー等スポーツなどに力を入れる 

・若い人達が住めるような環境作りをする

１．保育所、学童の充実 

２．若い人達が住めるような住宅の建

設   

・ショッピングしやすい所があれば･･･ 

・空家などをリフォームして安く借りて住

むことができれば･･･ 

・公営住宅を建設する際に１階は高齢者、

２階は中高年、３階は若者という風にバ

ランスよく入居させる 

・若者が定住するような公営住宅を建設す

る 

２．山中教職員住宅跡地は若い

人が中に入って悪さをする

恐れあり  

 

・若い人達の悪い遊び場所になりはしないか。タバコ、酒、女

等 ○未  

・人目に付きにくく犯罪につながる（２） ○未  

・跡地で事件、事故、火事でもあったら大変な事になる ○未  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・管理者、市に相談をし、解体できないか。

解体できない場合は外部より入れない

ような方策を取る。 

・早急に取り壊しをしてほしい 

 

３．枯れ草などを平気で燃やし

ている。注意しにくい!!  

・近所付き合いがしにくい ○今  

・火災につながる ○今  

・火災と間違って住人からの電話や苦情が殺到する ○今  

・大火事になったら取り返しがつかない ○未  

 

 

 

・自治会単位で呼びかける（廃棄物の処理及び清掃に関

する法律で野焼きが禁止されている） 

・自治会などで注意を！枯れ草などはごみ袋に入れて確

実に出すように指導する 

・枯れ草などは個人や近所では解決できないので、自治

会で規則をつくって声を掛け合う 

・消防団の人や行政センターの人達に注意してもらう 

 

 

 

・枯れ草対策は、広報並びに消防署の指導

を行う 

 

 

 

 

 

５

・跡地は個人的には解決できないので、処

分してもらうように行政に署名などして

訴える 

・もしも伊王島と香焼の小学校が合併するとした

ら、小学校は生徒数が増えるかも？ 



福祉のまちづくり「やってみゅ～で・わがまち座談会」 香焼地区  ２回目         ：おススメ解決策             【5 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．路上駐車が多い  

 

 

 

・子どもの飛び出し ○今  

・緊急時（火災）の対応が遅れる ○今  

・お店の前に車が何台も駐車されていて、バスが通れない ○今

・道路を車庫代わりにしている ○今  

・深浦地区の肉屋さん前の歩道に半分入り込んでおり、子ども

達が下校時に通りにくい ○今  

・路上駐車の影からの飛び出しによる事故 ○今  

・歩道に車を乗り上げて停めているので、子ども達が歩きにく

く車道の方へ迂回して歩いているのでとても危ない!! ○今  

・お金を払って駐車場を借りている住民の方とのトラブルにな

りかねない（江里地区団地） ○今○未  

 

 

 ・駐車場料を払うのを渋る人がいるのに対して、借家

に一台無料の駐車場を与えるなどのお得感があれ

ばよいのでは？ 

 

・路上駐車禁止の啓発について看板などを設

置する（２） 

・駐車場（公営）を何台かつくったら事故も

起こらない 

・歩道に車を乗り入れないため、ポールを立

てたり石段をつけたりすればいいのでは 

２． 一人暮らしの方の生活が心

配 

・深浦地区にも一人暮らしの老人が居り、これまでのところ孤

独死の例もあったようです。また子どもと二人暮らしで、昼

間だけ独りという例もあります（数例） ○今  

・連絡が取れず病気の時に早期発見が難しい ○今  

・昼間は施設に行くかケースワーカーが出入りするが、夜は緊

急電話に頼るだけで見守りが不完全である ○今  

・市が個人情報を重視するあまり活動ができない ○今  

 

 

・声かけ ごみ出しの時な

どできるだけ近所の人

と話す 

 

・敬老の日におまんじゅうをお配りして安否確認を行

う 

・行政が委託するのであれば、行政権力のあ

る何らかの方法で一人暮らしの把握やケア

をするべきでは？ 

 

 

３．子ども達を含め、みんなで

おしゃべりする場所がない  

・中学生ぐらいの子どもがボールを持ち、どこで遊ぼうかと場

所を見つけられず、座り込んでしばらくその場で時間をつぶ

していた ○今  

・特に高齢者は昼食後に気持に余裕ができるので、地域別に集

会する場所がないか ○今  

・公園が、人通りの少ない所にあるため、公園まで遊びに行か

ない（江里地区） ○今  

・親同士が日頃おしゃべりをできる場所がなく、立ち話をした

り深堀まで出かけたりと場所を探さないといけない  ○今  

・公民館のロビーが使いにくい!!（合併前は利用できた） ○今  

 ・各地域に休憩場所をつくる事 ・住民が一堂に利用できる体育館をつくるこ

と 

・施設の利用料があると利用しにくくなる。

行政機関のものは無料解放してはどうか？

・公民館のロビーはいつでも使えるように無

料開放してもらいたい 

・市役所はものの考え方を根本的に変えるべ

き。あくまで、住民のための機関なり、施

設であるべきだと思う 

６

・近隣の人がわかるように緊急の場合のランプ表

示があれば早急に対処できる 

・公民館にいろんな人が集えるサークルを広めて

ほしい（無料で利用できる） 

（旗などを朝から出し夕方取り込むなど。

旗が犯罪に利用されないように全世帯が

旗を玄関に立てる） 

・一人暮らしの方の元気な合図に住民全員

で取り組む 




