
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 21 年 12 月 20 日（日）、尾崎地区集会所で、 

尾上さんや里さんなど、25 人の方々が参加し、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。 

今回で、戸石地区の住民座談会は最後ということで、 

白熱した話し合いが行われました。 
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戸石地区 

 第３回 

【「やってみゅ～で・わがまち座談会」を開催する理由】 
 

前回出された意見を掘り下げてみよう！ 

～もう一度、問題の解決策を 

考えてみよう！

～ 

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」

「戸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 

前回、各グループで話し合った解決策を見な

がら、ほかにもアイデアがないか、考えてみ

ました。 

参加者は、アイデアいっぱいの意見を付せん

紙に書き出し、グループの中で自分の意見を

発表しました。 

「う～ん、どうしたらよかと

ねぇ…」 そんな声が聞こえ

てきそうな会場 

 みなさん、真剣です！ 

みんなの意見は付箋紙で発表！ 

今まで話し合った内容を踏まえて、「こ

れからどんなまちにしたいのか」考える

ことにしました。 

参加者は、「こんなまちがいい」「あんな

まちがいい」といろんなアイデアを付せ

ん紙に書き出し、それをグループ内で発

表していきました。 

そして、グループごとにまとめた内容を

みんなの前で発表しました。 

これからどんなまちにしたいかな？  

～まちづくりのキャッチフレーズを考えよう！ 

 

ステップ ３ ※出された意見は、（Ｐ２～７）にあります。 

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） 

 各回とも非常に和やかな雰囲気の中開催されましたが、その中にも戸石地区をとても

大事に思うみなさんの真剣な思いを感じました。 

 このような戸石地区を愛するみなさんの思いを、さらに『より良い戸石地区』へつな

げていくために、また私たちにもお手伝いさせてください！ 

 戸石地区のみなさん、ご協力本当にありがとうございました！ 

次に、各グループで考えたキャッチフレーズを基に、「地区全体のまちづくりのキャッチ

フレーズ」を話し合って、決定しました。 

８ 

北北北ににに山山山   南南南ににに海海海   あああたたたたたたかかかいいいまままちちち   戸戸戸石石石！！！   

◎座談会を振り返って…参加者に座談会の感想を聞いてみました 

 ・座談会に参加して楽しかった！ 

 ・この座談会を機に、地域の連帯が少しでもできたらよいと思う。 

 ・地域の活性化、町を良くしようという意識を高めるため、今後もこのよ

うな地域の話し合いの場が必要だと思う。 

みんなで考えた

キャッチフレー
ズ大発表！ 



【居住環境①】（●：3 回目追加分）  

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 

交通の便 

交通便（バス）が悪い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・バス便が尐ないので車の運転ができない人

が困っている 

・運転できる人がいなくなったら困る 

・自動車免許のない人が困る（高齢者等） 

・土日曜日等は 1 時間おきの待ち時間で発車

後の待ち時間で困る 

・コミュニティ体育館へ行くにもバスがない 

・救急の場合困る 

・消防車、救急車が通れなく困る 

 ●地域の協力で買物、用事のとき乗

り合わせる 

・短い距離を走るバスを考える 

・高齢者、障害者等が乗れる車を走

らせる 

・バスを小型にかえても回数を増や

す 

・マイクロバスでもいいから 1 時間

に 1 回来てほしい 

●中心地まで１時間に２本のバスを

希望 

●最終便を延長してもらいたい 

 中央橋最終 21:30→23:00 頃へ 

●循環バス（矢上、戸石、牧島、川

内）の導入 

●小さなバスで路線バスの行かない

所を廻る車を運行する（有料） 

●行くことができないので来てもら

う。車での訪問販売など検討する。 

道路環境 

道路が狭い 

（車も通りにくく危な

い） 

 

 

・道路に歩道がないところが多く危険 

・通学道路が狭く危険である 

・特に夏場が交通量多い 

 （結の浜） 

・離合するのに困る 

 ・道が狭いが何とか歩道を考える 

●道路改良の際には土地提供者ばか

りでなく地域住民も協力、熱意を

もって対処 

・道路のバリアフリー 

・歩道を作ってほしい 

 

医療福祉 

総合病院がない 

・病院が 1 箇所しかない、専門の病院がない

ので町外に行かざるをえない 

・病院が遠い 

・東部に公立の病院がない 

 ●地域全体で病院がないことへの丌

安等をあげていく 

・東長崎地区に公立の総合病院を作

ってもらう 

・総合病院を作ってほしい 

●戸石地区に眼科、耳鼻科があると

良い 

 

・ガーデンシティまでしかバスが来ないので戸石バス停まで回って

ほしい 

・乗り合いタクシーの運行を 

●開発をすすめて人口の増加を図る 

・誰もが歩けるような平らなスペースを作ってほしい 

・側溝に蓋をしてほしい 

・道幅を広げてほしい 

●道路環境においては地域から行政に対し陳情していく以外に解決

の方法はない 

２
 



【子ども・子育て・その他】（●：3 回目追加分）  

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 

学校について 
小学校が２校に分かれて

おり（戸石小・橘小）、地

域の連携がとれない 

 

・小学校が違うと一緒に遊ばない 

・学校間の交流が密でない 

・ディスカッションが足りない 

・入学式、卒業式等行事が同じ日で役職上片寄っ

てしか参加出来ない 

・教職が口を閉ざしている、問題意識が足りない 

・パークタウンは２校に分かれているために、子

供会の運営はうまく行くのか、会の役員に聞い

てみたい 

・小学校２校に分かれているため、近所でもいろ

いろな活動において連携が取れない 

・近所の協力ができない 

・小学校が２校に分かれているため、地区行事に

おいて協調がない 

・小学校は同じだったが、中学では別々の学校に

なった→学力中心の考えが親に 

 ・報告、連絡、相談を密に行い、交

流を深める 

・２４年度から小学生の選択制度が

なくなると聞いている、賛成であ

る 

●子どもの活動時間に合わせて祖父

母が行動し社会性を育てる 

●各地区別ソフトボール大会等を年

1 回ぐらい開く（選手は年齢別か

ら選ぶ） 

●運動会などで学校対抗リレー等の

交流機会を作る 

●竹とんぼ、竹馬など手作りの遊び

道具を一緒に作る 

●もちつき大会、しめ縄作り、ラジ

オ体操など子どもとの遊びを作る 

 

・公園に安全な遊具や走り回る広

場をお願いします 

●地域の連帯感がなくなるため義

務教育の選択制度反対 

●パークタウンは 1 校に統合する 

 

その他 
若年者の社会生活におけ

る自己中心的 

 

 

 

・地域のボランティア活動を今の若い人にどう引

き継いでいくか心配、口は達者だが実践がない 

・他人のことを考えるより、自分のことだけを優

先する考え（大人…地域のことより自分の事） 

・生活基盤が遠くになったことも原因か 

・デジタル化が世の中を変えた 

・家族間の会話が尐ない 

・環境にとけこまない   

・友人が尐ない 

 ・現在行っているボランティア活動

において体を（実践）持って見本

を示す、他人に感謝する気持 

・子供中心に遊び心をもった行事、

しめ縄作り・ラジオ体操・もちつ

き大会 

 

 

子育て対策 

食育がなされていない

（食育についての親の教

育をやり直す必要があ

る） 

・スーパーの弁当等で済ませている様子が見える 

・インスタント製品が多すぎる 

・外食が多い 

・魚を食べなくなる 

・現在、家庭での食事について、親が心のこもっ

た食事があるのか疑問である 

・母親が料理を作らない 

・家庭の食育を規則正しく行う 

・偏食をさせない 

・２世代が一緒に生活することが

望ましい、物を大事にする心 

●自分たちで（地域で）子供たち

がいたら声を積極的にかける（声

かけ運動をする） 

●「おしゃれに気を使う」「良いと

ころをのばす」など子供から尊

敬される親になる 

・集会所で小さな料理教室を開く（お

ばあちゃん、おじいちゃんの出番） 

・生姜みそ、戸石の料理 

 

 

 

・グループで遊べる場所、機会の提供 

・２つの学校で話し合って行事が重ならないようにする 

・団体活動に於ける趣味を持たせる（参加を促す） 

・アウト（外）に出し行事に積極的に参加させる 

・魚を食べやすく（料理しやすく）加工する 

３
 



【環境衛生】（●：3 回目追加分）  

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 

ごみ問題 

・ゴミだしの仕分

け方法の丌備 

 

・空き缶が道路や庭に放ってあり、道が汚くなり、誰かが
拾わなくなる 

・生ゴミの水を良く切っていないのでハエや猫が多い 
・ペットボトルのラベルをはがしていないのがある 
・指定の袋以外は、ゴミを持っていかないでいつまでも残
っている 

・地域外から捨てにくる人が仕分けがなっていない 
・スプレー缶をそのままゴミに捨ててしまっているため、
爆発事敀等に繋がる危険がある 

・（仕分けが大変で）自宅や空き地にゴミを溜め込む人が
多くなる 

・庭のゴミなどは気がけて、拾
って捨てる 

・ゴミ処理場の見学をする（どれだけ仕
分けがされていないと大変なのかを知
る） 

・一年のうち、総会で自治会の皆に協力
のお願いをしている 

・自治会の各地区で寄り合い（集会）を
して話し合いをする（月当番でも決め
て監視するなど。良くなったらやめて
良いのでまずは皆で習慣づける） 

・よそ（地区外）から捨てに来ている人
の監視体制をつくる 

・地区の集会などある時にゴミの仕分け
の話をする 

・大きな厚紙に絵入り分別板のよ
うな物を作成し、配布（今の広
報紙に入っているような薄い用
紙は捨ててしまう） 

・仕分け方法自体をもう尐し簡単
にしてほしい（詳細に分かれす
ぎていてややこしい） 

・商品の構造を分別しやすいよう
にしてほしい（ラベルがはがし
にくい、蓋と容器をバラバラに
しないといけないが取り辛いな
ど…） 

環境・マナー 

・丌法投棄がある 

・誰かがゴミを捨てていると、その場所には捨てて良い場
所であると周りの方も思い込み、ゴミを捨てる人が増え
る 

・山道の藪の中にゴミが捨ててある 
・戸石川が汚染してしまう 
・器具、電気製品等を集荷する所がなくお金がいるし、手
続きも面倒 

・丌法投棄のため、溝や畑の傍が汚い。特に海の傍で魚釣
りの人が弁当やペットボトルを捨ててしまう。→戸石の
海や土地がゴミだらけになってしまう 

・丌法投棄が多くなると、清掃員が空き缶や空き瓶で怪我
をすることが増える 

・各人が関心を持ち、丌法投棄
を見つけたら注意をする。 

・川の清掃など 1 年に 1 回くらい実施す
る 

・1 年に 1 回でも、市民大清掃で掃除を
する。（怪我や事敀が起こった時の為に
1 日保険にはいって。） 

●○○の戸石川などキャッチフレーズを
つける 

 例:蛍の住む川戸石川等 
 どのような川を目指すのか考えていく 

・山道のゴミを何年も放ってある
ので行政から点検に来て欲しい 

●行政が行う丌法投棄パトロール
の際ゴミを拾ってくださると良
い 

犬・猫問題 

・猫が多い 

・（のら猫にエサを不える人がいたりすると）住民同士の
トラブルの恐れがある 

・地区外の人（街）などが猫を捨てにきている 
・猫が多いと畑などの戸外に生ゴミを集積しておくことが
難しくなってしまう 

・野良猫が多く糞尿や嘔吐物等で花などが枯れてしまう 
・猫の糞処理に困る（特に海岸付近の垂れ流しが多いので、
海岸が汚れてくさい 

・猫の事敀が増え、死骸が道路に多くなる（地域の人が片
付けをしなくてはならなくなる。夏は早く腐れて臭いも
くさい） 

・ペットは最後まで責任を持って飼うような教育をする 
・野良猫にエサをやらないようにする 
・捨て猫はしない。もし見かけた人は役所に連絡を入れる 

 ・ペットは責任を持って最後まで飼う、
野良猫にエサを不えない等の協力を地
域にお願いして実践する 

 

・去勢手術に補助金を出す 
・捨て猫を収集する場所や機会を
設定する 

・野良猫を市の力で収集して欲し
い 

・ゴミステーションにスプレー用のゴミ箱と穴あけ器具を設置する 
・分別の説明会を開く 
・ゴミの分別などの指導に来てもらいたい 

・道路わきなど藪をなくし、きれいにしておく 
・ゴミを捨てれないような環境をつくる（きれいに片付けておく、
花を植えるなど） 

・地域の人たちで見回りをして、丌法投棄の場所を（行政と一緒に）
片付ける。 

・「ゴミを捨てないで！」の看板をたてる 
●よそからの釣り人がゴミを捨てていく（戸石の人ではない）ので
看板を立てる 

・去勢手術を受けた猫には首輪か何かでマーキングをして、地域全
体で子猫を増やさないようにする 

４
 



【高齢者・障害者・住居環境②】（●：3 回目追加分）  

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 

高齢者の増加 

・子供達が結婚して家

を出て自分達の生活を

するので、高齢者の地

区になりがち 

 

・孤独死が出てくるかも知れない。 

・悩みを抱えてしまう。 

・まちに活気がなくなり、祭り、行事がしに

くくなる。 

・地域環境が悪化する。 

 

 

 

 ・１日５世帯あいさつに行く。 

・元気でいることを証明するため玄関に毎

日ピンクの旗を掲示する。 

●サロンを作る。実際に「バス停で声かけ

てもらったらうれしかった」等の意見あり。 

 

商店街 

・商店街に元気がない 

 

・会話がなくなる。 

・コミュニティが出来ない。 

・買い物が丌便（頼む人もいない）。 

・町外での買物が多くなる。 

 

 ・ふぐ、カキ焼きの周知を広げていく。 

・戸石産業のＰＲをしていく。外からの買

物客を集める。 

・公民館のレストランを開く。 

・農作物を売買できる所を町の中心部につ

くる。 

・コミュニティバスを運行し、病院、商

店街、小学校の登下校に合せて循環さ

せる。 

公共施設・公園 

・子どもたちの遊び場

が尐ない 

・家の中で遊んだり道路で遊ぶようになり、

友達関係がうまく出来ない。 

・子ども達同士の社会勉強（上下関係）が出

来ない。 

・子ども達が孤立してしまう。 

・子ども達が悪い遊びに走ってしまう。 

・顔を合わせる場所がなくなる。 

・社会の連携が取れない。 

・子供達が生活習慣病になってしまう。 

・気力も体力もない人間になる。 

・運動丌足になり、丌健康になる。 

・医療費の増加。 

・福祉にもお金がかかる。 

 

 ・空き地を再利用し、子どもの遊び場をつ

くる。 

・スポーツのできる場所を多くし、スポ

ーツの中で教育していく。 

・サッカー場を建設する。 

・活力丌足を克服するために将来（10

年後）への投資を行う。 

・以上のようなことを考えていただける

と子供達は残る。 

 

 

・元気な高齢者用の集会所をつくる。 
・若者の住みやすい環境をつくり、人口流出を防ぐ。 
・工場を誘致し、働く場所を確保する。 
・中小企業の研究開発費を助成する。 

●高齢者自身も学校の清掃等、地域に貢
献する 

●公園が地区内に尐なく空き地を再利用すればよいと
回答が出ているが土地の提供がない。行政に善処をお
願いする。 

５
 



【社会参加・コミュニケーション】（●：3 回目追加分）  

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 

自治会関係 

・自治会の役員の交

代者がいない 

・若者がいない 
・より若者との壁が大きくなる 
・高齢者の役員は体力的に限界がある 
・交代者も年配者で、年齢的な問題が生じている 
・年長者が若いものに声かけ出来ていない 
・親と同居しなくなって別の地域で暮らしている 
・自治会活動が縮小する 
・自治会の発展、活気がなくなる 
・お年寄りが元気だから嫁たちが入りにくい。 
・同じ人が何回も役をもつ 
・働いている人は役員になりたがらない 
・若い人を役員にしたいが、働くことが優先 
 

 ・どうしても交代者が決まらない場合、
絶対家廻り 

・自治会加入者の持ち回り（無理な時は
次へまわす） 

・普通の世帯であれば、役員は原則持ち
回り 

・仕事（役割）の分担を考える 
・人数を増やして、役割を細分化する 
・仕事をしている人が役をもっても負担
なくできるように内容を見直す 

・世代交代に対して、会員さんの意見を
聞いてみる 

●自治会への未加入者の解消をすすめ
る。勧誘を行う。 

●自治会のメリットをアピールする。 
●地区公民館の利用が尐ない。利用しや
すいようにするには？ 

 

ご近所関係の希薄 

・近所でも最近顔を

合わせることが尐な

くなった 

・朝早く出勤して、帰りが遅い 
・困ったときに助けあうことができなくなる 
・隣の人が体調を崩しても分からない 
・近隣での祭り等への出席者が尐ない 
・集会等に若い人がでてこない 
・地区の行事等、協力無関心の方が多く、自分の
ことばかり 

・地域に対して無関心になってくる 
・若い人が近所のことに無関心で、保安上の問題
が起きやすい 

・お向かいさんやお隣さんと顔見知り
になる、あいさつする 

・あいさつ運動をする 
・顔を合わせたらあいさつをするよう
にし、自治会の行事のときは誘いあ
うようにする 

・地域はもとより、近所付き合いを密に
する 

・いつでも声かけ気にかけ 
・声かけ運動 
・サークル活動等を充実させる 

・個人情報を規制しすぎ（ある程
度地域で共有する） 

●サークル活動のサポート体制 
 （継続していけるために） 

ボランティア 

・同じ人ばかり活動

に参加する 

・自分の家のことはするが、奉仕活動はしない 
・就労者は活動に参加できないので、高齢者ばか
りになる 

・伝統のくんちや祭りが行われなくなる 
・10 年、20 年先が心配 
・新しい人が参加しづらい 
・活動に参加する人としない人の溝が深まり、地
域のまとまりがなくなる 

・丌参加の人との溝がますます深まる 

・奉仕した後の何とも言えないほのぼ
のした気持ちを伝える 

・出来ることから奉仕活動をしてみる 
・ボランティアに参加して楽しかった
こと、良かったことを近所の方には
なしてみる 

・自分たちの地域は自分たちできれい
にする気持ちをもつ 

●参加、丌参加の線を引かない。（身
近な親切がボランティア） 

●楽しんでできるボランティア（掃
除、花作りなど） 

●ちょっとした親切を大きくほめる 
●難しく考えない。 

・会食とか交流の時間をもち、参加して
楽しいと思える機会をつくる 

・食事などボランティア活動後の楽しみ
を付加する 

・地域の行事の意味を確認し、共有する 
・年間行事の一覧表を若い人に分かりや
すく作る 

●大学生など募集する。清掃して解散し
ては楽しくないと思うのでボランティ
アと＋○○など学生等と一緒に考え
る。 

●退職者の会を作る（地域活動に取り組
む） 

●60 歳以上、主婦の方のボランティアを
養成する。 
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【災害・防災】（●：3 回目追加分）  

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 

避難所 

・避難場所が明確

でない 

 

・避難場所の標識がないとルートがわからな
いので困る 

・避難場所を住民に明確に知らしめること 

・避難所の確認 
●災害経験を語り伝える。今後
に生かす。 

・安全な避難場所を班単位で考える 
●地域を掌握した住民で災害を事前に察知し誘導でき
る人材が必要 

・避難所標識をつくる 
 
 

・避難場所までどのような手段で行けばいい
のかよくわからない 

・避難場所まで遠い人もおり移動手段の問題
（特に高齢者） 

・避難場所が尐ないと自宅にとりのこされる 
・避難所が指定されていても高齢者は行く事
が出来ない 

 
 
 
 
 

・地域で防災訓練をしてみては 
・避難訓練リハーサルを半年に１回程度行なう 
・避難訓練などによって実際の問題を把握してみる 
・防災訓練と称し電話連絡による逃げ遅れがないか確認
しているが並行して実際訓練を行うことも提案した
い 

●昼と夜でどれだけ人数の違いがあるか把握する。 

 
 
 
 

・避難場所が危険箇所である 
・避難場所には何があって何を持っていくの
か丌明。ただ行くだけでいいのか？ 

 
 
 

 
 

・安全な場所に避難所を建設する 
 
 

危険箇所対策 

・危険区域の土砂

崩れ対策をして

ほしい 

 

・慣れて危険の意識が低い 
 

・情報を自分たちで確認するよ
うにしておく 

  

・土砂崩れで人命も失われていることもある 
 特に上戸石は斜面地区が多い 
 

  ・危険区域は石垣など崩れてなく
ても前兆があるものは早期に
工事をしてもらう 

●行政は危険予防の工事も積極
的にしてほしい 

・土砂くずれの畑が個人所有なので下に住ん
でいる人は個人的に話をする様に！と市か
ら指導された（現在地滑り進行中） 

   

・高齢者や子どもが逃げ遅れる可能性が高い 
・土砂崩れ対策が充分でないと人命にかかわ
る事敀になるおそれもある 

・危険箇所の意味がわかりにくい 
 危険なのでどうしたら良いのか丌明 
 

 ・避難グループをつくる。１０人１班とかつくる 
・車を出せる人 船を出せる人を確認しておくＡさんは
Ｂさんが確認するなど 

・避難する時した時の役割を決める 例）連絡班 食事
班など 

・独居高齢者や障害者を地域の方がどのようにして移動
させるかマニュアルを作成する 

・自治会に加入していない人も把握して連絡網に入れる 
・自治会との連携を密にする 
 
 

・市から避難道具を配布する 
●土砂崩れが分かるセンサーを
設置する 

消防団 

・消防団も昼間に
動ける人が限ら
れている 

・職場からすぐかけつける事が出来ない（地
元の仕事に限られる） 

・サラリーマンが多く地元に仕事をもってい
る方が尐ない 

 その為消火活動が遅れ火災が拡大する 
・消火活動が遅くなる 
 その他災害対策が困る 

 ・消防団ＯＢも第２の組織を作ったらと思います 
・消防団だけじゃなく地区を守る組織作り！ 
・女性の消防団もいてもいいのでは…？ 
・婦人防火クラブも訓練をしてある程度できる様にした
らと思います 

・消防団には住民の方の以外に団員を求める 
 近隣の会社等から 

●市は企業等雇用者側に消防団
活動の重要性を PR してもら
いたい。 

・避難所の物品確認をする人を決めておく 

・市役所は通報を受けたら、すみやかに対策に乗り出す 
 その為の予算アップ？！ 

・連絡網が実際有効に活用できるか試してみる 

・運ぶ道具を準備する 

・地滑りについて 
 責任はどこにあるのか丌明ですが、住民への説明会をお願いします。 
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