
 

 

 

 

 

 

 

 みなさんの緊張をほぐすため、まずはアンケートを行いま

した。 

「周りの方と仲良くなろう」という趣旨のアンケートで

は、予想外な質問に会場は笑い声に包まれていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

▲たくさんの意見を付箋紙に書き出しました。 

ステップ ３ 

協議されていました！ 

▲出された意見について、みなさん、身を乗り出して

みなさんから出

された意見は、

グループごとに

発表されまし

た。 

第２回の「やってみゅ～で・わがま

ち座談会」（１０月１６日（土）午

後 7 時～午後 9 時、琴海南部文化

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。 

 

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！ 

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。 

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。 

琴海地区（村松小学校区）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、模造紙に貼っていきました。 

 

平成２２年１０月２日（土）、琴海南部文化センターで、

４１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。 

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、琴海地区（村松小学校区）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】 

アンケートでリラックス!! 
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」

「琴海地区（村松小学校区）がどんなまちにな

ればいいかな」などを話し合う場です。 

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り 

 

や
っ
て
み
ゅ
〜
で
・ 

琴海地区 
(村松小学校区)

 
第１回

わ
が
ま
ち
座
談
会 

▲皿うどんの麺はできたてのパリパリもよかけど、柔

らかかともよかね～！ 

✿初対面の人がいても、ご心配なく！「やってみゅ～で・わがまち座談会」が

終わる頃には、みんな知り合いになりますよ♪♪ 

▲カステラの底にはザラメの残っとる方がよかね♪ 

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



やってみゅ～で・わがまち座談会 村松小学校区  1 グループ 

自然・環境 道路 人とのつながり 

●気になるところ 

・銀行前の国道（出入り、横断が危険） 

・交通量が多く、事故も多い 

（村松から西海間の国道） 

・市道に無断駐車が多い 

・ニュータウン内タムラ電気店横の「止まれ」の標

識の支柱が歩道の中央にあるので、歩道を通りに

くい（セニアカー、車いすなど） 

・ニュータウン内タムラ電気店横の交差点が危ない

（バス通りが一時停止であるが、高台の方を一時

停止にすべきではないか） 

・村松神社下の溝に蓋がないので危ない 

・団地内の道路が私道である（戸根学園台自治会内

の道路） 

お買物 

○良いところ 

・自然の豊かさ 

・適当に田舎ののどかさがある 

・あじさい通り 

・やすらぎの小径（２） 

・赤水公園 

・自然があり楽しいウォーキングができる 

・緑が多い 

 

●気になるところ 

・ニュータウン内の朝日の岬公園にトイレがほしい 

 （散歩コースなので必要） 

・グラウンドを地元の人が使いにくい 

 （予約制により、他地区からの利用者が多い） 

・公園草刈の件（河川公園の草刈をしてほしい） 

・子どもの遊び場が少ない 

・広い公園がない 

 

安心・安全 

○良いところ 

・車があれば生活環境はOK 

・買物が近所で済む 

・大きな店ができて助かっている 

 

●気になるところ 

・大型店を求めて町外に出てしまう 

○良いところ 

・福祉について他地区より関心が高い 

・子ども達が元気 

・子ども達の明るさ 

・老人会の方が活動的 

・その気になれば、身近でいろんな趣味、講座、ス

ポーツ活動ができる 

・近所つきあいがしやすい 

 

●気になるところ 

・子ども達を（外で）見かけない 

・子どもはあいさつするが、大人があいさつしない

・共働き家庭が増え、子ども達が暗くなってもたむ

ろしている 

・自治会に入ってないところ（加入者の減） 

・自治会への加入が減っている 

・老人会に入ってくれない 

・ニュータウン２区：老人会なし、子ども会なし、

婦人会なし 

・子ども会はどうなっているのか 

・地域の高齢化 

・老人世帯の増加 

 

伝統 マナー 

○良いところ 

・村松小の集団下校がよい（安心･安全） 

 

●気になるところ 

・イノシシが多すぎる 

・街灯が少ない 

・河川公園（やすらぎの小径）の街灯の件（消灯時

間を他の公園と統一することが必要ではないか） 

・河川公園のニュータウン側の街灯がなく、暗い 

・川の工事が進んでいない（中川内と東の合流地点） 

 

○良いところ 

・香取神社のおくんち 

 

●気になるところ 

・戸根の浮立や西海の豆まき等（節分行事）を琴海

の全体の名物にしてほしい（要望） 

●気になるところ 

・ごみ出し：他地区から持ってきている 

・ごみ収集所のカラス、ネコ 

・犬のフンを放置している 

・河川公園（やすらぎの小径）にごみが多く捨てて

ある 

・村松バス停が汚い（ごみの散乱） 

 



やってみゅ～で・わがまち座談会 村松小学校区  2 グループ 

自然･人間 自治会 交通 

○良いところ 

・単位自治会内の家庭の様子は大体知っている 

・老人会、自治会など積極的に活動している 

・民生委員さんが熱心 

●気になるところ 

・自治会に加入していない人が多い（2） 

・自治会加入、老人会加入について、行政が力を 

 貸していないと思う 

・自治会加入率が低い（西海53％） 

・自治会への加入率が低下しており心配だ 

高齢者 

○良いところ 

・道路等（市道）は年間を通じて良く整備されて

いるようだ 

●気になるところ 

・デマンドタクシーが利用しにくい（戸根地区） 

 （エリアを越えての利用ができない） 

・市中心部からのバスの便（最終便21：30発は

早すぎる。せめてあと１時間遅い便がほしい） 

・横断歩道以外での横断が多い 

・夜間の路上駐車（ニュータウン内） 

・国道の事故が多い 

・事故があると車が全く動かなくなってしまう 

・交通の便が悪い 

・電気店前の大型トラックの駐車 

 

子ども 

○良いところ 

・高齢者サロンがある 

●気になるところ 

・高齢者世帯、及び独居高齢者が増えてきた 

・無縁社会が増えてきているようであり、今後が

心配 

・老人会の加入率などが非常に悪くなり心配 

・琴海ニュータウンなど高齢化が進んでいる 

・老人の入所施設が少ない（ショートステイ） 

・通院支援してくれる病院が少ない 

商店街 

○良いところ 

・近くに商店街、グラウンド、体育館などがあり

便利（西海地区） 

・スポーツできるグラウンドが多い（南部、中部、

北部） 

・住むのによい、落ち着いた静かな地域である 

・本格的なゴルフ場が近くゴルフ好きには最高 

・海、山、その他 環境は非常に良いと思う 

・素晴らしい自然に恵まれている 

・自然が多い（2） 

・景色がとてもいい 

・環境が良い 

・まだまだ人情味がある 

・隣近所では、味噌･醤油の貸し借りができる 

・私の周りの人は親切でつきあいがしやすい 

・親しみがある 

・人間性は大変よいと思う 

・町民が皆やさしいと思っています 

●気になるところ 

・荒れた農地が増えている（高齢化が進み、農業

をする人が少なくなった） 

・西海川が少しの雨ですぐ濁る 

・散歩している犬のフン 

・飼い犬のフンの処理が悪いのを時々見かける 

・近所の方達とのふれあいがない 

生活環境 

●気になるところ 

・街灯が少ない 

・公園周辺にごみが多い 

○良いところ 

・大きなストアがある 

●気になるところ 

・買物が困難になっている高齢者がいる 

・地域の個人商店が少なくなって寂しい 

・もう少し町全体にお店があったらいいなと思い

ます 

○良いところ 

・地域と学校が大変よいと思います 

・小学生などは最近元気になったようである 

・あいさつがよくできている 

・子ども達が元気 

・朝、通学中の子どものあいさつがよい 

・子ども達が元気にあいさつをしてくれる 

・近所の子ども達がよくあいさつをしてくれる 

●気になるところ 

・自転車（子ども）ヘルメットを被っていない 

・自分の自治会に子どもが少ない 

・ニュータウン内で、小学生の子どもを学校近く

まで車で送る親をよく見かける 

・子どもが道路でボールを蹴って遊んでおり、車

が度々急停車している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



やってみゅ～で・わがまち座談会 村松小学校区  3 グループ 

ほんわか人間味 自然環境 施設･設備（箱もの） 

○良いところ 

・自然（緑）が多い（2） 

・水を含む自然がいっぱい！ 

・空気がおいしい 

・自然がある 

・桜並木、曼珠沙
まんじゅ し ゃ

華
げ

（彼岸花）ロードの自然が素晴らしい

・自然がまだ沢山残っている 

 

●気になるところ 

・農耕地の荒れ地が多い 

・荒れ地が増えている 

・イノシシが民家近くに出るようになった 

・作物が荒らされた 

・西海川が汚れている（ごみ、水質） 

琴海沈没 

○良いところ 

・心があたたかい 

・人があたたかい 

・サークル活動が活発である 

・村松小の子どもたちが良くあいさつをしてくれ

る 

・あいさつしてくれる 

・近所づきあいの煩わしさがない 

・隣近所とのコミュニケーションがとれている 

・親切な人が多い 

・人情味あること 

・地域内での子どものあいさつがよい 

・子ども達がよくあいさつする 

･ 

●気になるところ 

・自治会に加入しなくなった。助け合い、支え合

いの気持がない 

・隣はなにをする人ぞ！！ 

・他地域に通う生徒はあいさつができていない！ 

 

・○良いところ 

・民生委員さんが協力的である 

 

●気になるところ 

・自治会を退会する人が多い 

・高齢世帯が自治会を脱会している 

・役員になりたがらない 

・縦社会（各年齢層）のつながりが薄い 

・情報が届かない 

・近所づきあいをしない、閉じこもりの老人がいる 

・人と人とのつながりが薄くなりつつある 

・新しいことへのチャレンジがなかなかできない 

・子どもが少ない（3） 

・子ども会活動が少なくなった 

・団地が開かれて４０年経ち、今はオールドタウン化し

て活気がない 

○良いところ 

・公害を出すような会社や施設があまりないと

ころがよい 

・他地区に比べて便利がよい（交通・買物） 

・福祉施設が充実している 

・福祉への関心が高い 

・ごみステーションがきれい 

・２４時間開いている大きな店がある 

・文化、体育、福祉など活動が活発である 

・公共施設、店舗、役所、警察署、病院などが

完備されている 

・行政センターの活用の幅が広い 

・高齢者サロンが多い 

 

●気になるところ 

・２４時間の店の影響 

・地域が広い（校区） 

・鳩が多い 

・交通量が多い 

・事故が多い 

・新漁港道路が早く完成してほしい 

・店の休業（閉店）が目立つ 

・空地（雑草）、空き家が多い 

・市役所まで遠いので不便 

・観光施設がない 

 

 

 

 



やってみゅ～で・わがまち座談会 村松小学校区  4 グループ 

琴海の人 交通事情 天然の美 

○良いところ 

・人が優しい 

・散歩をする人が多い 

・福祉など、地域に対する想いが強い 

 

●気になるところ 

・団地やアパートが増えて知らない人が増えてきた 

 

 

○良いところ 

・ニュウータウン地区に第2道路ができて便利にな

りました（第2団地アパート） 

 

●気になるところ 

・206号線の交通量が増えて困っている 

・交通の便が良いところと悪いところがある（国道

側はよいが、山の方に行くとバス停がない） 

○良いところ 

・以前に比べて川の水がきれいになり、蛍が 

 多く育っている 

・緑が多いところ 

・緑があって住みよいところ 

・野菜が安くて新鮮である 

 

 

 

 

自治会関係 公園 犬・猫・イノシシ 

●気になるところ 

・自治会に入っていない人が多いため、近所の 

 あいさつができない（西海地区） 

・自治会、老人会の適齢になってもなかなか入会 

 してくれないです 

●気になるところ 

・ニュータウン地区に犬のフンを片付けない人がい

る 

・野良猫が多い 

・イノシシが多くなった（戸根地区山間部） 

 

 

子ども ごみ関係 

○良いところ 

・公園がきれい 

・河川公園がきれいに整備されている（トイレもあ

る） 

 

●気になるところ 

・いつでも遊べる広い公園があまりない 

・赤水公園のような広いところが、近くにあれば 

いいと思う。中央公園はあるが、死角があり小さ

な子どもだけでは遊べない 

・公園の横に誰でもいつでも使えるテニスコートが

ないのが残念 

福祉タクシー 

○良いところ 

・都会の子どもに比べてスレていない 

 

●気になるところ 

・子ども会がなくなり、年配の方々との交流が 

 あまりなくなった 

・朝のあいさつをする子どもが少ない 

 

●気になるところ 

・高齢で障害者のための福祉タクシーが1ヶ所への

利用しかできないが、2ヶ所への利用をしたい 

（銀行→郵便局 ニュータウン） 

○良いところ 

・ニュータウン地区は以前よりごみの出し方が 

 よくなっているようです 

・ごみステーションがきれい 

 



地域のコミュニケーション 自治会の問題 住環境 

●気になるところ 

・募金の集金役を自治会がさせられている 

・自治会の存在価値、役割 

・自治会費が高い（1ヶ月○千円も） 

・自治会の活動状況がよく分からない 

・自治会会員が少なくなっている 

・高齢者で独居の人の退会が出てきている 

 

 

高齢化 

○良いところ 

・あいさつがよい 

・子ども達のあいさつがとてもよい 

・人が素直 

・子ども達が素直で純朴 

・近所同士良く声をかけ合っている 

・人が親切で優しい 

・人柄が優しい（環境が穏やか） 

・気になる人に、よく気がけて声をかけてくれたり 

 見守ってくれている 

 

●気になるところ 

・人への親切がためらわれる（責任問題にならない

か心配） 

○良いところ 

・歩道にガードレールが設置してある 

・駐車場が多い 

 

●気になるところ 

・段差が多く、車イスの人が大変 

・歩道が狭い 

・歩道に街路樹がほしい 

・家の前の道路を通る車がやかましい 

・家の前の道路工事がやかましかった 

（フェンスがほしかった） 

・「酒のきんかい」のところに信号がほしい 

・場所によって、家が隣接しておらず点在している

・ごみステーションの蓋がとても重たい 

ボランティアの問題 

●気になるところ 

・高齢者の独居や二人暮らし世帯が多い 

・車の運転ができなくなると、出かけるのに苦労 

 する（高齢でも無理に運転しなければならない）

 
困った問題 

高齢者サロン 
●気になるところ 

・老人会への入会者が少ない 

・子ども会がなくなり寂しい 

・えびす会の活動への参加が少ない 

 

バス 

●気になるところ 

・水道代が高い 

・空き家が多い 

・眼科、耳鼻科、皮膚科などがない 

・ポイ捨てがある 

生きもの問題 

●気になるところ 

・「桜の里」行きのバスがない 

・終バスをもう少し遅く。遅い時間のバスの本数が

少ない。 

・デマンドタクシーが使いづらい 

○良いところ 

・以前からミニデイサービスが多く、高齢者サロン

へつながっている 

 

●気になるところ 

・社協からの高齢者サロンへの補助が足りない 

・昔はミニデイサービスに行政の看護師が健康チェ

ックに来てくれていたが、今は来てくれない 

 ●気になるところ 

・ネコのフン（2） 

・犬のフンの後始末ができていない（２） 

 

 

やってみゅ～で・わがまち座談会 村松小学校区  5 グループ 

 


