
平成 22 年３月１３日（土）、野母崎樺島地区公民館で、

19 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。

第１回目と同様に和気あいあいとした雰囲気の中に

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。
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野母崎樺島地区

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、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。ゴミの問題、高齢化

の問題など、日頃の気がか

りが挙げられていました。

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」

「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

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。
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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。

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。

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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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！

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！

第３回の「やってみゅ～で・わがまち座談会」

３月 27 日（土）午後７時～９時、（野母崎樺島

地区公民館）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。
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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．子どもたちの声がきこえな

くなるのが寂しい

・絶対数（子どもの数）が少ない ○今

・子どもの縦の結びつきが少ない ○今

・今の子どもたちの遊びを

知る

・通学路に出て声をかける

２．高齢者ばかりで今後のこと

が心配

・台風の時の後始末などが心配 ○未

・一人暮らし老人の孤独感が心配（２） ○今

・いろんなセールスにだまされる ○今 ○未

・おかずを差し入れして、

生活状態を把握する

・一人暮らし老人に誰かが声をかける（２）

※できれば週に１回でも・・・

・消防団員が声をかける

・敬老会の場所を変えてみる

・近所どうしが声をかける

３．海岸のゴミが多い ・道路が汚れる ○今

・海が汚れる ○未

・釣り客のポイ捨てが多い ○未

・野良ネコが増えた ○今

・特に空缶やペットボトルのポイ捨てが多い ○今 ○未

・土・日の釣り客の弁当の食べカスやエサの放置が目立つ ○今

・ポイ捨てのため、火がつき煙が上がり消防士が出動した ○今

・仕事がない時に、ペット

ボトルなどの回収をお

こなう

・パトロールをおこなう

・看板を立てる

２



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．産業や働く場所が少ない ・人口減少 ○今 ○未

・若い人の働く場所がなく出て行ってしまう（２）○今

・子どもが少ない（人口減少の要因）○今

・人口減少を防ぐために、若者の婚活を考える。

・婚活世代以外の方にも、樺島へ誘うようなイベント

を考える。

２．バスの便が少ない ・緊急時に病院に行けない ○今

・町に働きに行くにも大変、不便 ○今

・日曜日の午前７時３０分前後発の便がなくて困る ○今

（脇岬まで行けば午前７時１５分発がある）

・アッシー君を探す ・バスのダイヤを増やす

・近隣を循環するバスを運行させる

３．病院がなくならないか心配 ・病院がなくなったら、遠方まで行かないといけないので

心配 ○今

・病院までの時間がかかる ○今

・専門的な診療や治療が受けにくい ○今

・新しい名産品をつくり有名に

なるようＰＲする

・樺島の魅力を発信していく。

（定住者確保）

・専門医に曜日ごとに来診してもらう

・早期診療を心がける

・病気にならないよう自分で心

がける（２）

３



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．墓地が高地にあり、高齢者

がお参りしにくい

・高所に墓地がある人は、一度に登りきれず、時間がかかる ○今

・お参りする人が高齢になってきており、転んで骨折などする

と体にいろいろ障害が出てくる恐れがある ○今

・地すべりがあるかもしれない ○未

・高齢者の方が多く、参拝中に事故が起こる危険がある ○今

・お参りする時に水を持って上がるのがつらい ○今

・お墓にお参りしたいが、高い所にありなかなか参ることがで

きない、という声をよく聞く ○今

・他の場所を考える（墓地）

・隣の方へ依頼して代理でお参りしてもらう

・水道の所にバケツなどを置いておく

・裏山から車道を整備するのは不可能でしょ

うか!?

・総合運動場を墓地にすることはできない

か？

・手すりをつける

２．ゴミ出しマナーがよくない

（町内外）

・釣人の置きゴミが目立つ ○今

・釣人のゴミ捨てを注意すると、地元の人とのもめごとが起こ

る ○今

・散らばったゴミが海に落ちて海が汚れ、魚がプラスチックの

ゴミを食べたりしてしんでしまう ○未

・空き缶を平気で海に捨てている（環境破壊） ○今

・ゴミが目立つようになると、ますますゴミを捨てる人が増え

る ○今

・ゴミが指定袋ではなく、別の袋に入っている ○今

・指定日以外に出したり、遅れて出す人がいる ○今

・そうすると、ゴミがゴミ箱に入った状態のままになり、不衛

生  ○今

・地域の人の自覚、責任が

必要である

・子どもの時からゴミ出し

マナーを教えていく

・生ゴミは魚のエサになるという間違った認識を変え

るためのチラシ又は勉強会

・釣場のゴミ入れを増やしてもらう

・パトロールをする

・釣人に、ゴミのマナーのチラシを配れたらいいの

に･･･根気強く（誰が？）

・ゴミ拾いのボランティアを募集する

・町内常会などでゴミのマナーを周知徹底するように

自治会長さんに話してもらう

・各自治会に担当者がいるので、年度初めの常会で注

意してもらったらよい

・リサイクル指導員の指導、見張りが必要

・ゴミ箱の中に残っていた袋を一軒ずつ聞いて歩く

３．のら猫へのえさやり ・のら猫へのエサやりのことで、町内の人たちがもめることが

ある ○今

・エサをやる人は愛護の気持ちで行っているが、近所にねこが

嫌いな人もいる。また、悪臭や糞で迷惑している ○今

・エサをやることでのら猫が増えるので迷惑 ○今

・ねこの尿の臭さや、家の中を荒らされたりと、人々にストレ

スを感じさせ、不快な生活をしている人もいる。身体に良く

ない ○今

・家の中に入ってきて食べ物をとっていく ○今

・畑に糞をしていて、臭い時がある ○今

・車が通っても動かないくらい、ねこが慣れてしまっている ○今

・エサやりする人の社会性

が問題であるので自覚

を求める

・個別に自治会長さんに注意してもらう

・地域をあげてエサやりすることをやめる

・のら猫へのエサやりを、町内の常会で話し合ってみ

る

・チラシを配って、エサをやることの悪影響を知って

もらう

・行政で駆除できないか

・ゴミ捨て禁止の看板を増やす

・ゴミ拾いをして、その活動を写真を使った看

板などでアピールする

・立て看板を作る

・インパクトの強い看板を立てて訴える

４



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．観光案内の施設がない（観

光案内板等）

・駐車場がなく、大型観光バス等をとめられない ○今

・せっかく樺島まで来てもらっても、来た人が樺島を満喫でき

ない ○今

・特産物「からすみ」などを知らないまま帰っていくので、売

れない ○今

・わき見運転につながる ○今

・島外の車両が生活道路に迷って入りこんでくる ○今

・橋の上に駐車しており、事故が心配 ○今

・案内板の増設

・ガイドさんの養成（さるくガイド）

・順路の標示

・わかりやすい所に大きい「観光案内板」を作

る（手作り）

・樺島地図の設置

・観光案内をバス停や店のある所にはる

・出店の募集

２．大漁橋のゴミ ・釣客が減る（人が来なくなる） ○未

・放置していると車道に飛び散り、悪臭がする ○今

・ゴミを捨てるとネコが多くなる ○今 ○未

・不衛生 ○今

・汚くしていると、どんどんゴミが増える ○未

・バス停にトイレがあるのに、トイレ以外で用足ししている ○今

・ゴミ捨てのことで釣客と地元の人との諍いが起きる ○未

・樺島のイメージダウンにつながる ○未

・樺島に「また来たい」という人が減る ○未

・一人ひとりの心がけでゴ

ミの山にならないよう

にする

・月に１回のゴミ拾いボランティアの回数を増やす

・14 町でローテーションを組み、掃除、見回りをす

る（大漁橋を中心に実施）

・釣客の良心に訴える標示をする

・街灯を増やして大漁橋を明るくする（夜間

に捨てる人がいる）

・置きゴミ禁止条例

３．将来病気になった時が心配

（一人暮らしで倒れた時など）

・老人世帯が増え、日常的に目が行き届かなくなっている ○今

・病院が遠くなると通院に困る ○未

・食料品などの買い物もできなくなる ○未

・一人暮らしの人の病気などに気付かない ○今

・救急の病気の治療が遅れる（脳・心臓病など） ○今 ○未

・連絡をする人がいない一人暮らしの方の急病 ○今 ○未

・うつになるのでは？ ○今 ○未

・一人ひとりのボランティアが必要（ちょっとした買

い物のお手伝い）

・一人暮らしの人は地域の活動を知り、積極的の参加

する

・一人暮らしの人はいつも自分の子どもや近所の人に

連絡を取るようにする

・各自治会長さんが独居老人宅を訪問する（週 3 回程）

・声かけの実践

・家に旗を立てる（元気な時は“みどり”、少し調子

が悪い時は“きいろ”、悪い時は“あか”）

・先進地区の良い例をまねる（市からの情報

提供）

・駐車場を増やす

・島内でのデイサービス

・高齢者サロンの充実のため、旧保育所の台所

用具を揃える（ガス台、冷蔵庫はあるが、や

かん、ポット、ゆのみなどがない）

・一人暮らしの方のリストを作成する

５


