
 

広報 三重地域ｾﾝﾀｰ 

平成 31年冬号 

長崎市役所 三重地域ｾﾝﾀｰ H31.1.24№7 

〒851-2204 長崎市三重町 1098 番地 1 

電話 095-850-1111 / FAX095-840-1001 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ br_mie@city.nagasaki.lg.jp 

営業時間 平日 8：45～17：30  

 

◎特集「三重地区のまちづくり」 

1 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 12月 9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、8 月に引き続き、今年度 2 回目となる「三

重地区まちづくり懇談会」が開催され、約 100名が参加しました。今回の懇談会は、大人の班、小中

学生の班に分かれ、前回までの話し合いの内容を踏まえ「私たちにできること」について意見を出し

合いました。その後、班ごとに「私たちにできること」を発表し、最後に参加者全員で「私たちにで

きること」のおすすめについて投票を行いました。一番投票数が多かったものは、全 13 グループの

うち 5グループが発表した「自分から挨拶する」でした。皆さん「自分から挨拶する」運動に取り組

んでみてはどうでしょうか。三重地区まちづくり懇談会は、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次年度も継続して行われる予定ですので、

三重地区のまちづくりを一緒に考えてみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域全体で取り組もうという機運をどうやって高めていくかが今後の鍵となる。 

・話し合いは必要であるが、まず今すぐできることを小さいことから実施をする。 

・多世代、多職種、他団体の皆様との話し合いは大変興味深く、意識の向上になると思う。今後も定

期的かつ継続されることを要望する。 

・今回は、子どもたちの参加があり、活気があってよかった。子どもたちの意見を十分に尊重し、そ

れに大人たちが協力する良い機会だったと思う。何かひとつ行動をおこすことができればと思う。

そのためにも自治会関係者の参加ははずせない。 

参加者からの感想 
 
 
意見部抜粋） 

「私たちにできること」のおすすめ意見（一部） 

・まずは自分から笑顔であいさつする 

・防災マップを一緒に作りたい 

・参加しやすい行事の見直し 

・自治会や学校 PTA の地域清掃活動に積極的に参加し、

自分たちの住んでいる町をきれいに保つ 

・三重地区公民館・市民センターをもっと活用しよう！ 

・公園等に「ポイ捨て禁止」の張り紙とゴミ箱を置く 

・やさしい声かけで挨拶をし、たくさんの人と交流を深

める 

・地区児童会に地域の人に参加してもらう 

・地域の人に自分から進んでプラス１挨拶をする 

・大人も子供も一緒になって清掃活動をしよう 

・自分からすすんで“ONE STOP”あいさつをする 



○まちづくり勉強会が開催されました 

 平成 30年 12月 19日（水）三重地区市民センターにて

長崎市北総合事務所による、まちづくり勉強会が開催さ

れ三重・外海・琴海地区から約 100 名の市民が参加しま

した。講師には、全国各地の地域づくりに携わっている、

長崎市地域コミュニティ活性化アドバイザーの山口覚氏

（津屋崎ブランチ LLP代表）を招き、「事例に学ぶまちづ

くり～みんなでまちを元気にしよう～」をテーマにこれ

まで実践してきたまちづくりなどの話がありました。 

 

2 防災 

○地区別自主防災組織説明会が行われました 

 平成 30年 11月 20日（火）三重地区市民センターにて、

地区別自主防災組織説明会が行われました。 

防災危機管理室 古川係長から自主防災組織結成に向け

ての考え方や、組織の編成方法、結成後の活動内容につい

て説明がありました。その後、長崎市保健環境自治連合会 

島崎副会長自身が所属する自治会の活動や課題について

説明がありました。参加自治会との意見交換会では、自治

会活動への子育て世代の参加が少ないなどの意見があり

ました。 

※自主防災組織とは：過去の大規模災害の教訓から、災害発生直後は、消防や自衛隊、警察などの公的機

関の到着が遅れる場合が考えられるため、災害に対して「自分の命は自分で守る」、「自分のまちは自分た

ちで守る」という意識に基づいて地域での防災活動を行うために、自主的に結成された組織です。長崎市

では、自主防災組織は、平成 31年 1月 1日現在 606組織が結成され、災害に迅速に対応するため、緊急連

絡先や組織内の連絡網を作成し、災害に対する研修や訓練を実施しています。 

 

○京泊新地自治会防火・防災訓練が行われました 

 平成 30 年 11 月 25 日（日）京泊公民館にて防災マップの内容確認及び避難所等について、防災危

機管理室 古川係長から説明があり、その後、京泊公民館から指定避難所の畝刈小学校まで実際に歩

きがけ崩れの危険箇所や避難場所・避難ルートを確認しました。 

 

○西樫山自治会地域防災マップづくり 

 平成 30年 12月 9日（日）西樫山公民館にて、防災マップづくり

が行われました。マップづくりにあたり、講師を北消防署三重出張

所 渡辺主任と防災危機管理室古川係長が行いました。4班に分か

れ話し合い、危険箇所、避難場所、避難経路等を白地図に記入し

「地域防災マップ」を作り上げました。 

 

 

※自主防災組織結成・活動要領の説明会や防火・防災訓練等の開催を考えている自治会、「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、次への連絡をお願いしま

す。 

地域防災マップについて ：長崎市防災危機管理室（電話 822-0480） 

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

 



◎三重各地区でたくさんの行事が行われました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/3 才木自治会 鬼火焚き 

10/28三重地区体育祭 

1/6 日田尾自治会 鬼火焚き 1/7 京泊自治会 鬼火焚き 

10/20子育て応援ひろば 

1/4 三重地区消防団出初式 

 

11/3三重地区社会福祉推進大会

子育て応援ひろば 

1/13 三重地区成人式 

 

11/18さくらの里 2丁目 

第 2自治会 親睦会 

1/7 畝刈小校区子どもを守る

ネットワーク 鬼火焚き 

11/4鳴見台小校区育成協

ふれあい広場 

10/21三重大神宮神社秋季

例大祭（龍踊り） 

11/11三重小校区育成協 

三世代交流グラウンドゴルフ大会 

1/6 光風台第 1、第 2 

自治会合同鬼火焚き 

12/15畝刈小校区育成協・子どもを

守るネットワーク もちつき大会 

11/18さくらの里 2丁目 

第 2自治会 親睦会 



◎長崎市からのお知らせ 

○市・県民税の申告についてお知らせ 

三重、外海、琴海地区では下表会場で申告を受け付けます。 

■申告が必要な方 

 ・平成 31年 1月 1日現在で長崎市に住所があり、平成 30年中に所得があったかた 

・長崎市に住所がなくても、平成 31 年 1 月 1 日現在で市内に事務所、事業所、家屋敷があるかた  

■申告に必要なもの 

・市県民税申告書、印鑑、マイナンバーのわかるもの、身分証明書（運転免許証又は健康保険 

証）源泉徴収票など収入のわかるもの、控除がある方は必要な書類を持参してください。 

■問合わせ先 長崎市市民税課 095-829-1427   市・県民税の申告は 3月 15日（金）までに！ 

 

○子宮がん検診のお知らせ 

 

次の日程で子宮がん検診が行われます。（三重地区分のみ掲載） 

  日 時  平成 31年 2月 25日（月） 13：30 ～ 14：30 

場 所  京泊公民館  

詳しくは、長崎市健康づくり課（829-1154）へ 

地区 申 告 会 場 受  付  期  間  受 付 時 間 

三重 

樫山住民センター 2月 4日（月） 10：00～12：00 

三重地区市民センター 2月 8日（金） 10：00～16：00 

三重地域センター 

（旧三重支所） 
2月 18日（月） 10：00～16：00 

外海 

出津地区公民館 2月 15日（金） 10：00～16：00 

池島地区公民館 2月 19日（火） 11：00～14：00 

黒崎地区公民館 2月 20日（水） ～ 21日（木） 10：00～16：00 

ふるさと交流センター 3月 4日（月） ～ 6日（水) 10：00～16：00 

琴海 

琴海北部研修センター 2月 18日（月） ～ 19日（火） 10：00～16：00 

琴海地域センター長浦事

務所 

2月 21日（木） ～ 22日（金) 10：00～16：00 

2月 25日（月） 10：00～16：00 

琴海南部文化センター 

2月 27日（水） ～ 3月 1日（金) 10：00～16：00 

3月 4日（月） ～ 3月 8日（金) 10：00～16：00 

3月 11日（月） ～ 14日（木) 10：00～16：00 


