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◎特集「三重地区のまちづくり」 

○三重地区まちづくり懇談会が開催されました 

 平成 30 年 8 月 19 日（日）、三重地区市民センターにて、三重地区連合自治会、三重地区民生委

員児童委員協議会、三重地区老人クラブ連合会の共催により、昨年に引き続き、２回目となる「三

重地区まちづくり懇談会」が開催され、約 80人が参加しました。 

 今回の懇談会では、前回「三重地区のいいところ、心配なところ」や「今後三重地区をどんなま

ちにしたいか」について話し合って出された三重地区への想いなどをもとに、特徴的なテーマを６

つ抽出し、そのテーマごとに、「現状・課題」、「私たちにできること」について、15 グループに分

かれ話し合い、その後、各グループから発表されました。 

 

 

①古くから住む人新しく住む人が共に寄り添い助け合えるまちづくり 

 ②隣近所声掛け合いぬくもりのあるまちづくり 

 ③自然を愛し、自然の恵みに感謝するまちづくり 

 ④安全・安心が最優先のまちづくり 

 ⑤伝統文化を守り、継承する由緒あるまちづくり 

 ⑥次世代に確かにつなぐ、責任あるまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇談会参加者の感想です。（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次回の「三重地区まちづくり懇談会」は、次のとおり予定されています。どなたでも参加できま

すのでご参加ください。 

【日時・場所】平成 30年 12月 9日（日）10：00～12：00・三重地区市民センター 

 

話し合ったテーマ 

 ・自治会会員の高齢化や会員減少 

 ・買い物が不便 

 ・山や畑が荒れている 

 ・高齢者の一人住まいが多くなり、災害発生時の対応が心配 

 ・各行事の人員確保が難しい 

 ・子どもや若者、高齢者の交流の場がない  

 ・自治会の結束を図るため防災訓練を行う 

 ・自ら進んで挨拶する 

 ・ゴミを捨てない 

 ・防災マップについて子どもと共に学ぶ 

 ・三重地区の魅力の発信 

 ・子どもたち（若い人）の行く場所作り 

現状・課題（一部抜粋） 私たちにできること（一部抜粋） 

ふりかえり 

・参加者が 50～60 才がメインで、若い人の参加がほとんどなかった。次回は若い方の参加を期待したい 

・懇談会の内容を住民全体に知ってもらう必要があり、どう活かすかが問題 

・三重地区について意見をもっている方が多いことにびっくり 

・地域の素晴らしい郷土芸能もあるがどうつないでいくのかどこも悩んでいる 

・住みよい町づくりのために今日のような話し合い、発表の場を続けていくことが三重地区の発展につな

がると思う。また、情報交換の場として知恵を出し合い、実践していけたらと思う 

今後について 



○民生委員児童委員協議会と北多機関型地域包括支援センター等意見交換会が行われました 

 平成 30年 9月 19日（水）三重地区公民館にて、民生委員児童委員協議会、三重・外海地域包括

支援センター、長崎市社会福祉協議会、北多機関型地域包括支援センターとの意見交換会が行われ

ました。 

この会は、三重地区において多機関（様々な社会資源）協働による支援するためのネットワーク

づくり及び包括的な支援システムを構築することを目的としており、地域資源を生かした連携の仕

組みづくりを行うため、地域情報の必要性の理解と、地

域内での連携の在り方を考察する民生委員・児童委員と

の意見交換会が行われました。 

 意見交換会では、「地域の課題を共有することの必要

性」との題目で県立大学 久佐賀教授より講義があり、

続いて前半の部「地域の状況」、後半の部「社会的孤立」に

ついて孤立しないためにはどうしたらいいのかについてグ

ループワークを行いました。 

 

○才木自治会で「防災講習」、「ささえあいマップ講習」が行われました 

 平成 30 年 9 月 28 日（金）才木公民館にて、北消防署

三重出張所渡辺主任から「防災講習」として地域防災マ

ップに基づく危険個所の再確認、避難場所・避難ルート

の確認、台風シーズンでの防災気象情報など留意点につ

いて説明がありました。北総合事務所地域福祉課山﨑係

長からは「ささえあいマップ」について説明がありまし

た。これは、いざという時に、自力で避難できない人(避

難行動要支援者)がどこにいるかを確認し、そのような人

をどう支援するかを事前に決めておくことで、地域での

ささえあいのしくみをつくることを目的としています。 

この「ささえあいマップ」の作成方法は、自治会の規模等や状況

により様々な形がありますが、地域の中で避難行動要支援者の方や

支援するサポーターを確認し、地図等に掲載するなどにより作成し

ていきます。 

「地域防災マップ」や「ささえあいマップ」づくりに興味関心が

ある自治会は、次のとおり連絡をお願いします。 

 

地域防災マップについて ：防災危機管理室（電話 822-0480） 

ささえあいマップについて：北総合事務所地域福祉課（電話 814-3400） 



◎長崎市からのお知らせ 

 ○季節性インフルエンザの予防接種はお済ですか？ 

・高齢者等インフルエンザ予防接種費用の助成 

  10月 1日から自己負担額 2,000円（一人 1回）で予防接種を受けることができます。 

  対  象：次のいずれかに該当する市民 

       ①満 65歳以上のかた 

       ②60～65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスによ

る免疫機能に障害があるかた（身体障害者手帳 1級程度） 

実施期間：平成 30年 10月 1日～平成 31年 2月 28日 

申 込 み：医療機関に直接申込み 

そ の 他：次のいずれかを持参のかたは接種無料 

      世帯主の平成 30 年度分市・県民税非課税証明書の写し、介護保険負担限度額認定

証の写し、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の写し、生活保護受

給者証、中国残留邦人等本人確認証 

【問い合わせ先】長崎市地域保健課（電話 829-1153） 

 

 ・乳幼児インフルエンザ予防接種費用の助成 

10月 1日から自己負担額 1,750円（一人 2回接種）で予防接種を受けることができます。 

  対  象：市内に住民票がある生後 6カ月～小学校就学前のお子さん 

  実施期間：平成 30年 10月 1日～平成 31年 2月 28日 

  申 込 み：医療機関に直接申込み 

  そ の 他：次のいずれかを持参のかたは接種無料 

      世帯主の平成 30年度分市・県民税非課税証明書の写し、生活保護受給者証 

【問い合わせ先】長崎市こども健康課（電話 829-1255） 

 

○パスポートの申請が便利になります 

  これまで、パスポートの申請については、長崎市消費者センターまた

は各地域センターの窓口で一般旅券発給申請書を入手しないと、パスポ

ートの申請ができませんでしたが、平成 30 年 10 月 1 日から、外務省の

ホームページからダウンロードした申請書で、パスポートの申請ができ

るようになりました。申請書は、引き続き消費者センターの窓口や地域

センターの窓口へも備えています。 

詳しくは、外務省ホームページをご覧ください。 

【問い合わせ先】長崎市消費者センター（電話 829－1550） 

 

○三重地区公民館の耐震補強工事について 

  平成 30 年 10 月上旬～平成 31 年 3 月中旬（予定）まで、三重地区公民館の防災機能の強化を

図るため、耐震補強工事を行うことにより、集会場は利用不可となります。集会場以外の部屋は

利用可能です。詳しくは三重地区公民館へお尋ねください。（電話 850-0142） 

 

◎三重地区連合自治会からのお知らせ 

  次の日程で三重地区成人式が行われます。 

・三重地区成人式 平成 31年 1月 13日（日） 10：00 ～ 三重地区市民センター 

詳しくは、三重地区連合自治会事務局へお尋ねください。（電話 860-1530） 



◎この夏、三重地区ではいろいろなイベントが開催 その一部を紹介します 

○畝刈小学校で防災キャンプが行われました 

平成 30 年 7 月 21 日（土）～22 日（日）、畝刈小学校にて、畝刈小学校育友会主催により防災

キャンプが行われ約 100人の児童が参加しました。 

初日は、水難救助訓練、防災食体験、防災講習会があり、2 日目は、市消防局北消防署指導の

下、地震体験車での地震の揺れの体験、放水・心肺蘇生法、煙体験ハウスを使った避難法など様々

な体験を通じて防災意識の向上が図られました。 

        【地震体験の様子】               【放水体験の様子】 

 

○三重地区みなと祭りが開催されました 

 平成 30年 8月 25日（土）に、長崎漁港がんば

ランド横広場にて三重地区みなと祭りが行われ

ました。 

もちまき、さかなの掴み取り、三重地区で活動

している団体による園芸披露などがありました。

フィナーレでは、水中花火、仕掛け花火などが

次々に打ち上げられ大歓声に包まれました。 

 

○三重地区の各自治会で敬老会が開催されました 

 平成 30 年 9 月 16 日（日）～17 日（月）に三

重地区の各自治会で敬老会が開催されました。 

 下の表は、全人口に対する高齢者人口（65 歳

以上）の割合ですが、三重地区の割合は、市全体

より 9.6ポイント低くなっております。三重地区

各町の割合は次のとおりです。 

 

【三重地区各町の高齢者人口】

町名等 人口
高齢者人口

（65歳以上）
高齢化率 町名等 人口

高齢者人口

（65歳以上）
高齢化率

松崎町 164人 58人 35.4% さくらの里1丁目 1,623人 129人 7.9%

三重町 1,019人 463人 45.4% さくらの里2丁目 1,995人 91人 4.6%

三重田町 196人 81人 41.3% さくらの里3丁目 21人 5人 23.8%

樫山町 655人 293人 44.7% 畝刈町 2,632人 420人 16.0%

畔町 34人 12人 35.3% 豊洋台1丁目 1,124人 60人 5.3%

三京町 1,496人 299人 20.0% 豊洋台2丁目 - - -

京泊1丁目 892人 271人 30.4% 鳴見町 1,145人 345人 30.1%

京泊2丁目 1,122人 222人 19.8% 鳴見台1丁目 1,756人 601人 34.2%

京泊3丁目 755人 192人 25.4% 鳴見台2丁目 2,203人 499人 22.7%

多以良町 1,113人 271人 24.3% 三重地区　合計 19,945人 4,312人 21.6%

長崎市（Ｈ30.8.31） 422,625人 131,667人 31.2%

（H29.12.31現在）


