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平成２２年２月２７日（土）、野母崎樺島地区公民館で、

１９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、４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、野母崎樺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。

第１回

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】

まずは自己紹介から始める予定でしたが、皆さん

顔見知りの方ばかり。職員紹介の後は、なごやかに会が

スタートしました。

「樺島の良かところ」を出し合う場面では、出てくる出て

くる・・・自然の豊かさ・美しさ、人と人との温かいつなが

り、海の幸の美味しさ、子供達の元気さなど、樺島自慢がい

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」

「野母崎樺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

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

「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」（３月１３日（土）午後 7 時 00 分～9 時

00 分、野母崎樺島地区公民館）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！

同
じ
意
見
が
あ
る
！

      こうしてみると、いろいろ気がかりなところも見えてくるなぁ



●良いところ ●良いところ

・おかずをもらったり、あげたりしあう仲間意識 ・うなぎ井戸がある

・隣同士の仲がよく、横の連携がいい（２） ・特産のカラスミがある

・家を空けた時でも、安心して外出できる ・樺島灯台がある

・留守であっても、居場所を教えてくれる人がいる

・通学合宿がある

●良いところ ●気になるところ

・魚がおいしい（３） ・近くに病院がない（医師不足）

・空気がきれい ・バスが少ない

・海がきれい

・まわりに自然がある

●気になるところ ●気になるところ

・海岸のゴミが多い ・高齢者ばかりで、今後のことが心配

・タバコのポイ捨てが目立つ ・若い人が少ない

・働き場所がない

●気になるところ

・保育所や学校がなくなった（２）

・小学校の後始末が心配（建物管理や有効活用）

・昼間に子どもたちの声が聞こえなくなる（２）

ゴミ 寂しい

かなしい

困　る

❤福祉のまちづくり『やってみゅ～でわがまち座談会』　野母崎樺島地区　１グループ
人情味がある 樺島名物

とってもおいしい
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●良いところ ●良いところ
・同級生同士の仲が非常に良い（２） ・うなぎ井戸がある
・人柄が温和で開放的で、住民同士の仲がいい（５） ・樺島灯台は景観がよく自慢
・各々の山に神社があり、大祭が多く交流が深い ・夜にお墓で花火ができる（お盆が楽しい）
（大祭が多く、ごちそうを食べる機会が多い） ・魚がおいしい
・行事に協力的な人が多い ・魚釣りができて、バーべキューが楽しめる
・治安がいい（カギをかけなくても外出できる）
・通学合宿がある（５・６年生対象で公民館合宿）
・漁師になる夢の実現のため、周りの方々の協力
　が大きかった

●良いところ ●気になるところ
・自然が豊かで恵まれている（４） ・釣り船客の路上駐車が多い
　（海や景観が素晴らしい） ・市内までと学校などの通学に時間がかかる（２）
●気になるところ ・バスの便が少ない（２）
・台風の時の被害や被災防止策が心配（２） ・産業や働き場所が少ない
・風が強すぎる ・小学校の統合により、通学距離が長くなり事故が
・魚の漁獲量が年々、減っている 　心配
・海が汚くなってきている ・企業の各種サービスが少ない

●良いところ ●良いところ
・独居老人が多い ・子どもが元気で、よく外で遊ぶ
・高齢者が元気 ・子どもを取り巻く環境がいい（自然・安全）
●気になるところ ・子どもたちを海で遊ばせることができる
・病院がなくならないか心配 ●気になるところ
・過疎化と高齢化が進んでいる ・子どもの数が減っている
（１５年後、２０年後はどうなっているだろう？） ・保育園、小学校が閉鎖した（子どもの減少）

・独身男性が多い

ちょっと不安な樺島 樺島の未来

遠隔地樺島

❤福祉のまちづくり『やってみゅ～でわがまち座談会』　野母崎樺島地区　２グループ
住みよい樺島 樺島自慢

樺島の自然
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●良いところ ●良いところ ●気になるところ
・うなぎ井戸がある ・信仰心が厚い ・交通の便が悪い
・天然記念物うな太郎がいる 　（神様をたくさんおまつりしている） ・道路の継目かはわからないが、銅板を
・静かである（平和である） ・地域のつながりが強い 　敷いているので、車が走るとガタンと
・離島である私の暮らしを一変させた ・ご近所とのつながりが強い 　鳴るし、おばあちゃんの押し車もスム
　樺島大橋がある ・近所づきあいがよい 　ーズに引けないような気がする
・海を守っている灯台がある ・近所で声をかけあっている ・道路が狭い。灯台へ行く道を広げて
・島の象徴である灯台がある ・気安く、人情味が厚い 　ほしい
・自然に恵まれ空気がうまい ・皆優しい。気づかいがある ・車が多くなってきて、ふれあい公園の
・自然がたくさんある ・人がやさしい 　植え込みからの子供達の飛び出しが
・自然が豊か。田ばるが個人的に好きです ・男性同士やおばあちゃん達で集まって 　気になる

・海があり山がある 　話をしているところが良い

・自然（海、山）に恵まれている ・島全体の人の顔が認識出来る ●気になるところ
・つり客に人気が高い ・子供を地域で温かく見守ってくださる ・港のゴミの柵が壊れていて直されてない
　他の地域では釣れない時期があるが、 ・ボランティアで地域の為に動いてくれる ・ペットなどが捨てられて山に居ついて
　樺島は年中釣れると聞いたことがある ・通学合宿等で地域の方々が 　おり、畑などを荒らされて困っている
・からすみなどの名品がある 　もらい風呂に協力してくれる ・山道に不法投棄が目立つ
・自然の恵みの魚が多い ●気になるところ ・ゴミ出しマナーがよくない
●気になるところ ・一部の人たちは協力的ですが ・ゴミの持ち帰りがなくゴミが散らばって
・墓が高地にあり高齢者がお参りしにくい ・空き家が多く失火等気になる 　いる（海が汚れてしまう）
・冬場が寒い ・セールスの人の出入りが多くなった ・釣人のゴミ捨てに困っている
・風景の中にコンクリートが増えており、 ・のら猫へのエサやり

　見栄えが悪い

●気になるところ ●気になるところ

●良いところ ・高齢化率が高く、孤独死が心配 ・働く場所が少ない（2）
・子どもたちが大きな声できちんと ・高齢者の一人暮らしが多い ・漁がなく（少なく）なり活気がない
　あいさつができる 　（若い人が少ない） ・人口が増えない（廃所、廃校）

・子供が素直（2） ・若者がいない

・挨拶が良い ●気になるところ ・人口が減ってきている
●気になるところ ・病院が無くなると困る
・保育所、学校がなくなり、 ・水の浦の貯水ダムは点検されているのかわからない
　子どもたちの声が聞こえなくなった 　（流れが悪い、土砂がたまっているのでは）

そ　の　他

❤福祉のまちづくり『やってみゅ～でわがまち座談会』　野母崎樺島地区　３グループ
よかとこ樺島

樺島の宝

島ん道

きれいにしゅうで！

島んちゅ

職場事情高齢者問題

４



●気になるところ ●良いところ ●良いところ

・人口の減少（若者の流出）（2） ・人情豊か ・大うなぎが有名でめずらしい

・町内に仕事が少ない ・都会と違って住民のつながりが強い ●気になるところ

・近所のつきあいがある ・観光客が買い物する場所がもう少し

・一人暮らしだが、雨が降った時に近所 　あったらどうか

●良いところ 　の人が教えてくれる ・観光案内の施設がない（観光案内板等）

・老人クラブの活動が楽しい ・一人暮らしだが、近所の人がおかずを ・鮮魚の売り場がない

　（年1回の一泊旅行など） 　持ってきてくれる 　（時間限定の移動販売はあるが野母に

・団体（自治会や消防団）は融通がきく ・子供たちが素直 　ある様な小売店がない）

　（協力的） ●気になるところ ・大漁橋のゴミ

・灯台まつり等がある ・集会に集まる人が少ない （釣り客の弁当がら、缶、えさの残り等）

●気になるところ 　（自治会会合など同じ人しか来ない/ ・きれいな浜があるが、そこへ行く

・伝統的な行事が減ってきている 　特定の人に役割が集中している） 　道路が整備されていない

　（地域の神様の行事の簡素化） ・組織が縦割的

・20～30代の若い人が少ない

　（まつり、消防など） ●良いところ

●良いところ ・協調性に欠ける ・海が青々として美しい（2）

・魚が多く、新鮮でおいしい（4） ・ボランティア活動に参加が少ない ・灯台からの景色が最高!!

・うちわえび、車えびや野菜がおいしい ・樺島灯台からみる夕日がきれい

・からすみ ・海と山がある

●気になるところ ・自然が豊富で空気がきれい

・街灯が少ない（街中） ・騒音がない

●気になるところ ・台風災害を受けやすい

・将来、病気になったときが心配 ・防災無線受信機が欲しい

　（一人暮らしで倒れたときなど） ●気になるところ

・救急医療の施設がない ・交通の便が悪い

　（ドクターヘリ発着場など） ・小中学生の通学が不便

・近所の一人暮らしの人に料理を持って ・近所にネコが多いので困っている

　行くが、元気でいるか気になる

住環境問題

人口問題 樺島気質

地域行事

海・山の幸

❤福祉のまちづくり『やってみゅ～でわがまち座談会』　野母崎樺島地区　４グループ
観光対策

災害・安全問題

老人医療問題

景観（ロケーション）
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