
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

為石地区 福祉のまちづくり    

やってみゅ～で・わがまち座談会 

 

 

平成 24 年１月 29 日（日）と 2 月 19 日（日）の 2 回にわたり、為石地区

公民館で、「やってみゅ～で・わがまち座談会（※）」が開催されました。為石、

椿が丘、藤田尾の各自治会役員、民生児童委員、老人クラブなどにお集まりいた

だき、寒い中にもかかわらず熱いグループ討議が行われました。 

 

※「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由 

  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」「為石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。 

 

第１回 
為石地区の「いいところ」と「気になるところ」を 

出し合いましょう！ 

 
５つのグループごとに為石地区の「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、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 

 
≪主ないいところ≫ 

・子どもたちが元気よくあいさつしてくれる 

・山、海、川があり自然に恵まれている 

・祇園祭りやペーロンなどの伝統行事がある 

・直売所が高齢者の「いきがい」につながっている 

・ゴミ出しのマナーがよい 

 

≪主な気になるところ≫ 

・老人世帯が増え、子どもが減ってきている 

・災害時の避難場所が明確でない。避難訓練が必要 

・防災マップがほしい 

・釣り客がゴミをそのまま置いて帰る 

・磯焼けによる海草、魚貝類の減尐 

 

 

「あらためて考えたら為石はよか

まちねぇ。でも気になるところも

たくさんあるとさねぇ…」 

 

為石地区の「気になるところ」の問題解決策を考えよう！ 

第１回で出た為石地区の「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。 

５つのグループごとに割り当てられた分野の解決策を緑色の付箋紙に書き出しました。 

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。 

最後に、為石地区のまちづくりのキャッチフレーズをみんなで考えました。 
            
 
 

◇選ばれた課題◇ 

１グループ＜居住環境＞  ①放送が防災無線に限られて他に利用できない 

             ②高齢者の道路の横断が危ない 

２グループ＜防犯・防災＞ ①防犯、防災活動の意識が薄い 

             ②災害時の支援体制、避難対策が丌十分である 

３グループ＜高齢者・障がい者・子ども＞ ①子ども・高齢者に優しいまちづくり 

                    ②老人クラブの活性化 

４グループ＜環境衛生＞  ①川や海のゴミ問題 

             ②犬や猫のエサやり・糞問題、鶏問題 

５グループ＜社会参加＞   ①自治会問題 

              ②地域のコミュニティ連帯感が尐ない 

 
 
 
◇選ばれた課題と解決策についての一例◇ 

２グループでは「防犯・防災」をテーマに 

課題の解決策を話し合いました。 

今ある課題  

災害時に避難する場所や経路がよくわからない。 

自分や家族、地域でできること   

避難経路や避難場所を示したマップをつくり、各家庭に配る。 

自分や地域だけでは解決が難しいこと   

避難訓練の際に指導員がいない。地元に防災について詳しい人材の育成が必要。 

これからの市との協働の姿は… 

 住民と市が一緒になって、地域防災マップをつくることができます。 

 自主防災組織の結成促進や市民防災リーダーの育成を行っています。 

 

 

★キャッチフレーズ決定★                     （５グループ） 

 緑の山 青い海 為石の心 あたたかい町 住んでみんね 来てみんね 

                                    

これからも地域、長崎市社会福祉協議会、市などが協力しあって、為石地区が今よりも

さらに“よいまち”になるよう地域の課題に取り組んでいきましょう。 

を共有することができました。参加されたみなさま、本当にありがとうございました。 

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） 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 為石地区 （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 

・一人暮らしの高齢者を地域が支えてくれている 

・民生委員の方が良く来て下さるので困った時は相談できると思って一人暮らしなので心強

いです 

・高齢者にむけて社協が頑張っている（支部） 

 

・為石子ども会（育成会）の会長さん方の子どもたちに寄せる思いやりが印象的 

・子ども達と老人会との交流もよく行われている 

 

・子どもの気持ちがとてもきれい 

・子どもたちが元気良くあいさつをする 

・よくあいさつができている（住民みんな） 

・小学生の挨拶がとても気持ちがイイ！ 

・三和中学校教育指導と挨拶が良いこと 

 

・子どもの数があまり減っていない 

 

・人がやさしい（野菜などもらえる） 

・高齢者、単身高齢者が多い 

・老人世帯が多い 

・人口の減尐に伴い、尐子高齢化になっている 

・高齢化が進んで今後どうなるか心配 

・高齢者にやさしい町づくり 

・隣同士の見守り必要！ 

 

・高齢化による自治会の脱会 

・老人クラブの新会員が尐ない（まだ老人じゃないという方、ネーミングの検討！） 

 

・介護やデイサービスに行ける人は良いが、行けない方に公民館講座を！ 

 

・子どもの数が減ってきている 

・近所に小学生がほとんどいなくなった 

・若い人や子ども達がいないので、これから先が思いやられる 

・若い人が減ってきて、よその地区からペーロンを手伝ってもらっている 

・就職先が尐なく、県外に出て行く人が多い 

 

・子どもの遊び場がなく、特に自転車が乗れない 

 

・子どものあいさつはとってもよいです。大人は無言の人が多いです 

 ３ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 為石地区 （1回目の集約結果） 

＜居住環境＞ 

いいところ 気になるところ 

・自然環境がいい。風光明媚 ・自然豊かです 

・自然の美しさ（山、海、空気） ・山、海、川の自然がそろっている 

・近くに海があり山もあり自然環境に恵まれていると思います 

・眺めが良い。山あり、海（天草）が見える 

・海がきれい。自慢です ・海が近い（海水浴場が近い） ・海がある（浜がある） 

・海や山に囲まれて住みやすい ・後ろに山がある 

・「街」がキレイ ・街並み環境が美しい所 ・静かである 

・磯遊びができる事 ・為石大川など自然がよい ・気候が温暖で過ごしやすい 

・自然が沢山ある！遊歩道もある ・家の周りがきれいにされていると思う 

 

・市中心部に近い。便利 

・公民館など施設が整備されている 

・病院が多い ・比較的病院が多く安心できる  

・大型店舗や福祉施設がある ・お風呂に近い（健康づくりセンターなどある） 

・市営住宅が２ヶ所ある（100世帯） ・コインランドリーができるみたい 

・すばらしい公園など有（元宮）。とても暮らしやすいと思っています 

・散歩コースが有り子ども連れでも安心して歩ける 

 

・海、山の食べ物が多く美味しい 

・農産物、水産物直売所（みさき駅）がある ・農作物や魚などみさき駅に出せる 

・直売所が高齢者の「いきがい」につながっている 

・無人販売があっていい（安い）（みかん、野菜） 

・藤田尾の場合はお店が１件もなく、週１で魚屋さんとか野菜屋さんが来てくれますので助

かっています 

 

・九州大学とタイアップして道路幅が広くなり歩きやすくなった。障害者の方も歩きやすい

環境になった 

 

・住民の人達がよくあいさつをする 

 

・小さな町なので、もっと元気になってほしい（商店街の活性化を！） 

・商店が尐なくなり買物が丌便 

・飲食店がない（食堂・飲み屋等） 

・空き家が多い。若者が住める所が尐ない 

・労働場所がない！（尐ない） 

 

・長崎バスの便数が尐ない。またコミュニティバスが朝一本なので、増便してほしい 

・車が入って行かない所が多い！（道路が狭い） 

・道が良くなって車がスピードを出して危ない 

・道路の溝蓋や歩道が悪く、歩行に支障がある 

・高齢者の道路の横断が危ない！ 

・県道野母宿線工事が遅い！ 

・海岸沿いの違法駐車が多い 

・椿が丘の街灯が暗い。椿が丘バス停よりのぼり右側 

 

・環境悪化、埋立地の流水（海岸等） 

・磯焼けが進み、海草や魚介類が減尐している 

・イノシシ、シカ、アライグマ、サルによる農作物の被害が増えている 

 

・サントピアに設置されていた十八銀行の ATMが撤去されたためとても丌便 

・サントピアの機能を充実。役立てたい！（避難所、サロン、世代間交流の場） 

・三和行政センターの活用がなされていない 

・市役所の本庁機能を行政センター等へ分散 

・地域の相談窓口の案内、紹介をもっと分かるようにしてほしい（行政・銀行・社協） 

・水道料金の値上がり！ 

・放送が防災無線に限られて他に利用できない 

・防災無線（藤田尾）は、昔は一ヶ所から鳴らしていたのに、今は二ヶ所（電話回線の問題

で）から放送がスピーカーの下（外）に行かないとできない。合併前は館内でできていた。

雤の日などは大変 

・大きいレジャー施設等がない 

・為石地区の公民館がバリアフリーではない！ 

 ４

３ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 為石地区 （1回目の集約結果） 

＜社会参加＞ 

いいところ 気になるところ 

・祇園祭り等伝統行事が継続されていい ・郷土史的なものへの関心の高さ 

・祇園祭りが継続的に（毎年）行われていること。特に保育園の子どもたちの参加は良いと

思います  ・地区、学校の行事に子どもたちがたくさん参加してくれる 

・地域の行事がよく行われている 

・季節の行事を推進している（実行も参加も（ペーロン）） 

・地域イベントが多く参加する事で住民のつながりがつくりやすい 

・地域の活動（自治会への参加、ペーロン大会、祭り etc）まず、声かけが必要です。声を

かけられると必要性が出てくると思う。又、“まとまり”という点では、今の自治会（ピラ

ミット型の組織づくり）はよいと思います。細やかな活動への理解が必要です。老齢化が

住み家としている場所、住みよい場所にするならやはり助け合いもいろいろと必要です。

新しい意見はありません。出来る事からやっていく事です。身近な事からです 

・私の住んでいる所は、小さな部落ですけど、山や海もきれい。特に神様のことなど部落の

人達、高齢者の方も皆様集まり、もちをついたり、お茶など飲みながらわきあいあいに楽

しくしています。そういうところが私は良いと思います 

・地域のことを思っている若手が多い ・消防団員に若手が多い 

・運動会が復活して若い人（？）の意識が向上している 

・若い人が先に立って運動会が出来た 

・運動会の行事があり、子どもからお年寄りが一緒に交流ができ楽しい思い出ができる 

・児童クラブががんばっている 

・住民活動への参加、リサイクル活動等 ・リサイクルの協力度が良い 

・一斉清掃除の出席率が良い 

・社協の方の活動が助かります ・社協支部ができたことで地域の活性化がみえてきた 

・為石地区社協支部活動が盛んになって明るく変わってきた 

 

・知人が多いのでお願い事がしやすい ・近所の方が色々な面で良くして下さる 

・隣近所親しみ易い ・隣近所のつながりがある 

・町民の笑顔とあいさつがよい ・優しい人が多い 

・自治会の役員選任は高齢者に配慮してもらっている 

・自治会のまとまりがいい ・江浜自治会まとまりがよい 

・ボランティア団体がいる 

 

・地域のコミュニティ連帯感が尐ない 

 

・自治会等の役員のなり手がいない、役員を受けてくれる人が尐ない 

・自治会の脱会、自治会離れ等により、加入率が悪くなった（自治会活動の重荷！） 

・自治会加入のメリットが分からない！ 

 

・若者の意見が出てこない。自治会未加入につながる 

・若者とのコミュニケーションの場が尐ない（高齢者の意見に偏る！） 

 

・一人一人の力をもっと出してほしい！（会議、地域行事等） 

・もう尐し中央部（長崎市、県単位）の活動に積極的に参加してほしい 

 

・草刈作業や清掃活動をするボランティアが尐ない 

・健康教室とか食事改善の地区伝達が思うように伝わらない 

 

 ５
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やってみゅ～で・わがまち座談会 為石地区 （1回目の集約結果） 

＜防犯・防災＞ 

いいところ 気になるところ 

・人々の気持ちが穏やか。トラブルがほとんどない 

・治安がいい 

・事件他悪い事が尐ない 

・防犯面では安心なまち 

・団地であるため、家が整然と並んでいるので、防犯対策が出来やすい 

 

・お互いの情報が伝わりやすい 

・災害時の避難場所がない 

・災害時の避難経路が示されていない 

・避難場所が明確ではない、避難場所が遠い、避難場所の環境整備がなされていない 

 

・防災無線がはっきりしない、聴こえない 

 

・住民同士の繋がりが比較的薄く防災関係の対策を考えなくてはならない 

・自分の町は自分たちで守るという、防犯、防災活動の意識が薄い（知る必要性！） 

 

・防災マップがほしい 

・防災マニュアルが周知されていない 

・防災、避難訓練を行っていない 

・災害の種類に応じた対応が考えられていない 

・地震が起きた時の津波が心配（対策を！） 

・大川の下流域の土砂の山積除去！ 

 

・為石地区内に警察署がなく、今後が丌安である（治安問題） 

・街灯が尐なく、夜になると暗い（路地） 

・高齢者が入院、死亡で空き家が多くなっている。防犯が心配！ 

・地区パトロールや学童の防犯パトロールに参加する人が尐ない 

・消防団員が近所に丌在なので丌安がある 

 ６
３ 



やってみゅ～で・わがまち座談会 為石地区 （1回目の集約結果） 

＜環境衛生＞ 

いいところ 気になるところ 

・ゴミ出しのマナーは良い 

・ゴミ出しのルールが他の町よりも徹底していると思います 

・ゴミのマナーは比較的良い（江浜地区） 

・リサイクルの意識が高い 

・自治会でゴミの分別を指導している 

・ゴミステーションができてきれいになった 

・町内にゴミがない 

 

・環境衛生の丌満は尐ない 

・水がおいしい（水道水がおいしい） 

・川の掃除に中学校の子ども達が参加して下さってとても嬉しく思います 

・椿がきれい。市の文化財がある（藤田尾） 

・ゴミの分別がきちんとなされていない 

・道路や歩道にゴミを捨てる人がいる 

・川の中にゴミが非常に多い！ 

・山林に家電製品の丌法投棄がされている 

・釣り客がゴミをそのまま置いて帰る（マナー） 

 

・犬の糞を取らない！（散歩時に放置） 

・捨て猫（野良猫）が多い 

・猫にエサをやっている人がいる 

・猫が宅地内に糞をする 

 

・磯焼けで海草が減って、サザエなんかがいなくなったみたい 

・海の幸の資源の確保を（乱獲） 

 

＜その他＞ 

いいところ 気になるところ 

・嫌いではないけど特に好きなところもない（藤田尾） 

・三和行政センターの対応が気持ちよい 

・三和行政センターに頼りすぎ 

・三和行政センターの要望事頄の取り上げが尐ない 

・要望書の対応が遅い！ 

  

 
７
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やってみゅ～で・わがまち座談会 為石地区 （２回目）  １グループ（班） 

話し合う分野 ＜居住環境＞ 

検討する課題 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 

 

 

 

放送が防災無線に限

られて他に利用でき

ない 

 

 

 

 

・各自治会に放送依頼をする（住民生活全般の） 

・行政センターを通して三和地区へと情報を送りたい 

・紙媒体と回覧での情報発信 行政センター → 自治会 

 

・年１回の広報誌だけではなく、放送もしてほしい 

・行政、ふれあい、人権相談（総合相談）広報を月１回行いたい 

・防災関係以外でも防災無線を活用出来るようにしてほしい！ 

・防災以外でも住民に必要なことに関しては放送してほしい 

 

 

高齢者の道路の横断

が危ない 

 

 

 

・機会ある毎に講習会をする（特に高齢者に対して） 

・老人会、民生委員が訪問する時に話をして意識を持ってもらう 

・食事会の際に警察の方に交通ルールの話をしてもらう 

・住民で危険箇所を確認する 

・歩行等に危険や問題となる箇所を確認し、マップに整理する 

・マップで検証を行う 

・横断禁止ののぼりの作成 

 

・警察の方が時には立って注意を促す 

・道路に横断禁止の表示をする 

 

・自治公民館で放送が出来るようにしてほしい（復活） 

・自治会にマイクがあるかないか丌明 

・電話回線を自治会で放送できるようにしてほしい 

・回線使用線１万７、８千円ぐらい（年間） 

・自治公民館の運営費負担過多（合併後） 

・横断の際、高齢者がおかまいなしで渡るのは意識の問題 

・サントピア→農協への高齢者のななめ横断が危険 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 為石地区 （２回目）  ２グループ（班） 

話し合う分野 ＜防犯・防災＞ 

検討する課題 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 

 

 

 

防犯、防災活動の意識

が薄い 

 

 

 

 

・自治会の各班員（５～10数軒だろうから）で話し合いを持つ（台風、地震など

の対応について） 

・自治会活動の中で防犯、防災に力を入れる 

・各班（尐人数）でフォローをどうするか決めておく。話し合う 

・近所とのつながりをもっと蜜にする 

・近所との連絡に電話を活用する（常日頃から） 

・火災報知器設置を充実させる。取付率を自治会別に発表する。→社協だよりな

どで発表する 

・災害時の発信音 市→各地区ごとに再発信する（地区放送） 

 

 

 

災害時の支援体制、避

難対策が丌十分であ

る 

 

 

 

・地区ごとに避難場所を再確認させる 

・地区全体、小地区で避難訓練を実施する 

 

・避難訓練の際の指導員の確保 ※リーダー育成法 

 

・今まで避難訓練の経験がないので避難経路や場所を示すマップがほしい 

・津波対策として標高マップを作ってもらう（逃げる場所） 

・家庭に防災マップを配布する 

・ゼンリンの地図を活用し、為石の防災マップを作る 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 為石地区 （２回目）  ３グループ（班） 

話し合う分野  ＜高齢者・障がい者・子ども＞ 

検討する課題 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 

 

 

 

子ども・高齢者に 

優しいまちづくり 

 

 

 

 

 

・最近、変質が新聞などで取り上げられているので、子どもの登下校時が心配な

面があります 

・子どもと高齢者が集まれる時間をつくる 

・老人会と子どもたちの交流の機会を増やす（現在年４回ある。老人会と小３） 

・「子ども」を活用するということではなく、子どもにも必要な行事に！ 

・各自治会の“子ども会”間のつながりが尐ない→合体 

・子ども会が地区ごとにあるが、連携できないか 

・子どもクラブをなくさないように！ 

・単独の子ども会での活動が難しい。PTAが関係しないと無理 

・独り暮らしのお年寄りは家で一人で居られるので、何かあった時が…と思うの

で、定期的または丌定期でも訪問したほうがいいのでは 

・自分からあいさつをする 

 

・緊急通報システムを使える人は活用する 

・公民館の冷暖房費は地域活動は無料にする 

・食事会に子どもも参加できるようなしくみに！ 

 

 

 

老人クラブの活性化 

 

 

 

 

 

 

 

・老人クラブの名称を考える“○○クラブ” 

・老人クラブも地域への社会参加も必要 

・草取りなどをやったが、そのために入会しない人もいる 

・料理教室などの行事に参加してもらうことからはじめる 

・公民館活動も含めて考えられないか 

・毎月の誕生会がある（晴見台の老人会） 

・子どもの行事に老人会も積極的に参加する 

 

 

・高齢者食事会に子どもたちも参加させる（経費の問題も） 

・ふれあいサロンに学童を呼んでいる。今後も続ける 

・地区ごとにある老人クラブの集会所の利用 

・子どもとのふれあいを増やす（集会所は公民館と違い飲食ができる） 

 

・高齢者の一人暮らしの夜のブザーはどうすればいいの？ 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 為石地区 （２回目）  ４グループ（班） 

話し合う分野 ＜環境衛生＞ 

検討する課題 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 

 

 

 

川や海のゴミ問題 

 

 

 

 

 

・こまめな清掃活動 

・地域で丌法投棄の清掃を年間何回も取り組んでいる。パトロール強化 

・地域全体でゴミマナーに取り組む 

・夏場には川、海の清掃作業に取り組む 

・川の上流から考えていく必要がある 

・ダムの放水時にゴミまで流れてくる。放流時に注意してくれるよう相談する 

・洗車の洗浄した時の汚水の解決 

・漁協からも積極的な取り組み必要 

・家庭菜園の農薬（除草剤）の取扱い 

 

・自然保護と環境整備との折り合いが難しい 

・ゴミを持ち帰るよう看板を立てる 

・監視カメラを設置する（疑似カメラでいい） 

 

 

 

 

犬や猫のエサやり・ 

糞問題、鶏問題 

・餌をやらない 

・餌を不えないような広報をする。看板を立てる 

・犬、猫を飼う人のマナーを守る 

・犬の散歩をする人のマナー（糞を持ち帰る） 

・飼い猫と野良猫の識別をする 

・首輪をつける 

・くんちで買ったひよこの成長した鶏を放置している 

 

・長崎市一斉に同時期に猫対応をする 

・動物愛護団体との話し合い。折中案も必要 

 

・ステッカーを地域の車に貼ったり、腕章をして取り組む 

・パトロールを実施する 

・黄色のジャンバーを支給し、パトロールする 

・釣り客のマナーを守ってもらう 
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やってみゅ～で・わがまち座談会 為石地区 （２回目）  ５グループ（班） 

話し合う分野 ＜社会参加＞ 

検討する課題 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 

 

 

 

自治会問題 

 

 

 

 

・未加入者に自治会へ加入して頂くよう訪問する 

・女性（奥様）に協力してもらうよう努力する（何かを不える） 

・役員報酬を多く出す 

・為石の各自治会も役員の担い手が丌足している 

・自治会活動をもっとメリットあるものにしてほしい 

・自治会加入者は公的なものを利用する場合メリットがほしい 

・自治会会員証を作る 

・自治会加入者以外はゴミ袋を高く売ってほしい 

・自治会加入に行政がもっと積極的に加入を勧めてほしい 

・自治会加入に行政からの指導をお願いしたい 

・市営アパートに入居するときの自治会加入の指導をしてほしい（契約条

例） 

 

 

 

地域のコミュニティ

連帯感が尐ない 

 

 

 

 

・PRをする。広報誌など 

・小、中学生に協力してほしい 

・若い世代への呼びかけ 

・地域おこしのイベントを考える 

・ボランティア活動後に商品を出す。ゴミ袋など 

・地域の広報誌がほしい。月１回ぐらい 

・公民館など高齢者が使いやすいように改装してほしい 

 
12 


