
令和元年度「地区集会」まとめ 

【開催地】 

１．地区集会Ⅰ（喜小校区）〔６／１７（月）・喜々津中 大多目的室他〕 

〔参加者〕保護者６１名、地域２０名、教職員２０名   合計１０１名 

 

２．地区集会Ⅱ（東小校区）〔６／１８（火）・喜々津東小 東小体育館〕 

〔参加者〕保護者２４名、地域１３名、教職員１０名   合計４７名 

 

 

地区集会１（喜々津中学校） 

 

 

① 西川内（保護者１名・役員２名・地域１名・教職員１名） 

○危険箇所 

  ・市布駅先の線路下の幅が狭い。 

  ・市布､小川商店辺りの車のスピードが速い。 

  ・山口商店先の横断歩道辺りが危険を感じる。 

  ○地区集会で出された意見 

  ・歩行に対するドライバーへの注意喚起が必要では？ 

  ・冬は暗いうちから歩いている為､反射板シール等を各家庭で貼るなどしてはどうか？ 

  ・自転車でヘルメットを被っていない子供が多いようだ。 

  ・小学校で自転車教室などは行っていないのか？ 

  ・帰りの時間等で注意はしているが､昔のような指導はできない状況である 

  ○反省・気づき 

  ・参加者全員からたくさんの意見が出て良い集会であったと思います。 

 

② 多良見団地（保護者２名・役員３名・地域２名・教職員１名） 

○危険箇所  

・国道３４号線沿いの高速道路下の道（トンネル）が人目に付かず危険。特に､雑草が伸びており 

 子ども達の背丈だとまわりから全く見えない。除草をお願いしたい。 

 →バス停横の除草要請。市へお願いしている。〈自治会長より〉 

・通学路（下り坂）で車のスピードが出ている。横断歩道に子どもがいても止まってくれる車は少

ない。スピードが出ているので子ども達を待たせて車を通している。 

○地区集会で出された意見 

・朝からバスを待つ際､バス停横の私有地に入っている子がいるので入らないようにする。 

・下校時､バス停のゴミステーションから缶を取って缶蹴りをして遊ぶ子がいる。 

・バス乗降時は､低学年（1・2 年生）からとしているが､大人の目がないと中・高学年が先に乗降す

ることがあるので約束ごとを守るように。 



・朝からバスを待つ際､道路に出ている子がいる。車が出入りするので停留所で待つようにする。 

○反省・気づき 

・自治会長､民生委員さんから多くの話しが聞けて良かった。また､地域の為に配慮してくださって

いることも多く､有りがたく思う。 

・参加者が少ないので､もっと多くの保護者の参加で情報交換ができると良い。 

○地域行事 

・子ども会，夏のレクレーション（小学生） 

・ラジオ体操 

・公園の草むしり 

・夏祭り巡回指導（中学生） 

・綱引き大会参加予定 

 

③ 市布（保護者８名・役員 6 名・地域 4 名・教職員 0 名） 

○危険箇所  

・道幅が狭い通学路が多く､抜け道になっている為､朝は車の通りも多い。 

・市布駅横の高架下が夜は暗くてこわい。 

・市布駅から喜々津団地方面へ行く所の横断歩道を渡る時､車が一時停止をしない（停止線がない） 

 ので､子ども達がなかなか渡れない。 

○地区集会で出された意見 

・道幅が狭い通学路（市布駅～日産方面）（日産裏の道）には､グリーンベルトを設置してほしい。 

・高架下は街灯を設置してほしい。 

・警察や交通指導員の方に朝の通学路の道路状況を見に来てほしい。 

○反省・気づき 

・毎年､同じ要望が出されているようですが､なかなか改善されていないようです。 

今回も同じ意見が出されているようでした。 

 

④ 喜々津団地（保護者 1 名・役員 8 名・地域 4 名・教職員 2 名） 

○危険箇所 

・みのる塾送迎の車が並んでいる。 

→駐車の場所を考えてもらう。 

○地区集会で出された意見 

・団地内の放送が聞こえない。（防災無線は聞こえる） 

 →現状のまましか出来ない 

・市布駅の裏通り､街灯少なく危ない。 

 →地区が違うので情報提供をする。 

・地区の公園でのいたずら等､最近は見かけない。 

・子どもが泣いている､不登校､引きこもり等､情報があればすぐに民生委員へ 

 （声を掛ける等､勇気を持って行動する） 

○反省・気づき 



・特になし 

 

⑤ 中里（保護者 1 名・役員 1 名・地域 1 名・教職員 2 名） 

○危険箇所 

・中里河畔公園 

 昨年の大雨の時の崩落箇所がある。諫早市緑地公園課に立て看板､木の伐採を依頼。 

・喜々津橋バス停下の地下道 

 暗くてこわい。電灯ソケットを明るいものに替えた。壁にペイントの依頼。 

・江嶋商店前・喜々津小学童クラブ・縦貫道の交差点について 

 運転手に注意喚起を促す為､ブルー塗装をする。 

・草野農機の前 

 2 週間程前､高校生がウォークマンを聞きながら車とぶつかりそうになった。 

 歩道と車道があいまいな箇所がある。 

○地区集会で出された意見 

  ・縦貫道の道脇は､中里地区の住民の方がボランティアとして草花を植えてくれている。 

この場所に「ソニー」の方々から社会貢献の一貫として美化活動に関わらせてほしいと連絡があ

り､「こいのぼり」を立てる予定。 

  ・ホタルの幼虫のカワンナが増えたのは川の浄化の為のカキ殻を敷いてきた活動がある。 

   →企業と地域の繋がり 

  ・例年行っていた「鬼火たき」は今後も地域行事として継続していく。 

３～５年後､でんでん橋付近に２６棟住宅が建つ予定だが､今後は「鬼火たき」の場所を移動して

行う予定。 

  ○反省・気づき 

  本田自治会長より 

  ・今後､公民館を開放して子ども達の為の「勉強会」を開こうと考えている。 

塾にも行けず､学校の勉強にもついていけない子ども達の救いの場になれば・・ 

   子ども会の方で､アンケートを取ってどれだけの子が必要としているか？現状を知ること。 

  ・月に一度､喜々津駅前のステーションホテルで「子ども食堂」を開催している。（第 3 日曜日） 

   子どもは無料､大人は１００円で利用できるので､皆さんの交流の場として利用してほしい。 

   フードバンクとして利用。 

  ・生活環境がしっかりしている子ほど学業も成績が良い。 

   

⑥ 井樋ノ尾（保護者２名・役員３名・地域２名・教職員２名） 

○危険箇所（別紙地図参照） 

・外灯が少なく日が沈むと特に暗くなり怖い。（ラインマーカー部分は特に） 

・フジパン工場の山側駐車場出入り口の大きなカーブ付近（斜線部分）では車のスピードが出や

すいようで､中央線やカーブの内側の白線を越えて走行する車もいて危険。 

 地区外の方で通勤に利用している車も多い。 

・白線や中央線にガタガタするような物を付けられないか？何か対策が必要では？ 



○地区集会で出された意見 

・子ども１１０番の家がラインマーカー部分近くにあれば少し安心できそう。 

現状は自治会長さんの自宅が子ども１１０番の家であるが､そちらを通行しない子供が多い。 

→「カラモニーうしろだ」様に自治会長より声掛けをしてみます。 

○反省・気づき 

・危険地区を話す時､地図があって参加者がわかりやすかった。 

 

⑦ 木床（保護者 1 名・役員 5 名・地域 2 名・教職員 4 名） 

○危険箇所 

・「木床一区」５～６年前に中里河畔公園が整備され､それに伴った川沿いの道路について 

 川端のフェンス設置､河畔公園の木の伐採・・・自治会より役場へ要望。順次対応してもらって

いる。引き続き継続。 

・「木床二区」なごみの里グランド奧､海沿いエリアの街灯について 

 午後１０時を過ぎると真っ暗になってしまう。防犯の意味でも役場に要望中。 

・「先木床地区」範囲が広く把握しきれていない。地域住民より要望があれば対応したい。 

 （ガードミラーの設置､徐行の看板など・・） 

○地区集会で出された意見 

・通学路ははっきり決まっているのか？ 

 小学校・・ＪＡの交差点より先は左側通行で徹底している。そこまでは､左右どちらかの歩道を

歩くように見守っている。 

 中学校・・河畔公園のそばの道を登下校する生徒がほとんどだが､日没後や大雨時など危険を伴

うこともあるので､自分の子供がどの道で通学しているのか家庭でも話題にあげ､確

認しておいてほしい。 

・学校､家庭に加えて地域の横の繋がりの大切さ。 

・今年は､喜々津夏祭りで花火が打ち上げられるので､例年とは人の流れが少し違うかも知れない。 

○反省・気づき 

・事前打合せで自治会長さんに伺っていた内容を中心に進めました。具体的にテーマを決める方が

（通学路についてなど）意見を出しやすいようでした。 

 

⑧ 船津（保護者 5 名・役員 3 名・地域０名・教職員 2 名） 

○危険箇所 

・船津公民館周りを自転車に乗って遊んでいる 

→各家庭で子供に注意をする。 

・船津公民館近くにある防水タンクに上っている。（注意書きあり） 

 →自治会長に相談 

・木床の踏み切りを渡っている子どもがいる。 

 →学校から生徒への声掛け 

・先週の日曜日､喜々津漁港に海水パンツを履いた高校生ぐらいの生徒が飛び込んでいた。 

→自治会長に相談 



・高内商店の所を地元の方ではない人がスピードを出して運転している。 

 →自治会長に相談 

○地区集会で出された意見 

・喜々津漁港施設用地で夏になるとバーベキューや花火をする若者が多い。 

 片付けせず遅い時間まで騒いでいるので警察にパトロールを依頼。 

○反省・気づき 

・昨年､話し合いに出た問題点については､現在解決済みなので､今回も早めに対応できるといいと 

思います。 

 

⑨ 阿蘇・停車場（保護者 0 名・役員 2 名・地域１名・教職員３名） 

○危険箇所 

・通学路は､十字路の交差点が多く､信号機も横断歩道もなく危険。 

・体育センター前の横断歩道（セブン前）は交通量が多い。 

・コスモスへの出入りは多いが､見通しの良いつくりになっているのでドライバーも気を付けてい

る。 

・喜々津駅前は送迎車が多く渋滞して危険。 

○地区集会で出された意見 

・喜々津駅裏にマンション建設中（４，５棟予定） 

今後､更に車が増え渋滞する可能性がある。 

・１月末､阿蘇神社付近で露出事案があった。 

・ビバシティマンション付近で変質者が出た。→警察へは通報済み 

・貝津ヶ丘の刃物所持の件も近場だけに安心できない。 

○反省・気づき 

・少ない人数での参加でしたが､色々な情報交換ができて､今後さらに住みやすい地区になればい

いなと思う。 

 

⑩ 福井田・丸尾１区（保護者０名・役員 4 名・地域 1 名・教職員 1 名） 

○危険箇所（地図参照№１） 

・通学路の変更？→丸尾２区なので福井田・丸尾１区ではない。 

・道幅が狭いにもかかわらず車のスピードが出ているので心配である。 

・雨の日､車が水たまりの水をはねさせて､子供にかかりそうで気になる。 

 →歩道が狭いので車と子供の距離が近い。 

・国道からすぐの横道に横断歩道がないので危ない。 

・歩道が狭いので危ない。 

・イノシシ・サルが出ることがある。 

○地区集会で出された意見 

・地域の行事について 

丸尾１区 

→ホタル鑑賞会・クリスマス会・鬼火・夏休みの学習会など 



  行事が多く､地域の方々に育ててもらっているといつも感じている。 

丸尾・福井田・阿蘇 

→合同夏休み学習会７／２２～８／２０ ８：４５～１１：４５（お盆を除く） 

  子どもの生活リズムが整って毎年助かっている。 

○反省・気づき 

・事前打合せは､すぐに終わってしまったので当日だけでも大丈夫だったという意見が多かった。 

 

⑪ 丸尾２区（保護者０名・役員３名・地域１名・教職員２名） 

○危険箇所（地図参照№２） 

・カーブミラーが見えにくい場所２箇所（地図上 赤丸） 

→生活基盤機構に相談予定 

○地区集会で出された意見 

・カーブ部分の見通しが悪く狭い。（地図上ピンク） 

※通学路の変更について 

 通学路について保護者から意見あり。 

小学校校長先生も実際の現場を見て危険と判断し､切江コーポ横の階段（地図ピンク→緑）を使

用する一部ルートを変更することとなった。 

子ども達には学校側より伝達済み。保護者には､小学校評議委員から伝達。 

このルートでしばらく様子を見ていき､各家庭で通学路について今後意見・問題等あれば再検討

も可能。 

   ・丸尾グリーンハイツ跡地や丸尾１区の沼地・沼地周辺について 

    沼地・沼地周辺については宅地化に向けて７／５（金）説明予定。 

    ８月の始めより工事開始予定となっている為､工事車両に注意！ 

    工事車両については､通学時間を避け対応してもらえるように依頼する予定。 

〈自治会長さんより依頼〉 

   ・公民館横のリサイクル置き場において､以前タバコを吸っている学生を見かけたが､今はいない

様子。夏休みに再度確認します。〈自治会長〉 

   ・今年も夏休みに丸尾１区・福井田の共催で子ども教室を開催します。 

   ・七夕飾りについて 

    長寿会にて毎年七夕用の笹を準備していただいていたが､高齢化により準備困難。 

    今年は､丸尾１区と共にグループホームたらみを訪問し､入所者と一緒に七夕の飾りつけを行

う。 

 

 

地区集会２（喜々津東小学校） 

 

 

⑫ シーサイド 1 区（保護者４名・役員０名・地域２名・教職員２名） 

○危険箇所  



自治会長様より報告 

・自治会長は毎月２０日に巡回中→１区の上の公園が危険かな？と思って回っている。 

・１区入口（海側）の雑草は除草しました。 

・自転車の無灯火が心配です。 

・道路､崖崩れ（シーサイドセメント部分）については市へ要望をしています。 

○地区集会で出された意見 

  ・安全・安心が保たれたらいいなと思って巡回しています。〈自治会長様より〉 

  ・今の良い状態が維持できるといいですね。 

  ・お互いに挨拶をしましょう。 

  ・小・中の年間行事を把握しておきたい。 

登校の時間帯､サークル・部活動を知っておきたい。〈自治会長様より〉 

→随時更新をしていますのでＨＰをご覧下さい。〈小・中学校の先生より〉 

○反省・気付き 

・色々な意見交換ができました。 

※自治会長様より今回の地区集会に向けてと資料提供がありました。 

総会資料は丸秘扱いでお願いしますとの事です 

 

⑬ シーサイド２区（保護者 1 名・役員 3 名・地域 2 名・教職員 2 名） 

○危険箇所 

・海岸通りが暗い。 

・空き地や空き家の木や草が多くて道路に出ている所がある。 

・市道の大通りは明るいが縦のラインの街灯が少ない。 

  ○地区集会で出された意見 

  ・海や川にゴミを捨てる人がいる。 

  ・スピードが速い車が多い。 

  ・横断歩道に人が立っていても止まる車が少ない。 

  ・地域の人に子どもたちのあいさつが少ない。 

   →大人の方から声を掛けるなどした方が良いのでは？ 

  ・自治会の方から敬老会に小中学生に参加してほしい。 

○反省・気付き 

  ・道路の区分によって経費を自治会で負担しているが､経費が掛かると街灯を設置することが厳し

いというのは､住民と子ども達の安全を考えると疑問が残る。 

 

⑭ シーサイド３区（保護者０名・役員４名・地域１名・教職員２名） 

○危険箇所 

・東小グランド（夏休みなど）暗くて花火などしている。中高生など。 

・学童横の街灯が暗い。 

・マンション建設中 

→知らない人が多いので､声掛けなど気をつける。物が倒れてこないか？ 



・１区の崖が危険 

・2 区の公園 

・自転車の乗り方について 

  ○地区集会で出された意見 

  ・８／４シーサイド夏祭り 

→中学生主体でしてほしい？ 

  ・街灯が暗い場所あり 

→市で管理していない通りは自治体や個人に話しをしてみる。 

  ・自転車の乗り方 

→ヘルメットを着用していない。交差点などで止まらず飛び出す子がいる。 

 低学年でも乗っている。 

  ○反省・気付き 

・地区毎に危険箇所があるので子供達にも呼び掛けたいと思う。 

夏休みになるので地域住民で守ってあげたい。 

 

⑮ シーサイド４区（保護者 0 名・役員３名・地域４名・教職員０名） 

○危険箇所 

・海岸線（周辺に松林が多い） 

・堤防 

・遊歩道のアスファルトに亀裂がある。 

  ○地区集会で出された意見 

  ・危険箇所への立ち入りには十分注意するよう子ども達に伝える。 

  ・地域住民で声を掛け合う。 

  ・不審者が多発している情報が日々とびかっているので､子ども達を守る為にも「自分の身は自分

で守る！」事を伝える。 

  ・大人も十分に子ども達を守る体制を整える事。 

○反省・気づき 

・警察の方の説明で長崎でも少年の大麻乱用が続発している事やネット・電子メディア利用の被害

も多発している事等､諫早市で事例があることに正直､驚きました。 

それと共に危機感を改めて強く持ちました。大人が子ども達に今の状況をしっかりと伝え､行動

を示す事の大切さを強く感じました。 

 

⑯ 化屋（保護者０名・役員７名・地域 2 名・教職員 2 名） 

○危険箇所（地図参照№３） 

・化屋大橋の下の２本の道路は一方通行なのに､時々間違う車がいる。 

・球場から化屋踏み切り方面への裏道は狭いのに交通量が多い。スピードを出す車も多い。 

 歩行者もいるので白線を引いてもらったり､徐行を書いてもらったりして減速を促している。 

 大島・化屋方面からも同様。見づらい所はカーブミラーを設置した。 

  ○地区集会で出された意見 



  ・化屋東公園でボールを蹴る子どもがいる。コンクリートの壁はいいが､化屋区公民館の壁はやめ

てほしい。窓や街灯の破損に繋がる。また､割ったままにしている子がいる。 

  ・化屋公園のジャングルジムは朽ちて危ないので､撤去する。その為にロープを張っているので遊

ばせないでほしい。代替えの遊具は撤去した後､必要であれば申請して設置してもらう。 

  ・化屋公園内の切り株風の遊具の内側は落書きが酷く､数年前に塗り直した。 

   最近また落書きが増えているようだ。 

  ・マンションの建設中という事もあり大型車両が多い。なごみ整骨院前を渡って登校しているが危

ないと思う。一時停止線で止まる車が少ない。その手前の十字路に横断歩道を設置してもらった

方が安全だと思う。朝の立哨をしている保護者からは､なごみ整骨院の前を渡らせるのはとても

大変だとの意見があった。 

自治会長様より 

  ・二軒の空き家があると把握している。分かりにくい場所なので､子どもたちが入り込んだりしな

いように。塀に囲まれていて見えないので危ない。 

○反省・気付き 

・毎回たくさんの意見が出ています。 

・地域の方からの愛情を感じます。 

・危険箇所などは､子どもと良く話して､遊ぶ時もどこかに出掛ける時もルール厳守だと確認し合い

ます。 

・警察の方の大切な話しが聞こえづらかったのが残念です。 

 

⑰ 大島（保護者 1 名・役員 1 名・地域 2 名・教職員 2 名） 

○危険箇所 

・マンション建設で道路が広くなった分交通量が増えた。 

その為､化屋公園から出た所に横断歩道があると良い 

  ・通学路も朝の通勤時間帯は自宅から出る車などで道幅ギリギリの箇所もあります。 

  ○地区集会で出された意見 

  ・5 月中旬に大島レクレーションを開催しています。 

高齢者と子供達との世代間交流として 10 年近く開催している。 

中学校の体育祭と重なる年も多いが小学生や未就学児など積極的に参加してほしい。 

  ・望ましい家庭環境について先生方より意見を聞いた。 

  ・朝から元気がない子は､朝食抜きや就寝時間が遅いことが多々ある。 

  ○反省・気づき 

  ・子供の話をよく聞いている親は家庭環境が良いと感じる。 

  ・喜々津交番の方の話しを聞いて､親が子供のささいな変化に気付けるかどうかは日頃のコミュニ

ケーションにかかっていると感じました。 

 


