
続いて、外海地区のいいところ、

これからめざす外海地区のイメー

ジを思い浮かべながら、まちづくり

のキャッチフレーズをグループご

とに考え、多数決で右のとおり決定

しました。 

 

☆育成協と神浦青年部で協力してレクレーションをすることを考えている。  

☆外海をもっとＰＲする方法を考える。  

☆年間を通じて各種のイベントを実施する。など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外海地区 福福福祉祉祉のののまままちちちづづづくくくりりり   
やややっっってててみみみゅゅゅ～～～ででで・・・わわわがががまままちちち座座座談談談会会会   

 

 

第１回で出た外海地区の「気になるところ」について、問題点を 

解決するためのアイデアを話し合いました。 

各グループに割り当てられた分野ごとに、「活気がない」 

「大人と子どもの接点が少ない」「空き家が多い」「ゴミが増えている 

（ポイ捨て）」などのテーマを決め、その解決策を話し合いました。 

出てきた解決策を、「自分や家族、地域でできること」 

と「自分や地域住民だけでは解決が難しいこと」に分類しま 

した。  

 
 

外海地区の「気になるところ」の問題解決策 を考えよう！ 
第２回

  

外海地区のまちづくりの「キャッチフレーズ」を考えよう！ 

参加されたみなさまの外海地区を今よりもさらに“よいまち”にしていこうという熱意を共

有することができました。2 回目は天候不良のため残念ながら池島地区の方で参加できない方

もいましたが、活発に意見が交わされ、今後も継続して話し合いの場を持ちたい、自分の活動

する活力になるとの声が聞かれました。参加されたみなさま、本当にありがとうございました。 

※ 出された意見は、７ページから 10ページに掲載しています。 

平成 26 年９月 28 日（日）と平成 26 年 10 月 11 日（土）の 2 回にわたり、外海

交流センターで、「やってみゅ～で・わがまち座談会（※）」が開催されました。 

黒崎東小、出津小、神浦小、池島小の 4小学校区の自治会、民生委員、PTA などの関

係者のみなさん延べ４６名が参加し、外海地区の問題点等について話し合いました。 

 

 
※「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由 

  地域の人たちが、「地域のいいところをみんなで見つけてのばしていこう」「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」「外海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”になり、地域の課題を解決できるような助け合いや支え合い 

の取り組みにつながればと思います。 

 

外海地区の「いいところ」と 

「気になるところ」を出し合いましょう！ 

 

≪主ないいところ≫ 

・海や山などの自然が豊か。 

・教会など歴史的建物が多い。 

・自治会や何かの活動では、責任感のあるリーダーがいる。 

・人がやさしいくあたたかい。 

・事件が少ない。 

・地域イベントでの世代間交流が多い。 

≪主な気になるところ≫ 

・高齢化で自治会の協力がない。 

・路線バスの本数が少ない。     ・他地区との交流が少ない。 

・イベントでの人の集まりが少ない。 ・若い人が住みにくい。        

・過去にこだわり過ぎる所がある。  ・買い物が不便。   

 
※ 出された意見は、１ページから６ページに掲載しています。 

第１回

  

☆「活気がない」という問題に対しては、次のようなアイデアが出ました。 

 

☆「街灯が地区に少なく夜は暗い」という問題に対しては、次のようなアイデアが出ました。 

 

☆各自治会で、支え合いネットワークを組み、各団体との連携のも

と、火災対策を併せて推進員で見守っていく。など 

 

 

◇問題解決策の一例◇  

 

①５つのグループごとに外海地区の「いいとこ

ろ」を黄色の付箋紙に、「気になるところ」を

桃色の付箋紙にそれぞれ書き出し、自分の意見

を発表しながら６つの分野※別に模造紙に貼り

ました。 

②最後にグループ

ごとにリーダーが

発表しました。 

 

※＜６つの分野＞ 

① 高齢者・障がい者・子ども ② 居住環境 

③ 社会参加   ④ 環境衛生 

⑤ 防犯・防災  ⑥ その他 

 

 

☆「空き家が多い」という問題に対しては、次のようなアイデアが出ました。 

 

☆夜間にパトロールを行い危険な所をチェックする。 

☆できるだけ 1人で通らない。など 

発行元：長崎市社会福祉協議会（☎095-828-1281）、長崎市福祉総務課（☎095-829-1161） 

決定！ 



    

やってみゅ～で・わがまち座談会 外海地区 （1 回目の集約結果） 

＜高齢者・障がい者・子ども＞ 

いいところ 気になるところ 

・地域イベントでの世代間交流が多い。 

・小学校の行事に地域の人の協力が多い。 

・学校と地区が一緒に運動会をしている。 

 

・子ども達が素直。（２件） 

・子ども達の声がにぎやかです。 

・子ども達のあいさつの声が大きい。 

 

・老人クラブはよく集まる。 

・お元気な高齢者が多い。 

・畑等をされ、高齢であっても元気な方もたくさんいる。 

・高齢者施設が充実している。 

 

・すこやか体操や講座を無料で受けられる。 

 

 

・人口減少が進んでいる。（６件） 

 

・子どもが少ない（１５件） 

・自分がどのくらいの学力か分からない。   

・学校で競い合う相手がいない（同学年） 

・子育てをしにくい環境。 

・学校問題（少子化、今後の学校の方向性）   

・神浦中学校がなくなってしまう。 

・部活動が限られてくる。 

 

・歳を取り老齢化があり今後心配。 

・高齢化で自治会の協力がない。 

・一人ぐらしの高齢者が多い。（４件）   

・独居や高齢者の夫婦で住まれている世帯が多い。 

・高齢化率が高い（約４５％）（９件） 

 

・若者が少ない。（５件） 

・若い人が住みにくい。 

・若者が就職できる企業が少ない。 

 

・地域の中に住んでいる教師が全くいない。 

・大人と子どもの接点が少ない。 

・働く場所が少ない。 

 

 

 

 １ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 外海地区 （1 回目の集約結果） 

＜居住環境＞  

いいところ 気になるところ 

・外海の中では人口が多い（黒崎） 

・シャトルバスがある。   ・コミュニティバスが通っている。 

・移動販売がある。 

 

・青い空と海。 

・海や山などの自然が豊か（17 件） 

・景色がよい。（2 件）  ・景観の美しさ。 

・朝日、夕日がきれい。（５件） 

・空気がきれい。     ・水がきれい。（ダムがある）  ・川の水がきれい。 

・いつでも釣りができる。（４件） 

・棚田がある。    ・生き物がたくさんいる。 

・河川敷や海など子どもの遊ぶところがある。（３件） 

・新しい公園がある。 

・健康遊具がある。 

 

・海の幸や山の幸など、食べ物がおいしい。（９件） 

・おいしいチャンポン屋がある。 

 

・人が良い（親切）（4 件）  ・生活しやすい。 

・観光客が多い。（2 件）   ・観光地として近年有名になりつつある。（2 件） 

・教会関係の観光客が多い。 

 

・教会等、観光地である。 

・教会が多い。（2 件）        ・出津協会が大好きです。 

・教会など歴史的建物が多い。（４件） ・お寺が三院ある所がすごいです。（2 件） 

・おもしろい歴史や文化遺産、世界遺産候補がある。（３件） 

・産業遺産が残っている。 

・歴史の特色（宗教） 

・産業遺産の池島 

 

・病院、福祉施設が充実していて送迎をしてくれる。（４件） 

・池島は、公園がない。 

・池島は、交番がない。 

・池島へ行くことが不便（船が少ない）（5 件） 

 

・路線バスの本数が少ない。（5 件） 

 

・買い物が不便。（５件）              ・商店が少ない。（５件） 

・大きいショッピングセンターのようなものがない。 ・店が早く閉まる。 

・商店街を通る人が少ない。 

・物流関係（食料品 etc） 

 

・地域から学校がなくなる（中学校）。 

・宿泊施設が少ない。      ・うどん、そば屋がない。 

・街まで遠い。 

 

・田畑が荒れている。      ・居住地周辺に雑草が多く、除草が大変である。 

・空き家が多い。（７件）     ・空き家対策（有効活用されていない。倒壊の恐れ） 

・小中学生の通学路が遠く不安な所が多い。 

・田舎道なので子供が 1 人になる通学路がある。 

 

・耳鼻科などの専門の病院がない。 

・診療所の件（池島）、夜間不在になる。（土日、休日） 

 

・2 世帯の世帯が少ない。    ・若い人の住める住宅がない。 

・家を建てる場所がない。 

 

・イノシシが多い。（2 件）    ・イノシシ被害 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 外海地区 （1 回目の集約結果） 

＜社会参加＞ 

いいところ 気になるところ 

・いざとなったら団結。 

・自治会や何かの活動では、責任感のあるリーダーがいる。 

・学校側が地域に歩み寄ろうとする姿勢が感じられる。 

・自治会活動がよい。まとまっている。 

・地域行事に子どもたちの活躍の場を設けてくれる。 

・伝統の行事がある。 

・ふるさとまつりや棚田など行事が多い。 

・歴史的な行事が多い。 

・イベントがたくさんある。 

 

・人がやさしいくあたたかい。（１１件）    

・人が素朴である。 

・和気あいあいの場ができやすい。 

・老人の人がやさしいです。 

・他人の人にもやさしく思いやりがある。 

・地域の方々とふれあいやすい。 

・あいさつをしてくれる。 

・近所とのつながりが強い。（４件） 

・地域で子どもをみてくれている。（2 件） 

・近所の声かけや見守りがある。（2 件） 

・近所の人達が気になる人を心配してくれている。 

 

・4 地区の独特の文化とくらし。 

・安全性が高い。 

 

 

・活気がない。 

・夏祭りを企画したが、地元の人達の参加が少ない。 

・イベントでの人の集まりが少ない。（2 件） 

・地元での成人式がない。 

・ゲートボールの会員が少ない。 

・近所付き合いがない。 

・家が山奥や交通の不便なところにあり、なかなか外出の機会がない高齢者がいる。 

 

・池島は小規模な離島で地域活動の低下など深刻な課題を抱えている。 

・諸団体の活力と活性化。 

・老人会活動がほとんどなくなっている。 

・他地区との交流が少ない。 

 

・内向的な人が多い。 

・地の人と移住した人の関わりが悪い。（排他的な風土がある。）（2 件） 

 

・演劇・音楽等の鑑賞の機会が少ない。 

 

 ３
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やってみゅ～で・わがまち座談会 外海地区 （1 回目の集約結果） 

＜環境衛生＞ 

いいところ 気になるところ 

・まちにはあまりゴミがなく、きれいである。 

・ゴミの不法投棄はまちの外？ 

 

・環境整備、歩道の除草 

 

・ゴミが増えている（ポイ捨て） 

・不法投棄が多い（町外の人が捨てる） 

・漂流物が多い。 

 

・ネコが多すぎて汚い。 

 

・ダム付近でのゴミ問題 

・水が汚染されている（三方山） 

 

 ４
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やってみゅ～で・わがまち座談会 外海地区 （1 回目の集約結果） 

＜防犯・防災＞ 

いいところ 気になるところ 

・街灯が多い。 

 

・地域情報はよく集まる。 

 

・事件が少ない。 

 

 

 

・街灯が地区に少なく、夜は暗い。（3 件） 

・通学中、不安な所がある。 

・危険な道がある。災害時心配。 

・道がぐねぐね 

・道路が狭い。 

 

・避難場所が遠い。 

・避難所が危険。 

・避難施設が少ない。 

・災害の時避難場所に不安がある。 

 

・警官がいない。 

 

 ５
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やってみゅ～で・わがまち座談会 外海地区 （1 回目の集約結果） 

＜その他＞ 

いいところ 気になるところ 

・外海の各地区の個性が面白い。 

 

・美人が多い。 

 

・市内に唯一の焼酎工場がある。 

 

・無人島になるのがこわい。 

・観光客は多いが、金が池島に落ちない。 

・池島の将来性 

 

・パソコンに詳しい人がいない。 

・情報発信が難しい。 

 

・雇用場所が少ない。 

・農漁業の後継者が少ない。 

・特産品が少ない。 

・見える活動が遅れている。 

・地場産業（農業、漁業） 

・成長する企業の進出があれば・・・ 

・仕事が出来る場所がない。 

 

・過去にこだわり過ぎる所がある。 

・自分勝手な人がいる。 

 

・郷土芸能が少ない。 

 

・民生委員さんが決まっていない地域がある。 

 

・釣りや新鮮な魚についての宣伝が足りない。 

 

 
６
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やってみゅ～で・わがまち座談会 外海地区 （２回目：課題解決策）  １・３ グループ 

話し合う分野  ＜社会参加、その他＞ 

検討した課題 自分や家族、地域でできること 自分や地域住民だけでは解決が難しいこと 

活気がない 

・外からの入込客の増加対策を考える。 

 

・外海をもっとＰＲする方法を考える。 

・外海にしかない名物を作り出す。 

 

・活力ある学校づくり 

 

 

・年間を通じて各種のイベントを実施する。 

・子ども達の行事を考える。（親も来ることになる） 

・育成協と神浦青年部で協力して、レクレーション 

をすることを考えている。 

・水イカつり大会 

・四季それぞれにイベント。ただし地域の負担を考え 

バランスよく。 

・イベントへの積極的参加。（スタッフとお客さん両方） 

 

 

 

 

 

 

・大学を誘致する。 

 

・仕事、収入のある場所づくりを考える。企業を呼ぶ。 

 

・神浦地区は特に商店を外に出す。（国道側） 

過去にこだわり過ぎ

る所がある 

 

 

 

 

・特に池島等、炭鉱で活気があったこと等を思い出しているから、現実を考え新し

い町づくりを考える。 

 

・若い人達同士の声を聞く場をつくる。 

 

 

・黒崎地区の若い人と神浦青年部で何かできないか考えている。 

・4 地区一緒に行事をする。 

・4 地区の壁を取っ払う。 

・人の集まり易い場所を作る。 

・企業用地作り。 

・企業誘致を検討する。 

・世界遺産への共通理解。 

 

・諸団体のネットワークの強化 

 

7
３ 

イ ベ ン ト 



やってみゅ～で・わがまち座談会 外海地区 （２回目：課題解決策）   ２グループ 

話し合う分野  ＜高齢者・障がい者・子ども＞ 

検討した課題 自分や家族、地域でできること 自分や地域住民だけでは解決が難しいこと 

 

 

大人と子どもの接点

が少ない 

 

 

・地域行事にもっと子ども達が参加できる場を設ける。 

・地区外からの参加イベントは多いが、住民を対象とした催しがないので実施して 

は。 

・地域のイベントに小学生、中学生、老人会に参加してほしい。 

・学校と地区が一緒に運動会をしている。 

・学校行事に来ていただく。（呼びかける） 

 

・地区の子ども会活動を再考してはどうか。 

 

・日々の声かけが必要である。地区であいさつから始める事が必要では。月に 1～ 

2 回町であいさつ運動を実施する。 

・子ども達のあいさつの声が大きいので、大人が必ずあいさつを返すようにする。 

 

・3 世代交流等の企画を図る。 

 

・地区公民館に大人と子どもが楽しめる催しと施設を。 

 

若い人が住みにくい 

・高齢者の施設が充実しているので、そこに子ども達が集う催し物を実施する。 

 

・若者同士のレクレーションが少なくなっているので、スポーツ振興を進める。 

・サーファーが寄って楽しむ施設を考える。 

 

・空いている市住アパートの活用。格安家賃設定など。 

 

・若者が住むことでメリットある支援が必要。（家賃の補助など） 

 

・交通の便をよくする。 

 

・開陽山を若者が使えるようにしてほしい。 

 ８
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・更衣室、休憩所 

・保育施設の送迎サービスの充実（保育送迎がない） 

・若い人達の働く場所が少ない。 

・地域の人の協同のコンビニを作る。 

 



やってみゅ～で・わがまち座談会 外海地区 （２回目：課題解決策）  ４グループ 

話し合う分野  ＜居住環境＞ 

検討した課題 自分や家族、地域でできること 自分や地域住民だけでは解決が難しいこと 

空き家が多い 

・町づくり協議会の取り組みに期待している。 

・個人個人もちやもちやで働きかける。 

・各自治会で、支え合いネットワークを組み、各団体との連携のもと、火災対策 

を併せて推進員で見守っていく。 

 

・地主さんの理解が必要。 

 

・居住希望者による空き家探索と外海観光。 

 

・母子家庭や子育て世帯へ無料で貸す。（行政が補助する） 

・各関係機関とのつながり（空き家情報の把握） 

持ち主の連絡先等。行政・不動産等が連携して行う。 

・空き家を行政が管理（登録）し、リフォームする。 

・空き家を行政が買い上げ、レジャー施設を作る。 

・若い人、高齢者がシェアできるようにする。 

 

物流関係 

・道の駅が商品を配達してくれる。 

 

・神浦散歩未知等で空き家を使って販売を。（コンパクトなイベントを） 

・空き家を使用した店頭販売。（情報が必要） 

 

・月に 1 回程度フリーマーケットを開催する。（物々交換） 

 

 

 

・コンビニを作る。（24 時間営業。行政、自治会等で） 

・道の駅を増やす。 

 

・無料でバスやタクシーを巡回させる。（商店街まで） 

 

・世界遺産に期待。（観光、お土産） 

 

 ９
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・空き家のネットワーク確立。 

・実態調査を行う。 

 



やってみゅ～で・わがまち座談会 外海地区 （２回目：課題解決策）  ５グループ 

話し合う分野  ＜環境衛生、防犯・防災＞ 

検討した課題 自分や家族、地域でできること 自分や地域住民だけでは解決が難しいこと 

ゴミが増えている 

（ポイ捨て） 

・ゴミの分類の曜日を守る。 

・ゴミ捨ての分類を守る。 

・粗大ごみの処理を守る。 

 

・分別をしてリサイクル。 

・家庭のごみを少なくする工夫をする。（リサイクル等） 

・エコバックを利用。（2 件） 

・物を買う時にゴミが増えないように考えて買う。 

 

・年に何回か地域でごみ拾いの日を設ける。（歩きながら） 

 

・どこに多く捨てられているかを知る。（不法投棄など） 

 

・ゴミは必ず持ち帰る。 

・道路の除草作業を行い、捨てにくい環境を作る。 

街灯が地区に少なく

夜は暗い 

・夜外を歩く時は安全帯の使用を。（ウォーキング等） 

・夜歩く時は反射するシートなどを使用。 

 

・子どもの送り迎えをする。 

・できるだけ 1 人で通らない。友達（家族）と一緒に。 

 

・夜間にパトロールを行い、危険な所をチェックする。 

・暗い所の選び出し（危険箇所） 

・危険な場所を把握する。 

・自治会の点検。 

・各自治会であった方が良い場所を考える。 

 

・住民の意識。（暗い場所の問題意識、提示） 

・何度も問題に対して声をあげる。 

・自治会リーダーの交渉力。 
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