
平成 22 年 3 月 27 日（土）、野母崎樺島地区公民館

で、12 名の方々が参加し、第３回目の「やってみゅ～

で・わがまち座談会」が開催されました。住民座談会３

回シリーズの最終回ということで、白熱した話し合いが

行われました。

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】

前回選んだ、おススメ解

決策を、実行すると仮定し

て、そのための具体的な方

法・必要なものや、協力者

などを、各グループで考え

ました。

いつ、どこで、どんなふ

うに実施し、そのための PR

はどうしたらよいか、緑色

の付箋紙にひとつずつ意見

を書き、模造紙に次々と張

り出されていく様子は、参

加者の方々の熱意の表れで

すね。

  おススメ解決策の実行プランを検討！
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、この座談会で出されたご意見は、“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。

我が町のキャッチフレーズを考えよう！

～これから目指す、樺島のイメージを込めて！～

ステップ ２

続いて、野母崎樺島地区のキャッチフレー

ズを考えました。地区の良いところ、これか

ら目指す野母崎樺島地区のイメージを思い浮

かべながら、いろいろな言葉を紡ぎつつ、こ

れだ！というフレーズに近づけていきまし

た。

～キャッチフレーズを考え中～

１

付箋でいっぱいの模造紙を前に、各グルー

プリーダーより、実行プランと、野母崎樺島

地区らしさをアピールした、キャッチフレー

ズが発表されました。

※出された意見は、次ページ以降にあります。

いよいよ発表！

～おススメ解決策の実行プランと我が町のキャッチフレーズ！

ステップ ３

地区全体のまちづくりのキャッチフレーズ（目標）決定！

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）

閉会後、住民座談会の内容について、アンケートへの協力をお願いしたところ、「今後、

このような地域の話し合いの場は必要だと思いますか」という質問に、全ての方が「思

う」と回答されました。まちづくりにおけるネットワークの輪がますます広がるよう、

私たち（市社協・長崎市）も協力させてください。                   

野母崎樺島地区の皆さん、本当にありがとうございました。

各グループから、これこそは！と発表された「キャッチフレーズ」が張り出され、全員

の人気投票で、次のキャッチフレーズが決定しました。

自然が美しい人情のまち樺島！

★ ３回の座談会をふり返って・・・（参加者からの感想）★

・ 話し合いによって様々な情報を知り、参考になった。

・ 回毎に人数が減ったのは残念だが、樺島の現状を共有でき、良かった。

・ 座談会は本当に良かった。キャッチフレーズどおり人情味あふれる樺島だ。
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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３回目 【1 グループ】

海岸のゴミが多い おススメ解決策

パパトトロローールルををおおここななうう

どうやって （方法を具体的に。良いところで出た活動との組み合わせも考えてみる）

・新町と古町交互に ・黄色いジャンバーを着て

・誰でも、自ら拾う ・吸い殻入れのバケツを置く

協力して欲しい人・団体

・今は決まった 10 人くらいの人 ・参加する大人の子どもさんも来ている

・他の人にも広めたい

いつ

◎月末の土曜日の 9:00～10:00 まで ・2，3 年前から

・潮の具合で釣り客が多いとき

どこで

◎海岸沿い ・樺島大漁橋

・水崎アパート～無量寺 ・ふれあい公園～京崎の海岸

・樺島漁港水揚げ場前のゴミも揚げる

お知らせ方法

◎回覧は見ない人もいるので、口でふれて回るのが良い

・最初は民生委員と一緒にＰＲする ・自治会長の呼びかけ

・何かの会合で PR する

活動に必要なもの

◎長崎市のボランティア袋に入れる ・お揃いのユニフォーム

・樺島を綺麗にしたいという想い ・捨てたらいかんという気持ちが湧く

その他

・発泡スチロールやビニールが多い ・北西の風が強い

・たばこの火のついた吸い殻 ・民家の火事が心配

・たばこのゴミが多い ・大漁橋に乗用車を止めるので路線バスの

通行に支障

      

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３回目 【2 グループ】

若者の働く場が無く、

子供が少ない

⇒ 人口減少

おススメ解決策

人人口口減減少少をを防防ぐぐたためめにに、、若若者者のの婚婚活活 をを考考ええるる

     

何を 誰を （対象）

◎独身の男女 ・樺島に定住してくれる若い女性

どうやって （方法を具体的に。良いところで出た活動との組み合わせも考えてみる）

・携帯電話に情報を受けて、祭りなどに参加

する

・島めぐり

・バーベキュー ・キス  つり大会をする

・カラオケ大会 ・まんじゅうづくり

協力して欲しい人・団体

◎樺島地区全体、各団体 ・漁協婦人部

・報道関係 ・ブラスバンドの演奏

・まんじゅうづくり名人

いつ

◎正月やお盆の帰省の時

どこで

◎島内

お知らせ方法

・メールで知らせる ・回覧板

・島内放送 ・ホームページを立ち上げる

活動に必要なもの

・船 ・案内人

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３回目 【３グループ】

ゴミ出しマナーがよくない

（町内外）

おススメ解決策

ゴゴミミ拾拾いいののボボラランンテティィアアをを募募集集すするる

どうやって （方法を具体的に。良いところで出た活動との組み合わせも考えてみる）

◎自治会を通じてゴミ拾いボランティアの必要性を自治会の会合（常会）の時に説明する

・自治会長会議で説明 ・定期的に見回りをしながら

・クリーンアップの方達と連携（協力）しあ

って

・散歩をしている時にゴミを拾う

・歩こう走ろう大会で一緒にゴミを拾う

・クリーンアップに参加して掃除体験しても

らう

・自治会からボランティアを 1～2 名決める

協力して欲しい人・団体

◎小学生～中学生、子ども会対象 ◎地域のボランティアに興味のある方

・ゴミを捨てることが気にならない人は特に ・散歩をしている時にゴミを拾う

・各町内から一人以上。リサイクル指導員 ・歩こう走ろう大会で一緒にゴミを拾う

・魚つり客を含んで ・老人クラブ

・クリーンアップクラブ ・育成協の代表

・クリーンアップ代表者 ・自治会

・クリーンアップは人数が少ないので、多く

なると色々な所を掃除できる

・公民館

いつ

◎月２度程度 ・月に１回定期的に

どこで

◎海岸沿い、中通りなどいくつかの区分に

分けて

・ふれあい広場の近くから

お知らせ方法

◎自治会の回覧板で見てもらう ◎バス停に貼る

◎商店に貼る ・回覧板や連絡網で

・ボランティアを募集するチラシを作る

活動に必要なもの

◎ゴミ袋・軍手・手ばさみ ◎ゴミを運ぶ車（リヤカー）

                               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３回目 【4 グループ】

観光案内の

施設がない

おススメ解決策

分分かかりりややすすいい所所にに大大ききいい「「観観光光案案内内板板」」をを作作るる（（手手作作りり））

     

どうやって （方法を具体的に。良いところで出た活動との組み合わせも考えてみる）

・場所  ①漁港  ②大漁橋のたもと  ③大うなぎ近く  ④荒木さん加工所

⑤小学校校門

・小学生、中学生一人ひとりにアイデアを出

してもらう

・高齢の方にもわかりやすいのが一番！！

・灯台の分かれ道を大きく表示

・駐車場の標示を入れよう ・灯台展望台に方位盤

・下絵を描く ・場所、内容を調べる

・みんなにやってもらお～で

協力して欲しい人・団体

・各 14 町内でアイデアを出す（各自治会） ・消防団（むずかしい？）

・大うなぎ井戸管理者 ・行政にも協力してもらう

・自治会長さん 14 名 ・絵心がある地元の大工さん

いつ

・来年の 5 月連休前までに（春に観光客が多い）

どこで

・公民館 14 町集まって話をする

お知らせ方法

・回覧板

活動に必要なもの

・材料：板（木） ・ペンキ、ハケ、筆

    

５


